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平成２９年７月定例教育委員会会議結果報告及び会議録（要点筆記）  

 

 
日  時：平成２９年７月１９日（水）１５：３０ ～１７：００ 

場  所：古賀市役所 第２庁舎 ４０２会議室 

出席委員：長谷川教育長 石橋委員 小山委員 松本委員 米倉委員 大賀委員  

欠席委員：なし 

事務局 ：清水教育部長 簑原教育総務課長 木部学校教育課長兼主幹指導主事 桐原青少年育成

課長 星野文化課長 池見学校給食センター所長 伊丹指導主事 柴田生涯学習推進課

参事補佐 教育総務課庶務係（松尾、民谷） 

傍聴者 ：０名 

付議事項： 

 １．開会 

 ２．教育長あいさつ 

 ３．諸 報 告 

（１）教育長報告 

（２）教育委員情報交流  

  ・部活動指導員について 

  （３）教育委員会報告 

４．議案  

番 号 件       名 議決年月日 議決結果 

第３７号議案 
第３次古賀市子ども読書活動推進計画の策定につ

いて 
H29.7.19 原案可決 

第３８号議案 
谷山北地区遺跡群文化財調査指導委員会委員の委

嘱について 
H29.7.19 同意 

５．協議事項  

   ①平成２８年度古賀市教育委員会の点検及び評価報告書について（別冊） 

６．その他事項 

（１）各課（所属）等報告 

（２）その他 

 ７．閉会 

 

会議内容：以下のとおり 

 

１．開会  

１３時３０分、議長が開会を宣言。 

異常気象で災害が起き、被災されている方々がいる。被災者の方々が一日も早く普段の生

活に戻れることを祈りたいと思う。 

 

２．教育長あいさつ 

３．諸報告 

（１）教育長報告 
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 （行事等）  

     ７月５日から６日にかけての朝倉市、東峰村、日田市での豪雨災害につきましては、教

育関係でも大きなダメージを受けている。使えない学校が数校出ていて、統廃合あるい

は廃校の加速化がさらに進むのではないかということが報道で言われています。教育長

会の研修が毎年あっているが、今年は北筑後地域の当番で小郡市が担当。例年１泊２日

の研修だが、被災地に近いということもあり、１日だけの研修となった。古賀市もいつ

ああいう状況になるかわからない。古賀市は災害が少ないと言われるが、いつ起こるか

わからない。昼間に起きた場合には校長が責任をもって子どもを預かっているので、学

校から帰す時間の判断、残す勇気、そういうものが必要となる。先日の校長会でも指導

している。市でも新しく防災対策室が設置されていて、市内の各所に防災カメラが据え

付けてあり、川の水量の状況などがわかるようになっている。国や県、気象庁ともつな

がったデータ収集ができる施設が出来上がっている。古賀市の防災対策も少し進んだの

かなと思っている。今後、いつどこでどのような気象災害が起こるかわからないので、

日々、特に小中学校については安全対策を取らせていかなくてはならないと思っている。

今回の災害に関しまして、昨日、元古賀東中学校の宮野校長からお礼の電話とメールが

ありました。古賀北中学校の若い先生７名がボランティアで親戚の住宅の後片付けに来

てくれたとのこと。宮野元校長の親戚が朝倉市にあり、床上浸水をしていて、近所では

死者も出ている状況。２３日に古賀北中の生徒がボランティアに行きたいということで

教師が引率していくそうです。市職員も同行し、市が所有しているバスで行く予定にし

ています。子どもで役に立つのか、事前に教師が実際に見て体験し、できるようであれ

ば連れて行こうということだったようです。生徒でもできるという判断で今週末にバス

２台で行くということ。生徒から声が上がったということは、生きた学力かなと思って

いる。全国学力状況調査等では身につかない、内面の学力というものが古賀市の子ども

にはついているのかなと思っています。学校によっては募金活動をしてもらっている学

校もある。形はいろいろあっていいと思う。災害にあった方々を思う優しい気持ち、心

が古賀の小中学生の身についてきているということは非常にうれしいと思っています。 

    

