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平成２９年１０月定例教育委員会会議録 

 

１．開会及び閉会に関する事項 

（１）日 時 平成２９年１０月１０日（火曜日） 

開 会 １５時２８分 

閉 会 １７時０３分 

（２）場 所 直方市役所 ８階 第８０８会議室 

 

２．出席者及び欠席委員の氏名 

（１）出席者 

教育長 田岡洋一 

委 員 山内 健、 委 員 松野美知子 

委 員 澁谷昌樹、 委 員 清永智教 

 

３．会議に出席した者の氏名 

（１）事務局 

教 育 部 長 秋吉恭子、教育総務係長 天野浩輔 

  学校給食係長 山部信清 

  学校教育課長 小島啓一、学校教育課管理主事 右田清二 

  学校教育係長 松本直生、こども育成課長 熊井康之 

  家庭支援係長 塩田礼子、文化・スポーツ推進課長 山部福美 

 

（２）書 記 

教育総務課長 安部静子 

 

４．会議式次第 

 

○教育長（田岡洋一） 
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  皆さん、こんにちは。それでは、１０月の定例教育委員会を始めさせてい

ただきます。 

  教育委員会の行事報告という資料をごらんください。 

  そこには（記載が）ございませんが、９月定例教育委員会が、５日に開催

されました。 

  ９月７日には、小中一貫教育推進本部会、そして、直方市教育フォーラム

実行委員会、これが実施をされました。 

  小中一貫教育推進本部会は、１０月２１日に直方第三中学校校区における

小中一貫教育研究発表会について、内容的には、ほぼ決定をしていましたの

で、主に次年度以降の、２回目の研究発表会のあり方について議論を行いま

した。 

  直方市教育フォーラム実行委員会、こちらのほうは、後で説明があると思

いますが、１１月１８日に２年ぶりに教育フォーラムを開催いたしますので、

そのポスターの内容とか、発表内容について詳細に検討をいたしました。 

  次は、９月１８日、直方一中の体育大会ということで、これは、予定日だ

った１７日が、台風１８号の影響で、できなかったので延期になったんです

が、１８日は、すばらしい天気のもとで実行され、けが人もなく無事終了い

たしました。 

  ９月１９日、９月定例教育長会で、これは、平成３０年度予算編成資料提

出とか、２９年度定期監査、あるいは、これも後で報告にありますが、２９

年度の全国学力学習状況調査などについての連絡、報告等がございました。 

  ９月議会の一般質問が、９月２０日から２５日までの４日間、その間の９

月２１日に、第６０回福岡県民体育大会秋季大会の結団式に参加をいたしま

した。これは、この週末に北九州と豊前地区で秋季大会が開催をされますが、

大体１００人以上参加する選手の方の半分ぐらいが、出席をされていました。 

  ９月２９日、第１回学力向上検証委員会ということで、これは、山内教育

委員さんも御参加をいただいて、北九州教育事務所主幹指導主事からは、直

方市教育委員会のあり方も含めて大変厳しい御意見をいただきました。 

  ９月３０日は、ライオンズクラブ６０周年記念式典、これに参加をいたし

ました。 

  翌１０月１日は、植木小学校、感田小学校の運動会ということで、この１

０月１日は、かんかん照りではなくて、適当に雲が出て、本当に運動会日和

の天候でした。これも大きなけが人はなく、無事終了をしております。 

  その同じ日に、ユメニティで、ライオンズクラブ記念行事の一環として、

ワン・ボイス・キッズ合唱団の公演がありましたが、午後、これに参加をし

て、午前中の部は、小学生、中学生は無料ということで、学校にもお願いし
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て、こっちは予想どおりいっぱいになったそうですが、午後の部も大体、会

場がいっぱいになったと聞いております。 

  １０月５日、マリーホール宮田で、暴力追放決起大会に参加をいたしまし

た。 

  きょう、１０月定例教育委員会となっておりますが、きょう、この会議の

前、午後には、新入小学校で稲刈りがありましたので、それに参加をしてま

いりました。 

  今後の予定は、裏をごらんください。これも詳しくは、後ほどまた説明が

あると思いますが、私、今週末は、八代で、九州都市教育長協議会に参加を

いたします。 

  そして、１６日に、第４回教育フォーラム実行委員会、そして、２５日は、

定例教育長会、同じ日に、県教育委員会教育長さん他がお見えになるという

ことで、県教育委員会との意見交換会も入っております。 

  あとは、先ほど申し上げました、２７日に、第三中校区小中一貫教育発表

会、２８日には、鞍手高校創立１００周年記念式典に参加をし、２９日の日

曜日には、午前中は、福智山ろく花公園で すくすくフェスタ、午後からは、

直方市ハートフル奨学金審議会に参加をする予定です。 

  一応、これで、教育長報告を終わりたいと思いますが、何か御質問等ござ

いましたら、お願いを申します。 

 

○山内委員 

  １ついいですか。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  はい。どうぞ。 

 

○山内委員 

  教育フォーラムの実行委員会は、メンバー構成を教えていただいていいで

すか。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  はい、小学校、中学校校長代表。それと、教育長、部長、（教育委員会）

４課長、白土係長、安永係長、管理主事、大塚指導主事です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  よろしいですか。何か関連して。 
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○山内委員 

  いや。教育フォーラムの報告のところで。 

 

○松野委員 

  学力向上検証委員会で、教育事務所のほうから厳しい御意見とおっしゃい

ました、具体的に（どのような御意見だったんでしょうか）。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  １つは、全国学力学習状況調査が終わって、今年度は１回目の会議だった

んですね。どうもほかの教育委員会は、年度当初にまず１回目やって、教育

委員会が本年度はこういうふうな重点目標でやってもらうと思ってるから、

各学校もそれに応じて、学力向上のための重点を定めて取り組んで、ちょう

どこのうちが行った９月の下旬の段階で、うちは１回目ですが、ここで２回

目をしたらどうかと。年度当初からやってきて結果が出てますので、そこで

結果を見ながら、またそのまんまの重点方針でやっていいのかどうか、ここ

で少し方向を変えてやるほうがいいのかということで、ほかのとこは、そう

いうふうに年３回ですね、年度明けと、もう１回とやってるので、そういう

やり方でいいんじゃないかというふうなことと。 

あと、教育委員会としての目標のあり方をもう少し学校が理解して、やり

やすいような形で示さないと、何となくですね。例えば、家庭学習の時間が

全くない、やっていないという、そういう子供を０にしたいと、少しでも学

習を、家庭でするように持っていきたいと、こういうのはわかるんだけど、

ほかのものに関してはですね、もう少し学校に、ここまで頑張りなさいとい

う示し方が足りないのではないでしょうか。３つ言われましたけど、うち２

つが教育委員会のことでしたね。 

  うちも少し、来年度に、これ検討していくということで進めます。 

 

