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鳥栖市教育委員会 議事要旨 

 

１ 会 議 名 

 教育委員会 1月定例会 

２ 開 催 日 時 

 令和 3年 1月 20日（水）10時 30分開会  11時 30分閉会 

３ 開 催 場 所 

 鳥栖市役所 3階第 1委員会室 

４ 会 議 の 公 開 

 公開 

５ 出 席 委 員 

 天野教育長、古澤委員、吉原委員、戸田委員、副田委員 

６ 出席事務局職員 

青木次長兼教育総務課長、中島学校教育課長、犬丸学校給食課長兼学校給食セ

ンター所長、松隈生涯学習課長兼図書館長、古賀学校教育課参事兼課長補佐兼

教育指導係長兼指導主事、日吉学校教育課参事兼指導主事、竹下生涯学習課参

事、立石教育総務課長補佐兼総務係長、八尋生涯学習課長補佐兼生涯学習推進

係長、辻教育総務課教育支援係長、長野学校教育課インクルーシブ教育推進係

長、石丸学校給食課学校給食センター係長、久山生涯学習課文化財係長、原口

生涯学習課主査 

７ 傍 聴 

 1人 

８ 経 過 報 告 

 12月定例会以降の経過報告 

９ 議 事 録 承 認 

 12月定例会の議事録承認         【承認】 

10 協議報告事項 

 （１）教育プランの進行管理について 

11 今後の予定等 

 教育委員会関連の主な行事について報告 

12 次回会議予定 

    教育委員会 2月定例会   令和 3年 2月 17日（水）9時 00分から 
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○天野教育長  

それでは皆さん、おはようございます。本日は大寒ということで、朝は非常に冷

え込んでおりましたが、教育委員の皆様とは令和 3年今日が初顔合わせということ

になりまして、今年もまたよろしくお願い申し上げます。鳥栖市の教育委員会にと

っても、教育委員の皆様方にとっても新しい年が実りのある希望の年になるように

祈念しておりますけど、コロナ禍の中で本当に厳しい日々が続いております。 

そんな中、10日に成人式の式典が来賓なしということで、保護者も入れないで実

施されました。一方通行にしたりと万全の体制をとって、教育委員会みんなでやろ

うということでしまして、おかげで無事に終えることが出来ました。新成人の方々

は非常によく決まりを守って、昨年の式典も非常に良かったんですけれども、例年

になくきちんとめりはりのついた式典になったなというふうに思ってます。話を聞

きますと、YouTubeで式典の様子が見られるということになっているようでござい

ます。 

1月も早いもので残り 10日ということになりまして、令和 2年度のまとめの時期

であるし、来年度に向けた準備の時期ということで、今日も協議報告事項の教育プ

ランの進行管理で令和 2年度の第 3四半期の進捗状況、そして第 4四半期に向けて

というようなことで御意見をいただくようになっておりますので、よろしくお願い

したいと思ってます。 

学校の方も、8日の日が大寒波の中での始業式ということになりました。学校が

始まって、今福岡の方から来ている教職員もたくさんおりますし、福岡県に通勤・

通学する保護者、兄弟等もたくさんいる中でございまして、しっかり見守っていか

なくちゃいけないという状況です。しかし、一番は学校でクラスターを絶対に起こ

さないということで、教育委員会全体一丸となって取り組んでいるような状況でご

ざいます。 

今日は午後から総合教育会議ということになっておりますので、よろしくお願い

したいと思っています。それではただいまより、1 月の定例教育委員会を始めます。

最初に経過報告をお願いします。はい、青木次長。 

○青木次長兼教育総務課長  

(資料に基づき説明)  

