
定例教育委員会（5月度）議事録（要点筆記） 

 

１．開会及び閉会に関する事項 

○開催日時  令和 3年 5月 11日（火） 

開会 15時 30分 閉会 16時 30分 

 

○開催場所  直方市役所 5階 502会議室 

 

  

２．出席者及び欠席委員の氏名 

○出席者 教育長  山本 栄司 

 教育委員 篠田 尊徳 中野 昭子 

  阿部 英子 内藤 誠治 

 

○欠席者 なし 

 

３．教育長、教育委員および傍聴人を除く外、出席した者の氏名 

教 育 部 長  安永 由美子 

学校教育課長 石丸 直哉 

学校教育課管理主事 村上 善道 

こども育成課長 塩田 礼子 

教育総務課長 熊井 康之 

文化・スポーツ推進課長 梅原 達巳 

 

４．教育長の報告 

① 坑夫の像移設記念セレモニー（4月 14日） 

中の島公園から石炭記念館の隣接地へ移設 

② 新型コロナウイルス感染症対策本部会議（4月 15日） 

ワクチン接種の進捗状況など 

③ 初任者研修開講式（4月 15日） 

教職員初任者に対する 1年間の研修の開講式 対象者 23名 

④ 教育研究所辞令交付式（4月 16日） 

新たに 2名に研究員としての辞令を交付 

⑤ 直方文化連盟定例総会（4月 18日） 

⑥ タブレット PC研修会（4月 19日） 

タブレット使用に関する担当者研修会 直方第一中学校で実施 

⑦ 感謝状贈呈式（4月 21日） 

下境小学校へのグランドピアノ寄贈に対する感謝状贈呈 

⑧ 定例教育長会（4月 22日） 

北九州教育事務所の各課より令和 3年度の主要施策等について 

⑨ 令和 3年度第 1回 DX推進本部会議（4月 22日） 



総務省地域情報化アドバイザーの森戸裕一先生を CIO補佐官として迎えて実施 

⑩ 不祥事防止検討委員会（4月 26日） 

令和 3年度の不祥事防止対策年間計画について等 

⑪ 中学校部活動外部指導者選考委員会（4月 30日） 

三中卓球部、植木中バレー部にそれぞれ退職中学校教員を選考 

⑫ 定例校長会議（5月 6日） 

全国学力学習状況調査に向けて、学力向上の取り組みについて等 

⑬ 保幼小中高連携推進協議会第 1回運営委員会（5月 7日） 

令和 3年度の活動計画ほか、様々な情報交換 

⑭ 第 1回いじめ問題対策連絡協議会（5月 10日） 

法務局、警察署、児童相談所、小中学校校長会が参加して協議 

⑮ 学校訪問（5月 11‐13日） 

各学校の学力向上の取り組みについて確認 

 

５．議題及び議事の大要 

○議案（議案書は別紙） 

議案番号 内容 
結果 

主管課 趣旨 
 

議案第 3号

（資料 1） 

直方市いじめ問題対策連絡協議会※１委員及び直方市いじめ問題専

門委員会※２委員の委嘱について 

承認 
※１ いじめ防止等に関係する機関・団体の連携の推進についての

協議及び当該機関、団体相互の連絡調整を図る 

※２ 教育委員会の諮問に応じて重大いじめ事案の発生した場合

に、調査審議し答申または意見を具申する 

学校教育課 ・任期は 2年間（R3.6.1～R5.5.31） 委嘱する委員は資料を参照 

中野委員 直方市いじめ問題専門委員会は 5名が上限か。 

石丸課長 5名以内で組織することにしている。 

篠田委員 直方市内でいじめ問題はあるのか。 

石丸課長 いじめの発生件数、内容を把握している。昨年は一昨年より減少して

おり、20件ほど。全国的に見ても少ない方である。 

中野委員 下境小の近くで凶器を持った男が逃亡との情報が入ったが、そういう

ときは注意喚起の連携は取れるようになっているか。 

石丸課長 教育委員会にも情報は入る。そこからすぐに市内だけでなく管内（宮

若・鞍手）で情報共有する。小中学校および警察と連携を取り登下校

の見守りなどを行うようになっている。 

山本教育長 学校警察連絡会（学警連）で密に連絡を取っている。 

 

 



