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５前回（１２／１９定例）議事録の承認（資料１）＜承認＞

６議案

①議案第３７号平成２５年度教育施政方針（案）について（資料２）＜承認＞

【久芳教育長】資料２参照。議事録なし。（▲１９秒）

【教育政策課長】事前にお配りした資料は、昨年度の施政方針からの変更点が分かるように見え消し

表示したものです。本日、完成版案と市長の施政方針案を参考資料として配布しております６

以下、資料２参照。議事録なし。（▲６分３２秒）

【井上委員長】ご意見ご質問がございますか。

【川上委員】前回の定例教育委員会で平田委員が危機管理についてのご意見を述べられました。

おそらく、いじめ問題やその事故等への対応を含めての危機管理について話をされたのだと思います

が、ここに見て取れる分ですと、災害時の避難等が全面に出ていて、平田委員が言われた部分が不明

瞭になっていると思います。危機管理マニュアルの内容およびガイドラインでどの辺りまで意識して
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いるのかを確認したいと思いますが、いかがでしょうか。

【教育政策課長】昨年の教育施政方針では危機管理マニュアルの点検をあげておりました。現在、各

学校では危機管理マニュアルを備えていますが、盛り込んでいる項目や内容がまちまちです。地域性

や学校の事情等により、異なる部分が出てくるのはやむを得ませんが、体罰などの不祥事やいじめ問

題等について記載されていない学校もありましたので、今年度全てのマニュアルを集めて項目の洗い

出し作業を行いました。それらを基に、学校ごとに見直していただくことを基本とし、その際のガイ

ドラインを教育委員会で作成しているところです６ガイドラインの作成はほぼ終えておりますので、

平成２５年度に学校に配布して、マニュアルに盛り込むべき項目をお示ししたいと考えています６ガ

イドラインを基に、学校で改めて危機管理マニュアルを見直していただき、危機管理体制を新たにし

ていただくことを今回の趣旨としています６

【平田委員】資料１１，１０８ページに危機管理についての記述があります‘いじめについても

書かれていますが、ここに示されているものがガイドラインにあると理解してよろしいのですか。

【井上委員長】今、いじめや体罰についての関心力琲常に高いことを踏まえて、教育施政方針の中

にいじめや体罰についての記述を盛り込んでほしいというのが、平田委員のご意見だったと受け取っ

ています6本日提示いただいた教育施政方針案には､いじめ､体罰という言葉が全くありませんので、

再考していただいた方がよろしいのではないかと思います。

ＤＩＩ上委員】私にもそのような思いがありましたので、質問をして確認させていただきました。

子どもたちを守るという意思表示をしていただいた方が、一般の方にとっても信頼できる学校づくり

につながっていくと思いますし、やはりそこが言葉で語られなければ少し不十分ではないかという思

いがあります６

【井上委員長】危機管理の中に含まれるというのでは弱すぎると思います。

【平田委員】私もそう思います。

【教育政策課長】検討させていただきます６

【久芳教育長】いじめや体罰を危機管理の範畷で捉えるかどうかだと思います。例えば「豊かな心

を育む教育活動の充笘劃で、他人を思いやる心や豊かな心を持つ子どもたちをつくっていくという考

え方もあるのではないかと考えます.

【井上委員長】教育長力f言われたとおり、豊かな心や道徳心などが非常に高ければいじめの問題等

は起こらないと思いますので、危機管理という形でなくてもよろしいと思います。

【久芳教育長】例えば、具体にいろいろな方に読んでいただいて分かる形をとるとすれば、「豊か

な心を育む教育活動の充実」の項目で、いじめ問題について言及することができると思います。

【井上委員長】危機管理の範畷でいじめや体罰を捉えるのであれば、その前提としていじめや体罰

が発生することを想定しての管理体制ということになります。そのような意味からしますと、危機管

理の中でいじめや体罰を取り扱ってもよいのかどうかを検討する必要があります６
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【教育部長】危機管理マニュアルでは、いじめに触れていない学校があります。教育長がお話に

