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令和元年度 第３回糸島市教育委員会会議録 

 

（日  時）   令和元年６月２７日（木） １３時３０分から１４時３５分まで 

 

（場  所）   糸島市役所本館４階 ４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、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）    ２名  ※傍聴人受付簿のとおり 

 

１ 会議事項 

（１） 会議録署名委員の指名 

（２） 会議録の承認 

（３） 教育長あいさつ 

（４） 議事 

    糸島市立図書館協議会委員の委嘱について 

糸島市立伊都郷土美術館条例施行規則等の一部を改正する規則について 

糸島市立公民館条例施行規則及び糸島市立公民館運営審議会規則を廃止する等の規則につ

いて 

糸島市立図書館サービス基本計画検討委員会設置規程の一部を改正する等の告示について

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の策定について 

  （５） 協議事項 

      人権センター運営審議会委員の推薦について 

（６） 報告事項 

    令和元年第 2回糸島市議会定例会について 

    平成 30年度学校関係者評価のまとめについて 

 （７） 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。 
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これより令和元年度第３回糸島市教育委員会会議を開会いたします。 １３時３０分 

なお、本日傍聴を希望させる方がおられます。傍聴の許可について、お諮りいたします。 

傍聴を許可される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。傍聴を許可します。 

※傍聴者２名が入室される。 

 

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、西 

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） 

令和元年度第２回教育委員会会議録の承認について、お諮りいたします。事前に配付して 

おります会議録の記載事項について訂正箇所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） 

 本会議録は承認されました。 

    古川委員は後ほど会議録に署名をお願いします。 

５ 教育長あいさつ 

（家宇治教育長） 

① 教員の不祥事について（福岡事務所管内・校長の飲酒） 

② 不審者の出没について 

・事件発生後重ねては起こっていない。 

・当日は近隣３校の下校時に保護者の迎えをお願いした。 

・３校については１週間程度地域の方々に見守りをお願いした。 

③ 校長会の主体的な働きについて 

・中間・期末テストについて統一した作問 

・教職員の働き方改革について統一的に年休の取得を行う など 

 

６ 議 事 

   （家宇治教育長） 

    議事に移ります。 

議案第５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 
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同規定により採決を行います。 

議案第 5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５号については、会議を公開しないこととします。 

傍聴者の方は、一旦退室願います。 

※傍聴者２名退室 

 議案第５号 糸島市立図書館協議会委員の委嘱について 

（岡部文化課長 説明） 

（家宇治教育長） 

 質問・意見等ありませんか。 

（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） 

 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。傍聴者の入室を 

 許可します。 

 ※傍聴者２名入室 

（家宇治教育長） 

 次に、議案第６号 糸島市立伊都郷土美術館条例施行規則等の一部を改正する規則につ 

いて 

    （岡部文化課長 説明） 

    （家宇治教育長） 

     ただいまの説明について、意見・質問等ありませんか。 

    （委員全員） 

     なし。 

    （家宇治教育長） 

     ないようですので、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） 

     議案第７号 糸島市立公民館条例施行規則及び糸島市立公民館運営審議会規則を廃止す 

     る等の規則について 
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    （中庭生涯学習課長 説明） 

    （家宇治教育長） 

     ただいまの説明について、質問・意見等ありませんか。 

    （委員全員） 

     なし。 

    （家宇治教育長） 

     質問・意見等ないようですので、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） 

     議案第８号 糸島市立図書館サービス基本計画検討委員会設置規程の一部を改正する等 

     の告示について 

    （中庭生涯学習課長 説明） 

    （家宇治教育長） 

     先ほどの議案第７号の続編になります。ただいまの説明について、質問・意見等あり 

ませんか。 

    （西委員） 

     「宿泊を伴う利用の許可基準に関する規程の廃止」とあるが、コミュニティセンター 

     になった場合、宿泊を伴う行事が出来なくなる。ということか。 

    （中庭生涯学習課長） 

     コミュニティーセンターは市長部局が担当となるため、市長部局で同様の規程を作るこ 

とになります。実質は変わりありません。 

    （家宇治教育長） 

     他にありませんか。意見・質問等ないようですので、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） 

     議案第９号 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の策定について 

    （宗 教育総務課長 説明） 

    （家宇治教育長） 

     提案理由の説明が終わりました。取組状況につきましては、前回の教育委員会の中で詳 

しく検討いただいています。 

今回、学識経験者から、 

・いじめ・不登校問題の対策について、しっかりと取り組んでいくべき 

・指標そのものが妥当であるか検討をお願いしたい 
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・目標達成のための取組にならないようにゴールフリーで考えるべき 

・財政面の支援を強く求めていくべき 

意見としていただいているので、前回の指標の数値を報告書としてまとめました。 

・質問・意見等ありましたら、お願いします。 

    （委員全員） 

     なし 

    （家宇治教育長）  

      ないようですので、これで質疑を終了し、これより本案についての採決を行います。議案

第９号平成 30 年度糸島市教育委員会の点検・評価に関する報告書の策定について 承認さ

れる委員の挙手を求めます。 

 （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９号 平成 30 年度糸島市教育委員会の点検・評価に

関する報告書の策定については、原案どおり承認します。これを受けまして、事務局より

糸島市議会に対し、報告させます。 

  引き続き報告事項を行います。 

（５）報告事項 

   （宗 教育総務課長） 

     報告事項に入ります前に、１点協議をお願いしたいと思います。 

     糸島市人権センター運営協議会委員の推薦について、人権・男女共同参画推進課より依頼

があっております。現在、松尾委員にお願いしておりますが、任期が満了するということ

で次期の委員について推薦を。ということでございます。松尾委員へは継続していただく

ことで了承をいただいておりますが、いかがでしょうか。 

   （家宇治教育長） 

     ご質問や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、松尾委員よろしくお願いします。 

     それでは報告にうつります。 

     令和元年度第２回糸島市議会定例会の報告をさせていただきます。 

   （井上 教育部長） 

    【主な議案】 

     ・公民館条例の改正について 

     ・消費税率のアップに伴う使用料の改定に関する条例について 

     ・前原小学校校舎の大規模改修に係る工事請負契約について 

・一般会計補正予算について  など１８議案 
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     【一般質問：３名】 