○天野教育長  

はい、ありがとうございました。それでは寄附、行事、12 月市議会概要について、

何か御質問等ありましたらお願いいたします。はい、副田委員。 

○副田教育委員  

3ページの ICT支援員の必要性についての答弁のところで、「ICT支援員の配置に

ついて検討していきたいと考えている」というふうにありますが、この GIGAスクー

ル構想が具体的なものとなってまいりました。ICT支援員をどのような形で、どの

ような方に依頼しようと現段階で思っているのか、そのような見通しがありました

ら教えていただきたいと思います。 

○天野教育長  

はい、日吉参事。 

○日吉学校教育課参事兼指導主事  

はい。支援員に望むことといたしましては、授業の支援がまず最初にございます。

授業で使っていく中では必ずいろんな不具合やハプニングが起こりますので、その

支援に入っていただきたいと考えております。そして、先生方のスキルアップのた

めの研修、それから日頃の悩みなどにご対応をいただくというようなことで考えて
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おります。内容については以上です。 

○天野教育長  

はい、辻係長。 

○辻教育総務課教育支援係長  

はい。現状で ICT支援員については専門の業者さんに委託をして、そこから来て

いただくようにお願いしようと考えています。その理由としましては、業者さんが

持ってあるスキルとか経験値で、こちらが初めて導入するというところになります

ので、様々な課題について分かっていらっしゃるところから教えていただきながら、

こちらも小中学校の先生方のスキルが上がっていくような形で取り組んでいきたい

と考えています。以上です。 

○天野教育長  

副田委員。 

○副田教育委員  

はい。では決まったときにどこの専門の業者に依頼したのか、また、賃金はいく

らぐらいになるのか、その方たちは常駐するのか、あるいは週に何回入るようにな

るのかと、そのような詳細が決まりましたらお教えください。ありがとうございま

した。 

○天野教育長  

はい、ありがとうございます。ここにも出ているように、ICT支援員というのは

これから情報教育をやっていく上で非常に大きなキーワードを握っているというこ

とで、うちとしてもどうにか、今まで 0でしたので、これを 1人でも 2人でも多く

お願いしたいということで今一生懸命検討している状況ですので、今日の午後から

の総合教育会議でも GIGAスクール構想が出ておりましたし、そういったとこも含め

て御意見をまたいただけたらというふうに思っております。ありがとうございまし

た。他に。はい、古澤委員。 

○古澤教育委員  

午後からお話ししようと思ってたんですけど、今副田委員さんがお尋ねされたの

で関連で。今教育長もおっしゃいましたけど、そういう業者さんは、制度がスター

トしていけばどこの市・町でも一斉にとりかかったりとかで、業者の取り合いとい

うか、そういうことになりかねないなというふうに思っています。当然、先生方に

もスキルアップをしておかなきゃいけないという精神的な負担があるから、それを

少しでもフォローするためにしっかりとした計画を持って、困り感を持つ前にしっ

かりと手立てができるような体制を組んで、年間を通して実施していかなきゃいけ

ないことだろうと思ってます。ですから、恐らく担当課の方も業者さんというのは

限定的になってくるかなとは思いますけど、どこが一番有能で人材をお持ちだとか、

そういう人材バンクみたいなことまで把握してあるでしょうから、抜かりのないよ

うにしっかりと対応していっていただけたらという、これはお願いでございます。

回答は要りません。 

○天野教育長  

はい、ありがとうございました。抜かりのないようにということで、教育総務課

の方お願いしておきたいというふうに思います。それでは他にいいでしょうか。 

ちなみに、この寄附の「東大ナゾトレ」は松丸君の方からいただいたということ

で、新聞にも松丸君の講演といいますか、話が載っていまして北小はいいなあとい

う声もあがっていたようでございました。はい、それでは次に行きます。 

2議事録承認につきましては御手元の別冊でまとめてもらっておりますので、ま
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た何かありましたら執行部の方にお願いしたいというふうに思っております。 

それでは、次に協議報告事項の教育プランの進行管理についてお願いします。は

い、青木次長。 

○青木次長兼教育総務課長  

(資料に基づき説明)  

○中島学校教育課長  

(資料に基づき説明)  

