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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５月定例会 

 

２ 開 催 日 時 

令和３年５月 12日（水）10時 30分開会  11時 40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、古澤教育長職務代理者（委員）、吉原委員、戸田委員、副田委員 

 

６ 出席事務局職員 

小栁教育部長、青木教育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、日吉学校

教育課参事兼課長補佐兼指導主事、井手学校教育課参事兼教育指導係長兼指

導主事、立石教育総務課長補佐兼総務係長、久山生涯学習課長補佐、豊増生

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、原田学校給食課学校給食センター係長、

島生涯学習課文化財係長、中溝生涯学習課図書係長 

 

７ 傍 聴 

１人 

 

８ 経 過 報 告 

４月定例会以降の経過報告 

 

９ 議 事 録 承 認 

４月定例会の議事録承認            【承認】 
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10 議事及び審議結果 

議案第 13号 令和２年度鳥栖市育英資金貸付基金の運用状況について  【承認】 

議案第 14号 議会の議決を経るべき議案の原案について  【承認】 

      （令和３年度鳥栖市一般会計 教育委員会補正予算） 

議案第 15号 社会教育施設に係る工事の計画について  【承認】 

議案第 16号 鳥栖市いじめ問題対策委員会委員の任命について   【承認】 

臨時代理報告第 5号 鳥栖市就学指導委員会委員の委嘱について   【承認】 

 

11 協議報告事項 

 （１）学校運営協議会の実績報告について 

 （２）学校評議員会の実績報告について 

 

12 今後の予定等 

 教育委員会関連の主な行事について報告 

 

13 次回会議予定 

    教育委員会６月定例会   令和３年６月９日（水）８時 30分から 
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○天野教育長 

皆さん、おはようございます。風薫る５月ですが季節の移りが非常に早く、九

州南部は既に梅雨の時期へ入ったということで、北部もこのまま梅雨に入るので

はないかと思っております。後ほどコロナ対応に関する報告について上がってき

ますが、事前連絡のとおり、６日と７日にて陽性者が中学校から１名、小学校か

ら２名出ておりました。二つの小学校２学級に対して学級閉鎖を行い、陽性者と

関わった児童生徒及び職員合わせて66名にＰＣＲ検査を実施しました結果、全て

陰性と判定されたということで、検査日の翌日から学校再開しているという状況

です。ただし、昨日に教職員から陽性者が１名出ております。また、陰性であっ

た児童から陽性反応が出ているような状況です。幸いにも、保健所から学校全体

でのＰＣＲ検査は必要ないということで、報告を受けております。 

昨日から校長先生方の期首面談をスタートしまして、今後の学校運営の在り方

や、コロナに伴う児童生徒への影響や対応について確認したところでございまし

た。更にＧＩＧＡスクール、中学校の完全給食化についても指示をしたところで

ございます。 

それでは、ただいまより５月定例教育委員会を始めます。まず経過報告をお願

いします。 

○青木次長兼教育総務課長 

はい。 

○天野教育長 

はい、青木次長。 

○青木次長兼教育総務課長 

おはようございます。それでは経過報告についてご説明をさせていただきます。 

（資料に基づき説明） 

○天野教育長 

はい、ありがとうございます。 

それでは経過報告につきまして、何かご質問等ありましたらお願いいたします。

無いようでしたら、ご承認いただくということでよろしいでしょうか。 

○各委員 

 はい。 

○天野教育長 

はい、ありがとうございます。 

次に議事録承認については、お手元にありますように別冊でまとめていただい

ておりますので、何かありましたら事務局の方にお願いしたいと思いますがよろ

しいでしょうか。 

○各委員 

はい。 

 

○天野教育長 

はい、ありがとうございます。 

それでは、議案に入ります。議案第13号令和２年度鳥栖市育英資金貸付基金の

運用状況について説明をお願いします。 
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○青木次長兼教育総務課長 