なったように、日常生活の中での豊かな心の実践がペースにあります。

【井上委員長】その点については議論があると思います。

【久芳教育長】もちろん、いじめが起こりうることを前提に教育に当たらなければならないと思い

ます。常にそのような意識を持って教育に当たるという意味では、危機管理ともいえると考えます６

【井上委員長】すみ分けは難しいので、考え方として危機管理の中で扱ってもおかしくはないと思

います。いじめや体罰問題が発生した際にどのような体制で対応していくかなどを決めておくのは当

然必要だと考えます。

【平田委員】すみ分けが難しいことは分かりますが、世の中の関心が非常に高くなっている今、

いじめや体罰が起こりうることも意識して対応しているというメッセージを発信する必要があると感

じています。

Ull上委員】１１月に市の広報紙にいじめに関するアピールを出されて、教育委員会としてその

ような認識があることを広報されていますので、来年度の教育施政方針にも盛り込む方が一貫性があ

ると思います。

【井上委員長】例えば、２１ページ「（４）豊かな心を育む教育活動の充実」の中に入れることが

できると思います｡文言は是非盛り込んでいただきたいです。

【中岡≦委員】体罰は教職員に対する指導の部分になりますし、いじめ等については教員の指導力

や学級等の経営力に大きく関わる部分になると思います。予防も含めてその後の対応をどうしていく

のかについて学校はきちんと持っておかなければいけません。実際にほとんどの学校では対応方法等

を考えられていると思います。教育施政方針案で危機管理マニュアルに触れていますが、ここに入れ

ますと内容として異なる部分が大きいと思いますので､先ほど教育長が言われたように、「豊かな心を

育む教育活動の充実ｊで触れると良いのではないかと考えます６また、教職員の指導力、経営力等に

ついては、２４年度の教育施政方針に細かい部分力噺たに出ていますので、２５年度の教育施政方針

でもしっかりと記述をしていただく方向で考えていただきたいです。

【井上委員長】いじめについては、危機管理マニュアルの部分ではなく、「（４）豊かな心を育む教

育活動の充各国または「（５）健やかな体を育む教育活動の充実Ｊで触れていただいたらどうでしょう

か。

【髄制騨註蠅鰯】危機管理マニュアルについては、「（６）学校関連施設の整備・保全と危機管理体制

の充実Ｊで触れていますが、文脈からすると施設整備・保全と同列の扱いですので、環境や整備に関

する危機管理体制と受け取れます。危機管理マニュアルを整備すれば子どもたちが育つというわけで

はありません｡いわゆる教育活動をどのように展開するのかがキーポイントだと思いますので、「（４）

豊かな心を育む教育活動の充夷の中に、いじめなど子どもたちの心に関わる問題について触れる文

言を盛り込んだ方が良いと考えます。
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【井上委員長】提出期限もあると思いますが、今回の議論を受けて修正した内容を委員に見せてい