○犬丸学校給食課長兼学校給食センター所長  

(資料に基づき説明)  

○松隈生涯学習課長兼図書館長  

(資料に基づき説明) 

○天野教育長  

はい、ありがとうございました。かなり詳しく一つ一つ丁寧に説明をしてもらい

ましたが、委員の皆さん、御意見・御質問等あると思いますので、よろしくお願い

します。はい、古澤委員。 

○古澤教育委員  

はい。7ページの豊かな心の中の「みらい」の子供さんのことでお尋ねします。

中学生 6名が在籍っていう説明じゃなかったかなと思ってるんですけど、もしその

中に中学 3年生がいらっしゃったとして、その方々の進路、例えばその後どういう

見込みが立ったり、相談を受けたりされているのか、差し支えのない範囲で分かれ

ば教えていただきたいと思います。中学校には普通には行けてなくても、高校から

は気分一新頑張っていきたいという子供さんが意外と多かったりするので、担任の

先生方も親身になって相談されてるんだろうと思ってますけど、具体的なことが分

かれば教えてください。 

次に、9ページ 5番、ストレスチェックの関係です。これは 34名の方が反応があ

って、そのうちお一人が産業医の面談まで行かれたということで、これは数字が多

いからという問題意識よりも、早めに分かったことはよかったんじゃないかなとい

うふうに理解をしております。その中で、もしも分かるようであれば、それが例え

ば学校での業務に関することが原因だったのか、家庭的なこと、プライベートなこ

となのか、そこら辺までもし把握されているようであればというふうに思います。

それと、お一人の方が産業医の面談まで行かれて、それで今ちゃんと元気に教壇に

立っておられるかどうかも併せてお聞きしたいと思います。それともう一つ、こう

いうメンタルチェックなんかは 1人で抱え込んでいくとだんだん深みにはまってい

くんですけど、専門家にお話を聞いてもらうことで、お話したらいくらか精神的な

負担感が減るんですよね。私も衛生管理者の資格を持ってるんですが、先生方のリ

アクションで、聞いてもらって随分楽になったとかいう話が校長先生を通してでも

入ってきていればありがたいし、この分については追跡、フォローしていかれる分

だろうと思いますので、校長先生方はお分かりだと思いますけど、分かっていなけ

ればその辺りをしっかりとよろしくお願いいたします。 

○天野教育長  

はい、日吉参事。 

○日吉学校教育課参事兼指導主事  

それでは「みらい」に通級している 3年生の子供さんについてです。1名通級し

ている子供さんがいらっしゃいます。6名の中の 3年生が 1名ということになりま

す。進路先についての具体的なことはちょっと私も把握をしておりませんが、進路
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の指導については学校と密に連絡をとりながらやっているところでございます。不

