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令和元年度 第２回糸島市教育委員会会議録 

 

（日  時）   令和元年５月２９日（水） １３時３０分から１４時５３分まで 

 

（場  所）   糸島市前原西一丁目１番１号 糸島市役所本館 2号会議室 

 

（出席委員）   西 憲一郎委員（職務代理者）、古川 泰永委員 

松尾 実恵委員、宗 聖子委員 

 

（事務局出席者）  家宇治 正幸教育長 

井上 義浩教育部長、宗 真司教育総務課長、田中 健悟学校教育 

課長、中庭 昭宜生涯学習課課長補佐、岡部 裕俊文化課長、角浩 

行文化課企画監兼博物館館長、原尾 宏志学校教育課指導係長兼指 

導主事、東定 荘士郎学校教育課主幹兼指導主事、楠原 英子教育 

総務課課長補佐兼総務係長 

 

（傍聴人）    なし 

 

１ 会議事項 

（１）会議録署名委員の指名 

（２）会議録の承認 

（３）福岡教育事務所管内教育長会の報告   

（４）議事    

   ・議案第３号 糸島市公民館運営審議会委員の委嘱について 

   ・議案第４号 糸島市青少年育成指導員の委嘱について 

（５）協議事項 

   ・平成 30年度糸島市教育委員会の点検・評価に関する報告書（案）について 

（６）報告事項 

   ・教職員の働き方改革取組指針（改定）について 

   ・教職員の働き方改革推進委員会の設置について 

   ・教職員に対する指導上の措置の実施について 

     ・中学校英語検定の進捗について 

   ・英語教育の充実に向けた取組について 

（７）その他 

   ・各課業務の主な取組状況及び課題について 
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   ・教育委員から 

   ・その他 

 

２ 開 会 

 （家宇治教育長） 

  本日の会議の出席は全員で、定数に達しています。よって、本日の会議は成立いたしまし

た。 

  これより、令和元年度第２回糸島市教育委員会会議を開会いたします。 

  なお、本日の傍聴者はありません。                  １３時３０分 

 

３ 会議録署名委員の指名 

（家宇治教育長） 

会議録署名委員については、糸島市教育委員会会議規則第 16 条第 3 項の規定により、

古川委員を指名します。よろしくお願いします。 

 

４ 会議録の承認 

（家宇治教育長） 

平成３１年度第１回教育委員会会議録の承認について、お諮りいたします。事前に配 

  付されております会議録の記載事項につきまして、何か訂正事項等ありましたらお願い 

します。 

 （委員全員） 

  なし。 

 （家宇治教育長） 

本会議録については、承認されました。 

宗委員は後ほど、会議録に署名をお願いします。 

 

５ 教育長の報告 

   （家宇治教育長） 

    管内教育長会に出席しております。本日配布の資料をご覧ください。 

① 令和元年度教育事務所管内市町教育委員会の教育施策等について 

② 令和元年度県事業委嘱校への応援体制について 

③ 「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」の啓発ポスター等について 

管内教育長会報告について質問・意見等ありましたらお願いします。 

    （委員全員） 

     なし。 

 以下の点についてあいさつが行われる。 
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① 糸島市の体育祭について、心配されたが中学校については１日順延、小学校につ

いても地域と合同で行っているところは午前中に学校、午後から地域などプログ

ラムを変更するなどして無事に終了することができた。 

② 6月議会に向けての準備を進めている。 

 

 ６ 議事 

   （家宇治教育長） 

議事に移ります。 

議案第３号から議案第４号は、人事に関することですので糸島市教育委員会会 

  議規則第 14条第２項の規定により、会議を公開しないこととしたいので、糸島市 

教育委員会会議規則第 14条第３項の同規定により採決を行います。 

 議案第３号から議案第４号について、会議を公開しないことに賛成の委員の挙手 

をお願いします。 

   （委員全員） 

     挙手 

   （家宇治教育長） 

     挙手全員であります。よって議案第３号から議案第４号については、会議を公開 

しないこととします。傍聴者はありませんが、会議録には結果のみ記載します。 

    