ただけますか。

【教育政策課長】明日中にまとめましてファックスでお送りいたします｡

【繍職蝋繍撹】具体的には（４）の最初の３行の文言を修正して、しっかり見える形にしたいと考

えています。

【平田委員】２０ページ、「（３）確かな学力を育む学習指導の充実」には、前回の定例教育委員

会で提示された大綱案に記載されている「ア望ましい学習習慣や人間関係を育む学びの基盤形成Ｊ

が含まれているのだと考えますが、「人間関係を育む!」の部分は、「交流」という文言に表れていると

解釈してよろしいですか。

、繩識主端尊撰】はい、そうです６「交流」は人間関係を形成するもので、その人間関係が学級経営

の基盤となります。

【井上委員長】他にご意見等がなければ、いじめ・体罰等について追記することを前提に議案第３

７号につきまして、承認いただけますか。

【各委員】はい。

②議案第３８号宗像市立学校設置条例の一部を改正する条例（案）について（資料３）

＜承認＞

【久芳教育長】資料３参照。議事録なし。（▲１１秒）

【学校管理課長】資料３参照。議事録なし。（▲４８秒）

【井上委員長】ご意見等がなければ議案第３８号につきまして、承認いただけますか。

【各委員】はい。

③議案第３９号宗像市子育て支援センター条例の一部を改正する条例(案)について(資料４）

＜承認＞

④議案第４０号宗像市子育て支援センター条例施行規則を廃止する規則（案）について

（資料５）＜承認＞

【井上委員長】議案第３９号と４０号は関連しておりますので、一括して審議したいと思います。

【久芳教育長】資料４．５参照。議事録なし。（▲３５秒）

【子ども育成課長】資料４．５参照｡､議事録なし。（▲１分）

【井上委員長】ご意見等がなければ議案第３９号および４０号につきまして、承認いただけます

か。

【各委員】はい。
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⑤議案第４１号宗像市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則（案）について（資料６）

＜承認＞

【久芳教育長】資料６参照。議事録なし。（▲１０秒）

【市民活動縦課長】資料６参照。議事録なし。（▲４０秒）

【井上委員長】ご意見等がなければ議案第４１号につきまして、承認いただけますか。

【各委員】はい。
●

７協議事項

①平成２４年度宗像市教育委員会研修事業評価と次年度の方向性（案）について（資料７）

【羽田野指導主事】資料７参照。議事録なし。（▲８分５秒）

【井上委員長】ご意見ご質問がございますか。

【中岡委員】５４－２ページ、「(２０）簡単！楽しい１ＩＣＴ活用研修会」の備考欄に、「３会場

で実施予定、数カ年計画」と書かれています。今年度は電子黒板を導入した学校の教職員への全員研

修を行い､今年度も含めた３カ年かけて全教職員に対して研修を行う予定だったと記憶していますが、

この備考欄の記述はそのことを意味していると考えてよろしいでしょうか。

【羽田野指導主事】はい、そうです。本研修会では、現在導入している教育コンテンツをしっかり利用

して授業に生かすことを研修内容として位置づけており、学習コンテンツの活用、ＩＣＴ機器の活用

の仕方など、かなり基本的なことに重きを置いて内容を構成しています。基本的には３年間で全て先

生方に受講していただくこととしています。ＩＣＴ機器の活用につきましても、非常に高度なものか

らコンピュータとテレビをつなぐ方法などの軽度な知識を含めて、とにかくすべての先生方が、機器

をしっかり使えること、市で導入している教育コンテンツを活用できることに重きを置いて取り組ん

でいるところでございます。

【井上委員長】中学校区ごとに３つの会場で実施するということだと思いますが、年数も決めてい

るのですか。

【西島指導主事】はい。３年間で実施する予定です。今年度は自由ケ丘、玄海、大島中学校区の３中

学校区で実施しました。残りの４中学校区については、来年度と再来年度に２中学校区ずつ実施する

予定です。

【井上委員長】期日や会場はそれぞれ異なるのですか。

【西島指導主事】はい。３会場で１日を午前と午後に分けて行います。

【中岡委員】５０ページ、「８学力向上支援教員・小中一貫教育支援教員研修会」の「今年度の

成果と課題及び次年度の方向性」欄に記載されている「次年度と同様に」とはどういう意味ですか。

【羽田野指導主事】「次年度も同様に」の誤りです｡修正をお願いします。

【井上委員長】５３ページ「宗像市教育センター研究員研修」に、「本年度から指導員を指導主事
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だけにしたために、運営をよりスムーズに行うことができた」という記述がありますか後ほど報告事