登校の子供さんの進路先については、以前より随分といろんな選択肢が増えてきて

おりますので、その中の最適なところを見つけていくということになるかと思いま

す。具体的なことについてはこの後確認をさせていただきたいと思います。以上で

ございます。 

○天野教育長  

はい、中島課長。 

○中島学校教育課長  

ストレスチェックの件につきましては、御意見ありがとうございました。鳥栖市

におきましては、時間外勤務時間が 1か月当たり 80時間を超える職員に対しては学

校長が面接指導をするようにしております。また、時間外勤務が 1か月 100時間以

上、それから 6か月間の間で 1か月の平均時間が 80時間を超える職員については、

産業医による面接を実施するようにしているところでございます。 

また、このストレスチェックにつきましては、さっきも御意見いただきましたけ

ど職員自身のストレスへの気づき、その対処の支援、並びに職場環境の改善を通じ

てメンタルヘルス不調となることを未然に防止するということを目的として実施し

ているところでございます。今回、高ストレスということで 34名の方がいらっしゃ

ったんですが、その中から医師の面接を希望された方が 1名でした。面接をされた

後、医師の方から当然教育委員会に情報提供がございますので、内容的なものは把

握が出来ております。また、それを校長の方へフィードバックして、職場環境の改

善、それから今言ったように本人さんの悩み、そういったものの解消につなげてい

くということで活かしているところでございます。具体的な中身につきましては把

握しておりますが、プライバシーに関わるところでございますのでご遠慮させてい

ただければと思っております。以上です。 

○天野教育長  

古澤委員いいですかね。はい。他に、戸田委員。 

○戸田教育委員  

はい。9ページの情報通信ネットワーク環境構築についてお尋ねします。GIGAス

クール構想が本格化するに当たって、このネットワーク環境の構築に着手して年度

内に業務完了ということだと思うんですけれども、ぎりぎり年度内なので十分に利

用できるような状況にあるのか、例えば子供たちが同時に接続してもうまくつなが

るのか、速度が出るのか、実際に回してみないと分からないところがあると思うの

で、ぎりぎりのスケジュールだから心配する部分についてはしっかりやっていただ

きたいなという、これはお願いです。 

質問としましては、これも動き出してからのことだと思うんですけれども、こう

いったものっていうのは必ずインフラのトラブルが出てくると思うんですよね。実

際に、うちの大学でも時々ネットワークがつながらなくなったっていう話がありま

す。そういった場合のメンテナンス、バックアップというか、対応の体制について、

恐らく契約業者との問題だと思うんですけれども、どのように考えておられるのか

というのが一つです。その辺りは実際に利用される先生方にそういうこともあるん

だという了解をとって、分かっておいていただかなきゃいけないなというのが思っ

たことです。2点目については御回答のほどよろしくお願いします。以上です。 

○天野教育長  

はい、青木次長。 
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○青木次長兼教育総務課長  

はい。情報通信ネットワークの環境構築ということでございますけれども、この

業務としましては 3月 19日までで完了するようにしております。学校におきまして

本格利用は 4月からということでございますけれども、3月中にある程度のテスト

なりを終えまして、不具合等あれば調整をしていきたいと思います。また、まだ明

確にはしておりませんけれども、ICT支援員もある程度のそういった技術面を持っ

た人をと思っていますので、そういったセッティングとか小さな日々の利用につい

てのトラブルは、その ICT支援員の方で対応をお願いしたいと思っております。 

○天野教育長  

戸田委員さんいいですかね。はい。3月 19日までで全部完了するということです

けど、インフラ面がどのようにできるのかなということで非常に心配してますし、

これがないと 1人 1台タブレットの効果的な活用が出来ないということで、ここは

非常に重要なポイントだというふうに思ってますので、その辺は業者さんともしっ

かりと連携をとりながらやっていきたいというふうに思っています。よろしくお願

いします。他に。はい、副田委員。 

○副田教育委員  

はい。10ページの 8番、生涯学習の図書館機能の充実に関わるところでございま

すが、この年間で、図書貸出し率がコロナ禍にあってどのように月々推移していっ

たかというのを、急ぎではありません。参考までにぜひ知りたいと思っております

ので、お手すきのときにお教えいただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○天野教育長  

はい、松隈課長。 

○松隈生涯学習課長兼図書館長  

今図書館の来館者も含めて、土日はかなり多くなっているような状況でございま

す。ただ、やはり前半の方が閉館とかしておりましたので、かなり来館者が減って