     議案第３号 糸島市立公民館運営審議会の委員の委嘱について 

    （中庭生涯学習課長 説明） 

    （家宇治教育長） 

     質問意見はありませんか。 

    （委員全員） 

     なし。 

 （家宇治教育長） 

  ないようですので、本案に対する賛成委員の挙手を求めます。 

 （委員全員） 

  挙手 

                          結果 原案どおり承認 

 （家宇治教育長） 

  次に、議案第４号 糸島市青少年育成指導員の委嘱について生涯学習課長から 

 説明いたします。 

 （中庭生涯学習課長 説明） 

 （家宇治教育長） 

  質問意見はありませんか。 
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（委員全員） 

 なし。 

（家宇治教育長） 

 ないようですので、質問並びに意見の執行を終結し、本案に対する賛成委員の挙手を 

求めます。 

（委員全員） 

 挙手 

                            結果 原案どおり承認 

（家宇治教育長） 

 非公開としました案件が終了しましたので、これより会議を公開します。 

 

７ 協議事項 

   （家宇治教育長） 

    まず、平成 30年度糸島市教育委員会の点検・評価に関する報告書(案)につい 

て事務局より説明させます。 

（宗 教育総務課長） 

   この報告書は、平成30年度の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況につ 

いて点検・評価を行い、教育に関する学識経験者の意見を付して議会に提出するとともに、 

公表するものです。 

今回は、協議事項として平成30年度の施策の取組状況について、配布の点検・評価シー 

トを基に委員の皆様のご意見をいただきたいと思います。 

次回以降に正式議題として皆様にお諮りし、ご承認いただいた後、議会へ報告したいと

考えておりますので、その旨、ご了承ください。以下、㌻をおって各課長より概略をご説

明させていただきます。 

教育総務課では 施策№16 「学校指導体制の整備【ヒト】」ストレスチェックの受験 

率を上げております。本年度２回のストレスチェックを実施し、103％の受験率となって

おります。 

    施策№17 「施設の整備充実【モノ】大規模改造の事業実施率目標２校に対し、２校実

施ということで100％としております。 

    (田中学校教育課長) 

    学校教育課関係は評価シート中、評価Ｃ判定以下の事業について説明させていただきま

す。 

    施策№１「糸島市学力向上プラン」に基づく組織的な学力向上の推進では、市全体で比 

較した場合では、全国・県調査とも全ての区分で平均を上回っておりますが、すべての区 

分で全国平均を上回った学校数を指標とした場合、目標値を下回る結果となり、Ｄ判定と 

しています。 

課題として、学年間の格差や学校間の格差が見られるため、効果のあった取り組みの共 

有化や学力の底上げを図る取組を実施していきたいと考えています。 

施策№14「多様な教育機会を確保するきめ細かな生徒指導の充実」について、不登校・ 

いじめの問題の解決に向けた取り組みについて、全国値は毎年10月頃に発表されるため平 

成29年度の数値となっています。 

学校生活満足度は上がっていますが、不登校発生率が増加傾向にあり、全国平均を超え 

ています。 
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課題として、不登校児童生徒の状況把握が必要で、ＳＳＷや不登校対応専門員と

学校との連携を密にし、新規不登校児童生徒を出さない対応を行っていきたいと考

えています。 

      (中庭生涯学習課課長) 

       施策№8「学校・家庭・地域の協働による教育の充実」では、ドリームトレイサ

ー講座受講者数を挙げています。毎年度36名の定員を設けているが、今年度90名の

申込みがありました。施設や職員数の問題があり対応可能な人数が36名で課題と考

えています。 

       施策№9「学習機会の充実と講師・ボランティアの育成」について、出前講座の 

      実施回数を指標としています。前年度より実施回数は増えていますが、メニューに

よって申込に偏りがあり、メニューの見直しやさらなるＰＲを図る必要があると考え

ています。 

    （岡部文化課長） 

       施策№9「学習機会の充実と講師・ボランティアの育成」図書の貸出冊数を指標

に挙げています。平成29年度に一時減少したが、新刊の購入や３館相互の利用促進

の取り組みにより目標を達成できています。 

     （角企画監） 

       施策№12「文化財の保護と普及教育活動の充実」博物館・資料館の入館者数は、 

      市民祭りの中止や管理上の問題から福岡マラソン時の無料開放を中止したために目 

     標を上回ることができませんでした。イベントの実施など更なる工夫が必要と考えて 

います。 

     （宗教育総務課長） 

      以上、内容が多岐に亘るため評価の特徴的な事業について説明させていただきまし 

た。 

 

