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平成２９年１２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１２月１２日（火曜日） 

開 会 １５時３０分 

閉 会 １６時４５分 

（２）場 所 直方市役所 ５階 第５０３・５０４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、主 任 指 導 主 事  石松敏幸 

  指 導 主 事 大塚泰信、こども育成課長 熊井康之 

  家庭支援係長 塩田礼子、教育・保育施設担当 松﨑祐一 

  母子保健係長 香月眞美、地域子育て支援センター長 安永佳江 

  文化・スポーツ推進課長 山部福美、男女共同参画推進係長 白土聖司 

 

（２）書 記 

教育総務課長 安部静子 
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４．会議式次第 

 

○教育長（田岡洋一） 

  皆さん、こんにちは。１２月定例教育委員会を始めさせていただきます。 

  それでは、教育長報告ということで、１１月、１２月の行事報告・予定を

ごらんください。 

  １１月１５日から始まってますが、その前日の１４日が１１月定例教育委

員会でした。 

  その後は１１月１６日、第１３学区中学校・高等学校合同懇親会がエクセ

レントガーデン迎賓館でございました。これは１３学区内の中学校ですから、

直方市内だけでなくて、鞍手町とか宮若市も入りますが、この中学校と高校

関係の教職員１２０名ほどの参加者がありまして、大変賑やかな懇親会とな

りました。管理職だけの懇親会というのは、他の学区でも行っていますが、

第１３学区では一般の教諭の方も参加して、部活動に関する緊密な情報交換

等がなされ、大変有意義な会だというふうに再認識いたしました。 

  次は１１月１８日、第３回直方市教育フォーラムということで、結果的に

は５００名近く、あるいは５００名を超える来場者があったというふうに聞

いております。教育委員の皆さんにも御参加いただき、ありがとうございま

した。今後は課題を整理し、次回に備えていきたいと考えております。 

  翌日１１月１９日、部落解放同盟直方市協議会第３０回定期大会に参加い

たしました。場所は直方市隣保館。市長さんとか部長さん方も参加されてい

らっしゃいました。 

  ２１日、２２日続けてだったんですが、一中校区小中交流研究会、二中校

区小中交流研究会ということで、どちらも研究テーマに沿った活気のある授

業が展開されていまして、ちょっと安心いたしました。 

  ２４日県北九州小学校教頭会は、議会の答弁調整のために参加しておりま

せん。 

  同じく２９日、植木中校区小中一貫中間報告会も、議会開催中ということ

で私は参加いたしておりません。 

  １２月に入りまして、１日定例校長会。ここでは、教育フォーラムや各校

区の小中交流研究会に関する感想を述べて、合わせて校長先生方にお礼を申

し上げました。 

  ３日は市内一斉清掃ということで、８時半から日の出橋、その向こうのバ

ス停のほうを中心に清掃に参加いたしました。 

  ５日が人権問題啓発商店街直方駅街頭啓発ということで、五日市に合わせ

た街頭啓発でしたが、大変この日は寒くて、しかも午後だったので、いつも
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の五日市と比べて人通りも少なく、街頭啓発にしては少しさみしい気がいた

