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平成３１年４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３１年４月９日（火曜日） 

開 会 １５時３０分 

閉 会 １６時２０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 豊嶌 慎司 

委 員 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 

  男女共同参画推進係長 白土聖司 

 

（２）書 記 

   教育総務課長 熊井康之 

 

４．会議式次第 

 

○教育総務課長（熊井康之） 

  それでは、平成３１年４月の定例教育委員会を開催させていただきます。

付議案件にしたがって順次進めさせていただきます。 
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  まず、教育長報告、よろしくお願いいたします。 

 

○教育長（豊嶌慎司） 

  それでは、教育委員会の行事報告をさせていただきます。 

  ３月２８日、市民文化祭実行委員会。 

  ２９日、臨時校長会、退職教職員辞令交付式、転入・新任管理職辞令交付 

式、３１日、子どもの才能の芽を育む事業成果発表会に参加しました。 

  ４月です。４月１日、職員辞令交付式、臨時校長会。 

  ２日、県教育センター入所式、本年度は直方市より教育研修員として教育

センターに入所しております。４月定例校長会。 

  ３日、少年自然の家「玄海の家」訪問。これは本年度より直方市の職員が

指導職員として「玄海の家」の職員として赴任しましたので、御挨拶に参り

ました。学校関係で５日、小中学校の始業式がありました。 

  ９日、４月定例教育委員会で本日です。 

  今後の予定です。裏を見てください。 

  学校関係で明日１０日、中学校の入学式。１１日、小学校の入学式があり

ます。１２日、定例教育委員会です。 

  １６日、初任者研修開校式です。本年度は１６名の初任者が採用になって

います。 

  １７日、教育研究所１年次研究員辞令交付式、本年度は２名の研究員がお

ります。 

  １９日、福岡県教育長会議・市町村教育委員会協議会総会があります。 

  教育委員会関係で２０日、２１日、遠賀川流域古墳同時公開ということで

水町遺跡の中で公開がありますので、これが２０日、２１日に公開されます。 

  ２６日、直方市立小中学校管理職歓送迎会があります。 

  ２８日、ちくぜんのおがた高取焼大茶会があります。 

  ５月に入りまして、７日、定例校長会議。 

１４日、５月の定例教育委員会となっております。以上です。 

 

○教育総務課長（熊井康之） 

  それでは、質問等ございませんでしょうか。 

  ないようですので、議案に入らせていただきます。議案は１件ございます。 

  議案第１号、直方市教育研究所運営規程の一部を改正する教育委員会庁達

について、学校教育課お願いします。 
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○学校教育課長（川原国章） 

  議案第１号、直方市教育研究所運営規程の一部を改正する教育委員会庁達

について、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ります。座って説明させていただきます。 

  新旧対照表をごらんください。 

  まず、第３条で運営委員会の委員を定数１０名としていましたが、ここ数

年ずっと６名になっていますので、６名という形に。 

  ３条の（２）、小学校及び中学校の教職員２名、これは参加していません

ので削除。 

  教育委員会事務局職員６名を教育委員会事務局職員４名という形にし、こ

の４名は教育部長、学校教育課長、文化・スポーツ推進課長、それと主任指

導主事、この４名ということです。 

  ５条で、今までは運営委員会に委員長を置くとしていましたけれども、運

営委員会に委員長及び副委員長を置くという形にし、第５条の３に、副委員

長は、学校教育担当課長の職にある者をもってこれに充てるというのを新設

したいと思っています。 

  次に４、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員

長が欠けたときは、その職務を代理する。これも新設です。 

  次に会議で第６条、運営委員会は、必要に応じて委員長が召集する。 

  ２に、運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことがで

きない。 

  ３、議長は、委員の互選とする。 

  ４、運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによるという形です。 

  そして研究員、第６条を第７条に、事務の委託等、第７条を第８条にとい

う形で改正したいと思っております。よろしくお願いします。 

 

○教育長（豊嶌慎司） 

  今、学校教育課のほうから説明がありましたが、御質問ございませんでし

ょうか。はい、澁谷委員。 

 

○澁谷委員 

  従来から６名というのは、もともと６名しかいなかったということですか。 

 

○学校教育課長（川原国章） 

  そうです。６名で運営していたところ、見直したら１０名となっていたの
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で６名に改正しました。 

 

○澁谷委員 

  わかりました。 

 

○教育長（豊嶌慎司） 

  はい、山内委員。 

 