（家宇治教育長） 

では、ただいまの説明で質問・意見はないか。 

 

    （西委員） 

     施策№8 ドリームトレイサー事業について事業成果は何を期待しているか。 

（中庭生涯学習課長） 

・体験活動を通じて生きる力をつける。 

・中学生になった時に、ジュニアリーダーとなって地域につながる。 

・指標については積み上げの数字です。 

（西委員） 

受講した子どもたちが中学生になった時に、未体験の子どもたちの指導ができている 

か、チェックしているか。 

（中庭生涯学習課長） 

追跡調査まではしていないが、ボランティアスタッフとして参加してもらったり、連

鎖的に繋がっていると思う。 

（家宇治教育長） 

追跡調査はしていないし、活躍できる事業も組んでいないが、それぞれの場所でボラ
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ンティアとして活躍してほしい。という願いでやっている。 

他に質問並びに意見はありませんか。 

 

    （古川委員） 

     施策№1 について、結果を小学校から中学校、中学校から小学校への相互のやり取り

や連携はできているか。 

（田中学校教育課長） 

 小学校から中学校へは、校長止まりではあるがデータを渡している。中学校から小学 

校へは、交流会を実施し情報共有している。 

（家宇治教育長） 

  他にありませんか。 

（宗委員） 

 感想になると思うが、ボランティア活動をしている子どもたちを見る機会があるが、 

すごく生き生きとしていて元気をもらえる。 

 子どもたちに感想を聞いてみると、「大変だったけど、いい経験をした」「自分たち 

の応援が力になるんだと感じられた」などやって良かった。という成果を味わえて、意 

欲の向上につながっていると思う。 

（松尾委員） 

 施策№14で学校生活満足度は高くなっているが、それに反比例して不登校児童の数 

は増えている。その要因は何か。連携はとれているか。 

（田中学校教育課長） 

 要因としては、家庭環境・友人関係（いじめを除く）・学業不振などがあげられる。 

対策として、家庭環境に関しては、ＳＳＷや不登校対応指導員を活用しながら、学校と 

の連携をはかっていく。友人関係に関しては、早めの学級つくりに力を入れる。学業不   

振に関しては、個別に指導をする。などで対応している。 

 今年度、糸島市の不登校対策委員会をつくり、新規に不登校児童を生まない対策を検 

討していくこととしている。 

（松尾委員） 

 ある児童の例で、共働きの母親の勤務時間が長くなると、（母親を）「仕事に行かせ 

たくない」という気持ちが不登校に表れる。小学校入学を機に仕事を始める親が増える。 

子どもの気持ちに親が気づいているか、注意が必要。 

（田中学校教育課長） 

 子どもが親の気を引くために行動を起こしている。などの事例もあっている。糸島市 

としてできることをしていきたい。 

（古川委員） 

 連続した欠席をしている児童に対して、「忘れていないよ」「待っているよ」という 
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メッセージを発信してほしい。 

（田中学校教育課長） 

 「福岡アクション３」というシートを使って対応している。実行できているか、実態 

を把握したい。 

（西委員） 

 施策№5のタブレット端末について中学校が 6校中１校であるが、達成度が 100％と 

なっているのが気になる。教育委員会としてそれで良いと思っている訳ではないと思 

    うが如何か。 

    （田中学校教育課長） 

     平成 32年度の目標値は４校。令和 3年度には 6校となる予定。 

    （家宇治教育長） 

     目標値の変更については、検討して欲しい。 

事務局からの説明のとおり、本日の協議を受け、知見を有する方の意見聴取の後、次 

回の会議以降に改めて議案審議する。本日の意見を踏まえた所要の修正を行った後、意

見聴取されるようお願いする。 

 