しました。 

  １２月６日は大相撲もち吉場所。市内１１小学校の２年生が無料招待をさ

れました。 

  ７日定例の教育長会議。これは私が参加した定例教育長会議では一番早く

３０分で終了しました。内容は人事異動に関する文書の確認が中心でした。 

  ８日は「こころの劇場」になっていますが、議会の採決の日だったので、

残念ながら私は観劇ができませんでした。夜はカンナの会の懇親会があって、

こちらには参加しました。 

  １１日、昨日は直方市人権問題講演会ということで、これは福岡市内在住

の元小学校の先生で山口裕之さんという方が、オカリナの演奏と語りの人権

コンサートをされまして、それに参加いたしました。 

  そして１２日、本日が１２月定例教育委員会ということになっております。 

  あと、裏をごらんください。今後の予定ですが、明日１３日が小中一貫推

進本部会議。 

  そして、１７日日曜日が福岡県ＰＴＡ連合会北九州ブロック研修会。 

  １８日が臨時教育委員会、臨時校長会という予定になっております。 

  １９日が第３回不祥事防止対策検討委員会。 

  ２１日の第６回目になるかと思いますが、教育フォーラム実行委員会で先

ほど申し上げた今年度の反省というか総括をしたいと考えております。 

  ２４日はハート・トゥ・ハート第九コンサートで、２８日が仕事納め式と

いうことで、１月になりますと、４日が仕事始め式、成人式が７日。９日に

１月定例教育委員会を予定しています。この日には、直方商工会議所新春挨

拶会も予定されています。 

  教育長報告は以上です。何か御質問等ございましたらお願いいたします。 

  議案審議のほうに移ってよろしいですか。 

  それでは、議案第１２号「直方市児童生徒就学援助規則の一部を改正する

規則について」。お願いします。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  議案第１２号「直方市児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則につい

て」。 

  直方市児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則について、別紙のとお

り提案します。 

  提案理由、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

り提案いたします。資料１の表紙を含めまして５枚目のところにあります新



 

－4－ 

旧対照表をごらんください。 

  １条のほうから御説明をしていきたいと思います。直方市児童生徒就学援

助規則において、第１条右側が旧来のもので、左側が新しい分ですが、まず

１条の目的の部分ですが、旧来の部分につきましては、目的の部分に対象児

童の条件等が記載されている部分がありまして、目的そのものを表現する文

が非常に少なかったという部分がありましたので、新しく目的の部分を１条

とし、記載のとおりの目的の表記をいたしました。各小中学校の対象者の条

件等につきましては、第２条のほうでまとめて整理をして表記をしておりま

す。 

  続きまして、第３条につきましては、就学援助の範囲ということで、範囲

規則につきましては、総務法制係からの指導がありまして、内規を別途作成

して、そちらで運用することが適当であろうということでありましたので、

内規を準備しております。資料１の一番後ろに学校教育課で作成しておりま

す、内規をつけております。こちらに移行いたしました。 

  続きまして、第４条も同じように様式でありますので、様式の部分につい

ても内規で規定していくということで、そちらに移行いたします。 

  第５条につきましては、後ほどちょっとまとめて御説明いたしますので、

一旦保留します。 

  続きまして、第８条は第６条の部分を新設しておりますので、この６条に

ついても後ほど御説明いたしますが、新設に関して、条ずれをしております

ので、その記載の訂正です。 

  第９条は支給の期間というこここことで、これも内規に示しております。中段

あたりになります。 

  続きまして、第１０条もちょっと後ほどまとめて御説明いたします。 

  第１１条につきましては、文言の整理ということで文章に必要以上の文章

表現があったということで、これも総務課法制係の指導で簡潔に整理をいた

しました。 

  第１２条につきましては、内規に様式を設定することとして、内規に移行

しております。 

  先ほど飛ばしました第５条、第６条と第１０条とにつきまして、別途説明

を加えて改めて御説明したいと思います。資料１の一番後ろにホチキスどめ

以外の資料として、就学援助の認定期間の変更（略図）というのをつけてお

ります。まず、これを見ていただきたいと思いますが、就学援助の認定期間

というのが４月からスタートして翌年の３月末日までというふうに従来はし

ておりました。この認定のために、所得基準の審査をするにあたって、２

月・３月に保護者の所得関係資料の提示を求めて、そこで判断して、４月に
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認定としておりましたけれども、実際の所得確定というのは、個別に教育委

員会でできるものではなくて、税務課で確定される所得が本来あるべきもの

でありますので、６月１日に確定する税の所得をもって審査をするというふ

うに改正したいということになりましたので、６月を待つということであり

ますので、認定期間を約半年ずらしまして、９月から翌年の９月というふう

に就学援助の認定期間をずらしました。このことによって、１つ問題点があ

りまして、市の財政会計年度というのが、必ず４月から３月末までとなりま

して、この略図でいうと、一番下の太いラインですけど、必ず年度で会計年

度を区切りますので、４月１日を跨ぐ資格認定というのが、難しいというこ

とになりますので、資格認定と、実際の給付の決定というのを分けて整理を

して、それぞれに決定通知を保護者に行うということに変更をいたしました。

そのことによって、規則の一部が変わりましたので、５条と６条と１０条が

文言、支給決定という文言の整理というふうになりました。以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  １枚もののこういうふうに変えるという趣旨に合わせて、主に５条、６条、

