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平成３０年８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３０年８月７日（火曜日） 

開 会 １５時３０分 

閉 会 １５時５２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 澁谷昌樹 

委 員 清永智教、 委 員 中村敬子 

 

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 船越健児 

  学校教育課長 川原国章、学校教育課管理主事 石松敏幸 

  こども育成課長 熊井康之、教育・保育施設担当 松﨑祐一 

  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。８月定例会議を始めさせていただきます。 

  最初に教育長報告ということで、資料をごらんいただきながらお聞きくだ

さい。 

  ７月１０日、７月定例教育委員会の開催日でした。 

  ７月１３日ですが、北九州教育事務所管内の市教委の交流会ということで、

これは中間市、宮若市教育委員会の幹部の方及び学校教育担当者が出席をし

ての交流会でした。 

  次が、７月１７日に、総合教育会議。不登校をテーマにした内容で、もう

少し教育委員会としても意見をしっかり言うべきだったと反省をしておりま

す。 

  次の１８日が、直方市人権教育推進会議で、昨年度の取り組みの総括や本

年度の取り組み方針等について、協議を行いました。 

  ７月２０日が、社会を明るくする運動直方市大会で、中央公民館で開催さ

れましたが、後半部分で、ＮＨＫ千葉放送局の記者の田村銀河さんという方、

北九州市の御出身ということですが、この田村銀河さんが、「世界の中の保

護司」というテーマで講演をされました。 

  ７月２４日、自治区公民館連合会との災害検証会議ということで、これは

８階大会議室で、人数にして３０名以上の公民館長さん、校区長さん方から、

今回の西日本豪雨の際の直方市の対応について、問題検討、御意見を２時間

にわたって伺いました。 

  それから、７月２５日が、人権問題講演会ということで、これはユメニテ

ィで、講師の先生は、人権問題にかかわる啓発研修講師団講師の、角敏秀さ

んという方でした。 

  それから、７月３０日、点検・評価報告書有識者意見交換会ということで、

福岡教育大学の豊島先生と、福岡大学の梅田先生、このお二人に点検・評価

報告書に関しての御意見を伺いました。 

  ７月３１日が、第３回教科書採択協議会ということで、そこで一応、持ち

寄った案を、その後、臨時教育委員会を開いて、直方が推薦していた教科書

の中に入っている１つを、具体的には、日本文化出版の中学道徳、「あすを

生きる」と、これを直方市の教科書としての採択を決定いたしました。 

  それから、８月に入りまして、８月３日、管理職研修会ということで、こ

れは、全校校長先生、教頭先生に出席をしていただきまして、総合政策部市

政戦略室の弁護士の岩田祐子さんから、「マスコミ対応について」というテ

ーマで講話をしていただきました。この日には、臨時議会も開催をされまし

た。 

  次は、８月７日、きょうになりますが、ユメニティで、直方市人権教育実
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践交流会ということで、これは、最初、全体会で私が挨拶をした後、その後

の全体講演では、東京都千代田区の麹町中学校の校長先生、５９歳とおっし

ゃっていましたが、工藤勇一先生から、「一人一人が自律できる子供になる

ために」というテーマで講演をしていただきました。 

  裏をごらんください。後の予定ですが、８月９日、直鞍地区人権教育夏期

講座が予定をされています。 

  １８日が夏季県民体育大会結団式、２０日、学校保健会、総会・講演会、

２２日が小学生、中学生６名が群馬県ミステリオに行っていましたので、そ

の報告会の予定になっています。 

  それから、２３日は、私が出張で、福岡県市町村教育委員会教育長研修会

に行く予定です。 

  ２４日が、教育研究所２年次研究員の研究発表会、それから、２６日は、

まだ正式にやるかどうか決定していませんが、ＰＴＡバレーボール大会。暑

いのでやめようかというような意見も、今、出ているということを伺いまし

た。 

  私からの報告は以上ですが、何か御質問等ございませんでしょうか。 

  次に行かせていただいて、よろしいですか。 

  では、議案第６号、「福智山ダム会議室兼資料室の利用に関する取扱規程

の一部改正について」ということで、お願いをいたします。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  では、資料１をお願いいたします。当日配付になりまして、申しわけござ

いません。 

  議案第６号、「福智山ダム会議室兼資料室の利用に関する取扱規程の一部

を改正する教育委員会告示について」、福智山ダム会議室兼資料室の利用に

関する取扱規程の一部を改正する教育委員会告示について、別紙のとおり提

案する。 

  平成３０年８月７日、直方市教育委員会、教育長、田岡洋一。 

  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

り提案するものである。 

  座って説明させていただきます。それでは、ページたぐっていただいて、

１ページをお願いいたします。 

  今回の改正につきましては、現在、地域子育て支援センターの老朽化に伴

いまして、使用禁止措置により、当センターで活動しておりました適応指導

教室の代替場所として、当分の間、福智山ダム会議室兼資料室を使用してお

ります。 
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  緊急的措置ではございましたが、今後も当分の間、当該施設を利用してい

