
 

令和２年度 第８回糸島市教育委員会会議録 

 

（日  時）   令和２年１２月２４日（木） １３時３０分から１４時２０分まで 

 

（場  所）   糸島市役所 ３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 

小金丸 敏浩教育部長、土肥 英雄教育総務課長、田中 健悟学校

教育課長、山下 千恵子生涯学習課長、角 浩行文化課企画監兼博

物館館長、東定 荘士郎学校教育課指導係長兼指導主事、楠原 英

子教育総務課課長補佐兼総務係長 

 

（傍聴人）    なし 

 

（会議次第） 

（１） 会議録署名委員の指名 

（２） 会議録の承認 

（３） 教育長の報告 

（４） 議事 

・なし 

（５） 協議事項 

・教育振興基本計画（骨子）案について 

（６） 報告事項 

・令和２年第４回糸島市議会定例会について 

・令和２年度福岡県学力調査の結果と分析について 

・中学校修学旅行先の変更（進捗状況）について 

・GIGAスクール、ICT等整備状況について 

・令和３年糸島市成人式について 

（７） その他 

・各課業務の主な取組状況と課題について 

・教育委員から 

 

 



 

１ 開 会 

（家宇治教育長） 

本日の会議の出席は全員で、定足数に達しています。よって本日の会議は成立

しました。 

これより、令和２年度第８回糸島市教育委員会会議を開会いたします。 

１３時３０分 

 

２ 会議事項 

（１）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ですが、令和２年度第８回教育委員会会議録の署名委

員に宗委員を指名します。 

 

（２）会議録の承認 

（家宇治教育長） 

令和２年度第７回教育委員会会議録の承認について、お諮りします。事前に配

布しております会議録の記載事項につきまして、訂正事項等ありましたらご指摘

をお願いします。 

ありませんか。ないようですので、令和２年度第７回教育委員会会議録は承認

されました。松尾委員は後ほど会議録への署名をお願いします。 

 

（３）教育長の報告 

（家宇治教育長） 

議事に入る前に一言ご挨拶申し上げます。 

議会において、第２次長期総合計画が既決されました。今後 10 年間の糸島市

政の方向性が定まったということになります。それに基づいて教育振興基本計画

を策定していくことになります。 

次に、コロナの状況ですが、現在非常に児童生徒、その家族、並びに教職員の

ＰＣＲ検査が増えています。検査数は当初から数えて１２１件となっています。 

全国的にも学校でのクラスターがかなり発生しています。これまで以上に気を

付けて過ごしていかなければならないと思っていますが、年が明けますとすぐに

成人式がございます。感染予防に努めながら実施する予定としていますが、感染

状況が非常に気になるところでございます。 

三点目は、一人一台端末の配備について、昨日 12 月 23 日をもって終了しまし

た。いよいよ、どう使っていくかが大事になってきます。単なる補充ではなく、

オンラインでの授業を単位として認めていくという動きも出てきています。爆発



 

的な感染拡大ということになると、再度学校の臨時休業も考えられないこともあ

りません。オンライン学習をきちんと出来る体制の整備を行っていかなければな

らないと思っています。 

 

（４）議事 

（家宇治教育長） 

本日、議事はございません。 

（５）協議事項 

（家宇治教育長） 

   続いて、協議事項へ移ります。 

  教育振興基本計画（骨子）案について説明させます。 

（土肥教育総務課長） 

  それでは、協議事項、教育振興基本計画案についてご説明いたします。資料の２ 

ページをご覧ください。 

第２期糸島市教育振興基本計画の計画期間が、令和２年度末をもって終了いたし

ますことから、令和３年度以降に教育委員会が目指す、教育の姿と施策の展開の

方向性を示した、第３期の糸島市教育振興基本計画を策定したいと考えておりま

す。 

そこで、第３期計画の策定に当たっての、策定方針とスケジュールについてご説

明いたします。 

まず、策定の趣旨でございます。資料の下の方に参考として掲載していますが、

教育基本法第 17 条第２項において、「地方公共団体における教育の振興のため

の基本的な計画」を定めるよう努めなければならないとされていることから、こ

の規定に基づき、国の現行の「第３期教育振興基本計画」を参酌しながら策定す

るものでございます。 

また、先日、本市が策定しました「第２次糸島市長期総合計画・前期基本計画」

に掲げた教育分野の施策を、より具体化する計画として策定するものでございま

す。 

あわせて、市長が定めた「糸島市教育大綱」の中で示されている、本市の教育、

学術及び文化振興に関する総合的な施策の方針と連動した計画として策定するも

のでございます。 

計画の内容でございますが、国の「第３期教育振興基本計画」及び市長が定めた

「糸島市教育大綱」が計画期間中であることから、現計画の「基本目標」及び４

つの「重点目標」、５つの「施策の柱」は変更せずに、「具体的施策」と「主な

取組」に、第２期計画の施策で第３期でも「継続」するものと、第２次糸島市長

期総合計画・前期基本計画」に基づく「新規」の取組を掲載したいと考えており



 