○山内委員 

  旧のところの小学校及び中学校の教職員２名というのがありますよね。 

以前は教育委員会の会議、どういう経緯でその２名が出てこなくなったの

かというのを、もし御存じなら教えていただきたい。 

 

○学校教育課長（川原国章） 

  わかっておりません。 

 

○山内委員 

  もう二人、出てこなくなった方がいると思いますが。 

 

○学校教育課長（川原国章） 

  小学校、中学校の校長代表が各１名。 

 

○山内委員 

  それで６名になりますね。 

 

○学校教育課長（川原国章） 

  小学校及び中学校の教職員２名がここ数年参加していなかったためと、事

務局も４名になっていたためです。 

 

○中村委員 

  そもそも教育研究所の運営はどういうことを実務的にされているのですか。 

 

○学校教育課長（川原国章） 

  教育研究員というのが教職員の中にいて、どういう年間計画で指導してい

くかとか、業務の中に中学生英語発表会がありますが、それについても運営

委員会で検討して実施しています。 
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○教育長（豊嶌慎司） 

  そのほか御質問ないでしょうか。はい、中村委員。 

 

○中村委員 

  英語発表会をされるということで、英語発表会は基本的に中学校ですよね。 

 

○学校教育課長（川原国章） 

  そうです。 

 

○中村委員 

  それにかかわっていらっしゃるのは中学校の校長先生のみになりますが、

みんなで決めていくようになっていますか。 

 

○学校教育課長（川原国章） 

  運営に関しては全体で決めて進めないといけません。 

（英語発表会の）事務的には、中学校の教員等を呼んで、説明して段取り

を踏んでやっていくという形です。 

 

○中村委員 

  現場の教職員の先生がいらっしゃらなくても、この人数でも十分にやって

いけるということですか。 

 

○学校教育課長（川原国章） 

  はい。実質の取り組みは、各学校の現場の先生を呼んでおこないます。 

これは、あくまで運営委員会のメンバーです。 

 

○教育長（豊嶌慎司） 

  よろしいですか。 

 

○中村委員 

  はい、ありがとうございました。 

 

○教育長（豊嶌慎司） 

  では、御承認される方は挙手をお願いいたします。 

 

（挙手） 
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○教育長（豊嶌慎司） 

  ありがとうございます。 

 

○教育総務課長（熊井康之） 

  では次に、協議事項に移らせていただきます。 

  直方市学校施設長寿命化計画について、協議させていただきます。 

 

○教育長（豊嶌慎司） 

  前回この計画について説明がありましたが、読んでいただいてきょうは御

意見等を伺うということになっております。 

何かございましたら、お願いします。はい、山内委員。 

 

○山内委員 

  読ませていただいてすごいなと思っていますが、素朴な疑問でこれは一体

誰がつくったのか、どこか専門の会社に委託されたのですか。 

 

○教育総務係長（舩越健児） 

  業務委託で専門のコンサル会社と一緒に作成しております。 

調査から取りまとめまで、玉野総合コンサルタントという業者に委託して

作成しています。 

 

○山内委員 

  １９ページで、校舎屋上が築後年数でこの評価をされていますが、一番下

の上頓野小学校、築後１２年で部分的に雨漏りがある。 

垣根なしでお尋ねしますが、普通の住宅、企業だったら１０年そこらで雨

漏りするなんてことは考えられません。 

自分が学校にいた時の体験から、学校施設は何げにもろいという感じがあ

りましたが、ほかの施設と比べたときにどうなのでしょうか。 

 

○教育総務係長（舩越健児） 

  上頓野が雨漏りしているというのはエキスパンションといいまして、躯体

と躯体をつなぐところのつなぎ目のところです。 

古い校舎とその後に新築した新しい校舎の間の継ぎ目からで、躯体自体か

ら漏れているわけではなく、躯体はまだ大丈夫です。 

その継ぎ目のところがどうしても雨が入ってしまうため、何度か改修もし

ましたが、うまく施行できてないというのが現状です。 
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○山内委員 

  漏れやすいところなのですか。 

 

○教育総務係長（舩越健児） 

  最も雨漏りが起こるのが、軒の部分であるとかエキスパンションの部分と

いう継ぎ目になっているところです。 

そこを埋めていないので、どうしても雨漏りが起こりやすいところですが、

おっしゃるとおり１２年でというのは早いかなと個人的には思います。 

 