（２）教育委員情報交流  

石橋議長 本日の委員情報交流のテーマは、部活動指導員についてです。事前に資料配布してもら

っているが、何かお感じになったことなどあればお願いします。部活動指導員について、

文科省から通知が来ている。今後は部活動指導員を任命し、部活動の指導にあたってい

ただく。それが先生の負担軽減につながるのではないかということ。また、先生たちが

専門ではない方がたくさんおられるので、専門の方の指導を子どもたちが受けることに

より、スポーツの楽しさ、運動の楽しさをわかっていくということがメリットとしてあ

るのではないかと、考えられます。何かご意見ありますか。 

小山委員 学校教育に関しての理解や学校との連携を図りながら専門的な知識や技術を指導してい

ただけることは子どもたちのやる気や部活動を通しての教育意義につながると思う。こ

の取組はとてもいいことだが、事故が起きた場合などを考えると、指導員も気持ち的な

負担があるのではないか。そこを明解にしておかないと、指導員を増やそうとなったと

きに躊躇されることもあるのではないかと思います。 

教育長  前回の管内教育長会で県幹部と話したときに議題で出たが、予算の裏付けがないという

こと。市町村は各市町村で考えてほしい、中体連、高体連との話も進んでいないという

ことでした。小山委員が言われたように、部活動指導員の職務を見ると引き受けてくれ

る人いないと思う。実技指導は今までもしてもらってきた。市内でも現在１２名の方に
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来ていただいている。そのほかに、安全・障害予防に関する知識・技能の指導、学校外

での活動・大会練習試合の引率、用具・施設の点検・管理、部活動の管理運営・会計管

理、保護者等への連絡、年間・月間の指導計画の作成。学校の先生がやることをそのま

ましてもらわなければならない。万一、死亡事故や障害が残るような事故が起こった場

合にどうなるのか。当然任命権者である市町村や県がとるのだが、個人的責任が問われ

ることもある。 

石橋議長 そういうところまでであれば、なかなかいない。従前より野球やその他のスポーツでも

あったように、技術指導は監督、部長は教諭でないといけないということがある。引率

は部長がしなくてはいけない。そういうことをしておかないとなかなか厳しい。お金の

裏付けがなければなおさらのこと。 

教育長  学校の設置者である市がまず規則を作るようにとのこと。身分、任用、職務、勤務形態、

報酬や費用弁償、災害補償、服務及び解職に関する事項等必要な事項を定めることなど。

規則は作れても、国が予算措置をしてくれなければ、置きたくても財政的に厳しい自治

体は置けない。別紙で学習指導要領の一部をお配りしています。（１３）部活動について

はスポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に

資するものであり、学校教育の一環として教育課程との関連が図られるように留意する

こと。その際、地域や学校の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育

関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うようにすること、とある。欧

米のように、地域でのスポーツ活動や文化活動にすればいいのだろうが、この部分が加

わったために部活動が学校教育から抜け出しにくくなった。オリンピックを目指すもの

と、スポーツにいそしむレベルの部活動と区分けをする。社会体育と学校体育の在り方

を日本も考えた方がいいのかなと思っている。 

石橋議長 学校教育と切り離せない部分がスポーツにはある。学校教育活動の中に入れておいた方

が、部活動として運営しやすい。トップアスリート育成は地域やクラブで育成した方が

やりやすい。 

大賀委員 私は子どもたちがまだ部活動未経験なので、問題点を理解していないかもしれないが、

資料を読む限りでは部活動指導員については安全管理や責任体制、保護者の理解など課

題が多いなと思いました。部活動指導員に対して、明確な金額を支払うことができたら

よい方向なのだろうなとは思います。学校に不登校気味だった子どもが部活には行ける

というところもある。部活動は子どもたちにとっても重要な存在なのだろうなと思いま

す。顧問もローテーション制にできれば負担も減るのでしょうが。 

石橋議長 学校は教職員定数があるからなかなか難しい。 

大賀委員 部活に関しては子どもたちも、保護者も、先生もそれぞれに想いがあると思うので、３

者が話し合う必要があると思う。 

石橋議長 大賀委員がおっしゃるように部活のメリットはみんな認めていると思う。そこに先生を

関わらせたいが先生の負担になる。私みたいに好きな教員は苦にならないが、一般の先

生たちはそうではない。ほかにありませんか。それでは委員交流を終わります。 
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（３）教育委員会報告  