いるような状況でございますけれども、佐賀県全体で見てもほぼ戻ってきているの

かなというところはあります。副田委員から言われました件につきましては、後ほ

ど報告をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

○天野教育長  

副田さんいいですか。はい、他に。吉原委員。 

○吉原教育委員  

はい。9ページの学校給食の件についてお尋ねをいたします。中学校の完全給食

化ということで、日々大変な努力をされておられると思います。議会の一般質問で

も食物アレルギー対応の件についていろいろ質問されてあるようですけれども、今

現在把握されてある中で、中学生の中で食物アレルギーの子が何名ぐらいおられる

か分かれば教えてください。 

○天野教育長  

はい、犬丸課長。 

○犬丸学校給食課長兼学校給食センター所長  

はい。中学校の生徒に係るアレルギーの状況ということでございますけれども、

今現在選択制弁当給食を実施しているところもありまして、アレルギーをお持ちの

生徒が実際どれだけいらっしゃるのかについては把握が出来ていないというか、行

っていない状況です。アレルギーをお持ちの生徒につきましては御自宅からお弁当

を持ってきていただいている状況ということもございまして、来年度の 2学期から



7 

完全給食になりますので、今後アレルギーの対応方針について小学校の給食を参考

にしながら組立てていき、新入生の方もいらっしゃいますので、4月以降に学校を

通してアレルギーをお持ちの方については、保護者の方と対応について検討と方針

決定といったところを実施していきたいと思っております。 

参考までにでございますけれども、今現在小学校でのアレルギー対応につきまし

ては概ね 80名程度の方がいらっしゃいます。参考までにお知らせをさせていただき

ます。以上でございます。 

○天野教育長  

吉原委員さんいいですかね。他にありますでしょうか。今中学校給食が出たので、

学校給食公会計の進捗についてこの場でお願いします。 

○犬丸学校給食課長兼学校給食センター所長  

はい。学校給食の公会計化についてというところでございまして、今小学校の方

では給食費を徴収させていただいて、物資を購入して提供させていただくというよ

うな状況になっております。その給食の会計につきましてはあくまでも公的な会計

ではなくて、いわゆる私的な会計になっています。その徴収事務、特に一番大きな

ところでは督促、未納にされている方に対しての督促等を学校の先生方に連絡して

いただいて、納付の催促をしていただいているという状況です。先生方の働き方改

革という社会的な動きもあり、文科省の方でも適正な役割分担が必要ではないのか

というところがありまして、基本的には給食費の取扱いにつきましては行政、教育

委員会の方で担うべきではないかという通知が出ております。私どもとしてもその

趣旨を十分に踏まえまして、できるだけそういったバランスをきちんと保てるよう

に、公会計化を実施するよう今現在準備を進めているところでございます。その趣

旨からいたしまして、できるだけ早い時期にそういった対応がとれるように進めて

いきたいと考えているところでございます。 

公会計化を実施するに当たりましては、給食費の収納状況等の管理をするための

システムの導入というところも必要になりますので、そういったところを今現在検

討を進めているところでございます。先々の見通しがある程度立てば、そういった

ところもお諮りをして、当然学校とも連携をしながら進めていきたいと考えている

ところでございます。具体的な進捗等につきましてはまた御報告をさせていただき

ます。以上でございます。 

○天野教育長  

はい、ありがとうございました。それでは進行管理とまとめまして、質問等ござ

いますでしょうか。たくさんの御意見をいただきましたので、第 4四半期はまとめ

ということで、これに向けてまたしっかり頑張っていきたいというふうに思ってい

ます。今後もよろしく御指導お願いします。それでは次にいきます。 

その他ということで、報告事項をお願いします。犬丸課長。 

○犬丸学校給食課長兼学校給食センター所長  

はい。学校給食について、1点報告をさせていただきます。3学期が始まってすぐ

だったんですけれども、小学校給食におきまして先週の水曜日、１月 13日に 8校と

も米飯給食を予定していましたが、給食センターの炊飯のための設備が正常に作動

しないという事象が発生いたしました。炊飯が全く出来ないということで、予定し

ていた米飯給食に替えて、非常時用に備蓄されている食パンがございましたので、

急遽そちらを手配して各小学校に食パンを提供するという対応をとっております。 

学校を通してでございましたけれども、その日のうちに保護者の皆様にそういっ

た内容の報告と、お詫びについて文書でお知らせをさせていただいています。また、
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その日のうちに私ども学校給食課、それから炊飯は給食センター内に設備がござい