議案第 4号

（資料 2） 

直方市教育支援委員会委員の委嘱について 

承認 
・児童生徒の障害の種類、程度の判定や就学先の決定および就学後

の支援について調査審議する 

学校教育課 ・任期は 2年間（R3.6.1～R5.5.31） 委嘱する委員は資料を参照 

中野委員 親の要望と決定が違うことがどの程度あるか 

石丸課長 ほぼ 100%要望通りの結果となっている。 

阿部委員 一度決定されると 6年間変わらないのか。 

石丸課長 基本的には見直しはなく継続で通うことになり、小学校から中学校に

上がるときに再度委員会にかけて判断する。また実際に通っている中

で通常から特学に、あるいは特学から通常にと判断することもある。

途中での変更は 3割程度ある。 

阿部委員 学年が上がって落ち着いて来たりしたら通常学級に戻ることもある

ということか。 

石丸課長 その通り。 

 

○報告事項 

・小中学校体育館照明器具の改修について（資料 3）【教育総務課長】 

 感田小学校体育館の照明器具で発火事故があった。調査の結果、機器の老朽化が原

因のようである。この件を受けて電気系統の改修が実施されていない南小・北小・感

田小・下境小の 4小学校の修繕、LED化を早急に実施する。既決予算で 5月 22～24

日に感田小を、6月補正が成立後残り 3校を今年度中に実施。一中も改修されていな

いが、築年数が浅いので今回は見送る。 

 

阿部委員 火花が確認されて消防が到着するまで照明を付けたまま対応したの

か。 

熊井課長 確認できていない。 

阿部委員 校長に状況を見てもらおうと思ったのかもしれないが、真っ先に電源

を落として対応する方が安全だと思う。 

熊井課長 どう対応したか確認する。委員会が 12 時ころに駆け付けた時には消

灯されていた。 

中野委員 建築年を見ると二中が感田小より 10 年近く古いが、現状問題ないの

か。 

熊井課長 学校名の隣に大規模改修を実施した年月を記載している。二中は平成

21年に改修を実施している。 

中野委員 防球ネットの倒壊によって死亡事故も起きているが、直方市では点検

しているか。 

熊井課長  防球ネット、バスケットゴール、グレーチングについて昨日から全学

校に対しての調査を実施している。吊り下げ式のバスケットゴールは

業者に依頼する。 



 

・直方市セカンドブック事業実施要綱を廃止する告示及び直方市幼児教育のための絵

本配布事業実施要綱の新規制定について（資料 4）【こども育成課長】 

 直方市セカンドブック事業は 1 歳の誕生日に絵本をプレゼントする事業であるが、 

図書館が実施するファーストブック事業が生後 7 か月を対象にしており時期が非常

に近く、また昨年度から 1歳児対象の事業を拡充したことを踏まえ、絵本の配布時期

を 3歳に変更するものである。名称も変更となるので新規事業として立ち上げる。 

 

・直方市低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親以外の低所得の子育て世

帯分）支給事業について（資料 5）【こども育成課長】 

 対象児童一人あたり 5 万円を支給するもの。令和 3 年 3 月 31 日時点で 18 歳未満

の児童、令和 3年の住民税が非課税の世帯。対象者は 1,043名。支給時期は 7月中旬

を目標。 

 

・直方市公民館類似施設設置助成金に係る 6 月補正について（資料 6）【文化・スポ

ーツ推進課長】 

 地区公民館の改修等に関して費用の一部を助成するもの。山部中央自治区公民館に

ついて申請があったので 30万円分を 6月補正で要求する。 

 

・子ども・子育て事業計画特例措置分（新型コロナウイルス対策）に係る 6月補正に

ついて（資料 8）【こども育成課長】 

 新型コロナウイルス対策で消毒や作業にかかる経費に対して補助するもの。子ども

子育て支援交付金の単価改定分で一園あたり 69,000 円、新型コロナウイルス感染症

対策特例措置分として計 1,270万円、保育環境改善事業として 700万円を 6月補正で

要求する。 

 

・令和 3年度直方市教育委員会学校訪問について（資料 9）【学校教育課管理主事】 

 資料を参照。例年給食の試食まで行っているが、今年度はコロナ対策のため割愛す

る。 

 

○その他 

・6月行事について（資料 7）【学校教育課管理主事】 

 資料参照 

 緊急事態宣言発令を受けて 5～6 月に予定されている定期健診、修学旅行、運動会

を延期する。教育委員会所管の一部施設について、イベントは中止するが開館はする。 

 

中野委員 ユメニティですでに決まっているイベントに影響はあるのか。 

梅原課長 20 時までの利用を要請しているが、チケット販売が進んでいるもの

については要請の対象から外す。その先は事業者判断。 



・会議録署名委員の指名について 

 阿部委員を指名 

 

６．閉会 

 

 

 

（署名） 

 

直方市教育委員会教育長 

 

山本 栄司 

 

 

 

（署名） 

 

直方市教育委員会教育委員 

 

阿部 英子 

 

 