はい。 

○天野教育長 

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。 

育英資金貸付基金の運用状況ということで報告を受けましたが、何かご質問等

ありますでしょうか。 

無いようでしたら、ご承認いただくということよろしいでしょうか。 

○各委員 

はい。 

○天野教育長 

はい、ありがとうございます。続きまして、議案第14号議会の議決を経るべき

議案の原案について事務局より説明をお願いします。 

○青木次長兼教育総務課長 

はい。 

○天野教育長 

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。６月市議会に諮る補正予算の内容について報

告を受けましたが、何かご質問等ありますでしょうか。はい、戸田委員。 

○戸田委員 

なかよし会におけるＩＣＴ化というのは具体的にどういったものなのか、ご説

明いただけないでしょうか。 

○松隈生涯学習課長兼図書館長 

 はい。 

○天野教育長 

はい、松隈課長。 

○松隈生涯学習課長兼図書館長 

なかよし会のＩＣＴ化につきましては、児童生徒の入退室及び出欠管理、保護

者との連絡、児童指導員の進捗管理やオンラインによる指導及び研修等に活用す

ることで、業務の効率化及び指導員の負担軽減を図るための取組みでございます。

以上です。 

○天野教育長 

戸田委員、よろしいでしょうか。 

○戸田委員 

はい。 
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○天野教育長 

はい、ありがとうございます。それでは、議案第14号議会の議決を経るべき議

案の原案については承認ということでよろしいでしょうか。 

○各委員 

はい。 

○天野教育長 

はい、ありがとうございます。続きまして、議案第15号社会教育施設に係る工

事の計画についてお願いいたします。 

○松隈生涯学習課長兼図書館長 

はい。 

○天野教育長 

はい、松隈課長。 

○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す。社会教育施設に係る図書館工事について報告を

受けましたが、何かご質問等ありますでしょうか。 

無いようでしたら、ご承認いただくということでよろしいでしょうか。 

○各委員 

はい。 

○天野教育長 

はい、ありがとうございます。 

続きまして、議案第16号鳥栖市いじめ問題対策委員会委員の任命についてお願

いいたします。 

○中島学校教育課長 

はい。 

○天野教育長 

はい、中島課長。 

○中島学校教育課長 

(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。鳥栖市いじめ問題対策委員会委員の任命につ

いて説明していただきましたが、何かご質問等ありますでしょうか。 

無いようでしたら、ご承認いただくということよろしいでしょうか。 

○各委員 

はい。 

○天野教育長 

はい、ありがとうございます。 

続きまして、臨時代理報告第５号鳥栖市就学指導委員会委員の委嘱について説

明をお願いいたします。 
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○中島学校教育課長 

はい。 

○天野教育長 

はい、中島課長。 

○中島学校教育課長 

(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。臨時代理報告第５号鳥栖市就学指導委員会委

員の委嘱について説明がありましたが、何かご質問等ありますでしょうか。 

私から補足説明ですが、就学指導委員会は年２回行っており、２回目に最終的

な判定を行っております。適正就学に向けて、就学相談会や膨大な資料作成を行

い、各生徒の判定をしているところです。昨年の実績数は128件となっております

が、判定件数は年々増加傾向にあり、保護者の意向や医師の診断書などを参考に

しながら進めていくのですが、どうしても判定結果に対する現場とのズレが出て

きてしまうのが現状であります。はい、古澤委員。 

○古澤委員 

おはようございます。就学指導委員会の判定について、プライバシー・人権保

護の意識が高まっている中、保護者さんの意向に沿った判定を行うというのは大

変難しいものだと推察しますし、専門の臨床心理士でも苦慮するような内容だと

思います。仮に、判定内容について不服と思った保護者がいた場合、誰が調整役

となり、具体的にどのような調整を行っていくのでしょうか。 

○中島学校教育課長 

はい。 

○天野教育長 

はい、中島課長。 

○中島学校教育課長 

就学指導委員会の中で、適正就学に向けた判定を行うわけですが、保護者の意

向との相違が毎年数件ございます。そういった場合、保護者との合意形成・意見

尊重を図るため、やりとりを続けさせてもらっています。 

特別支援教育担当指導主事が保育園・幼稚園、各学校へ適宜訪問を行い、児童

の観察や関係職員と協議を最後まで行った上で、適正就学について判断・調整し

ているところです。 

○古澤委員 

この様な難しい判断を行う上で、国が進めておりますインクルーシブ教育につ

