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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７月定例会 

 

２ 開 催 日 時 

令和３年７月 14日（水）９時 00分開会  10時 18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、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、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、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 

０人 

 

８ 経 過 報 告 

６月定例会以降の経過報告 

 

９ 議 事 録 承 認 

６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 17号 令和４年度以降に中学校で使用する社会（歴史的分野）の 

教科用図書の採択替えについて          【承認】 

  議案第 18号  成人年齢の引き下げに伴う「成人式」のあり方について【承認】 

  臨時代理報告第６号 社会教育委員の委嘱について        【承認】 

 

11 協議報告事項 

 （１）教育プランの進行管理について 

 （２）中学校給食の完全給食化について 

 （３）鳥栖市内中学校で発生したいじめ問題に係る訴訟について 

 

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８月定例会   令和３年８月 11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。梅雨明けと同時に強い日差しが戻ってき

た感じがしますけれども、１学期も残り１週間を切りまして、新型コロナウイル

スによる児童生徒の感染者や多くの濃厚接触者が出ましたけれども、感染防止対

策や熱中症対策をしっかり行いましたので大きな事案、事故も発生していません

ので、残り１週間もこのまま終わっていくと思います。 

今年度は、東部教育事務所と教育委員会による学校訪問を午前中に行っていま

して、昨日の時点で７校終わりました。昨日は、県内随一の学校規模である田代

中学校の学校訪問で回っておりまして、１時間目から４時間目にかけて46本の授

業を見てまいりました。子ども達は非常に落ち着いており、感染対策で密を避け

るということで、学校教育課長と２人で慌ただしく回った昨年に比べると、随分

落ち着いた感じで非常に良かったと思っています。残り５校については教育委員

の皆さまにはいずれかに参加していただければと思っていますので、後ほどご相

談させていただこうかと思います。中体連が７月上旬の３日、４日にて雨の中で

開催されましたけれども、無事に終わりました。今度は東部地区で県大会が24、

25日にあるということですので、大会出場する子ども達も頑張っているかと思っ

ています。平成24年10月に認知されました鳥栖西中のいじめ事案につきましては、

後で報告があると思いますけれども、被害者側の動向を見ながら注視していきた

いと思っております。 

それでは、ただいまより、定例の７月の教育委員会を行います。まず経過報告

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 

ありがとうございます。それでは経過報告について、何かご質問、ご意見等あ

りましたらお願いいたします。はい、副田委員 

○副田委員 

 おはようございます。３ページの一般質問の答弁要旨についてですが、私は、

グルコース・トランスポーター１欠損症が指定難病であるということは知らなか

ったので調べてみましたら、非常に数が少なくて欧米を中心に200人、そして2011

年度我が国調査で50人以上という指定難病だということが調べてみて分かりまし

た。このご質問があったということで、鳥栖市内にこの難病の子供がいるのかど

うか、そのことだけ確認をしたいと思います。 

○犬丸学校給食課長 

 一般質問でもお答えしましたが、現在、鳥栖市内に同症状をお持ちの方がいら

っしゃいます。病気により摂取できる食物が制限されるため、食物アレルギーの

対応に準じ、保護者の方や学校、給食センター、栄養教諭を中心に対応させてい

ただいているところです。 

○副田委員 

 すみません、差し支えなければ小学生又は中学生なのか、更に何年生なのかも

教えいただける範囲でよろしいでしょうか。 
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○犬丸学校給食課長 

 対象は児童でございまして、学校については申し訳ありませんが差し控えさせ

ていただきます。 

○副田委員 

 はい、ありがとうございました。 

○天野教育長 

他にご質問等ありますでしょうか。それでは次に行きます。 

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 

ありがとうございます。 

それでは、議案に入ります。議案第17号 令和４年度以降に中学校で使用する

社会（歴史的分野）の教科用図書の採択替えについて説明をお願いします。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 