ます。 

なお、今後新たに、糸島市教育大綱、国の教育振興基本計画が示されたときには、

その都度、内容を見直す予定としております。 

資料の３ページでは、計画の「基本目標」及び４つの「重点目標」、５つの「施

策の柱」をまとめております。 

資料の４ページから 16 ページにかけては、第３期計画案として、現行の計画で

ある第２期計画に対しまして、現時点での字句及び文言の修正を行ったものを掲

載しております。 

資料の 17 ページから 19 ページにかけては、５つの「施策の柱」にぶらさがる具

体的施策と主な取組について掲載しております。 

第２期計画の取組で、第３期の計画期間におきましても継続すべきと判断した取

組と、新たに取り組む事業について掲載しております。 

なお、各取組の具体的な内容と目標値等につきまして、次回１月の教育委員会会

議でお示しいたします。 

今後の計画策定スケジュールでございますが、次回１月の教育委員会会議では、

本日資料としてお示しした部分について、ご協議いただき、ご意見を頂戴したい

と存じます。 

２月の会議では、各取組の具体的な内容と目標値等について、ご意見をいただき、

３月の会議で計画全体の内容の最終確認、計画の決定をお願いしたいと存じます。

説明は以上です。 

（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。 

（西委員） 

  11 ページの重点目標３「歴史と文化を尊重し、郷土を愛する人づくり」の中で、

遺跡をはじめとする文化財のことについて、「市民共有の」とあるが、「伊都

国」などは日本に誇れるものであると思うので「日本国民共有の」としてもよい

のではないでしょうか。 

（家宇治教育長） 

  国宝がありますので、「国民に」としても良いかもしれません。 

  教育大綱の計画時期とはずれがありますので、再来年度大きく変わることが考え

られますので、ご理解ください。 

（土肥教育総務課長） 

  文言の修正に関しては、会議後お伺いし、修正いたします。 

（６）報告事項 

（家宇治教育長） 

次に、報告事項へ移ります。 



 

令和２年第４回糸島市議会定例会について、報告させます。 

  （小金丸教育部長） 

    令和２年第４回糸島市議会定例会が 12 月 1 日から 18 日までの 18 日間の日程で

行われました。 

    教育委員会に関する一般質問は「図書館での子どもたちの学習場所の確保につい

て」お尋ねになり、コロナ禍での図書館の学習室の利用状況についてや前原コ

ミュニティーセンターの学習室の利用についてお答えしています。 

    もう一人は「離島振興について」姫島の GIGA スクール等、教育環境についてお

答えしています。 

    12 月議会では、来年度からスタートします、第２次長期総合計画について審議さ

れました。特別委員会で審議された教育委員会関係の質疑と回答を抜粋して資料

に掲載しております。 

    教育委員会関係の 12月補正予算について（資料にて説明） 

  （家宇治教育長） 

    第２次長期総合計画の中では、生涯学習課が重点的な取組として、「放課後子ど

も広場」という活動を具体的に開始していくことにしています。 

    報告について、質問・意見等ありませんか。 

  （委員全員） 

    なし。 

  （家宇治教育長） 

    次に、令和２年度福岡県学力調査の結果と分析について、報告させます。 

  （石硯指導主事） 

    項  目 小 中 

調査学年・科目 第 5学年(国語･算数) 第 1･2学年(国語・数学) 

県平均との比較 小学校では、両教科で県平均を上回った。 

国語の活用の力が特に高い。 

中学校では、中１の数学は県平均を上回ったが、その他はわずかに

県平均を下回った。 

経年変化による分析 国語も算数も上昇している。 1 年生:数学は上昇しているが国語が

下降している。 

2 年生:国語も数学も下降している。 

平均正答率状況（観

点別）による分析 

・国語、算数すべての観点で

県平均を上回っている 

・国語、算数ともに県平均を

下回った学校は 2/15 

【1年】 

・国語は「書く」「言語事項」で県

平均を下回っている。 

・数学はすべての観点で県平均を上

回っている。 

・国語、数学ともに県平均を下回っ

た学校は 2/6 

【2年】 

・国語は「話す・聞く」と「読む」

が県平均を下回っている。 



 

・数学は「見方・考え方」「技能」

で県平均を下回っている。 

・国語、数学ともに県平均を下回っ

た学校は 3/6 

正答率からの分析 ・小５と中１では、「漢字」と「接続後を使った文章作成」に課題

がある。 

・中２では、「読む」について、昨年度からの課題が改善されてい

ない。 

 

