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令和元年７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７月９日（火曜日）

開 会 １５時００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 山本栄司

教育委員 山内健 教育委員 澁谷昌樹

教育委員 中村敬子 教育委員 中野昭子

３．会議に出席した者の氏名

（１）事務局

教 育 部 長 安永由美子

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

学校教育係長 徳田清隆、学校教育課指導主事 村上義道

こども育成課長 塩田礼子、こども育成係長 福間紀美子

文化・スポーツ推進課長 古賀 淳

（２）書 記

教育総務課長 熊井康之

４．会議式次第

○教育部長（安永由美子）
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次第では職務代理者の指名となっておりますけれども、澁谷委員がお見え

になるまでの間、教育長報告をさせていただきたいと思います。

○山本教育長

お手元の資料、教育委員会行事報告をごらんください。

まず、６月４日火曜日、６月の定例教育委員会、第１回不祥事防止対策検

討委員会を実施いたしております。

６日木曜日、第五地区教科用図書採択事務説明会を実施しております。

１４日金曜日、直方市ＰＴＡ連合会研修会が実施されています。

７月に入りまして、１日月曜日、７月の定例校長会議を実施しております。

４日木曜日、筑豊地区特別支援教育研究連盟研修会、８日月曜日に直鞍地

区人権教育夏期講座実行委員会が開催されております。

９日火曜日、臨時校長会議、７月定例教育委員会を実施しております。

続いて、７月からの教育委員会行事予定でございます。

１０日水曜日、市民文化祭実行委員会を中央公民館第３学習室で１３時３

０分より実施の予定です。

１１日木曜日、直方市教育委員会学校訪問を、下境小学校にて午後から実

施する予定にしております。

１６日火曜日から１８日木曜日までの３日間、教育長面談を教育長室で実

施する予定でございます。

８月に入りまして、１日木曜日、２日金曜日の２日間の日程で、九州地区

市町村教育委員会研修大会が大分市で開催されます。

５日月曜日、第３回第五地区教科用図書採択協議会を実施する予定です。

６日火曜日、８月の定例教育委員会を実施する予定となっています。

以上でございます。

○教育部長（安永由美子）

令和元年６月定例会の一般質問について、教育委員会に関係する部分のみ

報告をさせていただきます。

一般質問の１日目でございますが、髙宮誠議員から、直方市における発達

障害児への施策についてという質問がございました。

質問の内容・趣旨は、一貫した切れ目のない発達障害児への教育について

の現状と、エキスパートを配置した部署の設置の必要性についてでした。

こども育成課にて、発達障害のあるお子さんの早期発見・早期療育の取り

組みを行っていることと、今後、学校教育課との連携強化を進めていきたい

という答弁をいたしております。
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次に、５番目、村田明子議員から、放課後児童クラブについて質問がござ

いました。

趣旨といたしましては、法の改正により、それぞれの自治体の条例で定め

ることにより、学童保育の支援員２名のうち１人を資格のない支援員とする

ことができるようになったが、直方市はどうするのかということでございま

した。

直方市といたしましては、現在の２名体制が必要というふうに感じており

ますという回答をいたしております。

２日目、那須議員から、通学路における国・県・市の安全対策について質

問があり、教育委員会の具体的対策の実施についても問われました。

各小学校・中学校、地域や自動車学校、直方警察署の協力を得まして、随

時、いろいろな場面で安全教育を行っていることを答弁しています。

３日目でございますが、柴村博之議員から、本市の教育に対する市長の基

本的な考え方について質問があり、市長が答弁をされております。

所信表明における教育についての考えと、教育予算については担当部署と

検討を重ねながらよりよい取り組みを行っていきたいという内容の答弁でご

ざいました。

渡辺和幸議員からは、１０月から行われる幼児教育・保育無償化の内容と

手続等について質問がありました。

また、無償化からはずれる給食費について、市で負担ができないかという

内容でございました。

手続等の周知については丁寧に行っていくことと、給食費の市負担につい

ては、財政的に厳しいことを答えております。

幼稚園やその他の関係施設につきましても、無償化に伴って市の負担が出

てくることもあり、財政的に困難であると答えております。

宮園議員からは、自治体における子育て応援アプリの推進について質問が

ございました。

予防接種や検診等の情報について、アプリを活用していろいろな周知がで

きないかという質問でございました。

直方市は、現在この取り組みを行っておりませんが、開発することが難し

いということと、一方で、つながる直方を強化していきながら子育て情報の

周知に努めていきたいとの答弁をいたしております。

また、学校教育課に対して、通学時の自転車保険への加入を強制的にでき

ないかという質問もございました。

保護者の負担になるため、お願いはしているところですが強制はできない

ことを答弁しております。
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三根議員からは、子供たちの安全確保についての質問がございまして、内