      ・動物にやさしい糸島づくりをするためには、学校教育の役割が 

大きいと思うが  （笹栗 純夫 議員） 

       道徳の授業や、総合学習などで日頃から、殺処分についてや捨て犬の里親さがしなど 

       教材化しており、動物愛護に関する教育を実施しており、今後も継続していきたい。 

      ・中央ルートアンダーパス問題について   （栁 明夫 議員） 

・埋蔵文化財の調査は行ったのか 

 事業主体である県から文化財保護法に基づく通知を受けた後、工事着手前に試掘を 

 行い、遺跡があれば本格的な発掘調査を行うこととなる。 

・道路構造による問題はないか 

 道路工事を行う際は、記録保存を目的とした発掘調査を行うこととなっており、 

アンダーパスか平面構造かという道路構造に関わりはない。 

      ・学習指導要領の改訂により、これからの教育で大切にしていくものは何か  

（藤井 芳広 議員） 

① 社会や地域の課題を解決するための、問題解決能力 

② 自分の住んでいる地域を大切にし、地域に関わろうとする態度 

③ グローバルな社会に対応できる英語運用能力 

④ 情報化社会を生き抜くための情報活用能力 

以上４つを大切にした教育をしていく。 

      ・「宿題を強制すべきではない」「置き勉」の推進について 

       学校や担任の判断により、適正に対応している。 

      ・不登校の現状や対応状況について 

       毎月の生活アンケートや学校生活満足度調査によって児童、生徒の状況を把握して 

いる。また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどで教育相談 

や家庭訪問を行っている。 

      ・フリースクールとの意見交換は 

       国の示すガイドラインに沿って運営しているフリースクールについては意見交換を行

いたい。 

      【補正予算について】 

       ・外国語教育推進のための費用 

・芥屋野球場の整備に関する費用 

     （家宇治教育長） 

      ただいまの報告について質問・意見がある委員は挙手をお願いします。 

    (古川委員) 

     フリースクールについて、糸島市内にガイドラインに沿って運営していないところは 

あるか。 

     また、実際通っている児童生徒はいるか。 

   （井上教育部長） 

     市内に２箇所（佐波・吉井）にそれぞれ、11名と 4名が通っています。児童生徒の状況は 
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     把握しています。 

   （古川委員） 

     その２箇所のフリースクールに通っている児童生徒について、出席の扱いは校長判断と思

うが、どうなっているか。 

   （井上教育部長） 

     出席扱いにはなっていません。 

   （田中学校教育課長） 

     補足ですが、不登校の扱いではなく保護者の意思（考え方）でフリースクールに通ってい

る状況である。国の基準に沿っていないため、出席扱いにはなっていません。 

   （家宇治教育長） 

     フリースクール等に通っている子どもたちについて、実質はまだ多い状況です。はっきり

と整理をしようということで調査をしています。近日中には把握できると思います。 

     よろしいでしょうか。 

    (委員全員) 

       なし。 

    (家宇治教育長) 

       それではないようですので、議会報告は終わります。 

       続いて、平成 30年度学校関係者評価のまとめ について 報告をお願いします。 

      (学校教育課 原尾指導主事 ) ～ 配布資料により 報告 ～ 

     １．学校評価様式 

     ２．評価項目及び評価結果   

     ３．学校評価項目についての課題 

     ４．評価委員会からの主な意見 

     ５．評価委員会からの意見が見える今年度の課題 

 

  （家宇治教育長） 

    ただいまの報告について質問・意見がある委員は挙手をお願いします。 

（西委員） 

     学力向上地域協働事業とはどういうものか 

（田中学校教育課長） 

市の予算を使い、地域住民の方に行っていただいている、赤ペン先生やゲストティチャ

ーなどを活用する事業です。 

    （家宇治教育長） 

       学校関係者評価は外部評価ですが、今回特徴的なのが、 不登校やいじめに関する問題 

に対する対応をしっかりやってほしい。という意見を多くいただいている。事務局で 

も検討を行っていき、今後意見をいただくことになると思います。 

       虐待対応は早期発見・早期対応ができるようにしていきたい。 

       その他ありませんか。 

     （委員全員） 

       なし。 
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   （家宇治教育長） 

        では続いて（６）その他に移ります。 

（６）その他 

①各課業務の主な取組み状況と課題について 

（家宇治教育長） 

各課業務の主な取組み状況と課題について報告を行います。 

（宗教育総務課長） 

教育委員への案内等当面の日程について 

（田中学校教育課長） 

６月の経過と７・８月行事予定 

（中庭生涯学習課長） 

６月の経過と７・８月の予定 

（岡部文化課長） 

６月の経過と７・８月の予定 

   （角企画監・博物館館長） 

     ６月の経過と７・８月の予定 

   （家宇治教育長） 

特になければ以上で、各課業務の主な取組み状況と課題について報告を終わります。 

         次に②教育委員から何かありますか。 

    （委員全員） 

     なし。 

  （家宇治教育長） 

    ないようですので、これで （６）その他を終了します。 

       次回は７月２６日としたいが、よろしいでしょうか。 

（委員全員） 

異議なし。 

 

   

３ 閉 会   委員会閉会を宣言   １４時３４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 

   （教育長指名委員） 