１０条を変えたということですね。 

  質問、何かございましたら。 

 

○山内委員 

  支給開始の決定を９月に１回と翌年の４月に改めてもう１回。この２回行

いますよと。そういうことやったですね。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  はい。 

 

○山内委員 

  これは、小学校から中学校に上がるとき。小学校６年で決定したものが、

中学校に入っても８月いっぱいまでは適用されるということ。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  はい。小中学校という括りになりますので、小学校のところでも５年から

６年、６年から中１は同じように継続して資格を持つ形です。 

 

○山内委員 

  わかったような、わからないような。 
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○教育部長（秋吉恭子） 

  市民の方にとって、何がいいかというと、先ほど言いました２月・３月に

受付をしていたということは、そこではまだ税の確定をしていないので、源

泉徴収票とかを持ってきてくださいとお願いしていたんですね。それしか、

そのときのよりどころがないということで、会社のほうにお願いして、源泉

徴収票とかをお願いしていたと。ただ、それもそうやって持ってこられても、

最終的には税が確定しないとほかの収入とかもありますよね、確定しないん

ですけれども、手続としては、何もないまま手続をするということもできな

かったので、そういう御負担を強いていたということはあります。今回、税

が確定することで認定するということで、そういう書類は必要なくなりまし

たので、申し込みをされる方にとっても利便性はあると思います。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ただ年度を跨ぐというところがちょっとデメリットで出てきたところです

ね。 

  ほかに質問等ございませんか。 

 

○山内委員 

  小学校１年生ってどうなるんですかね。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  入学前に手続をして、小学校に在籍して初めて就学援助の対象になるので、

４月からスタートして８月までと。１年生の間だけですけども。 

 

○山内委員 

  なるほど。なるほど。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  １年生の途中の９月からまた継続すれば、そこから２年の８月まで。 

 

○山内委員 

  入学前に１回審査して、４月から８月分を確定させて、改めて入学後にま

た審査をして９月から翌年の８月末までを確定する。空白はできないという

ことやね。 
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○学校教育係長（松本直生） 

  はい。 

 

○山内委員 

  わかりました。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  じゃあ採決に移らせていただきます。 

  原案のどおりに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  はい。議案第１２号は可決されました。ありがとうございました。 

  それでは、議案第１３号にまいります。「直方市立小学校及び中学校の通

学区域に関する規則の一部を改正する規則について」 

  お願いします。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  資料９をごらんください。直方市立小学校及び中学校の通学区域に関する

規則の一部を改正する規則について別紙のとおり提案する。 

  提案理由は、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ある。表紙の裏をごらんください。 

  １ページ、先週の木曜日にこれがわかりましたもので、急に追加で提案さ

せていただきます。通学区域について別表中という枠があります。ここの直

方第三中学校と植木中学校の通学の区域の表記が今回問題になります。直方

第三中学校区の中には直方北小学校、直方西小学校、直方南小学校、（ただ

し、溝掘一、二、三丁目を除く）及び新入小学校（大字上新入、大字下新入

を除く）の通学区域とあります。しかし、実際は上新入、下新入でも三中に

通学する箇所がありますので、これは誤解を招くということ。それと、次の

植木中学校。植木中学校の通学区域は、植木小学校及び新入小学校、ただし

大字上新入、大字下新入のみの通学区域となっています。この２つをみると、

上新入、下新入は三中ではなくて、植木中に通学するという意味に誤解を招

くということで、急遽、下のほうの表にあるように改めました。直方第三中

学校は直方北小学校、直方西小学校、南小学校及び新入小学校の一部の通学

区域。植木中学校は植木小学校及び新入小学校の一部の通学区域と改めまし

た。これで正しい、正確な区域となります。以下については、今の部分を書

いたところですので、同じになっています。例えば、３ページの下の第三中

学と植木中学については右が旧、左が新、改正の部分です。今説明したとお

りです。それと４ページからが、この規則になっています。訂正個所は７ペ
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ージの表の最後の第三中学校と植木中学校、この部分が先ほど説明した改正

になっています。以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  これまた後でも説明がございますけども、弾力化措置に関連して今年始め

て抽せんしないといけないかな、ということがずっと話題になってるときに、

問い合わせがあって、初めてこうやって間違っていたことがわかったんです。

慌てて訂正をしたというのが実際の動きです。 

 