項で説明いただく資料１１の「課題３将来の宗像教育を担う人材の育成」に、「（４）宗像市教育セ

ンター研究員の育成」という項目があり、｢①研究員に対しての指導体制の充実として､所属校全体

からのサポートとともに学校現場の有能な人材を指導員として配置し、宗像区の教員のトータルな育

成を図る」と書かれています。この内容と先ほど申しました５３ページの記述との整合性がとれてい

ないのはどうしてですか。

聯繩謙掛構騨】年度当初は、資料１１に記載している方針でいこうと考えていましたが、適切な指

導員がなかなか見つからないという現状があり、また、指導主事で賄った方が効果的な展開ができる

だろうということで、方向転換させていただきました。

②宗像市市民活動推進プラン（案）について（資料８）

【市民活動交流室長】５５ページ、資料８をご覧ください。このたび、市民活動推進プラン案を作成しま

したので、１月２８日から２月２８日までパブリックコメント行います。期間中の２月７日に、プラ

ン策定とパブリックコメント実施の周知を図るために市民説明会を開催する予定にしております｡最

終的には、１月２５日の庁議でプラン案の承認を得ることになりますが、事前に教育委員会にて協議

を行って案としてのご承認をいただきたいと考えております。既に３回ほど意見交換をさせていただ

いておりますので、内容についてはご理解いただいていると思いますが、市民参画等推進委員会の答

申からプラン案を作成するまでの経過を含めて簡単にご説明いたします。まず、１０月２２日に答申

された「市民活動の推進に向けて」を踏まえまして、市としてプラン案を作成しました。答申にあっ

たように、生涯学習推進プランを発展的に見直すこと、学びの成果を活動に生かすこと、市民活動を

今以上に効果的効率的に推進するという考え方や施策の構成､また、「｢市民力｣がつくる生きがいの

あるまち－あなたがつなぐ、わたしが広げる市民活動一」という理念は変わっておりません。答申で

は附属機関としての記述でしたので、プラン案では市主体の記述に修正し、内容を精査して文言を修

正しております。記述については今後も庁議等でいろいろな修正が入ると思いますが、趣旨は変わら

ないものと考えますので、この点につきましてはご了承いただきますようお願いいたします。

以下、資料８参照。議事録なし．（▲６分５秒）

【井上委員長】答申を作る過程で２回ほど教育委員会でも協議をさせていただきました。その後、

市長部局とのすり合せ等を行ってプラン案を作成されたということです。具体的に答申から変更した

点は、７７ページ以降の「重点施策」の各項目とプランの最後の体系図に「具体的な施策」が追記さ

れたことですか。

【市民活動交流室長】はい、そうです。答申は「施策の概要」までで、教育委員の皆さんにご報告してお

ります。新たに具体的な施策の記述を加えて計画案としてまとめたということです。

【川上委員】宗像市のプランでは、通常、何課がプランのどの部分に携わられているのかを明記
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した形で出されていると思いますが、今回はそこまではされずにパブリックコメントを実施するとい