○松野委員 

  ありがとうございます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ほかにございませんでしょうか。 

  では、議案の審議のほうに移らせていただきます。 

  議案第１１号、直方市小学校就学前子供のための教育・保育の実施に関す

る条例施行規則の一部改正についてお願いします。 
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○こども育成課長（熊井康之） 

  それでは、直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する

条例施行規則の一部改正の審議をお願いいたします。 

  本条例施行規則につきましては、保育園及び認定子ども園の年齢及び世帯

に応じた保育料及び保育料の減免等を規定しているところでございます。 

  今回の改正の趣旨につきましては、１つ目は文言の整理を行いたいと思っ

ております。「支給認定保護者負担額」、「利用者負担額及び保育料」という

同じことをあらわす文言が混在していること、「支給認定保護者負担額及び

利用者負担額」という言葉が、市民にわかりにくい文言であることから、一

番わかりやすい表現である「保育料」という文言に統一したいと考えており

ます。 

  ２つ目に、保育料の階層区分の表に誤記があったため、訂正を行います。 

  ３つ目に、保育料の算定につきましては、既に内規でいろいろと定め運営

しているところではございますけれども、規則において、明記することによ

り市民にとってわかりやすい制度になることを目指して改正を行いたいと考

えているところでございます。 

  それでは、小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例施

行規則の改正の内容につきまして説明いたしますので、別冊の条例規則の新

旧対照表、Ａ４の横長になっている分でございます。 

 これをごらんください。まず１ページをお願いいたします。左側が新で、右

側が旧になっております。まず、第２条（定義）では、この規則において

「保育料とは、条例第３条に規定する支給認定保護者の負担額をいう。」と

加えております。 

  第３条では、見出し、「教育に係る支給認定保護者の負担額」を「教育標

準時間認定を受けた子どもの保育料」と改めております。 

  表につきましては、１行目の右の「利用者負担額」を「保育料」に改めて

おるところでございます。 

  第３項につきましても、「利用者負担額」を「保育料」に改めております。 

  次のページをお開きください。第４項におきましても、「利用者負担額」

を「保育料」に改めておるところです。表についても同様にしております。 

  第４条では、見出し、「保育に係る支給認定保護者の負担額」を「保育認

定を受けた子どもの保育料」に改めております。 

  また、次行におきましては、１行目、「利用者負担額」を「保育料」に、

５行目の階層区分第４階層と、７行目第６階層について、誤記があったこと

から、「６３，０００円」を「７２，８００円」に、「１３万６，０００円」
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を「１３万３，０００円」に改めておるところです。 

  ３ページ目をごらんください。ここも第２項から第４項及び表におきまし

て、「利用者負担額」とあるのを、わかりやすい「保育料」に改めておりま

す。 

  ４ページ目をごらんください。第５条（保育料の算定）について、第１項

から第２項及び第４項が新設となっております。これは内規において定めて

おり、今回規則に記載させていただきました。第１項において、「保育料の

算定は、次のとおりとする。」とし、第２項、「保育料に係る市民税の所得割

の額は、当該支給認定子どもと同一世帯に属して生計をーにしている父母及

びそれ以外の家計を主に維持する者である扶養義務者(当該扶養義務者の収

入で生計が成り立っていると認められる場合に限る。)の市民税の所得割額

の合計額をもって、保育料を決定する。」というものにいたしております。 

  なお、「当該扶養義務者の収入で生計が成り立っていると認められる場

合」とは、父母が無職の場合で、求職中の場合や学生であること等を想定し

ております。 

  第３項は、文言の修正でございます。 

  第４項では、保育料の算定の基礎となる事項に変更が生じた場合、当該保

育料を変更する必要があると認める場合について規定しております。第１号

において税額が変更になった場合は、保育料決定の月から、第２号は、税額

変更以外での変更については、変更の事実が生じた日の属する月の翌月から

といたしておるところです。これは、第１号については、確定申告がおくれ

てなされた場合などを想定しております。 

  第５につきましては、世帯の人員の構成等が変更になったような場合を想

定しているところでございます。 

  最後に附則において、「この規則は、公布の日から施行する。」としており

ます。 

  以上、議案第１１号について説明いたしました。 

  よろしくお願いいたします。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  文言は、「保育料」に統一したということで、数字は一部変わったんです

かね。もう一度、確認ですけど。 

 

○家庭支援係長（塩田礼子） 

  第４条の第４階層及び第６階層につきまして、数字の変更を行っておりま

す。文言につきましては、保育料のほうが保護者の方にも一般的にもなじみ
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が深いというところで、「利用者負担額」という文言から一般的な「保育

料」というような形で改定させていただいております。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  数字は、４条の第４階層と第６階層ですかね。 

 

○家庭支援係長（塩田礼子） 

 はい。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  はい、わかりました。 

  ほか、御質問等ございましたら、お願いします。 

  ございませんでしょうか。 

 

（はいの声あり） 

   

○教育長（田岡洋一） 

  では、原案どおりに御賛同いただける方は挙手をお願いいたします。 

 

（はいの声あり） 

 

○教育長（田岡洋一） 

  はい、ありがとうございました。議案第１１号は可決されました。 

  では、次に報告事項に移らせていただきます。 

  まず最初に、２９年９月市議会定例会一般質問についてお願いします。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  それでは、資料２が、お手元にあると思いますけど、これに従って、簡単

に御報告させていただきます。 

  ９月議会も１５名の議員さんが、一般質問されました。その中で、教育委

員会に関係ある部分については、網かけをしております。 

  まず１番、貞村議員でございますけども、毎回、同じ質問をされておりま

す。いわゆる中央公民館のあり方について、どう考えるのかということで、

過去も同じような答弁をしてきておりますけれども、利用者の利便性を図る

ために、必要な改正、対策等はしてきているということは、お答えしており

ます。今後もいろいろ検討していくという答えにとどめております。 
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  ６番、渡辺幸一議員の「直方市の教育政策について」という質問、これは、