○澁谷委員 

  簡単なことやと思うんやけど、１つ質問してもいいですか。一部ってそも

そも、一部という言葉に対しての規定はないんですか。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  最後ですね。７ページの下の表の備考に、「上記一部の内容については教

育委員会が別に定める『直方市立小学校及び中学校の通学区域地番表』によ

るものとする。」細かい番地で、これは三中、植木中あります。 

 

○澁谷委員 

  地番によってわけられるということ。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  そうですね。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  前の分が誤った書き方をしていたということで。 

 

○山内委員 

  地番表自体も間違ってたんですか。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  地番表は間違ってません。 

 

○山内委員 

  規則の書込が間違ってた。 

 



 

－9－ 

○学校教育課長（小島啓一） 

  そうです。 

  最後に改正されたのが平成７年ですけども、それは多分、犬鳴川の向こう

側が、かつて三中でしたよね。植木中に変わったというのが平成７年。ここ

の分はこのままずっと前からあっただろうということです。 

 

○山内委員 

  なるほどね。ずっと気がつかなかったわけやね、歴代の学校教育課は。 

 

○清永委員 

  中泉小学校の地域に住んでいますけど、下境小学校（の通学区域）に新旧

とも「中泉の一部」と書いてありますが（３ページです）。現実的に、中泉

小学校に下境の一部ってないんじゃないかなという気がするんですが。ある

んですか。中泉小学校の校区の図を見たときに、下境は入ってないんじゃな

いかなという。ちょっと私も詳しく、現実に細かいところまで見たかといわ

れれば微妙ですが、中泉という住所だけじゃないかな。もっというならば下

境小学校の中に中泉があるのか。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  今回、植木中学校と三中校区しか見ていませんので、また確認いたします。 

 

○清永委員 

  お願いします。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ちょっとそのまま置いておくということでいいですか。 

  じゃあ、採決に移ってもよろしゅうございますか。 

  では、この議案第１３号につきまして、議案どおり御賛成いただける方は

挙手をお願いいたします。議案第１３号は可決されました。 

  ありがとうございます。 

 

○澁谷委員 

  別の話があるんですけど。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  関連することですかね。どうぞ。 
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○澁谷委員 

  ちょっと確認ですけども、三中は感田の一部があると思うんですけどね。

それを書かれてないです。 

  それと、二中にも新入があるんですよね。 

 

○山内委員 

  それぞれ小学校のほうを見ないと。例えば、三中校区の感田だったら、北

小学校を見たら、感田が入ってますよね。これでカバーしてるんですね。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  そうですね。 

 

○澁谷委員 

  わかりました。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  それでは報告事項のほうに移ります。 

  １２月定例会一般質問につきまして、お願いします。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  それでは資料３をごらんください。今回も１５人の議員がされましたけれ

ども、予想に反して教育委員会結構少なかったんです。 

  ２ページ目をごらんください。７番の渡辺和幸議員です。２番目に市内保

育所の施設整備計画についてという質問でございました。御承知のとおり、

保育所も老朽化が進んでおります。建設からかなり年度の経った保育園も

多々あります。こういうところが今から建て替えという形になる場合に市と

して、どう考えるのかということでございまして、市としても国の補助金も

ありますので、その補助金も活用しながら、施設整備計画というのをうちで

もきちんとつくって、単年度の負担に過重にならないような整備計画をつく

る必要があるのではないかというお答えをしております。 

  次の質問は、時間がなくて結局質問はされませんでしたけれども、保育所

等で障がいのある子供さんに対する支援という形ですけども、母子保健係の

保健師が要請があれば行って、いろいろ指導とか療育をやっておりますので、

そういった形は今までもずっとフォローしてきております。 

  ８番の定村議員ですけども、小中学校の通学路について、安全点検を毎年
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やっておりますけれども、その安全点検をやって、それを協議会で審議をし