くということで、当該施設の一時利用できる要件について、改正するもので

ございます。 

  また、見直しを行う中で、誤字がありましたので、修正を合わせて行って

おります。 

  改正の内容につきましては、新旧対照表、２ページをお願いいたします。

左側が新で、右側が旧でございます。 

  第２条、利用の基準に、一時利用できる要件を規定しておりますが、そこ

に第５号といたしまして、その他教育委員会が必要と認めるとき、を追加い

たしております。 

  また、第５条の見出しであります利用者の遵守事項の遵の字が間違ってお

りましたので、修正いたしております。 

  なお、附則といたしまして、この告示は、平成３０年５月１日、地域子育

て支援センターの使用禁止が始まった日から施行するといたしております。 

  以上、議案第６号について御説明申し上げました。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  御質問、御意見等ございますでしょうか。 

  適応指導教室を行う場所がなくなったので、福智山ダム会議室、これを当

分、使わなくてはいけなくなったので、そのために条項を１つ付け加えたほ

うが明確になるということですね。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  今後も利用する際に、この規程があることで利用できるようになります。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  それでは、議案第６号に関しまして、原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。 

 

（挙手） 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ありがとうございます。議案第６号は可決されました。 

  それでは、続いて報告事項にまいります。 

  最初に、「市教委訪問について」お願いします。 
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○学校教育課長（川原国章） 

  市教委訪問についてです。７月３日に、直方第三中学校の市教委訪問を予

定しておりましたが、台風のために延期になりました。それで、１０月９日、

１０月の定例教育委員会が予定されていますけど、その午前中に、直方第三

中学校に市教委訪問をさせていただいて、そしてそのまま昼食をとっていた

だいて、定例教育委員会という形にさせていただきたいと思っております。 

  以上です。 

 

○山内委員 

  三中で定例教育委員会を実施するということですか。 

 

○学校教育課長（川原国章） 

  はい。そうさせていただこうかと思っております、移動せずにです。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  何回も来ていただくよりは、日程が合えば１日で両方をということで。 

  よろしいでしょうか。 

 

（はいという声あり） 

 

○教育長（田岡洋一） 

  では、次に「出校日の取り扱いについて」。 

 

○学校教育課長（川原国章） 

  ８月６日、出校日を予定していましたけど、児童生徒の健康面を最優先し

て、室温が３５℃あるので、小中とも出校日を中止させていただきました。

これは、管内では直方だけが出校日を中止しております。 

  そして、あわせて、新聞報道等もされたんですけど、７月２３日から２６

日、小学校１１校中９校が、サマースクールというのを行っております。そ

の中で、１時間から１時間半勉強した後、各小学校、９校中６校ですけど、

プールがある６校、大体プールを開放しているんですけど、この気温なので、

直方南小と直方東小が、サマースクールは実施したけど、プール開放は中止

しております、水温が高いという理由で。 

  あとの４校、直方西小、中泉小、植木小と福地小ですけど、４校中、福地

小学校は２３日だけ開放しています。ところが、水温が高くて、子供たちが
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やはりぐったりしていたというので、次の日から開放していません。直方西、

中泉、植木小は、４日間ともプールを開放したということです。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  御質問等ございませんか。 

  それでは、報告事項、そこにはもう書いていませんが、もう２件ございま

すので、お願いします。 

  まず、「小学校のエアコンの整備について」。 

 

○教育総務係長（船越健児） 

  それでは、小学校のエアコンの整備について、御報告をさせていただきま

す。テレビ報道等でも御存じかと思うんですけど、国のほうがなるべく早く

エアコンの設置を進めるようにということで、伝えているんですけども、ま

だ具体的な補助の上乗せであるとか、財源については触れられておりません

で、ちょっとどうするか検討しておるところなんですけども、今後、前倒し

にできるように、今、調査をしているところです。設置の教室であるとか、

そういったものの集計をやっておるような状態ですので、今後はそういった

ような情報が来ましたら、前倒しも視野に入れて、検討を進めていくという

ような形になっておりますので、御報告をさせていただきます。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  どういう前倒しかを。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  前倒しになるというのは、２年目、３２年度につけようとしていた５校が、

３１年度へ、３１年度で全小学校工事に入るということの前倒しでございま

す。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  はっきりはしませんけど、小学校２年間でつける予定のところを１年間で

何とかなるかもわかりません、ということです。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  この補助採択の決定が、１１月、１２月ぐらいまで待たないと決定かどう
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かというのもわかりかねますが、一応、そういうことで応募打診があってい

ますので、手は挙げて、今、申請をしているところでございます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  よろしいでしょうか。 

 

（はいという声あり） 

 

○教育長（田岡洋一） 

  もう１点は、これもそこに書いていませんが、西日本豪雨災害で被害を受

けた愛媛県の宇和島市、そこに本市の職員を派遣してほしいという要請が来

ていますので、その件につきまして。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  今回、被災を受けた広島県、岡山県、それから愛媛県、この被災自治体に