容は、学校内外での事故、事件等についてどういったものがあるかというも

のでした。

学校外活動については特に注意していることと、交通安全については先ほ

どの那須議員への答弁のとおり安全教育を行っていること、また、アナフィ

ラキシーショック等のアレルギー対策についても、十分注意を払っていると

いう答弁を行っております。

一般質問の内容、答弁については以上でございます。

○山本教育長

報告に対して質問はございませんか。

○中村委員

放課後児童クラブの学童保育支援員についての条例は、定めない方向性で

行くということでしょうか。

○教育部長（安永由美子）

現在、２名というふうに条例に明記しておりまして、この体制は必要とい

うふうに考えておりますので、これを緩和して変えるということは考えては

おりません。

○中村委員

今、いろいろな方面で人不足が叫ばれていますが、現場としてはその２名

を確保し続けていくことは大変だと思います。

それに対して、市として何らかの支援をしていくことは必要ありませんか。

○教育部長（安永由美子）

確保のための具体的な方策は、今は持ち合わせてはおりません。

しかし、現在は不足しているという状況ではございませんし、１名体制に

緩和をするという考え方は持ってはおりません。

○中村委員

直方市は、２名とも有資格者ということになっているのですか。

○教育部長（安永由美子）

２名とも有資格者という形態になっております。
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１クラスおおむね４０名という人数の子供たちを安全にお預かりしないと

いけません。

１年生から６年生まで、室内で動きまわる子もいれば外で遊ぶ子もいるな

かで、安全・安心を確保しなくてはなりません。

親御さんが働いている間、子供を安全に預かってもらえるというところが

担保できなくなることの方が問題と考えております。

２名を１名にしてほしいという地方からの要望を受けての法改正ですが、

直方市の現状からすると、一緒になって規制緩和にシフトすることは難しい

と考えています。

○中村委員

今の有資格者という支援員の年齢層はどうなっておりますか。

○教育部長（安永由美子）

年齢層は把握しておりません。

○中村委員

次回、おしえてください。

○教育部長（安永由美子）

年配の方が多いという現実はございます。

○中村委員

そうですね。年配の方が若い方からのフォローを受けながら保育をすると

いうことも必要になってくるのではないかと思いますし、事業者も研修を

常々されているのは伺っていますが、柔軟性のある体制をとれるようにしな

いと運営自体が厳しくなるのではないかという危惧がありましたので、質問

させていただきました。

○中野委員

三根議員の子供たちの安全確保についての質問で、学校内外の事故・事件

のなかでアレルギーという項目も出てきました。

アナフィラキシーショックが発生したとき、エピペンという治療法がある

とおもいますが、各学校とも常備され、使用について周知、徹底されている

のでしょうか。
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○学校教育課長（川原国章）

各学校、大体保健室においてあり、必ず研修をするようになっております。

○中野委員

徹底してあるのですね。ありがとうございます。

○学校教育課長（川原国章）

実際に使用する可能性がある児童生徒については、消防署にその情報を伝

えて、すぐに対応していただくようにもなっております。

○山本教育長

ほかに質問はございますか。よろしいですか。

では、付議案件の最初にもどり、教育長職務代理者指名について。

○教育総務課長（熊井康之）

教育長職務代理者については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第１３条第２項に基づきまして、教育長が新任されたときには、教育長に事

故があるとき、または教育長が欠けたときにその職務を行う委員を指名する

ことになっておりますので、教育長から職務代理者の指名をお願いいたしま

す。

○山本教育長

私といたしましては、総合的に判断をいたしまして、教育長職務代理者を

現在までやってきていただいた山内健教育委員に引き続きお願いをしたいと

いう考えでございます。山内委員、いかがでございましょうか。

○山内教育長職務代理者

はい。承りました。

○山本教育長

よろしくお願いいたします。

本日、新たな体制のスタートということで、ここで、教育委員４名の方、

自己紹介をお願いします。

○山内教育長職務代理者

教育委員１期目の３年目になります。山内と申します。どうぞよろしくお
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願いします。

