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令和元年５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 令和元年５月１４日（火曜日）

開 会 １５時３０分

閉 会 １６時００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

教育長職務代理者 山内健

委 員 澁谷昌樹、委 員 中村敬子

委 員 中野昭子

３．会議に出席した者の氏名

（１）事務局

教育総務課長 熊井康之、教育総務係長 舩越健児

学校教育課長 川原国章、学校教育課管理主事 大塚泰信

こども育成課長 塩田礼子、文化・スポーツ推進課長 安永由美子

（２）書 記

教育総務課長 熊井康之

４．会議式次第

○山内教育長職務代理者

それでは、５月の定例教育委員会を開催いたします。

付議案件表をごらんください。

教育長報告の前に、現状の報告を簡単にさせていただきます。
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４月２５日に豊嶌教育長が辞職されました。それに伴いまして、翌４月２

６日から職務代理者の関する規則に基づきまして、私が職務を始めさせてい

ただいております。

しかしながら非常勤でもありますので、規則に基づいて事務の一部を教育

部長に委任するべきところなのですが、教育部長も不在ですので熊井教育総

務課長に委任いたしております。

しかし、この定例教育委員会の主催や教育委員会を代表することについて

は委任ができませんので、この会につきましては、私のほうで主催させてい

ただくことになります。

合わせて、毎週短時間ですけれども、火曜と木曜は教育委員会に出勤して

各課長から報告・連絡等を受けております。

現在は、熊井課長を中心に各課長頑張っていただいて、今のところ順調に

業務は進んでいると思っております。

以上、簡単ですが、現状の報告とさせていただきます。

それでは、教育委員会の行事報告をごらんください。

まず４月１２日、定例の教育長会がございました。

１６日の火曜、１７日の水曜、学校名が書いてありますけれども、豊嶌前

教育長と川原課長に学校を訪問していただいて、指導も含めて学校視察が行

われ、また、１６日の火曜は、直方市の初任者研修の開講式が中央公民館で

実施され、１７日は、教育研究所１年次研究員、学校の職員ですが、１年間

の研究員としての辞令を交付いたしております。

１９日の金曜、福岡県教育長会議・市町村教育委員会連絡協議会総会が開

催されました。

２４日の水曜日、第１回第五地区教科用図書採択協議会が開催されました。

今年は小学校の教科書の採択に当たっており、採択業務は既に４月から

ス

タートしており、直方市が事務局になって、鞍手地区の第五地区採択協議会、

それから植木にあります北九州教育事務所管内、直方、鞍手、遠賀、中間を

大きく一つ、北九州地区と言いますが、そこの教科用図書の調査の研究協議

会、それぞれ私が出席させていただいております。

今後、かなりのペースで会が開催されますが、委員の皆様にもいろいろ

御

審議を賜ることになると思います。どうかよろしくお願いいたします。

２４日、御存じのように４月臨時教育委員会を開催いたしました。

５月７日は、５月定例校長会議を開催いたしております。

裏面をごらんください。本日１４日が、５月の定例教育委員会です。
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あす以降の予定ですが、５月１９日、体育会が全４中学校で実施の予定で