対して、全国市長会が大もとになって、派遣を各自治体からするように間配

っているという状況です。 

  福岡県市長会は、宇和島市の支援ということで行っていました。まずは、

今一番必要なのは、避難所運営の補助スタッフが不足しているということで、

福岡県市長会は５班か６班に分けて、職員を派遣しているんですけれども、

直方市の当番が８月１日から９日までということで、避難所運営を誰か行っ

てくれる人はいないかということで打診をされました。 

  私どもと市民部が大体避難所運営のスタッフに当たっていますので、どち

らかから、１名でしたので、出そうということで協議しまして、今回は市民

部から行っていただくことになりまして、黒岩君という男性の職員が、今、

行っている状況でございます。 

  ただし、この８月いっぱいまでのスケジュールは、そうやって決まってい

たんですけれども、もしかしたら、避難所の状況によっては９月もまたお手

伝いがあるかもしれないという話も承っております。その折には、今回は教

育委員会から１名を出すということになろうかと思います。 

  まだはっきりとしておりませんけれども、避難所の今までの状況によりま

すと、落ちつきましたら、例えば、被害調査とか、それからハード整備、そ

れと保健師さんの派遣等も恐らく要請があるのではないかと思っております

ので、その都度、必要な人員については派遣することになろうかと思います。 

  以上でございます。 
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○教育長（田岡洋一） 

  よろしいでしょうか。 

  では、その他にまいります。９月行事について、お願いします。 

 

○学校教育課管理主事（石松敏幸） 

  ９月行事、資料２をごらんください。 

  ９月３日、月曜日、全小中学校で始業式が行われます。４日、火曜日、 

１０時から、定例校長会議、１５時から定例教育委員会。 

  ５日、水曜日、１５時半より、小中一貫推進本部会、同じく１０時から、

保幼小中高連携推進協議会運営委員会。この日から給食開始となっておりま

す。６日、木曜日、１５時より第２回学力向上検証委員会。 

  １３日、木曜日、小中一貫推進委員会が１５時半から。 

  それから、３０日、日曜日になりますけれども、小学校３校、感田小、そ

れから下境小、植木小学校が運動会となっております。 

  以上でございます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  この件に関しましては、この前、山内教育委員から、不登校の総合教育会

議を受けて、やっぱり課題になっていること、教育委員会の中でも検討して

いこうということで、毎回ではありませんが、２カ月に一遍ぐらい、最初に

９月に学力向上について、３０分ぐらい時間をとって検討会をやろうかとい

うことで、３０分早く、１５時３０分ではなくて１５時からということにさ

せていただきます。 

  そういうふうなことで、２カ月に一遍ぐらい勉強会をやっていくというこ

とで、よろしいでしょうか。 

 

（はいという声あり） 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ありがとうございます。 

  それでは、次は、壱岐市教育委員会視察について、お願いします。 

 

○学校教育課長（川原国章） 

  Ａ３判の表裏、案Ａ、案Ｂというところ、まずＡからです。 

  まず、違いは何かといったら、Ａの１０月３０日、１日目の真ん中ぐらい

に１３時３０分、霞翠小学校視察、懇談、それが１５時半に終わる予定です。
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それから、１９時まで、案Ａは壱岐市を視察観光に行きます。そうするため

に２日目に視察観光がなくて、早い便で帰るというのが案Ａです。 

  裏面 案Ｂをごらんください。案Ｂは、霞翠小学校の視察が終わった後に、

宿泊ホテルに行っていただいて、入浴、夕食を済ませた後、今度は１９時か

らの霞翠小学校と。そのために、壱岐市の視察を１０月３１日の２日目に持

ってきているために、帰りのフェリーが遅くなるというものが、案Ｂです。 

  Ａ案かＢ案か、どちらかきょう決めていただけたらと思っております。 

  だから、Ａ案だったら、ちょっと食事が遅くなります。２０時３０分、懇

親会と含めて食事をするという形になります。案Ｂは、食事を１９時前にし

ていただいて、２０時３０分からは懇親会という形になっております。食事

は、もう先に済ませている、というのがＢです。 

  １９時からの霞翠小学校の学校運営協議会視察の後、夕食も含めて懇親会

というのが案Ａです。 

 

○清永委員 

  Ｂはちょっと時間をもてあますような感じですね。 

 

〇澁谷委員 

  Ａでよろしいかと思います。 

 

○学校教育課長（川原国章） 

  わかりました。Ａでよろしいですか。 

 

（はいという声あり） 

 

○学校教育課長（川原国章） 

  わかりました。ありがとうございます。 

 

〇教育長（田岡洋一） 

  会議録署名委員の指名をお願いします。 

 

〇事務局書記（安部静子） 

  ８月会議録署名を中村委員にお願いします。 

 

〇教育長（田岡洋一） 

  予定していた議題は全て終わりました。他にございませんでしょうか。 
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 それでは以上で８月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。  

 

 

 

 

 

 

（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 

         

         中 村 敬 子 

 

 