○澁谷委員

遅れまして申しわけございません。教育委員３期目の澁谷昌樹と申します。

よろしくお願いします。

○中村委員

教育委員２年目の中村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

○中野委員

去年の１２月に教育委員になりました中野昭子です。よろしくお願いいた

します。

○山本教育長

よろしくお願いいたします。では、協議事項のほうにはいります。

平成３０年度直方市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況

についての点検及び評価報告について。

お手元に資料が配られてあるかと思いますが、これに関しまして御意見を

頂戴したいと思います。

○教育総務課長（熊井康之）

お手元の点検・評価報告書でございますが、山内委員には既に見ていただ

き、いただいた意見を反映させたものを配らせていただいております。

澁谷委員、中村委員、中野委員、前回配布分で意見がございましたら、よ

ろしくお願いいたします。

（意見無し）

○山本教育長

では、何かございましたら、７月中に連絡をお願いいたします。

○教育総務課長（熊井康之）

今後のスケジュールですが、７月末、遅くとも８月２日までに、２名の評

価委員の方から内容についての意見書をいただくようにしております。

その意見書と合わせて、８月６日の定例教育委員会にて、教育委員の皆様

に最終確認いただいて、９月の議会に報告してまいります。
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○山本教育長

次にまいりますが、教科用図書採択については最後に回したいと思います。

その他に進みます。８月行事につきまして、学校教育課のほうからお願い

いたします。

○学校教育課管理主事（大塚泰信）

８月行事予定と、本日配付いたしました資料２点について説明させていた

だきます。

８月行事予定ですが、定例教育委員会を６日に予定しております。この日

は、小・中学校は全校出校日となっております。

７日、直方市人権教育実践交流会があります。８日、市教育委員会主催研

修として、特別支援学級の（知的）担当者研修会を予定しております。

１３日から１６日までは学校閉庁日となっております。

２２日、特別支援学級の知的以外、情緒学級と難聴学級の担当者の研修会

を予定しております。

２３日、２年次の研究員の研究発表会を予定しております。

２５日、直方市ＰＴＡ連合会スポーツ大会が直方市体育館で行われる予定

です。

２６日から３０日まで、全中学校が学校出校日となっております。

２７日は、第２回チャレンジウイーク、職場体験に関する交流会並びに、

１１月に行われます小中文化展の担当者会を行う予定しております。

市教委等に関する行事については以上です。学校行事等についてはごらん

ください。

次に、令和元年度直方市教育委員会学校訪問にいて説明いたします。

資料の中に日付を入れておりませんけれども、７月１１日、今週の木曜日

を予定しております。

日程は記載のとおりですが、直方市役所を１３時に出発する予定ですが、

公用車に乗られる方は、このあと私に連絡をお願いいたします。

最後です。令和元年度学校管理職等一覧表につきまして、４月の教育委員

会の折にも配付しましたが、今回、人事異動により、直方二中の校長・教頭

が変わっております。

合わせて、直方三中の事務代理の変更があっておりますので、こちらは差

しかえということで報告しておきます。以上です。

○山本教育長

今の点で質問はございますか。
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○山内教育長職務代理者

８月の２６日から３０日まで、全中学校出校日となっていますが、この意

味をおしえてもらってもいいですか。

○学校教育課長（川原国章）

まず、直方市の学校管理規則では、１０日間以内ならば学校長判断で出校

日を設定できるとなっております。

中学校にはエアコンが設置されましたので、授業確保について前年度検討

していただいた結果、全中学校長が最終週を出校日にして、授業時数を確保

しようということになったところです。

今後、小学校もエアコンが設置されていきますので、中学校と同様に、来

年度から最終週を出校日としてはどうかとの検討していただくことを考えて

います。

学校管理規則の変更についてですが、保護者に了承をとって８月の後半か

ら学校を始めるとなると、給食関係などいろいろな部分の調整を手順を踏ん

でやっていかなくてはならないと思いますので、２年間状況を見させていた

だいて、また気候による子供の体調等も勘案のうえ、８月後半から学校開始

という判断になったときは、管理規則を変えていこうと考えております。

○山内教育長職務代理者

半日授業をするということですね。

○学校教育課長（川原国章）

はい。そうです。

○山本教育長

そのほか質問はございませんか。

それでは、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）

前回、職務代理ということで順番を入れ替えたため、７月は山内委員にお

願いいたします。

○山内教育長職務代理者

はい。
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○教育総務課長（熊井康之）

それでは、教科用図書採択の審議にはいりますので、関係のない職員は退

席をお願いいたします。

（教科用図書採択の審議は非公開）

（署名）

直方市教育長

山本 栄司

（署名）

直方市教育委員

山内 健