教育長に、教育長としての考え方を問われたもので、直方市の教育のいいと

ころ、それから、どういうところが大変だと思うかというような一般的な御

質問でございました。その中で、最後に、一般会計に占める教育費の割合、

近隣市と比較してどうなのかという質問がございました。 

  パーセンテージからすると、教育費は１０款ですので、社会教育費も全部

入るんですけれども、一般的には、他市町村に比べて低い状況にありまして、

そういうところも御指摘をされました。 

  ８番の那須議員ですけれども、「スポーツ基本法を生かした地方スポーツ

行政について」ということで、呼び名は若干違うんですけれども、国も県も

スポーツ振興計画を既に策定をしております。 

  直方市については、この計画がないということで、どう考えるのかという

御質問でございました。 

  確かに、私どもも、今までつくってこなかったところでございますので、 

  今年度から準備を進めまして、来年度のできるだけ早いうちに策定しよう

というふうに考えておりますので、そういうお答えをいたしております。 

  ３ページ目ですけれども、安永議員の「中学校給食に関して」、これは始

まったばかりで、その実施状況について、喫食率等もお尋ねになられました。 

  喫食率が思ったほどなかったものですから、今後の喫食率の向上について、

どのようなことを考えているのかということで、お聞きになりました。 

  喫食率、また後ほど中間報告ということで報告をいたしますけども、喫食

率が、９月で、４３．２８％でございまして、予算を６０％喫食ということ

でいただいているものですから、その差をどのようにして、埋めるかという

ような御質問でございました。 

  試食会のときに、アンケートをいたしておりますけれども、今後、早いう

ちにまたアンケートをとりまして、栄養摂取量ともからみますけれども、で

きるだけ子供たちの意見や希望を取り入れてたメニューにしたいということ

でお答えをいたしているものです。 

  次に、松田曻議員ですけれども、「旧筑豊高校跡地の今後の計画につい

て」お尋ねになられました。これは、まだ結論が出ていませんので、基本的

には検討中というお答えをいたしております。 

  「小・中学校の夏休みの短縮について」ということで、他市町村では、も

う既に夏休みを何日か繰り上げて２学期を始めている市町村もありますので、

直方市では、どうなのかという御質問でございました。 

  メリットもデメリットもありますけれども、今後エアコンの設置という条

件でどうするかということがありますので、そういうようなお答えをいたし
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ております。県内では、４割の学校がもう既に短縮をされているという報道

もあっておりますので、うちでも検討するということでございます。 

  ただ、松田議員は、返って教員に負担をかけるんじゃないかなというよう

な趣旨のことをお話しされておられました。 

  最後に、河野議員です。「給食費の自治体徴収について」ということで、

御質問がありました。新聞にも掲載されていましたけれども、現在は学校で

徴収をしていただいているという状況です。中学校は、前払いの引き落とし

ですから、学校に御迷惑をおかけしていませんけれども、小学校については、

学校のほうでほかの校納金と一緒に徴収していただいている状況ですので、

私どもも公会計、今、学校給食会という別の組織で、会計を行っていますけ

れども、これを市役所の会計、特別会計にするのか、一般会計の中に落とし

込むのか、わかりませんけれども、公会計化をするように今、計画していま

す。電算（システム）の改修作業等もありますので、平成３２年度の公会計

化に向けて、準備を進めないといけないというふうになっておりますので、

それに向けて検討していくというお答えをしております。 

  以上でございます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ９月議会の一般質問について報告いたしました。 

  御質問ございませんでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

 

○澁谷委員 

  給食のことですが、喫食率、簡単に見たんですけど、１年生は、比較的高

いんですが、高学年が低い。原因か何かあれば。 

 

○学校給食係長（山部信清） 

  まだ、推測でしかないんですけれども、やはり小学校から上がってきたば

かりで、給食に対するなじみが深いというふうに考えております。 

 

○澁谷委員 

  わかりました。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ほかにございませんでしょうか。 

  それでは、次に参ります。 
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  第５回教育フォーラムについてお願いします。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  資料３でチラシをお配りしています。 

  教育フォーラムは、２年に１度開催するということできております。今回

が３回目となっております。日時は、１１月１８日、土曜日となっています。 

  裏面にプログラムがあります。まず、直方市の教育の取り組みということ

で、各課から壇上でプレゼンを流します。 

  その後、直方市の小中学生のいろんな活動を紹介するということで、琴の

演奏、これは歳時館と南小学校の授業で総合的な学習の時間でやっている琴

の発表、水辺館の事業について、これは、小学生、中学生が遠賀川流域子ど

も水フォーラム、月に１度、また２カ月に１度程度の行事をやっております

ので、それに参加している子供たちの発表、英語発表会、社会を明るくする

運動で賞をとった１中の２年生の作文発表、サマーキャンプについての発表、

それと、新入ひまわりこども園のマーチングで、子供の発表は終わる。 

  そして、最後に、講演「子どもが本と出会う場所」ということで、前小郡

市立図書館館長と、直方市立図書館館長のお２人の講演となっております。

これが、今回の教育フォーラムの内容となっております。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  はい、何か御質問等ございませんでしょうか。 

  はい、お願いします。 

 

○山内委員 

  はい、何点か質問しますけど、会次第（案件表）には、第５回になってい

て、チラシは第３回になっている。どちらが、正しいかっていうこと。 

  それから、時が、９時２０分から１３時になってるけど、閉会行事は、１

２時スタートです。これとの整合性はどうなのかなと。 

  それから、もう１つは、教育フォーラムの開催の趣旨ですね。それと、先

ほどお尋ねした実行委員会との兼ね合い、どういうふうに考えたらいいのか。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  はい、どうぞ。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 
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  すみません。第３回が正しいです。式次第（案件名）の第５回は間違いで

す。 

  基本は、１２時半までに終わる予定で、今、計画しておりますけども、こ

のチラシの１３時は、最大もしかしたら延びたらということで、書いていま

す。 

  基本１２時半には終わるんじゃないかと、ただ、発表の出し入れの問題が

ありますので、もしかしたら、１時間近くなるんじゃないかというところで、

チラシは打ち合わせをしております。 

  開催の趣旨はですね、最初は、直方の各課の取り組みを発表しようという

ことで、去年。 

  ところが、それぞれの課が、これやってますよ、と新しく大きく出すこと

もあるにはあるんですけれども、それで、時間はとれないので、それも説明

はするけれども、子供たちの活躍している場面も紹介しようということで、

この９時４０分からの中に児童生徒の発表を入れました。 

  それと、実行委員会ですけれども、１回目、２回目は、学校の職員、校長

会とか教頭会とか、主幹教諭等で事務局、実行委員会をせずにやっていたん

ですけども、今回はできるだけ学校には負担させまいということで、直方市

教育委員会の中で実行委員会を立ち上げて、事務局といいますか、それで進

めてきました。 

  ただ、学校現場からも一応、参加してもらったほうがいいだろうというこ

とで、小学校と中学校の校長会長だけは入ってもらって進めています。 

 

○山内委員 

  時間の問題は、このチラシを見た人が混乱するよね。それは、そちら側の、

あくまでも想定であって、最大１時までになるかなというところで、１時と

書いてる。こっち側見ると、１２時から閉会行事なら最後に挨拶する人は１

時間話すのかなって。僕、１時間も話できないので。同じチラシで矛盾が起

こることは避けるべきだと。最大で１２時半なら１２時半というところで、

しっかり表示をすべきじゃないかと。 

  それから、趣旨はわかりました。ただ、趣旨でいくとね、そこに書いてあ

るチラシの３行に書いてある文のところでね、直方市教育委員会の各課が、

どんな取り組みをやっているかというのを発信しようという趣旨と、ここと

は、少し合わないと思うんですね。本来、教育フォーラムと市民を巻き込む

のは、やっぱりこっちやろねと、この３行やろねと。そう思ってくると、実

行委員会はね、実行委員会の中に、この趣旨に見合ったメンバー構成で実行

委員会を組織すべきじゃないかと思うんですね。学校の代表とか、家庭の代



 