ているんですけども、その結果が各小中学校に返されてなかったということ

が今回わかりましたので、それについてきちんと通知するといたしておりま

す。ホームページ上では公開はされておりますけれども、事務局から学校へ

の個別の通知が今までなされていませんでしたので、今後きちんとやってい

きたいと考えております。 

  中央公民館の運営の現状とあり方は毎回質問される項目でございます。主

催講座の整理の仕方、それから申し込みの改善状況について御質問されまし

た。 

  次の３ページをごらんください。 

  １３番、渡辺幸一議員の直方市の文化財についての御質問は、無形文化財

についての御質問でございました。植木大名行列、それから日若踊、三申踊、

こういう無形文化財についての市の支援の考え方をお尋ねになりましたので、

こういう無形文化財で指定になっているものについての補助金の制度を今検

討しております。一定額の補助金をお出しするつもりで、その制度について、

それから来年度の予算について、財政当局と話をしているところでございま

す。 

  以上でございます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  御質問等ございませんか。 

  それでは、次の教育委員の任命について。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  資料４をごらんください。 

  先週４日に議会で同意いただきました。中村敬子さんに松野委員の次の教

育委員に御就任いただくということで、後ろに略歴表をつけております。御

本人は障害を持ったお子さんをお持ちで、そういう見地からいろいろな活動

を今までされて来られたということでございまして、それからまた現在、人

材育成のプロサポートという会社の役員をなさっておられます。この方に次

の委員をお願いいたしております。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  先にいってよろしいですか。 

 

○教育長（田岡洋一） 
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  次は平成３０年度入学・転入学者弾力化について。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  資料５をお願いいたします。 

  平成３０年度の入学・転入学の申請一覧表でございます。ほとんどが新１

年生、小学校も中学校も１年生で一部中途の２年、３年、５年ということで

ありますが、毎年このような傾向で大体の方が１年生の入学時に違う学校の

入学校を選択するという形になっております。 

  右側のほうに移りますと、その学校に入ってきた人数がプラス上段に記載

しておりまして、下段にその学校から出て行ってほかの学校を希望したとい

う形になりますので、その右側に差し引きして実質的な増減を表記してます。 

  一番右側の区域外条件というのは、転居を年度途中でされた方でそのまま

その学校にとどまる方ということで、実質的には学籍移動はしないのですけ

れども、住民票が変わって違う校区に居住することになった方がそのままそ

の学校にとどまるというような方の人数になります。 

  一番下のところを見ていただきますと、過去からの推移がわかるかと思い

ます。近年、増加傾向にありまして、おそらく兄弟関係とか制度の浸透で希

望者が年々ふえていると思われます。 

  今年度初めてなのですけれども、上頓野小学校で教室数の転移数等を総合

的に判断しまして初めて抽せん会を行いまして、希望者の中から限られた人

数に制限するような形をとりました。ちなみに１５名の希望者のうち８名が

希望どおり上頓野小に行ける、７名が落選してもとの居住している校区の学

校へ行くというような形となりました。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  この資料は差し引きでプラスマイナスはわかりますけれど、ただ本来なら

ば何人その学校を希望したという学校、それに対して何人落とさなくてはい

けないかという大もとの数がここに載ってませんので、わかりにくい部分が

あるかと思いますけれども、最初は植木中学と上頓野小学校の２校で抽せん

を予定してましたが、植木中学校のほうは何とか１教室、（抽選の）連絡を

した後だったのですけれど、目途が立ちましたので植木中学校のほうは抽せ

んは中止にいたしました。 

 

○澁谷委員 

  根本的に人数の枠というのはあると思うのですけれど、その基準数値みた
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いなものは私たちもよく知らないのですけれども、要するに弾力化というこ

とは当然増えたり減ったりするということは、想定内にあったと思うんです。

当初からすれば、増えたから抽せんというのをまたおかしな話になってくる

と思うので、その辺は一旦整理されてやらないと。例えばその小学校から弾

力化で何々小学校に行ってるといって、そのまま何々中学校に行きたいとい

うもとで、ここにもし入っている小学校の方がいらっしゃいましたら、中学

に入るときに抽せんになるという話だと、せっかく小学校からこちらのほう

に慣れさせて、その中学校に行くというステップが崩れてしまうという流れ

ができると思うので、そういったところを少し整理しておかないと、ただ増

えたから抽せんというのは、今までの保護者さんの思いはいきなり途絶える

というか断ち消えてしまう。そういうことをやると市も反発を買うので、そ

ういうことが起きないようにやっていかないと。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ただおっしゃる意味よくわかるのですけれど、そこも配慮しなくてはいけ