○教育長（豊嶌慎司） 

  よろしいですか。 

 

○山内委員 

  はい。 

 

○教育長（豊嶌慎司） 

  御質問、御意見を含めてどうぞ。 

 

○澁谷委員 

  建物を中心に計画は作られていますが、フェンスなどは含まれていないの

ですか。 

 

○教育総務係長（舩越健児） 

  今回、国から示されている長寿命化というのは、２００平米以上の躯体、

子供たちが学び、通常過ごすところがメインになっており、周囲のブロック

塀であるとかフェンスなどは特に対象としなくてもよいとなっています。 

そういったものは改修に莫大な費用がかからないので、その都度の修繕の

範囲内で対応ができるということで、今回の計画からは除外しています。 

今回は、財政負担が大きくなるため長期的に見なければならない改修につ

いて計画を立てることになっております。 

 

○教育長（豊嶌慎司） 

  よろしいですか。 

 

○澁谷委員 

  はい。 
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○教育長（豊嶌慎司） 

  そのほかございませんでしょうか。はい、中村委員。 

 

○中村委員 

  ６ページの小学校区別人口推移を見るとかなり減っていっている現状があ

りますね。 

子供たちの集団性といったことを考えたら、このまま全部の建物を維持し

ていく方向性で考えていかれるということなのでしょうか。 

 

○教育総務課長（熊井康之） 

  中村委員の御質問については、庁内の策定委員会でもございました。 

先に結論を申しますと、今回の計画は、国からの交付金を受ける中で、老

朽化した学校施設をできるだけ早く修繕し、長く使えるようにしていくため

という位置づけと所管は考えております。 

ただ、言われますとおり、今後を考えたときに、学校の統廃合について全

く検討しなくていいとは考えておりません。 

その際は、平成２５年の再編基本方針の見直しも必要になってきますし、

小学校というのは地域の核としてつくられてきた経過もございますので、市

全体としてプロジェクトチームなどをつくって進めないといけないという認

識でおります。 

  統廃合についても、今後しっかりと検討していく必要があると思っていま

すが、今回の計画は、あくまで長寿命化、現施設の悪いところを適宜交付金

をもらいながら直していくための計画という位置づけで、今回示させていた

だいているところです。 

 

○教育長（豊嶌慎司） 

  よろしいですか。 

 

○中村委員 

  はい、ありがとうございます。 

 

○教育総務係長（舩越健児） 

  今回皆さんの意見をいただきまして、修正等はありませんでしたが、パブ

リックコメントもというお話もありましたので、４月１１日からパブリック

コメントに出す予定にしております。 

市民の意見を反映させた上で、５月に再度、議案として上げさせていただ
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きます。よろしくお願いいたします。 

   

○教育長（豊嶌慎司） 

  よろしくお願いいたします。では続きまして、報告事項に移ります。 

  まず一点目、平成３１年度直方市立小中学校教職員の人事異動について、

学校教育課お願いします。 

 

○学校教育課長（川原国章） 

  資料２－１をごらんください。平成３１年度の直方市立小中学校管理職等

の人事です。 

  「留」と書いてあるのは留任ということです。「入」というのは他市町か

らの転入ですが、今回異動が多くあっていますので、詳しく説明させていた

だきます。 

  直方南小学校だけ主幹教諭が配置されておりません。教務主任です。佐藤

友弥、大刀洗町立大堰小学校から転入です。 

  直方北小学校、教頭の山野教頭が東小学校から北小へ。 

  直方西小学校、教頭が中泉小学校から西小へ。 

  新入小学校、校長です。川原校長、感田小学校から新入小学校へ。 

  感田小学校、校長の右田、新任です。教頭が北小学校から感田小学校へ異

動です。 

  上頓野小学校、手島校長が福地小学校から。塩田教頭が感田小学校から上

頓野小学校。 

  下境小学校は主幹教諭、これは昇任です。植木小学校から稲光主幹教諭。 

  福地小学校、田中校長が新入小学校より異動です。主幹教諭は宇留嶋主幹

教諭が中泉小学校から異動です。 

  中泉小学校、石松教頭が市教委から異動です。転入です。主幹教諭の高上

主幹教諭が下境小学校から。 

  植木小学校、主幹教諭は昇任です。冨原主幹教諭が福地小学校からです。 

  直方東小学校、戸田教頭が直方西小学校から異動です。 

  直方第一中学校、宇野校長が昇任で三中から。一中の教頭の林教頭が北九

州教育事務所から昇任で一中へ。 

  直方第二中学校、山本校長が北九州教育事務所から再任用校長です。 

  直方第三中学校、教頭が自校昇任、西村教頭が自校昇任です。 

  植木中学校、鬼塚校長が門司学園から昇任で植木中へ。池森教頭が自校昇

任です。植木中の主幹教諭、堀主幹が自校昇任で植木中となっております。 

  次に、２の市外・行政への管理職等転出という形で、先ほど上頓野小学校
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の教頭の濱田先生が市教委の主任指導主事へ異動です。 