ありがとうございました。お手元に自由社の教科書をお配りしておりますけれ

ども私もしっかり読ませていただきました。研究委員の方にお願いをし、再度、

現在使っている東京書籍の「新しい社会 歴史」と自由社の教科書を比較して、

資料のようにまとめました。教育委員の皆さま方で採択の必要性も含めて、ご意

見がありましたらお願いいたします。はい、古澤委員。 

○古澤委員 

おはようございます。私も教科用図書の選定委員を務めていた経緯があります

ので、一言だけお話をさせていただきたいと思います。選定に当たっては、皆さ

んしっかりとした視点でやっておられたと思っております。そういう中で選ばれ

た図書であるというのがまず第１であること。それと今、報告があったように、

デジタル教科書として活用できるということで、それも大きな１番のポイントで

あり、そのまま継続していくのが１番ではないかと思っています。これだけ見れ

ば悪くはないかなと思いますけど、やはり今、報告にもあったように、いろんな

部分に対応しているということで、現在の状況のままで良いのではと、選定委員

を務めていた経験からは思います。以上です。 

○天野教育長 

はい、ありがとうございました。他によろしいでしょうか。教育委員会として

は、教科書の図書の採択の必要はないということでご承認いただくことでよろし

いでしょうか。 

○各委員 

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、次に参ります。議案第18号、成人年

齢の引き下げに伴う「成人式」のあり方について、説明をお願いいたします。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 