ないと思うのですけれど、基本的に言うと教室がないんですよね。だから、

それ以上認めると新しく教室を建てなくてはいけないということで、あと３、

４年で子供の数も減っていくのではなかろうかと、３、４年は現状維持でと

いう感じなんですけど。 

 

○澁谷委員 

  やはり最初に謳っとかないと、各小学校からこの人数が。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  個々に中学校まで考えてこうやっていますけれど、そうならない可能性は

ありますよということを。 

 

○澁谷委員 

  最初に謳っておかないと、浸透されてないから、ある父兄の方が一部そう

いう話が出ていたというので。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  なるほど、小学校だけじゃなくて中学校のこと考えたらですね。 

 

○澁谷委員 

  部活とか。 
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○松野委員 

  上頓野小学校、それから植木中学校とかすごく行きたい子供さんが多いの

ですけれど理由はどういうことのでしょうか。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  まず単純に上頓野小学校は新興住宅地が増えて、それが多いのと一部東小

校区から上頓野に行きたいという方が多かったということが一つあります。

植木中学校が多かったのは、毎年あそこは友達つながりで三中に行ったり、

植木に行ったりということが年々あって、ことしは植木中のほうがいいとい

う方が多くて、なかなか言いにくいのですけれど三中の地域の、正しいかど

うかわかりませんが、見方というかそれも少し影響しているように感じまし

た。 

 

○松野委員 

  部活とかそういうことも関係しますか。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  いや、部活ではないと思います。ごく一部はあるかもしれませんけれど、

今回は部活で大きく流れたということではないと思います。 

 

○松野委員 

  主に友人関係ということですね。 

 

○澁谷委員 

  結局ここは半分近くがどちらかに行く。植木もだんだん行く人が増えてき

たから、その点友達が多いからとこっちに来ている。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  上頓野小学校は、今もう既に木工室を潰して普通教室として使っているの

です。平成３１年度は家庭科室を潰さないと足りないんです。平成３２年度

は音楽室を潰さないと足りないという状況で物すごく生徒数が変わって、今

度弾力化をしなければならない状況になって初めて見直すと、さっき澁谷委

員が言われたように整理しなければならないことがたくさん出てきて、基本

的には小中一貫教育をやっているし、さっきの澁谷委員の意見と近いところ

ありますけれども、９年間通しているのでもうこの弾力化の年度ごとに変わ
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っていいよというのは限界があるのではないかということはありますけれど

も、簡単にじゃあやめますというわけにはいかないので、根回ししながらや

めなければならない状況を積み上げていくといいますか、そういうふうに今

考えています。 

 

○松野委員 

  例えば弾力化じゃなくて、感田小学校みたいにイオン効果か何かわからな

いけれど、どんどん子供の数が増えたとするじゃないですか。それで教室が

足りなくなったときは、増設されることになるのですか。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  本来その学校に行く校区の子供の数がふえれば、当然それはそうしなくて

はいけないと思います。そのニュアンスは上頓野は強いのです。あそこは増

えてきていますので、もう東小学校を抜いて感田の次に児童数が多くなって

ますので。 

 

○澁谷委員 

  （学校は）近いほうが（いいですよ）ね。イオンから感田小学校は遠いし。 

 

○松野委員 

  わかりました。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  この件はよろしいですか。 

  次はセカンドブック事業についてお願いします。 

 

○地域子育て支援センター長（安永佳江） 

  資料６をごらんください。セカンドブック事業について説明いたします。

これは「大切なあなたへ贈る本」という副題をつけておりますけれども、直

方市に住んでおられる満１歳を迎えるお子さんに対して、誕生日に市のほう

から本を１冊プレゼントするという内容のものです。これがセカンドなら何

がファーストかというところですが、現在図書館のほうで赤ちゃんの７カ月

検診のときに絵本を一冊プレゼントすることを既にやっておりまして、ブッ

クスタートと称しております。それがファーストで、今回１歳の誕生日とい

うことでセカンドブックとなっております。 

  事前に保護者に絵本を選んでもらいます。選んでもらう本は裏のページに
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５冊上げておりますが、この５冊の中からどれか１つということで、きょう