うことですか。

【市民活動交流室長】１つの項目を１つの課で行うことはほとんどありませんし、プランの中に明記して

しまうと柔軟な対応が困難になります。現時点では取り組んでいないものの、市民活動推進あるいは

生涯学習推進のために取り組むべき事業があれば、ここから読み取って将来的に具体的な事業として

実施する部署も出てくることが想定されます。そのようなケースに対応できるような書き方をしてい

ます６

【平田委員】市民フォーラムは､最後の体系図では｢中間支援組織｣に位置づけられるのですか。

【市民剛交艫長】市民フォーラムは、市民活動の分野では中間支援組織に位置づけられます。文化芸

術分野における中間支援組織としては、宗像ユリックスがその一つになると思います６

８報告事項

①行政報告（資料９）

【久芳教育長】１２月２７日に玄海中学校の野球部が市長への表敬訪問を行っております。昨秋の

県大会で優勝いたしまして、福岡県代表として３月に沖縄で行われる九州大会に参加するということ

でございました.九州大会でもぜひがんばっていただきたいと思っております６１月１６日に市長の

予算査定がございました。教育委員会関係では、実施計画で不採択になっておりました福岡教育大学

との教育連携プロジェクト事業と校務支援ソフト導入の予算について、改めて事業の重要性をご説明

申し上げまして、採択をしていただきました。具体の金額につきましては、今後事務的な調整を行っ

て確定します６

【井上委員長】資料９の１月２２日の欄に定例教育委員会が記載されていませんので、追記してく

ださい。

【平田委員】１月１７日の宗像地区人権同和教育実践交流会の案内はありませんでしたが、行か

なくてもよかったのでしょうか。

【教育政策課長】宗像地区人権同和教育実践交流会につきましては、毎年、福津市と宗像市が交互に

事務局を担っておりまして、今年度は事務局である福津市からご案内がされていると思っていたとこ

ろですが、届いていないようですので、この場をお借りしましてお詫び申し上げます。

②後援報告（資料１０）議事録なし。

③平成２４年度宗像市立小．中学校の具体的課題と指導の重点について（資料１１）

【繍聯蝋繍蝉】資料１１参照。議事録なし。（▲１５分１１秒）

ＤＩＩ上委員】これをシステム的に校長会に示されるとのことでしたので、本当に学校の現場と￣
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緒になって良くなっていくのではないかと感じました。子どもの学び方を伸ばす教師の関わり方につ

いて、子どもたちが受身になるのをなくそうということで、本当に素晴らしいと思います。これこそ

が宗像市の教育ではないかと思いますので、ぜひ浸透させていきたいです。

④宗像市学校給食費未納対応マニュアルの一部改正について（資料１２）

【学校管理課長】資料１２参照。識事録なし。（▲３分２８秒）

【平田委員】マニュアルについての意見等はございませんが、３月、４月と子どもたちが移動し

ますので、アレルギーに関して本当に細心の注意を払って対応していただきたいと思いますｏ

【井上委員長】他市において、おかわりの際にアレルギー物質が入った給食を食べて女児が死亡し

た事例がありました。

【学校管理課長】その事故を受けまして、各学校にアレルギー対応についての管理徹底の再確認を通

知しております。

⑤宗像市民図書館雑誌スポンサー制度実施要領について（資料１３）

【図調縮図識H綴】資料１３参照。議事録なし。（▲１分２８秒）

【井上委員長】これは初めての取組みですが、他自治体の事例はありますか。

個調祇鴎iii鵬】県立図書館に問い合わせたところ、現在、福岡県では遠賀町立図書館と筑後市立図

書館の２館で実施しているとのことでした。遠賀町は平成２３年度から取り組んでいますが、未だに

0件ということですb筑後市は平成２４年度から取り組んでいて、２０タイトル、約１５０，０００

円のスポンサーがついているそうです。

【川上委員】広告の大きさはどのくらいですか。

【図蕊祇鱸鰯副見本を持ってまいりました。雑誌の最新号にカバーをかけ、裏面にスポンサーの広

告をはさみます６

⑥国史跡田熊石畑遺跡歴史公園愛称募集要綱について（資料１４）

【;M士文化糟交Mi;iR】資料１４参照●議事録なし。（▲１分５７秒），

【井上委員長】海の道むなかた館でも愛称を募集しましたが、どのくらいの応募がありましたか。

【鰍文化学散鶴艮】４０件程度の応募がありました。

⑦宗像地区教育実践研究表彰式及び宗像市教育センター研究員・福津市教育研究所員合同研究発

表会要項について（資料１５）

【羽田野指導主事】資料１５参照。議事録なし。（▲２分）
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⑧「宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産推進会議とトヨタ自動車九州株式会社との「宗像・沖