石橋議長 教育委員会報告、報告してください。 

教育部長 学校訪問ありがとうございました。７月４日に台風接近で小中学校とも休校しておりま

す。７月６日の大雨の時は、学校ごとに下校時間の判断をしてもらったが、午後から雨

も弱まり特に問題なく済んでおります。 

・７月６日、古賀北中で被爆クスノキの植樹の予定でしたが、当日は雨天のため研修のみ

行われ、植樹は翌日行われたとのことです。 

・古賀市議会第３回の日程について。現時点での予定ですが、８月２９日から９月２６日

の日程で開催されます。通常の議事に合わせ、決算報告が行われる。現段階では議案、

補正予算の提出予定はありません。 

 

４．議案  

石橋議長 第３７号議案、第３次古賀市子ども読書活動推進計画の策定について、提案をお願いし

たい。 

文化課長 （議案朗読）  

     本計画は４月の教育委員会において、素案の提示を行っており、その後市民の皆様から

ご意見をいただくパブリックコメントを実施しました。１件のご意見をいただいたので、

計画に反映させております。その後、子ども読書活動推進計画策定協議会を開催し、本

計画に対する最終的なご意見をいただき、この計画の策定に至っております。ご審議お

願いします。 

石橋議長 何かご意見はありますか。なければ議決することとしたい。 

《第３７号議案 議決》 

石橋議長 第３８号議案、谷山北地区遺跡群文化財調査指導委員会委員の委嘱について、提案をお

願いしたい。 

文化課長 （議案朗読） 

     この委員会は船原古墳関連の調査研究に関し学術的な指導や助言をいただくため、考古

学などの有識者の方で構成している委員会となります。１１ページにある委員名簿のと

おり、現職委員の方に引き続き平成２９年８月１日から平成３１年７月３１日まで委嘱

したい。 

石橋議長 現職委員の方に引き続きお願いするということだが、何かご意見はありますか。なけれ

ば同意することとしたい。 

《第３８号議案 同意》 

 

５．協議事項  

教育部長 平成２８年度古賀市教育委員会の点検及び評価ですが、６月の定例教育委員会で提案し

説明をさせていただいております。本日は、ご質問ご意見等をお受けして、最終的な教

育委員会の評価をいただきたいと思います。本日評価をいただきますと、外部評価を昨

年同様、福岡教育大学清水先生、九州共立大学古市先生にお願いしようと考えておりま
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す。８月の教育委員会までに外部評価をいただいたところで、教育委員会の最終議決を

８月の定例教育委員会でいただきたいと考えております。その後９月の文教厚生委員会

へ提出・説明としております。それではご審議の前に１点修正がありますので教育総務

課長より説明します。 

教育総務課長 ４２ページ【施策】４効果的な学習教材の選定・開発の評価を〇としておりますが

◎の誤りです。修正をお願いします。 

石橋議長 前回の教育委員会で説明があったが、何かお気づきのこと、修正、質問があればお願い

します。 

米倉委員 １９ページ、【施策】１⑴道徳性を養う心の教育の推進が〇だが、先ほど教育長の話にも

あったように、子どもの情緒的な面も育っているように思うので、◎にしてはどうかな

と思います。 

石橋議長 学校教育の部分だが、〇にした理由はありますか。 

学校教育課長 ◎と迷ったところです。 

石橋議長 ◎に変更することで皆さんよろしいですか。 

教育委員 はい。 

石橋議長 それでは◎に変更します。ほかにありませんか。 

米倉委員 ２９ページ、【施策】４学校給食の充実について、もういちど説明をお願いできますか。 

学校給食センター所長 例年であれば、みかんなどは古賀の特産物ということで、１００％古賀産

としていたが、全体量が少なく古賀産のみかんを使えないということで、ほかのところ

のみかんを使っています。９月以降、台風の影響もあり、玉ねぎ、にんじんがなかなか

使えないということで、県外のいろいろなところから食材を集めました。努力はしてお

りますが、古賀産利用率が上がらなかったので〇としております。 

石橋議長 ほかにありませんか。今日の段階ではこれで承認し、８月に議決ということになります。 

 

６．その他事項 

（１） 各課（所属）報告 

ア、教育部長 

・夏休みで様々なイベントが行われます。気を引き締めて業務にあたりたい。 

             