－12－ 

表、地域の代表、そして、そこで知恵を寄せ合って、教育フォーラムの内容

をみんなで考えていく。そしたら、主催は直方市教育委員会じゃなくて、実

行委員会。やっぱり実行委員会と名づけるからには、そういう位置づけであ

るべきじゃないのかな。 

  そして、その中に、市全体をみんな巻き込んでいこうという趣旨があるな

ら、そこから変えていかないと、行政だけやったら、簡単に進んでいくって

ね。よし、これで行こう、みんな同じ方向向いてるから、よし、行こう、よ

し、行こう。だから、そこが今後の工夫の要素として考えられるんじゃない

かな。 

  それと、もう１つ、今ので大体わかったんですけど、最後の講演は、これ

は何のために入ってるのか、内容は「子どもが本と出会う場所」。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  学校図書館についても、いろいろ議会でも質問をいただいていますが、も

う少し人も含めて、いろいろな手を入れるべきではないかという御質問をい

ただいてて、確かに、私どももそういう意見を持っていますけれども、やは

り、公立図書館が学校図書館を支えるという仕組みをしなければならないと

いうことで、今回、市立図書館がその支援に動き出したというところがあり

ます。 

  そういうことで、学校図書館だけでは解決できないんだけれども、市立図

書館との連携を図りながら、学校図書館を充実させていくという取り組みを

始めようとしているというところもありまして、そういう形で、そういう情

報を発信するということです。 

  確かに、人さえつければ解決すること、たくさんあるんですけど、なかな

かお金もなくて、できない。小郡は、これがものすごく進んでいる市だそう

です。そこの前館長さんに、そういう経験も含めてお話を伺ってということ

で。 

 

○山内委員 

  今までも、学校は市立図書館から支援を受けてたけども、それ以上の。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  さらに。 

 

○山内委員 

  それ以上に持っていこうという腹がある。 



 

－13－ 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  はい、あります。それが、図書館のもう一つの役目だろうというところま

で、館長は認識されておられまして、図書支援員の研修もことしあるんです

が、それも請け負っておられて、そこらへんのてこ入れもしていただいて、

特に、中泉､上頓野、ことし福地もなんですけども、図書館からずっと離れ

た学校には、図書を持って出向いて子供たちに本を紹介するような仕組みに

なっているので、それも広げていきたいという気持ちを持っておられますけ

ど、そういう契機になるかなと思っております。 

 

○山内委員 

  わかりました。 

   

○教育長（田岡洋一） 

  ちょっと質問がありましたけど、このチラシのほうで、多分、これ１３時

に終わるというのが、訂正できないでしょう。締め切ってますよね。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  刷り上がっています。 

 

○松野委員 

  もうここまででき上がっているものを今さらと言われそうですが、誰を対

象に教育フォーラムをしたいんだろうかと思うんですね。そして、直方市の

教育の発信と教育力のさらなる充実を図るためのプログラムではないという

ふうに感じます。歳時館の子供教室というのは、ある先生が個人的にお琴を

教えてあって、南小学校６年生何人ぐらいかわからないですけど、遠賀川水

辺館事業も直方市の一環ではあるけれども、こんなところで、発表するのか

なとか思うし、英語の発表会は、高校生じゃないですか。全体的に教育フォ

ーラムをして、誰に向けて直方市がこういうことをするんだよというような

ことを言ってるかという、非常に曖昧な気がするんですね。 

  それで、この次のときは、誰に向けての教育フォーラムで、直方市がプレ

ゼンテーションをしたいのかというところ、もうちょっと的を絞ってされた

ほうがいいのではないかというふうに思います。 

  図書館は大事だと思うけれども、何か教育力の一番大きなテーマとは違う

気がするんですけども。内容を練ってなさったほうがいいんじゃないかと思

いますので、ちょっと。 
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○教育長（田岡洋一） 

  前の２回は、小中一貫教育が出ましたね。今回そうじゃなくて、私の個人

的な気持ちで、課長はああいうふうに言いましたけど、直方市の教育委員会

の取り組みを全面的に打ち出してやろうというのではなくて、私個人は、直

方市の教育は、いろんな課題があります。学力のこともあれば、不登校のこ

ともありますけど、一方で、直方市の先生方、保護者、地域の方と協力して

ですね、こういうふうな成果が出ていますよという、ある意味、先生方と保

護者が自信回復するような中身にならないかなと思っているんですね。例え

ば、今おっしゃった琴の演奏なんかもある意味、日本の伝統芸能をきちっと

引き継いだ教育ということも言える。 

  あと、英語の発表会も実際には、中学校時代にきちっと発表して、今、高

校生になっているということなんですけど、何かこういろんな課題もあるけ

ど、しかし、こんなすばらしい子供たちも育成していますよということを、

お互い共通認識できないかなと、個人的にはそういう気持ちを持っておりま

すけど。 

 

○松野委員 

  私も個人的に、英語で行くなら、英語のところを集中して、今からこんな

ことをやっていきたいとか、そういうものがあった方がと、何かそんな気が

しましたので、率直な感想を言わせていただきました。 

 

○澁谷委員 

  今出たように、対象がまずもって誰かわからないですよね。直方市の教育、

誰に伝えたいのか、生徒なのか一般市民なのか、行政に関わる人たちなのか、

これが、よくわからないですね。私もずっと聞いてたんですけど。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  こっちは、暗黙の前提になってるけど、ずっと２回やってて。教員と保護

者でしょうね、多分。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  地域のいろいろな方です。 

 

○松野委員 

  保護者に向けてあるんですかね。 
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○澁谷委員 

  基本的には、一般市民は、保護者が多い、一般市民であろうと思うんです

が、このチラシを見て、一般市民・保護者が来るとは思わない。 

  ただ、これにかかわった人だけですよね。しかも聞きに来るかといったら、

疑問ですね。やはり、テーマに沿って、基本目標である「未来を拓き、豊か

でたくましく生きる子どもの育成」とありますね。で、家庭、地域、学校が

連携し、だから、学校と地域が連携したような、例えば、琴の演奏一つとっ

ても、直方歳時館だけですかね。中身もいろいろ言うと問題もあると思うん

ですけど、地域の方々の協力もあって、こういった教育ができた、琴の演奏

会とか。そういったテーマがあれば、いいんですけど、水辺館事業について

も、地域の遠賀川川づくりの皆さんの御協力によって、子供と地域のことを

学べる事業にした。英語教育も、ボランティア団体さんによって、直方高校

の生徒が中学校に英語教育を教えてとか、そういった地域との連携とかそう

いったテーマがあれば、また違った意味合いも出て。切りがないので、この

辺にしときますけれども。 

  あと、子どもが来れば親御さんも来るだろうから、その辺に向けたテーマ

も少しあればと思ったりもしたんですけど。 

 せっかく幼稚園の園児の方もいらっしゃるので。なかなか難しい。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ありがとうございました。 