ありがとうございました。成人式のあり方についてということで説明をしてい

ただきましたが、皆様何かご意見、ご質問等ありましたらよろしくお願いしたい

と思います。副田委員。 

○副田委員 

はい。10ページの内容等につきましては十分共感し、納得できるものでござい

ます。一つ質問させていただきたいのが、小学校４年生で、２分の１成人式とい

う素敵な行事がございますが、「20歳の集い」というような、２分の１成人式と

いう学校の行事の名称も、公募や子供たちに考えてもらったりして、令和４年に

向けて同時進行で考えていったほうがいいのではないかなと思います。３年生の

９歳に引き下げるのではなく、やはり、10歳の４年生で行うのかという検討も含

めてよろしくお願いいたします。 

○松隈生涯学習課長兼図書館長 

すみません、２分の１成人式を具体的にどこの小学校が行っているのか私が存

じませんでしたので、10歳のこどもを中心に公募等含めて検討していきたいと思

っております。 

○副田委員 

はい、よろしくお願いします。 

○天野教育長 

今日、詳細を知っている井手参事のほうが通学路の点検に出ているもので、今

回の定例会は欠席しております。その２分の１成人式については近々報告したい

と思いますが、現在どこの学校も行っていると思います。２分の１成人式の時に

家族への感謝の言葉を述べるとか、今はコロナ禍のため、ネットやラインで各学

校に流すということをやっている状況だと思います。今回の副田委員のご意見は

私もなるほどなぁと思いましたので、その辺のところもじっくり校長会等で考え

ていきたいと思います。ありがとうございます。 

他にご質問等ありますでしょうか。戸田委員。 

○戸田委員 

おはようございます。方向性については、賛成なのですが一つ質問させてくだ

さい。実施時期について、成人の日を含む３連休の中日。今後、成人の日という

名前が無くなってしまう、名称がかわってしまうかと思ったのですけれども、い

つするのかという議論がこの度あったのかどうか、例えば離島などは、お正月休

みで実施したりするのを聞いたりするのですが、この集いを行う日程に関する議

論検討みたいなのがあったのかどうかを、教えていただけませんでしょうか。 

○松隈生涯学習課長兼図書館長 

はい。確かに今後、成人の日がどのような形になるのか、まだ定かでないのが



7 

実情でございます。他の市町村に聞いても、まだ具体的な話はあまりなかったよ

うに記憶しております。ただ、私どもとしては、実際の成人式の日の前日のほう

にするということは、鳥栖市の場合、かなり遠くから参加する方もいらっしゃい

ますので、翌日はゆっくりしていただこうと配慮し、中日でやらせていただいて

いるような状況でございます。 

○天野教育長 

他にご質問等ありますでしょうか。はい、吉原委員。 

○吉原委員 

おはようございます。一つ確認なのですが、昔から使い続けてきた成人式とい

う大きな名称を残して、サブタイトルに20歳の集いでしていただくのが個人的に

いいかなと思います。成人式という歴史的な流れもありますし、そもそも大きな

タイトルの下にサブタイトルをつけることも検討課題としてもらえたらと思いま

す。成人式という名称自体がなくなるとちょっと寂しいものがありますが、成人

の日は国が決めたものでしょうから、しょうがないのでしょうけど、成人式とい

う名称は出来れば残してほしいなと思ったところでした。 

○松隈生涯学習課長兼図書館長 

はい、参考にさせていただきます。 

○天野教育長 

他にご質問ご意見等ございませんか。古澤委員。 

○古澤委員 

関連でお尋ねします。課長のほうから、鳥栖の場合は遠くから帰省して参加さ

れる方が多いということで、３連休の中日で予定をしているとおっしゃっていま

したけど、一般的には、３連休で公的な行事が入る場合、中日に入れるのが１番

嫌われるのですよね。初日か若しくは最後日なら、自由に家族で動けるけど、中

日に入れられたら身動きできないよねという話は以前からよく聞きます。参考ま

でにお伝えします。これから、新しい制度としてスタートするわけですから、日

程というのは非常に大事かなと思います。今までの前例踏襲にとらわれたやり方

は、やめたほうがいいと思いますので、余裕があれば確認されたほうが良いかな

と思います。 

○松隈生涯学習課長兼図書館長 

こちらも参考にさせていただきます。 

○天野教育長 

他にご質問等ありますでしょうか。たくさんの課題宿題をいただきましたので、

担当部署が頑張ると思います。ということで、成人年齢の引き下げに伴う成人式

の在り方について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 

ありがとうございます。それでは次に、臨時代理報告第６号 社会教育委員の

委嘱について説明をお願いします。 

○松隈生涯学習課長兼図書館長 

(資料に基づき説明) 
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○天野教育長 

はい、ありがとうございました。社会教育委員の委嘱に関する報告でございま

すが、委員の皆さま何かご意見等ありますでしょうか。無いようでしたら、ご承

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。それでは、次に行きます。協議報告事項（１）

教育プランの進行管理について説明をお願いいたします。 

○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 

 (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。第１四半期の状況について報告なされたとこ

ろでございますが、何か皆さんご質問、ご意見等ありましたらお願いいたします。 

○古澤委員 

学校教育課に１点確認をさせてください。今まで、こういうお尋ねはしたこと

がなかったのですが、子供に関わる重要な施策の一つに、子供の貧困対策がある

ことは皆さんご存じのとおりと思いますが、この教育プランの中にはそういった

文言は１か所も出てきてないように見えます。いじめ問題については、こども育

成課などの関係機関と連携協議という表現はありますが、子供の貧困対策に関す

る所管部署はこども育成課であるということで、あえて触れてないのかなぁと推

察します。しかし、誰が見ても重要な政策なので、関係部局と連携しているとい

うことで、子供の貧困対策について触れた方が良いのでは考えます。よかったら

お答えいただきたいと思っております。それと、１番最後に説明をなされました

11番の勝尾城筑紫氏遺跡について、国からの設計変更の具体的な内容について教

えてください。 

○中島学校教育課長 

ご意見いただきました貧困対策につきましてですが、こども育成課等と連携を

しながら行っているところでございます。これにつきましては、15ページ「豊か

な心」に記載しています「教育相談体制の充実」の中に、含んでおりますが、文

言として子供の貧困対策というのを今後出していく必要もあると思ったところで

ございます。スクールカウンセラーを活用したケース会議や、スクールソーシャ

ルワーカー、県児童相談所、こども育成課との連携のなかで、機を逃さずケース

会議を開催し、貧困対策についても取り組んでいるところでございます。文言と

して記載することについては、今後検討したいと思っております。 
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○久山生涯学習課長補佐 