イ、教育総務課 

・今年度の学校施設工事の進捗状況を７月１８日現在で報告します。学校施設等長寿命化

計画策定支援委託については、現在、建築図面等の資料整理中であり、夏休みに入り、

校舎などのコンクリートのコア抜きの作業に入る予定。工期は来年３月です。それまで

に市内小中学校施設の長寿命化に向けての維持補修等の計画を立てていきます。小野小

学校下水管接続工事設計委託については設計作業中です。花見小学校の防水工事は完了

し、その他の小中学校の工事、花鶴小大規模改造等は夏休みを中心に全て実施する予定

です。 
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ウ、学校教育課 

・学校改善訪問３校、ありがとうございました。９月以降には市の訪問を予定しています。 

・明日で前期前半が終了します。大きな事故やけが等もなく、夏休みを無事に迎えること

ができます。校長会で夏季休業中の事故等がないよう指導したところです。 

・不登校児童生徒数ですが、昨年度と比較して大きな差異はありません。中１不登校生徒

が２名あがっております。 

・夏季休業中に英会話教室がありますが、それに関わるＡＬＴの中で、ケントが任期満了

でニュージーランドへ帰国することとなりました。新しくエマがオーストラリアから７

月２６日に来日します。小学生対象の夏休み英会話教室は、今年度、昨年以上に人数が

増えて、２２７名の応募がありました。７月２５日から２８日、８月１日から４日まで

市役所５階で実施します。英語については、子どもの興味や関心をさらに高めながら、

楽しい英会話教室にしたいと考えております。 

    ・古賀市学校訪問の計画について。５校実施します。１０月５日に青柳小学校、１１月１

日に古賀東小学校、１０月２５日に古賀西小学校、１１月３０日に千鳥小学校、９月２

８日に舞の里小学校です。 

    ・教職員の研修について、７月分は記載のとおりです。 

 

エ、生涯学習推進課 なし 

 

オ、文化課  

・７月２５日から８月末まで歴史資料館において、企画展海からのメッセージを行います。

イベントとして、子どもたち向けの制作や太平洋戦争に関する講演、ギャラリーでは、

海をテーマにしたフォトコンテストを行います。メインとしては、石井忠元歴史資料館

長の漂着物を展示します。遺族の方にご協力をいただき実施します。 

 

カ、青少年育成課 

・８月に入ると青少年育成事業がいろいろと開催されます。各行事等への出席をお願いし

ます。 

・少年の船については、８月１９日が出航式、２３日が帰港式となっております。帰港式

への出席をお願いします。 

・８月２４日１４時から青少年問題協議会を開催します。松本委員の出席をお願いします。 

・８月２９日に市内小学校一斉あいさつ運動を実施します。夏休み明けの登校初日となり

ます。最寄りの小学校で児童への声かけをお願いします。 

 

キ、給食センター  

・給食センター見学事業のチラシを配布しております。以前からお話させていただいてい

るセンター見学と試食会について、９月２７日で実施したいと考えております。 

・７月２２日に親子学校給食料理教室を実施します。千鳥小学校、舞の里小学校の親子 
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１４組３１名の方が参加されます。他校の親子と一緒に、巻き寿しづくりなどの調理実

習を行います。 

 ・７月２０日が給食最終日、８月２９日から給食開始の予定です。 

 

（２）その他 

教育総務課長 (行事予定表の説明)  

米倉委員 学校訪問に行ったが、各学校非常に暑い。近隣でもエアコンがついてきているが、古賀

市は扇風機を設置していてエアコンはすぐにはつかないだろうということだが、扇風機

とエアコンは矛盾しない。予算的な問題はわかっているが、なるべく早めにつけていっ

た方が、子どもたちの夏の時期の学力の集中は高まるのではないかと思う。昔は暑いと

ころでやってきているし、子どもを甘えさせたくなないのだが、つけなくてはいけない

時期にきているのかなと思う。少しずつでもつくようにお願いしたいと思う。 

教育長  つけたい気持ちは市長以下全員ありますが、お金がない状況。借金を抱えたままつける

のか、今後の古賀市全体の５年後１０年後の財政状況を考えたときにつけられる状況な

のかどうかというところです。 

石橋議長 よその市町村でエアコンをつけているが、独自予算でつけているのか。補助金はあるの

か。 

教育長  志免町は補助金を受けています。古賀は扇風機で補助金をもらっている。 

石橋議長 難しい状況だろうが、これから先の子どもたちの健康を考えると、３５度の気温が継続

しているので、設置の努力をお願いしたいと思います。 

庶務係長 （９月定例教育委員会の日程調整） 

石橋議長 ９月定例教育委員会は９月２７日１３時３０分とする。 

 

７．閉会 

議長が閉会を宣言し、１７時閉会した。 