す。

２１日、５月定例教育長会議、これには川原課長に出席いただき、あとの

北九州地区市町教育委員会連絡協議会には、私と教育委員２名に参加いただ

きます。

２６日は、小学校の運動会が８校で開催されます。

３０日の木曜は、第１回学力向上検証委員会、中野委員に出席をお願いい

たします。

６月３日月曜日、定例校長会議。４日、定例教育委員会、同日、第１回不

祥事防止対策検討委員会が開催されます。

以上ですが、何か御質問、御意見等ありますでしょうか。よろしいですか。

（はいという声）

○山内教育長職務代理者

では、議案に入らせていただきます。

まず議案第３号、直方市教育支援委員会委員の委嘱について。

○学校教育課長（川原国章）

議案第３号、直方市教育支援委員会委員の委嘱について、直方市教育支援

委員会条例第３条の規定により提案いたします。

直方市教育支援委員会委員名簿（案）をごらんください。

医師及び臨床心理士会所属の委員については、前年度３月の定例教育委員

会に議案として諮り、平成３１年４月１日より２年間の任期で委嘱しており

ます。

今回お願いする委員の任期は、令和元年６月１日から令和３年５月３１日

までとなっており、５名の方に委嘱したいと考えております。

学校教育関係者が直方第一中学校の宇野校長、感田小学校の右田校長、新

規です。そして、特別支援関係者が直方東小学校の香田先生、福岡県立特別

支援学校の安延先生、安延先生は継続です。関係機関の職員としてこども育

成課の野村さん。この案を提案させていただきます。よろしくお願いします。

○山内教育長職務代理者

御質問・御意見はありませんか。よろしいですか。

（はいという声）
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○山内教育長職務代理者

では、採決に移ります。

議案第３号、直方市教育支援委員会委員の委嘱について、賛成の方は挙手

をお願いいたします。

（全委員挙手）

○山内教育長職務代理者

可決されました。

議案第４号、直方市いじめ問題対策連絡協議会委員及び直方市いじめ問題

専門委員会委員の委嘱について。

○学校教育課長（川原国章）

議案第４号、直方市いじめ問題対策連絡協議会委員及び直方市いじめ問題

専門委員会委員の委嘱について、直方市いじめ防止等対策推進条例第４条及

び第１１条の規定により提案いたします。資料２補足をご覧ください。

第４条、連絡協議会は委員６人以内をもって組織する、第４条２項に、委

員は次にあげる期間に所属する職員その他直方市教育委員会が必要と認める

者のうちから教育委員会が委嘱または任命するとなっております。

そして、福岡法務局直方支局、福岡県直方警察署、福岡県田川児童相談所、

直方市立小学校、教育委員会事務局から選出される委員の任期は２年となっ

ております。これが、６月１日から２年間となります。

裏面をごらんください。

直方市いじめ問題専門委員会、第１１条、専門委員会は委員５人以内をも

って組織する。２項に、委員は次にあげる者のうちから教育委員会が委嘱す

るとなっております。

（１）弁護士（２）学識経験者（３）医師（４）心理または福祉に関する

専門的な知識及び経験を有する者（５）その他教育委員会が適当であると認

める者。この委員の任期も、令和元年６月１日から２年間となっております。

いじめ問題対策連絡協議会のほうは６名、福岡法務局直方支局長の山本様、

直方警察署生活安全課長の木原様、福岡県田川児童相談所相談第一課長の笹

峯様、中泉小学校長の波多野校長、直方第二中学校長の山本校長、それと私

です。

直方市いじめ問題専門委員会のほうは、弁護士の早川様、福岡教育大学大
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学院の西山様、医師の栗原様、臨床心理士の藤田様に委嘱したいと思ってお

ります。よろしくお願いします。

○山内教育長職務代理者

では、連絡協議会と専門委員会の委員の委嘱について、御質問等ありまし

たらお願いします。よろしいですか。

（はいという声）

○山内教育長職務代理者

それでは、採決に移ります。

直方市いじめ問題対策連絡協議会委員及び直方市いじめ問題専門委員会委

員の委嘱について、賛成の委員の方は挙手をお願いします。

（全委員挙手）

○山内教育長職務代理者

可決されました。議案第５号、直方市風しん（任意接種）予防接種事業実

施要綱の制定について。

○こども育成課長（塩田礼子）

直方市風しん（任意接種）予防接種事業実施要綱の制定について、御説明

いたします。

直方市風しん（任意接種）予防接種事業実施要綱の制定について、直方市

教育委員会事務委任規則第２条第１項第２号の規定により提案するものです。

この要綱は、先天性風しん症候群を予防するため、ワクチン接種費用の助

成を行うためのものです。

妊娠中に風しんにかかると赤ちゃんが心疾患、難聴、白内障などの病気、

これを先天性風しん症候群と言いますけれども、にかかることがあり、予防

にはワクチン接種が有効となっております。そのため妊娠予定の方を対象と

して、風しん予防接種費用の助成を行いたいと考えます。

第２条、予防接種の対象者は、妊娠希望者及び妊娠希望者のパートナー、

同居者で、風しんの抗体価が低いものとしております。

抗体検査の方法につきましては、１号の下に括弧書きで書いております基

準未満の方が対象となります。なお、風しん抗体検査につきましては、県内

指定医療機関にて、無料で検査を行うことができます。この抗体検査は、福

岡県の事業となっております。
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第３条、予防接種の種類ということで、ＭＲワクチン、次のページの第２