１冊だけ現物を持ってきております。大体全て絵本はこのぐらいのサイズで

厚さも薄いものです。中身が可愛らしい絵がいろいろ満載のものになってい

ます。こういった内容が少し変わったようなもので５冊選んでいます。 

  保護者の方の希望とかあるいは住所、お子さんの名前、生年月日、そうい

ったものは子育て支援センターのほうで取りまとめまして、本屋さんに発注

いたします。現在市内のみやはら書店、飯野弘文堂さんに頼む予定ですけれ

ども、この本屋さんのほうから本を誕生日に発送してもらうという形になっ

ております。 

  それと並行しまして、この５冊の本の読み聞かせを図書館や子育て支援セ

ンターのほうで定期的にやっていこうということで、４月１日誕生日の方か

らというふうに現在準備を進めているところです。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  １冊いくらぐらいなのですか。 

 

○地域子育て支援センター長（安永佳江） 

  １，０００円前後です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  私が先に聞きましたけど、ほかに何か御質問ございませんか。 

  それでは、次は文科省表彰報告について。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  先日、直方市の取り組みで文部科学省から表彰を受けたものがあります。

これは地域学校協働活動推進事業という国の取り組みでありまして、実は平

成２６年に直方市の中で中央公民館の一室を借りて、どうぞ土曜日に一緒に

勉強しましょうよという勉強会が始まったわけです。直方市で一室でした。

ところが、次の年平成２７年度から学校ごとにしませんかということで、県

教育委員会のほうから依頼があって始めたものです。ことしが３年目になり

ます。１年目が４校、次が３校と、段階を追ってしているのですが、その各

学校ＰＴＡ地域の中で担当者を募って生徒の指導をしてくれるという、指導

といっても子供たちが自分で勉強するのを見守ってくれるといいますか、そ

れが３年目になります。それを県のほうから地域活動について推薦上げても

らって文科省の表彰になりました。うちの石松主任ともう一人、担当非常勤
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の藤田先生がこの表彰に行かれましたので、きょうその賞状のお披露目にな

りました。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  これは厳密に言えば、最初の貴団体はというのは直方市教育委員会のこと

ではないんですよね。これ、事業名ですもんね。 

 

○山内委員 

  団体名は何か変わった団体名だね。活動名になってるね。もらったのは直

方市教育委員会。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  授賞式にいったのはですね。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  直方市教育委員会も関わっているんですけど。 

 

○松野委員 

  ３年ぐらいでくださるのですね。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  主任、平成何年まで続くんだったですかね。 

 

○主任指導主事（石松敏幸） 

  一応、予定は来年までなのですけれども、４年間で計画してますけれども、

補助事業としては後２年間、平成３１年までは確定しているところです。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  県の指定が後２年間で切れるということで、あとは自主的にというか、一

応市が補助をしながらやっていく期間が決まってるということですね。 

  よろしいでしょうか。 

  それでは、直方市表彰についてお願いします。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

 直方市表彰についてということで、今年度市民栄誉賞ということで、スポー
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ツ等において本市の名を高め、その功績顕著な者としての表彰として洞ノ上

浩太様に受賞いただいております。 

洞ノ上さんは、現在車椅子の１万メートルとフルマラソンの日本記録保持

者でありまして、これまで２００８年の北京パラリンピック、次の２０１２

年のロンドン、２０１６年のリオデジャネイロの３大会連続で５０００メー

トルとフルマラソンに出場されて上位入賞されております。 

  近年では、筑豊の車椅子レーサーチームというのを立ち上げられて、その

主宰でございまして、次世代の発掘とか育成に取り組まれて実績を上げられ

ております。障害者スポーツの普及振興に関する功績は極めて大きいとの理

由で、文化・スポーツ推進課と健康福祉課の２課から推薦させていただきま

して、１０月３０日の表彰審査委員会において審査いただき、その結果該当

するということで決定していただいて、１１月２２日に表彰式が済んでおり

ます。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  うちが関係するところが、推薦した方だけの御報告ですかね。 

  ２名いらっしゃったですよね。うちが関係したのは１人ということですか。

もう一方、お名前だけでもお知らせしてはどうですか。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  もう一方は、市政功労賞ということで棟形和義様が表彰されております。