  ８ 報告事項 

続いて、報告事項に移ります。 

まず、教職員の働き方改革取組指針（改訂版）について 

（宗教育総務課長） 

 配布資料に基づき報告 

 ～ 教職員の働き方改革取組指針（令和元年５月改訂） ～ 

 変更箇所 

 6･7ページ 平成 30年度の実績を記載 

 10ページ  学校閉庁日の設定を３日間から４日間へ 

 11ページ  保護者・地域住民への理解・啓発として広報紙を加えた 

 13ページ  部活動休養日を徹底する 

 14ページ  特別支援教育専門員の活用 

       不登校対応指導員を配置したので、活用並びに拡充する 

  

        （家宇治教育長） 

 関連して糸島市教職員の働き方改革推進委員会設置要綱について説明させます。 

（宗教育総務課課長） 

 配布資料により所管事務・組織について説明 

 

（家宇治教育長） 
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 ただいまの説明につきまして、質問並びに意見はありませんか。 

（委員全員） 

 なし。 

 

（家宇治教育長） 

 次に糸島市教育委員会の指導上の措置について説明します。 

（宗教育総務課長） 

 配布資料により説明 

（家宇治教育長） 

 質問はありませんか。 

（委員全員） 

 なし。 

 

（家宇治教育長） 

 中学校英語検定の進捗について説明させます。 

     (東定学校教育課指導主事) 

     資料に基づき報告 

     ～令和元年度糸島市中学校英語検定推進事業の現状と課題（報告）～ 

① 目的 

② 目標 

③ 平成 30年度実績 

④ 成果と課題 

（家宇治教育長） 

続けて、英語教育の充実に向けた取組についてお願いします。 

    （東定学校教育課指導主事） 

     リーフレットにて説明 

     今年度からの取組として、中学生のイングリッシュキャンプを予定。 

     県の重点課題研究指定である前原東中学校区で 11月に中間報告会を予定。 

（家宇治教育長) 

     ただいまの報告について質疑・意見はないか。 

         (松尾委員) 

     中学生のイングリッシュキャンプはいつごろ、どこで行うのか。 

    （東定学校教育課指導主事） 

     西南大学で 11月 23・24日を予定している。 

    （家宇治教育長） 

     ほかにありませんか。 
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       （委員全員） 

     なし。 

    

   (家宇治教育長) 

     ないようですので続いて、各課業務の主な取組み状況と課題について 報告を各課よ

りお願いする。 

（宗教育総務課長） 

教育委員会会議並びに学校訪問日程の確認・了承 

（田中学校教育課長） 

・５月事業経過と６月の予定 

    （家宇治教育長） 

     教科書の見本本がセンターにありますので閲覧ください。 

    （井上学校教育課長補佐） 

     本日案内を配布。閲覧依頼 

（中庭生涯学習課課長補佐） 

・５月事業経過と６月の予定について 

（岡部文化課長） 

・５月文化課報告（文化・図書館係関係） 

    （角 企画監） 

  ・５月文化財係、博物館係入館状況及び企画展等の予定 

 

（家宇治教育長） 

ただ今の報告について、質問等はないか。 

（委員全員） 

      なし。 

    （家宇治教育長） 

次に ②教育委員の皆さんから何か意見等ないか。 

   (委員全員) 

     なし。 

  （宗教育総務課長） 

   教育振興基本計画について前回の意見を踏まえて修正をしています。 

   九州地区市町村教育委員会研修大会の参加者について、後で協議願います。 

   （家宇治教育長） 

   会議終了後、委員全員で話し合って決定してください。 

        ほかにないか、なければ ③ その他に移る。 

①  その他 特になし 
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９ 次回会議 

    （家宇治教育長） 

     次回は６月２７日の開催とする。時間等は改めてお知らせする。 

 

10 閉 会     委員会閉会を宣言   １４時５３分 

 

 

 

 

 

 

糸島市教育委員会会議規則第１６条第３項の規定により、ここに署名する。 

 

 

    教育長 

 

 

    委 員 

   （委員長指名委員） 