  （家宇治教育長） 

    中学校に課題があると思っておりまして、各学校で分析をお願いしているところ

です。 

    学校間の差についても、一定の学力を身に付けることができるようにしていく必

要があります。 

    意見・質問はありませんか。 

  （委員全員） 

    なし。 

  （家宇治教育長） 

    続いて、中学校修学旅行先の変更、進捗状況についてです。 

  （東定指導主事） 

    （配布資料により説明） 

    小学校の修学旅行については、12 月初旬までに、行き先を長崎としまして、全て

の学校で無事に終えることができました。 

    中学校につきましては、11 月に関西方面のコロナウイルス感染拡大を受けまして、

当初に予定していた行先と日程の再検討を各学校に求めました。 

    現時点で、鹿児島や広島方面への行先変更、時期も１月末から３月末へ変更し実

施することを検討しています。前原地区の中学校は人数も多いことから、変更が

難しくなっています。訪問先の感染状況を注視しながら、実施の可否も含めて宿

泊先の検討を進めています。 

  （家宇治教育長） 

    状況によっては、次年度実施も視野にいれながら検討していくことになると思い

ます。報告について、意見・質問はありませんか。 

    ないようですので、GIGAスクール、ICT等整備状況について、報告させます。 

  （田中学校教育課長） 

    国の GIGA スクール構想の実現に向けて、誰一人取り残すことのない、公正に個

別最適化された学びを持続的に実現させることを目的に進めています。 

    現在の整備状況ですが、校内無線 LAN 配線及び無線アクセスポイント機器の設置

は 11月中旬までに完了しています。 



 

    タブレット端末の充電及び保管に使用する、電源キャビネットの整備は、今週完

了する予定です。 

    タブレット端末の導入について、12月 23日、昨日完了しています。 

    タブレットを日常的に使用してもらうための、AI を利用した授業支援ソフトを試

験的に導入しています。 

    12 月の補正予算で承認いただきましたので、GIGA スクールサポーターを配置し、

タブレット端末の初期対応、小中学校での授業での利用方法等の支援を行います。 

  （家宇治教育長） 

    ただいまの報告について、意見・質問はありませんか。 

  （古川委員） 

    次年度以降、充実していくと思いますが、家庭へ持ち出した時の配慮といいます 

か、支援はどうなっていますか。 

  （田中学校教育課長） 

    学校教育情報化推進委員会を立ち上げて、使い方の検討をしています。基本的に

は学校で使うこととしていますが、持ち帰りも考えられることから、ルーターの

貸し出しについて調査をしたり、日常的に貸し出しができない場合は、学校の放

課後を利用したりするなどの方法を検討しています。 

  （家宇治教育長） 

    他に、意見等ありませんか。 

    ないようですので次に、令和３年糸島市成人式についてです。 

  （山下生涯学習課長） 

    令和３年糸島市成人式について、本日配布しております資料をご覧ください。 

    実施日につきましては、令和３年１月 11日です。 

    会場は、例年どおり、前原・志摩・二丈の３会場です。 

    実施方法につきましては、新型コロナウイルス感染症対策のため、例年から７点 

変更して実施します。 

教育委員のみなさんにおかれましては、ご多忙のこととは存じますが、式典にご

出席いただき、開式・閉式の発声をお願いしたいと思っておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

  （家宇治教育長） 

    予定はしておりますが、帰省ができない。ということも聞いておりますので、か 

なり出席者が減るのではないかと思っております。せっかくの成人式ですので市 

を挙げて祝ってあげたいと思っております。 

 

（７）その他 

（家宇治教育長） 



 

各課業務の主な取組状況と課題について各課長から順次報告を行います。 

～教育総務課、学校教育課、生涯学習課、文化課、各課長から報告～ 

（家宇治教育長） 

以上、各課からの報告について、質問がある委員はありませんか。 

（委員全員） 

なし。 

（家宇治教育長） 

ないようですので、これで事務局からの報告を終了します。 

続いて、教育委員の皆さんから何かあればお願いします。 

（委員全員） 

なし。 

（家宇治教育長） 

ないようですので、これで、その他を終了します。 

次回の会議は、１月２６日でよろしいでしょうか。 

（松尾委員） 

欠席の可能性があります。 

（家宇治教育長） 

１月２６日に次回の会議を開催することで進めさせていただき、欠席の場合は連

絡をいただくことで了承ください。 

 

３ 閉 会 

（家宇治教育長） 

以上をもって、令和２年度第８回教育委員会会議を閉会します。 

１４時２０分 

 

 

糸島市教育委員会会議規則第１４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） 

 