いて、正しく理解を深めていただくことが重要なのではないかと思います。各児

童生徒に合った学級に入っていただき、改善が見られたら普通学級に変更するな

ど、伸び伸びと楽しく学習出来る環境を臨機応変に作っていくことが課題だと思

います。また、特別支援学級などに対する周りからの偏見の目がないか気になり

ますが、特別支援教室の生徒数が増えてきている鳥栖市内の現状を考えると、保

護者の理解が深まっていることの表れではないかと考えております。以上です、

今後も頑張ってください。 
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○天野教育長 

他にご質問ありますでしょうか。はい、副田委員。 

○副田委員 

例えば、３月生まれと４月生まれの児童がいた場合、小学校の低学年になると

この差は結構大きいと思うのですけれど、どのように加味しているのですか？  

○天野教育長 

はい、中島課長。 

○中島学校教育課長 

回答になるか分からないですが、対象の児童生徒の状況によって、その都度判

断していく形になると思います。 

○天野教育長 

私からも補足で説明させていただきます。こどもの成長は個人によって様々で

すので、１年近くの開きがあるからと言って、必ずしもハンディとなるとは限り

ません。そういった成長具合を１年間観察し、吟味した上で、最終的に就学判定

を行っているのが現状です。 

○副田委員 

はい、分かりました。 

○天野教育長 

他の委員様はご質問等ありますでしょうか。無いようでしたら、臨時代理報告

第５号鳥栖市就学指導委員会委員の委嘱についてご同意いただくということでよ

ろしいでしょうか。 

○各委員 

はい。 

○天野教育長 

はい、ありがとうございます。それでは、次に協議報告事項に入ります。学校

運営協議会の実績報告についてお願いします。 

○中島学校教育課長 

はい。 

○天野教育長 

はい、中島課長。 

○中島学校教育課長 

(資料に基づき説明) 

○天野教育長 

はい、ありがとうございます。このコロナ禍の中で、精力的に取り組んでいた

だけたということですが、ご質問等ありましたらお願いいたします。はい、古澤

委員。 

○古澤委員 

15ページに記載されています、鳥栖小学校・鳥栖北小学校・鳥栖中学校運営協

議会実績報告についてですが、当時の鳥栖校区は鳥栖北小が鳥栖小から分離、独

立した背景を踏まえて、一つのくくりにしていると思うのですが、異なる小学校

が同じ運営協議会に混在する状況は、行政側の立場からはやりにくい部分などが
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ありましたか？  

○中島学校教育課長 

はい。 

○天野教育長 

はい、中島課長。 

○中島学校教育課長 

まず、基里小学校・中学校のコミュニティスクールについてですが、これまで

の小中一貫教育という歴史的な背景もありますので、連携しやすい部分が多いで

す。それに対して、鳥栖中学校区は、小学校２校と中学校１校という形で連携し

ていくことが今後の大きな課題だと捉えているところです。また、コミュニティ

スクールに対する保護者の認知度が低いという点も課題として挙げられます。た

だ、昨年度からのスタートということで、今後どうやって広げていこうか楽しみ

な部分もあります。 

○天野教育長 

私からも補足で説明しますと、校長先生との期首面談を先日行った中で、今回

のコミュニティスクールに関する話が挙がり、異なる小学校２校へ対応を行って

いる鳥栖中学校が１番苦労しているように感じております。また、中島課長が先

ほど述べたとおり、保護者のコミュニティスクールに対する認知度が低いことが

大きなマイナス要因だと思います。ただ、校長先生達は学校による地域育成・還

元を共通認識で目指していますので、今後も積極的に進めていこうと考えており

ます。 

○古澤委員 

はい、理解出来ました。教育長がおっしゃいました、学校が地域へどのように

還元できるかを今後も考えなくてはいけないかと思っているところです。実際に、

学校の生徒達が市役所周りのゴミ拾いに取り組んでいるところを目にしました。

その姿を地域住民に見てもらうことで繋がりを感じることが出来ますし、こうい

ったことを継続的に行うことが大事かと思っております。頑張ってください。 

○天野教育長 

ありがとうございます。その旨、校長先生達にお伝え出来ればと思っておりま

す。他にございませんか。無いようでしたら、次に行きます。学校評議員会実

績報告について説明をお願いいたします。 

○中島学校教育課長 

はい。 

○天野教育長 

はい、中島課長。 

○中島学校教育課長 

(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。学校評議員会実績報告について何かご質問等

ありましたらお願いいたします。 

無いようでしたら次に行きます。次第に記載はありませんが、報告事項という
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ことで、コロナ対応について青木次長お願いします。 