  ほかにございませんか。 

  それでは、次に行かせていただいて、全国学力学習状況調査結果について、

お願いします。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  ここにＡ３の１枚の中に、小学校、中学校と２種の全国学力・学習調査の

結果を載せております。 

  まず、小学校のほうから見ていただいて、過去の毎年の結果が、折れ線グ

ラフでつながっておりますが、平成２９年度の結果です。学校によって生徒

の対象が違いますので、どういうふうにやれるか、難しい問題がありますけ

れども、結果としては、トータルした直方市の結果としては、正答率が昨年

度よりも、プラスの０．０２ということで、ほぼ結果は変わらない。学校に

よって上がり下がりはありますけれども、こういう結果となっています。 
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  中学校のほうを簡単に説明すると、植木中学校が今の３年生が学校の状況

で昨年、あまりよくありませんでしたので、下がっておりますけれども、ほ

かは、昨年度よりは、上がっております。 

  ただ、全国も福岡県も正答率が上がっているということは、昨年と比べて

問題の傾向が少し簡単であったんじゃないかと、今、考えられます。 

  トータルとしては、直方の４中学校のトータルとしての平均正答率は、マ

イナス０．７％ということになっております。これについては、先ほども出

ました検証委員会で、各小中学校にも当然、公表していますし、その中で、

今後の取り組みということで、いろいろ意見を出し合った時間でした。 

  ただ、中学校について言いますと、県の学力調査が２年生と１年生があり

ましたけれども、本年度３年生は、対象よりも年々、いい結果が出ています

ので、来年、再来年度、また新しい結果を生むんじゃないかと思っています。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  どうぞ、御質問のある方、お願いします。 

  小学校が校数が多いので、見にくいですね。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  はい。 

 

○澁谷委員 

  全国平均に合わせてグラフをつくってくれて、これはこれでいいんですけ

ど見にくい。全国平均を１００として、グラフが学年によって上がったり、

下がったり、わかりやすいですけど。これでは無理。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  わかりました。 

 

○澁谷委員 

  簡単で。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  （作り替えた資料の提示は）来月の教育委員会でよろしいですか。 

 

○澁谷委員 
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  いいです。大体今出ましたので。 

 

○山内委員 

  せっかく結果が出たから、何も言わないのは申しわけない。先日の学力検

証委員会に出させていただいて、実は、出席されてない方にはあまり伝わら

ないかもしれませんが、小島課長が１５小中学校の校長に激を飛ばしたんで

すよね。で、趣旨はですね､今までいろいろやってきたけども結果が出ない

と。問題の根幹は、一人一人の教員の子供との向き合い方、かかわり方、授

業での突き詰め方が足らないんやないかと。それを校長は、しっかり見て、

指導しなければいかん。突き詰めて言うと、そういう内容だったと思うんで

すね。 

  僕は聞きながら、うん、そうよね、僕はすーっと言われることが入ってい

って、歴代の課長でここまで言った人はおらんかったよね。でも当たってる

ね、的を射とるよねと私は思うんですよね。たくさんのことをやってきた。

いろんな手当を打ってきた。結果が出ない。行き着くとこは、一人一人の教

員の指導力です。もう究極はそこに当たっていかないと、これは変わらない。

それをサポートするためのシステムはあるんやから、一人一人の教員に対し

て、それと校長に対して、どうそこに向かわせていくかという取り組みを、

教育委員会としてはぜひ考えてほしいと思うんですよね。私は、課長が言わ

れたあの内容は、絶対当たっとるんやから、それを具体的な形として、来年

度からどうするのか。ということが課題だろうと思います。例えば、授業指

導員みたいな退職教員か何か１人とか２人とか配置をして、定期的に、ずっ

と学校を回りながら、授業の指導に当たっていくとかね。これがいいんかど

うかわかりません、そんなふうな形で、一人一人の教員の授業を見、直接影

響を与えるような手立てを打っていくべきところやろね。最後は、そこしか

残ってないもんね。と思いますね。 

  もう１つは、家庭です。家庭の教育度、地域の教育度をどう昔のように戻

していくか、底上げをするか、少なくとも社会教育の役割というものにです

ね。そこを社会教育とどうかかわっていくか、学校教育と、というところが、

やっぱり大きな課題としてあると思うんですね。ぜひ、あれだけ言ったら、

言った責任もあるから、ぜひ、来年、何か具体化したような取り組みのため

の知恵を出し合って、やっていただければありがたいなと思いました。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ありがとうございました。 

  ほかにございませんか。 
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  はい、それでは、次に参ります。 

  ハートフル奨学金応募状況について。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  ハートフル奨学金の応募状況について御説明いたします。 

  口頭で説明をさせていただきます。 

  平成３０年度の応募状況です。１学年５名の定員で総数１５名となります

が、３年生が卒業する５名、この分について、新１年生を募集することにな

りますので、枠が５名に対し、２２名の応募がありました。このうち４名が、

特定技能、成績はまあまあだけれども、特技、スポーツとかそういったとこ

ろで、長けている方が応募できる枠がありますので、そちらが４人いました。 

  以上が、今年度の応募状況です。 

  なお、補足ですけれども、今回、新しい５人以外に、高校１年生、高校２

年生が継続して奨学金を受けるための継続の審査も行いますので、所得とか、

成績とかそういったものを提出していただいている中で、お１人だけ所得金

額がオーバーした方がいたので、この方については、今回、今年度まで、来

年以降は、継続しないということで、決定いたしましたので、この分につい

ては、また追って今年度中に募集をして、審査して決定をして、全ての枠が

埋まるようにということを予定しております。 

  それと、もう１点、お１人県外へ転出することになった方がいたので、こ

の方も９月いっぱいで資格が落ちましたので、あわせて２名、今年度いっぱ

い追加募集して、決定したいと考えております。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  新規の５人と、今の２人の分（の審査）は、予定はいつ頃ですか。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  ２人の分は、これから募集をするところで、３月に審査会を開いて、３月

中に決定する予定にしております。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  という予定にしてますが、よろしいでしょうか。 

 

○山内委員 

  １つだけいいですか。この場で言っていいかどうかわからんけど、審議会
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委員して、あのときいつも思うんだけど、志願理由が前もって手元でわかる

ような資料がない。何でかというと、わかんないとこ聞いたら、とってもプ

ライバシーのことを向こうが言うんですけどね、逆に、聞かんほうがよかっ

たよね。うちの母はとか、うちの父はとか、うちの家庭はと、ほかの子がい

る中で言わせてしまったねと後悔したこともあるので、あ、この子はこうい

う理由で志願したよねとか、抜粋でもいいので、いつもいただく手元資料に

記入があると（助かります）。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  そしたら、事前に読んでいただける資料をつくって、お渡しするように。 