先ほどお尋ねの設計変更の件についてですが、勝尾城筑紫氏遺跡の登山口にな

る、通称、筑紫神社という場所の広場の防水工事をする内容ですが、そこが一昨

年以降水害で荒れておりまして、まず水はけをよくするために水路を設置し、土

がこれ以上荒れないように最初はアスファルトを使うという工事内容で、文化庁

の指導を受けながら当初設計を出したところです。しかし、現状変更の手続きを

行う段階にて文化庁内で審議が入って、こういった遺跡の表部分にアスファルト

を使用するのはいかがなものかということになりまして、土を使った新しい工法

を専門の職員と協議いたしまして、設計変更したところでございます。ですので、

約１か月半ほど着手が遅れたということでございます。 

○中島学校教育課長 

すみません、先ほどの貧困対策につきまして１点補足させていただきます。社

会福祉協議会で実施されていますフードバンク事業について、前回の校長研修会

の折に、社会福祉協議会に来ていただいて事業の紹介を行っていただき、周知を

図ったところでございます。 

○古澤委員 

はい。この教育プランについては、もう議会に当然上げているもので、議会か

らもご意見等はなかったと記憶していますが、市によっては子供の貧困対策を挙

げているところもあったかと思います。そのため結構重要な施策なので、盛り込

む必要があるのでないのかなと、今さらながら感じたので、一言お尋ねをしたと

ころでした。今おっしゃった二つの視点ですね、それをどのように表現するかは

お任せしますし、記載する必要がないと逆にお考えであれば、それはそれでいい

かなと思いますけど、外部評価委員のお二人からも今までそういったご意見等が

なかったとは思うのですが、重要な視点なのかと思っております。 

○吉原委員 

なかよし会についてお尋ねします。来週から夏休みが始まるということで、子

供たちにとっては、なかよし会が重要なものとなりますが、現在の夏休み期間中

の申込み状況について教えてほしいのが１点と、これは質問ではありませんが、

いじめ防止のリーフレットを見直しに伴い改訂版を出したということですが、大

体毎年このリーフレットを自分たちも頂いていたと思うので、後で結構ですので

改訂版をいただけたらと思います。 

○松隈生涯学習課長兼図書館長 

すいません、なかよし会の夏休みの児童数については資料として持ってきてお

りませんので、後でご報告させていただきたいと思っております。 

○副田委員 

 質問ではありませんが、先週の土曜日に講演会に参加しまして、今後インクル

ーシブ教育、あるいは人権の研修会のときに、ぜひご検討いただきたいと思いま

す。内田勝也さんとおっしゃる方で、生まれつき骨が折れやすい病気だと宣告さ

れて、ペットボトルの蓋を開けようとすると、骨が折れるような車椅子の生活が

避けられない状態なのですが、それでも普通に学校へ通い、卒業なさって、現在、

佐賀市役所の職員で働いていらっしゃいます。講演会の中で、先生や周りの友達

がどれだけ助けてくれたかなど実体験を語ってくださいましてとても感動しまし
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た。百聞は一見に如かずだと思いましたので、ご紹介をさせていただきたいと思

います。 

○天野教育長 

参考にさせて頂きます。それでは他にご意見等ありますでしょうか。古澤委員。 

○古澤委員 

はい。なかよし会を利用されているお子さんは通常申込みが大部分だと思いま

すが、なかよし会を夏休み期間中のみ利用されたいという申し込みがあった場合、

どのような対応を考えているのかお聞きしたいです。 

○松隈生涯学習課長兼図書館長 

はい、なかよし会につきましては、通常は月曜日から土曜日、加えて夏季休暇

などの長期休暇まで希望される方と、長期休暇のみを希望される方に分かれます。

定期申込時期については、11月から翌年１月中旬にかけて受付を行い、その中で

決定をさせていただいているところでございます。また、随時にて希望があれば、

事務局のほうで受け付けをしているところでございます。以上でございます。 

○古澤委員 

はい、わかりました。ただ夏休み期間中にて、普段から利用されているお子さ

んと、夏休みの短期間だけ入ってくるお子さんが一定割合でいると思います。不

仲とまではいきませんが、子供達の中でも若干の戸惑いがあるのではないかと思

います。その辺りでトラブル等は今まで発生していないのでしょうか？ 

○松隈生涯学習課長兼図書館長 

各なかよし会にて、毎日日誌による報告を受けておりますけれども、夏休み期

間中でのトラブル等は事務局の方で聞いたことはございません。以上です。 

○天野教育長 

古澤委員、よろしいでしょうか。時間も押してきておりますので、次に行きた

いと思います。それでは、中学校の給食の完全給食化についてお願いします。 

○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。それでは何かご質問等ないでしょうか。吉原

委員。 

○吉原委員 

中学校の完全給食化ということで本当に進めていただいてよかったと思います。

この食缶方式についてですが、実際に実行した場合は、学習時間に20分ぐらいの

時間のずれが発生するということで、当時の校長先生たちと議論した記憶があり

ます。現在の中学校の時間割体制が今後変わるのであれば、内容を教えていただ

きたいと思います。 

○日吉学校教育課参事兼課長補佐兼指導主事 

時間割の詳細についてはまだ具体的に把握をしておりませんが、学校の方から

時間割の調整を行う必要があるということで報告を受けております。また、８月

20日のテスト給食に向けて時間の調整も図っているということで聞いております。

詳細についてはまた改めて報告をさせていただきます。 
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○天野教育長 

一応８月20日にテスト給食ということで実施をするという形をとっております

ので、また後で説明をすると思います。それでは次に行きます。市内中学校で発

生しましたいじめ問題に係る訴訟についてお願いいたします。 

○中島学校教育課長 

(内容について説明) 

○天野教育長 

はい。ということで、報告は以上になりますがよろしいでしょうか。 

○各委員 

はい。 

○天野教育長 

ありがとうございます。それでは最後に今後の予定についてお願いします。 

○青木次長兼教育総務課長 

(資料に基づき説明) 

○天野教育長 

ありがとうございます。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７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。 

 