号、乾燥弱毒生風しんワクチンの二種類となっております。

第４条、予防接種の方法といたしまして、直方鞍手医師会に所属する医療

機関で行うことになっております。

第５条では、個人負担が無料であることを規定しております。

第６条から第９条までは、予防接種の申請、決定、実施、予防接種検査済

証の交付について、第１０条では、予防接種期間を本年４月１日から令和３

年３月３１日までの二年間と規定しております。

第１１条に健康被害の救済措置を定めており、附則として、この教育委員

会告示につきましては、公布の日から施行し、平成３１年４月１日からさか

のぼって適用するといたしております。

以上で御説明を終わります。よろしくお願いいたします。

○山内教育長職務代理者

それでは、今の説明に基づいて何か質問、御意見ありましたら。

○中野委員

県外に住んでいる子が出産時に母親のもとに帰ってきて、しばらく同居す

る場合は検査対象者になりますか。

○こども育成課長（塩田礼子）

確認して、後日、報告させていただいてよろしいでしょうか。

○中野委員

わかりました。

○山内教育長職務代理者

後日報告させていただくということでお願いします。

そのほかいいですか。では、採決に移らせていただきます。

議案第５号、直方市風しん（任意接種）予防接種事業実施要綱の制定につ

いて、賛成の委員は挙手をお願いいたします。

（全委員挙手）

○山内教育長職務代理者

可決されました。先ほどの件は、次回報告をお願いします。
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○こども育成課長（塩田礼子）

確認いたしまして、次回報告させていただきます。

○山内教育長職務代理者

議案第６号、直方市学校施設等長寿命化計画について。

○教育総務係長（舩越健児）

議案第６号、直方市学校施設等長寿命化計画について、直方市教育委員会

事務委任規則第２条第１項第１６号の規定により提案させていただきます。

直方市学校施設等長寿命化計画につきましては、前回の教育委員会で意見

をいただき、４月１０日から５月１１日までの１カ月間、パブリックコメン

トを募集しております。

その結果、特に意見はございませんでしたので、前回提案をさせていただ

いた内容のままで、議案として諮らせていただこうと思っております。

そのため、前回から変更点はございませんので、説明は省略させていただ

きます。よろしくお願いいたします。

○山内教育長職務代理者

前回と比べて変更点はないということですが、また新たに御質問等ござい

ましたお願いします。よろしいですか。

私から一つ質問です。策定月は何月と入るのでしょうか。

○教育総務係長（舩越健児）

５月を入れる予定です。

○山内教育長職務代理者

では、採決に移らせていただきます。

直方市学校施設等長寿命化計画について、賛成の委員は挙手をお願いいた

します。

（全委員挙手）

○山内教育長職務代理者

可決されました。協議事項に入らせていただきます。
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研究指定・学校訪問（事務所・市教委）・交流研究会計画（案）について。