 

○山内委員 

  で、終わったら、お返しするので。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  はい。個人情報の関係もあって、お手元にというのは、いろいろ慎重なと

こがあるんですが、名前を伏せるとか、工夫をして対応したいと思います。 

 

○清永委員 

  名前を伏せたら、わからない。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  そのときの受験番号をあわせて記載して。 

  手元にですね、お名前と、その家庭の状況が入ったものを送るなり、お渡

しするなりすると、その方が、それを厳重に管理しないといけない。家族の

方にも見ていただくわけにいかないので。 

  返していただけるということで、そういう意味では、個人名は、伏せると

か、ちょっと工夫が必要かもしれません。その辺はちょっと。 

 

○山内委員 

  事前には要りません。当日です。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  はい。わかりました。 

 

○教育長（田岡洋一） 
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  はい、それじゃあ、次に参ります。 

  中学校給食実施状況について。 

 

○学校給食係長（山部信清） 

  私のほうから説明をさせていただきます。 

  事前に資料をお配りしておりますので、目を通していただいていると思い

ますが、全体の総括といたしましては、１年生の喫食率は５１．７４％、２

年生が３６．６８％、３年生が、３６．５４％、生徒全体では、４１．５

０％、教職員全体では６１．１５％、全体の喫食率は、先ほど報告しました

が、４３．２８％となっております。 

  １年生は、５１．７４％と非常に高い、非常にといっていいかどうかわか

りませんが、全体としては高い値となっておりますが、２年生、３年生につ

きましては、３６％台半ばというふうに低い喫食率となっております。 

  教職員の喫食率が６１．１５％と、生徒全体の喫食率と比べますと、２０

ポイント近い高い数字となっております。 

  １番高い喫食率なんですけれども、この表では、２９日の４７．８４％と

なっております。ちなみに、献立の中身は、さんまのかば焼きとなっており

ます。ただ、この日はごらんになっていただければわかるように、二中と三

中が試験中で、給食がありません。二中と三中は、喫食率が全体から比べる

と、低くなっておりますので、その関係でこの日があると喫食率が上がった

ような形になっているのかなと推測されます。 

  一番低い喫食率は、８日の４１．０３％となっております。この日の献立

は、ちなみに鯖のオイル焼きになっています。 

  なお、１９日は、４５．５４％、これ、豚肉の生姜焼きになっております。 

  ２２日が、煮込みハンバーグで、４５．２１％と、全体を比べると、高い

値となっております。 

  逆に、５日は、４１．１％、これ、とりの揚げ煮ですね。 

  ２６日が、４１．２３％と、これ、鰯のフライという日に低い値となって

います。まだ、１カ月しかたっていませんので、何の食材が高いんだ、低い

んだというのは、まだちょっと早計ではあるかと思いますが、感覚としては、

魚の人気がないなというふうには感じております。ですので、これも含めて、

課長が冒頭申し上げましたが、あくまでも栄養基準にのっとった上で、生徒

さんの好みにできるだけ合うような形で、献立づくりを進めていきたいと考

えております。 

  １０月の喫食率についてもやはり、見たところ魚のメニューのときは、若

干下がるような傾向があります。 
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  喫食率については、以上です。 

  次に資料の６の２をお願いいたします。 

  現在、いろいろと中学校給食について、異物混入だとか、報道されており

ます。田川市でも最近、新聞なんか載っているんですけれども、直方市にお

きましても、残念ながら、９月１カ月分で７件の異物混入が起こっておりま

す。 

  １番から７番ということで、報告をさせていただいておりますけれども、

まとめますと、紙片､紙の混入が１件、小さな虫の混入が２件、ほかの食材

の混入、１件、これは、番号の２番になりますけれども、調理業者が直方市

の中学給食だけを調理しているわけではなくて、県外の幼稚園の給食なんか

もつくっております。この同じ日に、直方市の中学校給食ではスパゲッティ

ーは使ってはないんですけれども、それがおかずの中に一部混入していた。

よくよく調べていただきますと、どうも中学校給食をつくる前に、つくった

幼稚園の給食のスパゲッティーが混入したんではなかろうかということにな

っております。 

  次に、髪の毛と繊維の混入が２件、それとあと、ビニール片の混入が１件

というふうに異物混入の事件が起こっています。 

  ７番のハンバーグの中に青いビニール片が入っていたというものなんです

けれども、これはハンバーグが既製品で、福岡県学校給食会というところか

らハンバーグの形ができたものを購入して調理しているんですけれども、そ

のものの中に練り込んであったので、これは調理業者というよりも、製造元

の混入だろうということで、この分については、今、なぜ混入したのか、そ

の後どうするのかというような改善策については、調査研究依頼中というこ

とになっております。 

  それ以外のものにつきましては、原因と改善策ということで、こちらに書

いておりますが、なかなか完全にはなくなっていない状況になっております。  

  以上、中学校給食の動きです。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  はい、喫食率と異物の混入に関して説明をいたしましたが、御質問等ござ

いませんか。 

  田川の件以降、うちも何か急に増えたんですよね。気のせいではないんで

すけど。 

○澁谷委員 

約１カ月ぐらいの間ですね。これだけの件数があるということは、逆に言

ったら、年間、これの１０倍以上ある。 
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○学校給食係長（山部信清） 

  単純計算するとそのぐらい。 

 

○澁谷委員 

  のぼるさんも知ってるんですけど、かなりの量毎日作っているんですね。

これは給食だけではなくて、ほかのところにも、比率でいくとこれぐらいの

ケースが起きてるんですか。他からのクレームはなくて、直方市の学校だけ

ですか。 

 

○学校給食係長（山部信清） 

  確認したところですね、やはり、幼稚園の給食にも異物混入は、時々入っ

てるというふうに報告は受けております。のぼるさんとしても、このままで

はいいということではありませんので、工場内の清掃をもう一度見直すとか

ですね、そういう形で今、改善策をつくってもらうように依頼しております。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  基本的には、異物混入がわかった段階で、業者ののぼるさんにきちっと連

絡をして、そして、向こうの報告も受けているわけですね。 

 

○学校給食係長（山部信清） 

  はい。そうです。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  こんな改善をしますと。 

  ところが、ずっと続いているんで、ぼつぼつ教育委員会としても、検査に

入らんといかんかなというようなことも、今、検討を始めているわけですね。 

 

○学校給食係長（山部信清） 

  そうですね。まず抜本的な改善策をつくってもらうように依頼しています

ので、それを待って、続くようであれば、立入検査も行いますし、その後も

検討もまたしていきたいと考えております。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  はい。 
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○教育総務課長（安部静子） 