  ３の市外・行政からの管理職等転入は、先のとおりとなっております。 

  ４の市教委事務局人事は、大塚管理主事、前年度主任指導主事から管理主

事へという形です。 

  ５の行政機関、附属学校等人事については、事務所の指導主事は変わって

いません。社会教育主事も同様です。附属小倉中の奥先生も留任です。 

新任として、先ほど教育長からもありましたように、植木小学校から野田

が指導主事として新任で玄海の家に行っております。 

  裏をごらんください。 

  ６の一般人事については、在籍６年以上、新採３年以上を対象とした異動

で、その数が３３名です。 

  ７の退職者については、１６名です。 

  ８市外との転出入は、市外へ転出が小中合わせて９名、市外からの転入が

小中合わせて６名となっております。 

  ９の年度別新規採用者数ですが、今年度は１２名で、増加傾向にありまし

たが、昨年度よりも減っております。 

  １０の学級数についてですけれども、小学校のほうは全部で１３９クラス、

１増です。中学校のほうは４５クラスで、２学級増となっております。 

  １１番、市内の中の異動件数ですけれども５８人が異動という形です。 

  １２の教職員の平均年齢は、前年度と同じ４４．１歳です。 

  １３教職員男女人数が３１１人となっております。 

  資料２－２をごらんください。平成３１年度の学校管理職等一覧表に、校

長、教頭、教務、主幹教諭、それと事務職員と養護教諭を記載しております。  

資料２－１、資料２－２、これは取り扱い注意でお願いいたします。 

  

○教育長（豊嶌慎司） 

  人事についての説明がありましたが、よろしいですかね。 

  では、平成３１年度直方市教育委員会事務局職員の人事異動について、よ

ろしくお願いします。 

 

○教育総務課長（熊井康之） 

  資料の３をお願いいたします。 

  事務局の人事につきましては、冒頭自己紹介させていただきましたので、

内容の読み上げは控えさせていただきます。 

  太字になっているところが異動となった者でございます。 

こども育成課の中に、新たにこども育成係というのができております。 
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幼稚園、保育園、認定こども園、また学童保育を所管するようになってお

ります。以上です。 

 

○教育長（豊嶌慎司） 

  三点目、直方市保育体制強化事業補助金交付要綱の制定について、こども

育成課お願いします。 

 

○こども育成課長（塩田礼子） 

  直方市保育体制強化事業補助金交付要綱の制定について説明いたします。 

  資料４をごらんください。 

  当初予算で説明させていただいていましたが、要綱ができましたので報告

させていただきます。 

  背景といたしましては、子育て世代の社会進出を促進するため保育の受け

皿を整備する必要がありますが、本市は１３保育所と１認定こども園があり、

施設数は整っていますが、保育士が不足している状況にあります。 

そこで、保育士でなくてもできる仕事、例えば保育設備、遊ぶ場所、遊具

の消毒、清掃業務であったり、給食の配膳及び後片づけ業務、こういった業

務につきましては保育士の資格を持たない方の業務として仕事を分担するこ

とによって保育士の離職防止を図りたいと考えております。 

  この要綱につきましては、平成３１年４月１日から施行いたしまして、平

成３３年３月３１日までとなっております。以上です。 

 

○教育長（豊嶌慎司） 

  今の説明でよろしいでしょうか。 

  では、続けて直方市男女共同参画「市民企画講座」補助金交付要綱の一部

を改正する要綱について、文化・スポーツ推進課お願いします。 

 

○男女共同参画推進係長（白土聖司） 

  これは市長部局の案件になりますので、報告とさせていただきます。 

  「市民企画講座」補助金交付要綱の一部改正ということで、告示分を資料

につけております。 

  大きく変わったところを説明しますので、三枚目の新旧対照表、横向きを

ごらんください。 

  向かって左側が今度の新しいものということになります。 

これまでは「男女共同参画プラン」を根拠に補助金交付要綱としておりま

したが、これを参画推進条例と直方市の補助金交付規則に基づきこの要綱を
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定めることと変えております。 