○学校教育課長（川原国章）

資料４をごらんください。北九州教育事務所訪問、市教委訪問の関係で協

議していただきたいと思います。

教育事務所訪問は、毎年５校、各学校３年に一度あっていましたが、北九

州教育事務所の働き方改革により、毎年３校にするということで、各学校５

年に一度となります。

ただ、直方市教育委員会訪問は、教育委員さんが学校訪問により現状を知

っていただきたいので、各学校３年に一度のまま継続でさせていただきたい

と考えております。

令和２年度の新入小学校と感田小学校のように、市教委訪問と事務所訪問

が重なるところもありますが、それでも市教委訪問は３年に一度させていた

だきたいと考えております。協議をお願いいたします。

○山内教育長職務代理者

市教委訪問は変わらず３年に１回、事務所訪問が５年に１回になりました

が、３年と５年の組み合わせなので、どうしても重なる学校が出てくること

になります。令和２年度は、新入小学校と感田小学校が重なりますが、それ

でも市教委訪問は３年に１回でいきたいという事務局の意向ですね。

いかがでしょうか。

○澁谷委員

学校側が問題なければいいですが。

○学校教育課長（川原国章）

市教委訪問は午前中に行っていましたが、いつの間にか崩れていって申し

わけないと思っております。

都合が悪いときは午後、時間は半日という形は引き継いでいきますので、

よろしくお願いいたします。

○山内教育長職務代理者

学校に丁寧に説明していただくことを前提として了承したいと思いますが、

よろしいでしょうか。

（はいという声）
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○山内教育長職務代理者

続いて報告事項、市教育委員会、学校訪問日程等について。

○学校教育課管理主事（大塚泰信）

資料５、平成３１年度直方市教育委員会学校訪問実施要項（案）について

報告させていただきます。

訪問の目的は、記載の三点を設定しております。

訪問校及び訪問期日に関しましては、本年度４校、午前中としていました

が、７月１１日が市議会の関係で午後になります。皆様が参加できなければ

変更しないといけませんので、御確認をお願いします。

○澁谷委員

私は大丈夫です。

○中村委員

１０月１８日は参加できないかもしれません。

○学校教育課管理主事（大塚泰信）

わかりました。一応この計画で進めさせていただきます。１０月１８日に

ついては検討させていただきます。

○山内教育長職務代理者

やむを得ない場合はこの日程にさせていただきますが、可能ならば調整を

お願いします。

○学校教育課管理主事（大塚泰信）

訪問者数は１２名で、内容は記載のとおりとなっております。

本年度は、１６学級以上の学校はございませんので、一時間枠で回れるの

ではないかと考えております。

教育委員の職員挨拶については、案としてそれぞれの日程と委員の皆様の

お名前を記入させていただいておりますが、これでよろしいでしょうか。

（はいという声）
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○学校教育課管理主事（大塚泰信）

１０月１８日については、その日程でいけるかどうかを調整させていただ

きます。

懇談時間は６０分間とっておりますが、学校が日程案を出してきますので、

それをお示しいたします。

訪問要項につきましては、事前に確認していただきますので、よろしくお

願いいたします。

午前中に実施した場合は給食をとっていただくようになりますが、午後の

場合は食事を済ませて参加いただくようになりますので御了承ください。

なお、給食費は訪問者の負担となりますのでよろしくお願いいたします。

報告事項は以上です。

○山内教育長職務代理者

時間が決まったら具体的に教えていただきたいと思います。

○学校教育課管理主事（大塚泰信）

基本的には、別紙の訪問要項の作成についての例示に基づいてつくってま

いりますので、大きく変わることはないであろうと思います。

ただ、時程に関しましては、学校の状況によって若干ずれが出てくること

が考えられます。

○山内教育長職務代理者

具体的な時間については後日連絡があるということでよろしいですかね。

では、その他にまいります。まず、６月行事について。

○学校教育課管理主事（大塚泰信）

６月行事予定について、一点赤で修正させていただいております。

先ほどの教育委員会の予定の中にもありましたように、第１回不祥事防止

対策検討委員会がございます。

これは、年間４回実施することが決められており、参加者は、教育長、教

育部長、教育総務課長、学校教育課長、それと管理主事という構成メンバー

でございます。

４日の対策検討委員会に関しましては、教育長職務代理者の山内教育委員

に参加していただく関係で、定例教育委員会の前に設定させていただいてお

ります。その点が一点、変更しているところです。

二重丸については、教育長が関係するところでございます。
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４日、北九州教育事務所訪問が植木小学校で午前中に行われます。

４日から６日まで、市内の事業者の協力を得て、中学校２年生の体験活動

「直方市１４才チャレンジウイーク」がございます。

５日、直方市若年教員（４年目）研修会、３年が終わった者の研修会につ

いての説明を行うことになっております。

７日、直方市不祥事防止研修会、これは若年教員及び２年以内の講師と、

学校用務員を対象として行います。

１２日、北九州教育事務所訪問、直方東小学校で午後行います。

１３日は、直方市人権教育推進協議会主催の直方市研究課題学習会となっ

ております。

１８日が、福岡県学力調査、小学校５年生、中学校１・２年生が対象でご

ざいます。

２０日は、第１回スクールソーシャルワーカー連絡会議が開催されます。

これは、単年度でございますが、直方第三中学校に県の指定を受けてス

ク

ールソーシャルワーカーが配置されており、そのため直方市がスクールソー

シャルワーカーの事務局として連絡協議会を開催しなければならないという

決まりがございまして、その会議でございます。以上でございます。

○山内教育長職務代理者

６月行事について質問はございませんか。その他、何かありますか。

○教育総務課長（熊井康之）

お手元に配付しております資料のとおり、「第１３回九州地区市町村教育

委員会研修大会」が、８月１日、２日に大分県で開催されます。

予算の関係で、委員２名しか参加できなくなっておりますが、うち１名は

教育長に参加をお願いしたいと考えております。

６月７日が報告の期限となっておりますので、参加を希望される方は、次

回６月４日の教育委員会にて連絡をお願いしたいと思います。以上です。

○山内教育長職務代理者

８月には新しい教育長も決まっていることから、教育長は必ず行っていた

だき、もう一人、この４人の中から行くということですね。

○教育総務課長（熊井康之）

はい、そのようにお願いいたします。
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○山内教育長職務代理者

では、次回御回答ください。次に、会議録署名委員の指名について。

○教育総務課長（熊井康之）

５月の会議録署名は、澁谷委員にお願いいたします。

○澁谷委員

はい。

○山内教育長職務代理者

以上で５月定例教育委員会を終わります。お疲れさまでした。

（署名）

直方市教育委員会教育長職務代理者

山内 健

（署名）

直方市教育委員

澁谷 昌樹