こちらは、遠賀川川下り大会というのをこれまで３４年間されてこられてま

して、環境美化とかそちらのほうで顕著な取組みをされているということで、

こちらは市政功労賞ということで表彰させていただいております。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  はい、ありがとうございました。 

  では、いよいよ最後です。福岡県公立学校優秀教職員表彰についてお願い

します。 

 

○学校教育課管理主事（右田清二） 

  本年度、県の公立学校優秀教職員表彰に直方第一中の養護教諭の池森寿美

枝先生が選ばれております。来年の１月５日に県庁で表彰があります。また

昨日、この養護教諭の池森先生が文部科学大臣優秀教職員表彰というものに

も決定しております。同じく１月１５日東京大学安田講堂での表彰が決まっ
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ております。両方とも出席するということになっております。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  優秀教職員の表彰というのは、始まって１０年前ぐらいだったですかね。

県で２０人か何人か毎年選んで、そのうちの何人かがダブってまた国のほう

でも選ばれるというそういうシステムですが、今度は両方ということで大変

すばらしいことじゃないかと思います。 

  では、その他にいってよろしいでしょうか。 

  １月行事について、お願いします。 

 

○管理主事（右田清二） 

  資料８をごらんください。１月７日 日曜日、成人式がユメニティのおが

たであります。午後です。８日月曜日から子ども絵画・版画展が１４日まで

あります。９日火曜日は始業式、１０日水曜日は小中学校給食開始、１１日

木曜日は定例校長会議は１０時からあります。１２日金曜日は保幼小中高連

携推進協議会が午前中あります。２６日金曜日は小中一貫教育推進本部会が

午後あります。３０日火曜日は小中一貫教育推進委員会が午後あります。 

 以上です。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  ８日の子ども絵画・版画展は谷尾美術館でありますので、合わせて同じ期

間に感田小学校が歳時館で作品展示がありますので、もしよければ合わせて

見ていただければと思います。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  成人式以外の土日の行事で関係するの何かなかったですか。直鞍一周駅伝

競走の駅伝大会はいつでしたか。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  ２８日です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ２８日で、今度は直方市が当番でお世話することになってますね。２８日

の日曜日ですね。よろしいでしょうか。 

  最後に会議録の署名委員の指名についてということで。 
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○教育総務課長（安部静子） 

  １２月の署名委員を山内委員にお願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  山内委員、よろしくお願いします。 

  以上こちらで準備していた案件は全て終わりましたので、そのほか何かご

ざいませんでしょうか。 

  それではないようですので、以上で１２月の定例教育委員会を終わらせて

いただきます。 

  ありがとうございました。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

 それでは引き続きまして、長年教育行政に御尽力いただきました松野委員が

４期１６年、本当に御尽力賜りまして、きょうをもって退任されます。松野

委員から一言皆様に御挨拶お願いしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○委員（松野美知子） 

  それでは失礼いたします。１６年教育委員を務めさせていただきました。

最初はもう何をするところかもわからずに、手探りで先輩方の御指導、それ

から当時の飯野教育長の御指導のもとそれなりに頑張ってまいりました。 

  １６年はやっぱり長いです。その中で一番感動いたしましたのは、去年、

前山内先生（委員）がおっしゃいましたように、卒業式に参加させていただ

いたことが大きいです。子供たちはこんなに立派なんだなということを改め

て思いましたし、その子供の成長の過程における、特に中学３年生の学校と

別れたくなくて泣くんです、子供が。それでやはり学校というのは、子供の

心の中にこれだけ大きく占めているんだなと感じたところでございます。 

  全く至りませんで何の役にも立ててはないと思うのですけれども、私とし

ましてはここでいただきましたたくさんの方々の温かい気持ちとか、それか

らたくさん経験させていただきまして、私の人生の中でとてもいい部分にな

ったと思って、皆さんに感謝しているところです。今後の皆様の御健康と直

方市教育委員会のますますの発展を祈念いたしまして、簡単ですけれども退

任の挨拶とさせていただきます。 

  本当にお世話になりました。ありがとうございました。 
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（拍手） 

 

 

１６時４５分閉会 

 

 

 

 

 

 

（署名） 

        直方市教育委員会教育長 

           

          田 岡 洋 一 

 

 

     （署名） 

        直方市教育委員 

          

          山 内  健 

 

 