  第２条に、全般に関する意識啓発等の事業が含まれておりませんでしたの

で、その分をこの（５）で追加しているところです。 

  また、直方市の補助金交付規則に基づき、補助対象経費の２分の１以内と

するという決まりがございますので、その分を第４条に追記しており、  

伴いまして、少し文言を整理しております。 

この要綱は、平成３４年３月３１日までの３年間となっておりますが、補

助金交付規則で期限を定めなければならないとなっているためです。 

ニーズがあれば、延長していくことになります。 

  資料６もこのまま説明させてもらってもよろしいでしょうか。 

 

○教育長（豊嶌慎司） 

  はい。 

 

○男女共同参画推進係長（白土聖司） 

  資料６は、新たに制定した分で、直方市男女共同参画研修等参加補助金交

付要綱という名前になっております。 

  今までは、直方市「女性研修の翼」参加補助金交付要綱というのがござい

ました。 

これは福岡県の事業「女性研修の翼」という海外研修を行っておりました

関係で、その参加費の一部を市のほうから参加者に補助をすることにしてお

りました。 

「女性研修の翼」は２年間行われておらず、後継の研修として地域リーダ

ーを目指す女性応援研修というものを開始しております。 

これまで特定の「女性研修の翼」という事業だけを対象とした要綱になっ

ておりましたので、民間が開催する研修等で参加費等が必要な場合の費用の

一部の支払いができるよう要綱を制定しました。 

仮に、「女性研修の翼」が復活しても、これで対象とできると考えており

ます。 

  対象経費のところを一枚めくっていただくと、別表というのが下のほうに

ありますが、こちらに書いております。 

  補助対象者は、直方市の女性人材情報バンク登録した方で、もちろん女性

という形でした。 

今回は性別を書いておりませんので、例えば男性の方が男女共同参画の研

修に行きたい場合でも、この要綱が適用可能です。 

合わせて、人材バンクに登録ということであれば年齢の上限が７０歳とい
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う決まりがありましたが、今回、それも取っ払っております。 

  対象経費が２分の１というところは変わっておりません。 

  こちらの要綱につきましても、平成３４年３月３１日までの３年間となっ

ておりますが、これも延長していくという考えをもっております。以上です。 

 

○教育長（豊嶌慎司） 

  資料５と６一括で報告ありましたが、御質問、御意見等ありませんか。 

  はい、中野委員。 

 

○中野委員 

  補助金の上限額の２分の１、これはいつからそのようになったのですか。 

 

○男女共同参画推進係長（白土聖司） 

  いつからというのは覚えていませんが、ここ３年ぐらいの間だと思います。 

市の財政的な問題というのもありますが、それ以上に特定の人に手厚くと

いうよりも公平性を担保するという意味で、市から全額出しますよという考

えではなく、それぞれの団体の事業の費用の一部を市から補助するという考

え方になります。 

 

○中野委員 

  周知徹底されていなかったので、よかったと思います。 

  男女共同参画のメンバーだった私たちが全く知らなかったことで、今回ま

た助成金に関しては揉めているので、明確に記載されてよかったと思います。 

 

○教育長（豊嶌慎司） 

  そのほかございませんでしょうか。報告事項は以上です。 

その他に移ります。５月行事について、学校教育課お願いします。 

 

○学校教育課管理主事（大塚泰信） 

  ５月行事について、まず７日火曜日、定例校長会議を行います。 

  ８日、保幼小中高連携推進協議会、これは予定でございます。 

  いじめ問題連絡協議会、これについても予定でございます。 

  適応指導教室運営委員会、これも予定でございます。この８、９、１０の

三つの会議について、今現在調整中です。 

  １４日、定例教育委員会。 

  １９日、中学校体育会、全ての中学校が行います。 
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  ２６日、小学校運動会、南小学校、北小学校、西小学校、新入小学校、上

頓野小学校、福地小学校、中泉小学校、東小学校でございます。 

  ２９日、直方市の生徒指導主事等研修会を行います。 

内容は、いじめの重大事態の対応についてということで、本年度は教頭の

参加も義務づけて行うようにしています。予定については以上です。 

   