  衛生管理は、いろいろ調査をして、ここと契約をしたわけでございまして、

例えば、髪の毛にしても、今、二重にキャップをかぶっていただいてる。そ

の中で、エアシャワーで全身風でわーとこう１回当てて、そこを通過して、

出てきてもらって、なおかつ、接着テープのついたローラーで、白衣を全て

ローラー掛けやっていただいている状況です。 

 

○澁谷委員 

  そうやって入るというのがおかしいですよね。そこまでやってなぜ入るの

という。 

 

○清永委員 

  これ、小学校の給食でもやっぱりあるんですか、異物混入。 

 

○学校給食係長（山部信清） 

  起こっておりますが、こんなに頻繁な数ではないです。 

 

○清永委員 

  小学校には、クリーンルームとかないですよね。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  食缶と１つ１つの弁当箱という違いは、もしかしたら、食缶は、気がつき

にくいとかいうことが、あるかもしれないというのは、ちょっといろんなと

ころで、言われてるんですけど、お弁当は、開けたときに見えるので。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  とにかくどう見ても多過ぎますもんね。数を少なくしていくようにしたい

と思います。この件、よろしいですか。 

  はい、次は、直方市美術館収蔵庫につきましてお願いします。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美）   

  直方市美術館収蔵庫につきましては、８月の定例教育委員会のときに、委

員の皆様には見学をしていただきました。ありがとうございました。 

  その後の状況の近況報告をさせていただきます。今、８月２９日から９月

３日にかけて、新収蔵庫に美術品を搬入しております。絵画で油絵とか、日

本画、屏風、掛け軸で、約１，１００点、彫刻、陶器類で約５００点、ガラ
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スの工芸品が約４００点と計２，０００点を搬入しております。 

  余裕といたしましては、それぞれ美術品の大小により、数量の増減とかが

ございますが、大きい絵画で８０点、中ぐらいから小さ目の分で２５０点ぐ

らいですね。陶器類で１００点ぐらいまだ収蔵できる状況でございます。 

  今、美術館職員で、美術品の一覧表をつくるということで、写真を撮って、

一覧表をつくるようにしております。それが終わり次第、虫とかそういうも

のも付いているような状態だと思いますので、薫蒸を行いまして、これから

も適温適湿の室温で保管していこうというところになっております。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  次、上頓野学童クラブの建設状況について。 

 

○こども育成課長（熊井康之） 

  上頓野学童クラブの建設状況について口頭で簡単に説明させていただきま

す。 

  上頓野学童クラブにつきましては、校舎に向かって左側、昔プールがあっ

たところですけども、その端のほうに、ことしの夏休み７月２１日から本格

的な工事を開始させていただいております。 

  建物といたしましては、床面積が１４６．７５平米、２階建てでございま

すので、延べ床面積としては、２７１．５０平米の建物を、今、建設してい

るところでございます。 

  一応、現時点までは、順調に工事が進んでおりまして、９月１３日には、

棟上げ式ということで、学童クラブの子供と保護者７０人以上のお子さんに

集まっていただきまして、餅はまいてないんですけども、お菓子及びあめ玉

を上からまくという形で、盛大に棟上げ式を行わせていただいております。

順調に行きますと、１２月中には建物が完成いたします。 

  また、その後、１月中には、備品の持ち込みがございますので、そこで、

完成した暁には、ぜひ教育委員の皆様にもこの教育委員会の場、もしくは、

落成式の場、どちらかのほうで、建物も見ていただきたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  実際に使い始めるのは、来年度ということですか。 
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○こども育成課長（熊井康之） 

  はい。一応、ここで保護者会と１回協議したいと思っておりますけれども、

入るといたしましても、２月からになってきますので、２月がいいか、４月

からがいいかは、ちょっと保護者会と協議させていただきたいと思っており

ます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  はい。では、その他に行ってよろしいですか。 

 

（はいの声あり） 

 

○教育長（田岡洋一） 

 はい。１１月行事につきまして、どうぞ。 

 

○学校教育課管理主事（右田清二） 

  資料７、Ａ３の縦型の資料をごらんください。 

  １１月１日、水曜日、定例校長会が、１５時から、４日、土曜日、１６回

直方子ども音楽祭、これは、ユメニティで１０時からあります。出場すると

ころは、感田保育園、西徳寺幼稚園、感田小、上頓野小、直方二中、鞍手高

校が演奏を行います。 

  また、第３９回小中文化展が４日、土曜・日曜で行われます。また、日曜

日は、第２９回直方市中学校英語発表会、中央公民館であります。 

  ７日、火曜日、市教委訪問、午前中に感田小、、二中に移動して給食を食

べて、午後の授業参観となります。 

  ８日、水曜日、管理職任用候補者面接があります。面接日は、８日、１３

日、１５日、１６日と、４日間予定をしております。 

  １１日、土曜日、第２回教育支援委員会、１３時３０分から行われます。 

  １６日、木曜日、福教連研究発表協議会、１３時、戸畑市民会館で行われ

ます。直方一中の池森先生が発表されます。 

  １８日、土曜日、直方市教育フォーラム、ユメニティで９時２０分スター

トです。 

  ２１日、火曜日、直方一中校区小中交流研究会を行います。場所は、下境

小です。 

  ２２日、水曜日、直方二中校区小中交流研究会、上頓野小で行われます。 

  ２９日、水曜日、植木中校区小中一貫教育中間報告会、植木中で行われま

す。 
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  ３０日、木曜日、直方市道徳教育研修会、これは１５時３０分、市教委の

ほうで行われます。 

  以上です。 

   

○教育長（田岡洋一） 

  質問等ございませんか。 

  それでは、次は、大和青藍高等学校交流研修会について。 

 

○学校教育課管理主事（右田清二） 

  資料１をごらんください。 

  平成２９年度大和青藍高等学校との交流研修会、日時は、１１月１４日、

火曜日、１２時４０分から行われます。 

  参加者については、４名の教育委員の皆さんと、教育長、部長、それから

課長、私、８名で参加するようにしております。 

  まず、１２時４０分までに大和青藍高校の看護科の裏手の、河川側のほう

の駐車場にとめるようにお願いします。 

  そして、入っていただいて、一番手前のなでしこホールというところがあ

りますので、そこで、大和青藍、それから直方市教育委員会の挨拶、また出

席者紹介というふうになります。 

  １３時から調理科がつくった昼食を試食というところで、試食をしてもら

いたいと、そのときに、実費を納めるようになっていますので、また後ほど

その実費についてはお知らせします。 

  １３時４０分から、授業視察、そして、その後、１４時４５分から大和青

藍高校のほうから学校概要の説明をし、交流を始めると、最後、教育長と大

和青藍の校長先生の挨拶で終わると。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  はい。今の説明で駐車場大体わかりましたですかね。 

 

○山内委員 

  いや、全くわかりませんでした。 

 

○学校教育課管理主事（右田清二） 

  そこの河川敷のところ側の駐車場だそうなんです。裏手の。 
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○山内委員 