○青木次長兼教育総務課長 

はい。新型コロナウイルス感染症対策としまして、教育総務課では、学校施設、

屋内運動場及び屋外運動場の開放を行っております施設の利用制限を行っており、

施設利用について多数の問合せがきております。施設の利用制限を行う目安とし

て、大きく分けて３パターン想定しています。１つ目は佐賀県又は福岡県で緊急

事態宣言又は鳥栖市や近隣市町で蔓延防止等重点措置が発出された場合です。こ

の場合、期間中の施設利用は禁止します。２つ目は市内小中学校に感染者が確認

された場合で、臨時休校や学年閉鎖、学級閉鎖となった期間に対して、14日間を

加えた日数を施設使用禁止としています。３つ目は１週間以内に小学校と中学校、

保育所等の３施設以上から濃厚接触者が感染確認された時になります。この場合

の具体的な利用制限の日数については、状況によって様々でございますが、濃厚

接触者が確認された日を基準日として概ね１ヵ月間、利用可能時間を午後８時ま

でと制限しています。 

実際に市内３校から濃厚接触者が出た際は、施設利用制限を５月13日までとし

ておりましたが、福岡県が緊急事態宣言を発出しましたので、５月31日までの施

設利用禁止ということで対応しております。今後につきましても、先ほどの考え

方に沿って、感染予防に努めたいと考えております。以上でございます。 

○天野教育長 

続いて井手参事、報告をお願いします。 

○井手学校教育課参事兼教育指導係長兼指導主事 

はい。小中学校の検査状況をお伝えします。４月以降、市内小中学校の児童生

徒の感染者は５名出ております。内訳は小学校から４名、中学生が１名です。感

染原因の傾向としましては、保護者の職場から家庭内に持ち込まれ感染が広がる

ケースが多いように見受けられます。幸い、学校内でクラスターが発生するよう

な状況には至っておりません。 

次に、中学校区別の検査対象者数の推移についてご報告いたします。４月は鳥

栖中学校区にて63名の検査対象者がいたのですが、５月では傾向が変わりまして、

鳥栖西中学校区が現在目立っているところです。やはり、佐賀競馬場でのクラス

ターなど、GWによる連休での人の移動が起因して、５月は爆発的に増加したので

はないかと考えているところです。現在、小学校26名、中学校６名に対して出席

停止の措置を取っております。内訳として、濃厚接触者18名と感染者が４名、検

査中の生徒４名となっております。以上です。 

○天野教育長 

はい、報告ありがとうございます。やはり、連休による人の動きが原因と思わ

れるので、今週もこのような状況が続くのではないかと予想されます。濃厚接触

者となった子供達がたくさんいますので、学校側がどのように細やかな配慮をし

ていくのかが重要になってくるのではないかと思います。現在、出席停止の措置

を受けている子供たちに対して、偏見やいじめなどが発生しないよう校長研修会

にて指示を出しているところです。各学校にタブレット型端末機を配布していま

すので、先生方には効果的に使用していただけたらと思っております。 

委員の皆さま何かご質問等ありますでしょうか。無ければ、学校給食課からも
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報告事項がありますので説明をお願いします。 

○犬丸学校給食課長 

はい。 

○天野教育長 

はい、犬丸課長。 

○犬丸学校給食課長 

 (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。学校給食の会計決算ということで説明があり

ましたが、何かご質問等ありましたらお願いいたします。はい、吉原委員。 

○吉原委員 

１ページの※１で物資業者１社から二重払いになっていた分の返金があったと

いうことで説明がありましたが、この経緯について教えてください。 

○原田学校給食課学校給食センター係長 

 はい。 

○天野教育長 

 はい、原田係長。 

 

○原田学校給食課学校給食センター係長 

ご説明いたします。３月中に業者に対する支払いを計２回行う予定になってお

りました。１回目の支払後に２回目の支払いを行ったのですが、業者側が１回目

の支払額の消込みを行わずにそのまま請求として上げていらっしゃいました。市

側も確認が不十分のまま２回目の支払いを行ってしまい、発覚後に差額分を返金

していただいたところです。 

○吉原委員 

つまり、物資業者が同じ請求を誤って２回にわたって挙げられたのが原因とい

うことですか？ 

○原田学校給食課学校給食センター係長 

はい。１回目支払額を上乗せした状態で２回目の請求が来たことが原因になり

ます。 

○吉原委員 

分かりました。今後、十分に注意していただきたいと思います。 

○天野教育長 

他にご質問等ありますでしょうか。はい、古澤委員。 

○古澤委員 

収入未済額60万円のうち、具体的な学年が分かれば教えていただけますでしょ

うか。 

○犬丸学校給食課長 

はい。 

○天野教育長 

はい、犬丸課長。 
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○犬丸学校給食課長 

すみません、学年ごとの細かい内訳については、資料が無いのでこの場でお答

えできません。 

○天野教育長 

ほかにご質問等ありますでしょうか。それでは、今後の予定について事務局よ

り説明をお願いします。 

○青木次長兼教育総務課長 

はい。 

○天野教育長 

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す。委員の皆さまから何かご質問等ありますでしょ

うか。はい、吉原委員。 

○吉原委員 

図書館の工事計画についてですが、６月から11月までの改修工事期間中も図書

館事業は通常どおり行われるということでよろしいでしょうか。 

○松隈生涯学習課長兼図書館長 

 はい。 

○天野教育長 

はい、松隈課長。 

○松隈生涯学習課長兼図書館長 

改修工事は６月から開始しますが、図書館事業は通常どおり行います。外壁工

事を行いますので、外回りを足場などで囲い込みをした状態になります。以上で

す。 

○天野教育長 

よろしいでしょうか。他の委員の皆さまもご質問等ありますでしょうか。それ

ではこれをもちまして、教育委員会の5月定例会を終わります。皆様どうもありが

とうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