まして業務を民間業者に委託しておりますので、実際その業務をしていただいてい

る方、それから炊飯器の製作業者の方に集まっていただいて、原因と点検を行いま

した。不具合の原因についてその場で確認をして、翌 14日、先週の木曜日以降は炊

飯について問題なく作業ができまして、各小学校には米飯を届けているというよう

な状況になっております。炊飯をされてる業者の方からも事故報告等をあげていた

だいて、適切に対応をしていただいているところでございます。予定していた御飯

が届かないということになりますと、楽しみにしている児童の皆さんもがっかりさ

れることがあると思いますので、確実に給食を届けるように、業者の方とも連携を

図りながら努めていきたいというふうに考えております。以上、御報告です。 

○天野教育長  

ありがとうございました。はい、古澤委員。 

○古澤教育委員  

お尋ねします。備蓄用の食パンということでございますけど、乾パンとかああい

ったのだったら一定期間の保存はきくかなと思うんですけど、食パンの保存の仕方

というのはどういう形で、賞味期限はどれくらいなのかなとちょっと思いました。 

○天野教育長  

はい、犬丸課長。 

○犬丸学校給食課長兼学校給食センター所長  

非常用の食パンの保存についてでございますけれども、これについては冷凍保存

で用意をされております。小学校給食が先生方も含めて概ね 5,200食程度でござい

ますので、なかなかそれ以外の方法が難しく、その 5,200の数を確保できるような

備蓄をされているということが確認出来ましたので、急遽そういったところで手配

をさせていただいて、何とか給食の時間までにはお届けができたという状況でござ

いました。ただ、こういう気温が低い時期でございましたので、冷凍の状態から常

温に戻りきらない状況にあったのではないかと思っております。こういったことは

できるだけない方がいいんですけれども、そういったところも工夫しながら対応を

図っていきたいと思っております。 

○天野教育長  

ということで、古澤委員いいでしょうか。この日は教育委員会総動員で車で分担

して配ったということで、ありがとうございます。 

それでは次に、青木次長。 

○青木次長兼教育総務課長  

はい。それではコロナ感染の対応についてということで、現在福岡でも緊急事態

宣言が出されておりまして、コロナ感染が拡大しております。その中で 1月 18日月

曜日ですけれども、鳥栖市のコロナウイルス感染症対策本部が開催されました。こ

の中で、体育施設の開放時間について、現在施設によっては体育館が午後 10時、照

明付きのグラウンドが午後 9時までとなっておりまして、他の勤労青少年ホームな

ども午後 9時までとかありますけれども、まちづくり推進センターの開館時間を午

後 8時までに短縮するということで、教育委員会所管の施設も同じように午後 8時

で統一するということで時間の短縮を決めさせていただいております。また、部活

動や県外チームとの交流、宿泊を伴う合宿や県外チームとの合同練習は自粛してい

ただくようにお願いをするということで出しております。社会体育、小学校・中学

校の部活動以外の活動につきましても、中学校の部活動に準じた取扱いということ

で、さらに感染症対策の徹底をお願いすることといたしております。以上です。 
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○天野教育長  

はい、日吉参事。 

○日吉学校教育課参事兼指導主事  

部活動についてちょっと補足をいたします。県内の交流についても、本日から 2

月 7日まで交流自粛ということで新たに通知を出したところでございます。 

○天野教育長  

はい。ということで、緊急事態宣言が出ているということも含めて、非常に厳し

い状況になってきてますけど、そういう対応で部活のほうはやるということになっ

ております。それでは次に行きます。 

今後の予定をお願いします。はい、青木次長。 

○青木次長兼教育総務課長  

(資料に基づき説明)  

○天野教育長  

はい、ありがとうございました。今後の予定について何か御質問等ありましたら、

いいでしょうか。卒業証書授与式と入学式の委員の皆さんの出席者案については、

後で御報告して検討していただきたいというふうに思っております。 

それでは以上をもちまして、教育委員会 1月定例会を終わります。皆さんどうも

ありがとうございました。 