ノ島と関連遺産群」紹介ブース設置協定にかかる調印について（資料１６）

【断避鶴雛銀】資料１６参照。議事録なし。（▲１分３２秒）

⑨その他

【子ども育成課長】第２０回宗像市少年少女海外派遣研修使節団報告書とマイリポートが完成しました

のでお配りしています６報告書では団員の感想文、スタッフのメッセージ、事後アンケート結果等を

掲載しております。マイリポートは、１３人の団員がニュージーランドでの本研修に行く前にそｵTぞ

れが決めた個人テーマを基に、団員自身がニュージーランドでの経験をまとめたものでございます。

団員の感想文やマイリポートでは、活動の中で前向きにさまざまなことに対応しようとしている団員

の姿が見られます６また、保護者のアンケートからは、本研修を通じて子どもたちの主体性や積極性

に大きな変化があったという回答が多く寄せられており、次世代のリーダーを育成するという事業の

目的が十分に達成されたと考えております。

【川上委員】素晴らしいマイリポートで、子どもたちの思いがあふれていました。事後報告も聞

きましたが、その時の姿がよみがえってくるような内容になっていましたので、これを続けていって

いただきたいと思いました。

【久芳教育長】わくわく体験報告会で報告をしていただいております。

【図認市關舗綴】現在、須恵分館の新築工事を行っていますが、今月末で工事が完了する予定です。

須恵分館につきましては、仮施設を設けまして、貸出・返却業務を行っているところですが、３月１

７日でその業務を終了し、３月１９日から３１日までの２週間、臨時に休館いたします。休館期間中

に引越しと新しい図書館の開館準備を行う予定ですｂ新規オープンは４月２日火曜日の予定です６

【図鏑報鴎鰍闘調べる学習コンクールの審査結果について報告します。本年度、当市からは１３点

を全国コンクールに応募した結果、お手元の資料のとおり、優秀賞２人、優良賞２人、奨励賞３人の

合計７人が受賞いたしました。学校図書館はもちろんのこと、市民図書館でも「調べる学習なんでも

相談室」等を開催して支援をいたしました。特に優秀賞につきましては、全国で２４人の受賞者がい

る中で当市では２人が受賞しております。当市にとっても初めての受賞であり、３月９日に東京で開

催される表彰式に招待されています。

【井上委員長】とても良いニュースです。調べる学習コンクールがとても根づいてきており、全国

レベルでも素晴らしい成綴をあげることができたことを、全市民に知らしめていただきたいと思いま

す。

【久芳教育長】優秀賞を受賞した子どもたちには、市長への表敬訪問を行っていただいて、広報し

たいと思っています。

９
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臨土文化学散Mi雛】今回、海の道むなかた館では、１月１日から３日までの３日間で新春イベントを開

催しました。３日間で約５，２００人、１月１日から６日までの６日間で約７，８００人の方力喋ら

れております．教育委員の皆様方にも参ｶﾛしていただき、誠にありがとうございました。イベントの

内容につきましては、この期間に県展の入選作品ということで、児童画展を開催しまして、宗像地区

の学校の優秀作品を２２０点ほど展示した結果、１，０００人近くの方に来ていただきました。こま

回し、竹馬、羽根つきなど、正月にちなんだ遊びを取り入れたところ、お孫さんと一緒に来られるお

じいちゃんの姿なども見られ、３世代交流ができたのではないかと思っております６展示室の中にア

ンティークオルゴールを４台展示いたしまして、新春の調べとして、来館者に素晴らしい音色を聴い

ていただきました。これは大変好評でした。その他にも、館長のギャラリートーク、だぶ汁・ぜんざ

いの振る舞いなどを行いまして、かなりの集客が図ることができました。本日現在で約９１，０００

人が来館されております６今回の反省点といたしましては、屋外でのパフォーマンスとして獅子舞を

３日に行いましたが、予約を取るのに少し難しい状況がございました。屋外のパフォーマンスにつき

ましては、事前に、それもかなり早い段階で押さえることが必要だと思いました。また、宗像大社の

参拝者の誘導として、今回はきらり姫が大社でチラシを配るなどの努力をしましたが、一層の工夫が

必要だと思います。．

【ii鯛麟蝋繍騨】体罰を受けた大阪市の高校生の自殺については、私どもも非常に心を痛めておりま

す。これにつきましても、市内小中学校に対して１月１１日付文書にて体罰を含めて不祥事の防止徹

底について通知いたしました。

【井上委員長】他になければ、次回の定例教育委員会は、平成２５年２月２１日火曜日の午前９時

３０分から３０１会議室で行いますｂ本日は長時間ありがとうございました。

次回開催予定日２月２１日（火）午前９時３０分開始

平成ﾀﾞﾐｰ」&年二肌／日

Ｍ１ヒ素ラー
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