  昔の陵江会館の川側の駐車場とは違うの。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  そこです。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  この（市役所の建物の）前の道を真っすぐ行っていただいて、そっちから

入っていくところのことですね。 

 

○学校教育課管理主事（右田清二） 

  そこのほうが、なでしこホールにも近くて、便利がいいそうですので、そ

こをたっぷりあけときます。私、早目に行っときます。 

 

○清永委員 

  ちょっと大和青藍高校には行けないんですよ。 

  会議も４時からしていただくと、私この会議（定例教育委員会）におくれ

ずにすみます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  はい、どうぞ。 

 

○山内委員 

  この２時４５分から、３時までで、大和さんの説明って、こんなにたくさ

んの人が、説明できるの。 

  教務主任、進路指導、生徒指導があって、学科紹介があって、１５分じゃ

あ、終わらんのでは。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ちょっと学校のこと知ってもらおうという気持ちが強いんでしょうけど。 

 

○管理主事（右田清二） 

  そこで、ちょっとまた、精選してもらうように話をして調整します。 

 

○山内委員 

  （この訪問の）趣旨は、何ですか。 
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○松野委員 

  これは、こっちからしましょうと言って。 

 

○澁谷委員 

  地元にある高校を訪問しています。これまで直方高校、鞍手高校、筑豊高

校を訪問して。 

 

 

○山内委員 

  これは要項的に出すなら、やっぱり、趣旨を書くべきだね。単に日時と日

程だけしかないので、趣旨とか、日時、参加者、言葉は悪いけど、もっと丁

寧につくるべきだと思う。そうしたほうがいいのじゃないかな。そうしない

と、事績として残っていかない。最初の趣旨を忘れ去られていくよね。 

 

○学校教育課管理主事（右田清二） 

  わかりました。それを加えて、当日配付したいと思います。 

 

○松野委員 

  福岡教育大学の元兼先生っていらっしゃるじゃないですか、あの方は、こ

の取組みに感動してくださって。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  これは、学校の説明もわからんでもないけど、高校訪問の時の中学生を相

手に話すような感じですよね。生徒指導が出てきて、教務が出てきて。 

  （訪問終了後）教育委員会がありますので、時間厳守してということで調

整してください。 

 

○学校教育課管理主事（右田清二） 

  はい。わかりました。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  じゃあ、次に参ります。遠賀川流域の古墳同時公開について。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  遠賀川流域の古墳同時公開についての御案内です。年２回、公開しており
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まして、秋の分で今週末１０月１４日、土曜日と１５日の２日間、公開いた

します。場所は、上境にあります水町遺跡でございます。日ごろ施錠してお

ります横穴部を公開するようにしておりまして、歴史ボランティア、とおれ

んじの方と、うちの学芸員が案内をいたします。 

  前回、４月にも御案内いたしましたが、そのときは市外の方のほうが、ち

ょっと多かったということがありますけども、５０人程度ではございました

が、見に来ていただいております。遠賀川流域ですので、飯塚、田川、福智

町など５市４町で、同時公開でございまして、横穴墓を公開をいたしており

ます。ぜひ歴史に触れるよい機会ですので、足を運んでいただいければと思

っております。 

  よろしくお願いいたします。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  はい、では、次に、市民文化祭について。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  こちらは、市内に住んでいるか通勤している、通学している人、または、

市内の文化団体の会員の方とかを対象にした、日頃の文化芸術活動の発表の

場と、鑑賞の機会を提供することによって、地域文化の奨励と振興を図るこ

とを目的とした市民文化祭を今年度も開催いたします。 

  資料９で黄色いパンフレットですが、こちらができ上がりまして、日時は、

１１月月３日から１１月５日の３日間ですね。一般展示ということで、谷尾

美術館とユメニティのおがたの小ホールで、一般の展示を行います。 

  １１月５日、日曜日に、一般芸能ということで、ユメニティのおがた大ホ

ールで、ステージがございます。 

  裏に案内がございますが、ステージの部で全部で３８団体の方が、今回は

出場予定となっております。 

  これにあわせまして、先ほど学校教育課からありました小中文化展と、中

学校英語発表会等が同時で開催される予定となっております。 

  よろしくお願いいたします。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  よろしいですか。 

  それでは、２９年度卒業式日程につきまして。 

 

○学校教育課管理主事（右田清二） 
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  はい。資料９をごらんください。 

  本年度の中学校、小学校の卒業式が決定しましたのでお知らせします。中

学校については、平成３０年３月９日、金曜日に行います。 

  小学校の卒業式について、１週間後の平成３０年３月１５日、木曜日、昨

年度のグループと同じなんですが、順番を入れかえております。１５日には、

西小、新入小とここに書いてあるとおりです。 

  次の日、３月１６日、金曜日に、以下の６つの小学校で卒業式を行います。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  今の説明は、１５日の小学校の第１グループと１６日の第２グループも順

番をそれぞれここを変えたというだけですね。 

 

○学校教育課管理主事（右田清二） 

  はい。グループの枠は変えてないんですけども、昨年度とひっくり返して

います。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  このグループの枠はずっと固定しているんですか。 

 

○学校教育課管理主事（右田清二） 

  はい。グループの枠も固定しています。 

 

○澁谷委員 

  理由は。 

 

○清永委員 

  これ、例えば、校長先生とか、教頭先生、例えば、中学校から見えてます

ね、小学校に。そういう兼ね合いもあるところでもないんですか。 

 

○山内委員 

  それは、必要なこと。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  中学校区で分けてますよね。 

  最大２校になってるので、校長、教頭で行けるようになっていますので、 
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 それ配慮をしてるのではないかと。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  根拠はあったですね。 

 

○山内委員 

  あんまりいじらんほうがいいでしょうね。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  わかりました。 

  では、最後に、会議録の署名委員の指名についていいうことで、今回は。 

 

○松野委員 

  前回、私でした。８月と７月の臨時。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  ８月をしていただいたんですけど、今回は、お渡しするのが１１月で、１

２月にお持ちいただくことになるので、順番から行きますと、清永委員なん

ですけど、就任期間もあってですね、松野委員に連続なんですけどやってい

ただくと、その後が回るんですが、御都合は悪いですか。 

  すみません、よろしくお願いいたします。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  松野委員、よろしくお願いいたします。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  １件、最後に報告だけさせていただきます。先ほど、教育長報告にもあり

ましたように、ライオンズクラブの６０周年の記念行事をされまして、その

ときに、ライオンズクラブから８０万円の寄附をということで、目録をいた

だいております。趣旨としては、英語教育の英語教材も含めて、それに資す

るものに使ってほしいという､条件はたった１つだけでございました。８０

万円の寄附をいただいておりますので、報告をさせていただきます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  それでは、以上で教育委員会を終わらせていただきます。 

  お疲れさまでした。 
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１７時０３分閉会 
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