連絡がございます。インターネット等の利用に関わる家庭教育へのお願い

のチラシでございます。 

これは直方市小中学校長会と直方市小中学校ＰＴＡ連合会とともに、家庭

でのルールづくりをお願いするという趣旨で作成しております。 

学校のほうで配付する日付を定め、それぞれで配付というふうにしており

ます。 

内容は五点ございますが、各校長会で審議して内容を定めております。 

  簡単ではございますが、このチラシの配付を行いますのでお知りおきくだ

さい。以上です。 

 

○学校教育課長（川原国章） 

  ５月行事として、運動会、体育会が始まりますけれども、教育委員の皆様

には、学校のほうから案内が行くようになっております。 

参加については回答しなくていいという形になっていますので、よろしく

お願いします。 

 

○教育長（豊嶌慎司） 

  そのほかよろしいでしょうか。安永課長。 

 

○文化・スポーツ推進課長（安永由美子） 

  昨年度作成いたしました直方市スポーツ推進計画が３月末に完成いたしま

したので、本日、お手元に配付させていただいております。 

よろしくお願いいたします。 

 

○教育長（豊嶌慎司） 

  よろしくお願いいたします。ほかにありませんか。 

 

○山内委員 

  インターネット等の利用に関わる家庭教育へのお願い、これが配付に至っ

た背景を教えてもらえませんか。 
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○学校教育課長（川原国章） 

  県から、学校と保護者と連携してインターネット等の利用に関しての取り

組みを行ってくれという依頼がありまして、それでＰＴＡ連合会と学校に共

同で取り組んでいただきたいとお願いして、こういう形になったところです。 

 

○教育長（豊嶌慎司） 

  よろしいですか。 

 

○山内委員 

  県教委が言ってきた取り組みというのは、啓発文書を出してほしいという

ことですか。 

 

○学校教育課長（川原国章） 

  もう一つあります。 

 

○山内委員 

  そのほかに何か計画がありますか。 

 

○学校教育課長（川原国章） 

  既に取り組んでいますが、学校ごとで保護者に参加していただく研修会が

あります。 

学校だけでなく、保護者の理解、協力がないとこの件を未然に防止するこ

とはできないため、こういう取り組みをぜひお願いしますということで実施

しているところです。 

 

○教育長（豊嶌慎司） 

  はい、中野委員。 

 

○中野委員 

  以前にこういう取り組みをやっていなかったということですか。 

 

○学校教育課長（川原国章） 

  平成２８年以降途切れていました。 

 

○教育長（豊嶌慎司） 

  よろしいですか。 
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○山内委員 

  学校が個別に自らの学校の子供たちとか保護者に指導していたということ

はあったと思います。 

委員会としてという意味では継続されていなかったのだと思います。 

 

○学校教育課長（川原国章） 

  山内委員が言われたように、各学校はずっと取り組んできていますが、統

一した形で今年度ぜひお願いしますということです。 

 

○澁谷委員 

  ＰＴＡ連合会が、１０年ぐらい前から家庭教育としてこういうことはやっ

ていました。 

 

○中村委員 

こういうふうに文書で啓発していこうといった見直しを、定期的にかけて

いく予定ですか。 

 

○学校教育課長（川原国章） 

  状況はそのときそのときによって違ってくると思いますので、検討してい

かなくてはいけないと思います。 

 

○中村委員 

  ２８年に県からの要望で実施したということですが、その後取り組みが継

続されていません。 

直方市独自で継続して実施するということはないのですか。 

 

○学校教育課長（川原国章） 

  県から言われたことで２８年に実施したわけではなく、市は独自で取り組

みを継続して来ています。 

子供たちを取り巻く環境では大きな課題の一つになっていますので、学校、

ＰＴＡ連合会と教育委員会が、連携しながらやっていかないといけないと思

っております。 

 

○中村委員 

  昨日のユーチューバーの意見も同様に、子供たちはものすごく興味を持つ

ことなので、学校でも家庭でも啓発は非常に大切だと思います。 
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○教育長（豊嶌慎司） 

  学校でも継続して取り組まないといけません。 

  全体を通してよろしいでしょうか。 

  では、会議録署名委員の指名について、お願いします。 

 

○教育総務課長（熊井康之） 

  ４月の会議録署名委員は、中野委員にお願いいたします。 

 

○中野委員 

  はい。 

 

○教育長（豊嶌慎司） 

  案件は全て終わりました。以上をもちまして４月定例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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