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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 2年 7月 8日（水）9時 00分開会  10時 02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 

白水教育次長、青木教育総務課長、中島学校教育課長、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指導主事、日吉学校教育課参事兼教

育相談係長兼指導主事、竹下生涯学習課参事、立石学校教育課長補佐兼学校教

育係長、原学校教育課長補佐兼学校給食センター所長兼学校給食センター係長、

八尋生涯学習課長補佐兼生涯学習推進係長、眞子教育総務課総務係長、久山生

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】 

10 議事及び審議結果 

臨時代理報告第 5号 事務局職員の人事について          【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）史跡田代太田古墳の追加指定について 

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 2年 8月 12日（水）11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。6日からの熊本を中心とした豪雨では多

くの方々が亡くなられて、心よりお悔やみを申し上げますとともに、過酷な状況の

中で一生懸命救助や捜索を続けておられます警察、自衛隊、消防の皆さんに心より

感謝を申し上げたいと思っています。これからは毎年七夕の頃は必ず豪雨が来るん

だというようなことで準備をしなくちゃいけないし、改めてそういう認識を持たな

くちゃいけないという気がしております。 

昨日はそうした警報が出ている中で保護者からも多くの御批判をいただきました

けれども、通常の登校ということで御心配をおかけしました。おかげで昼からは雨

も上がりまして、ご存知のように無事に下校することができて非常に安心しており

ました。私も無事に下校が終わるまでは非常に心配しておりました。報告を受けて

ほっとしたところでございました。 

御存知のように教育委員さんや教育事務所の学校訪問というのは中止になりまし

たけれども、昨日は若葉小学校が計画訪問ということになっておりまして、私と課

長で 2時間かけて学校を授業参観してまいりました。子供たちはコロナと豪雨とい

う中で、ドアとか窓を全部取っ払っておりまして、エアコンと扇風機を回しながら

というような状況でありましたけど、非常に落ちついた雰囲気を見ることができま

した。授業を進める上では貴重な一日になったんじゃないかなというふうに思って

ます。 

学校の方も再開しまして 2か月ほど経ちましたけれども、これからいよいよまと

めの時期になりますし、重要な時期に入ってくると思います。それから中学校の方

は県の大会がなくなりましたけれども、地区の中体連の大会が 24、25日と 2日あり

ます。土日なんかも県内遠征をしたりとかいうようなことも聞いておりますが、く

れぐれも熱中症とか対策をとりながら対応していただくようにということで指導し

ていくつもりでおります。 

そういった中ではあったんですけれども、実は家庭内で非常にトラブルとか不安

定な部分がありまして、後で報告しますけれども、生徒の虐待というようなことで

父親が逮捕されるような事案もありました。それから学校から飛び出すということ

はなかったんですけれども、家の中から飛び出すとか、それから家から出たんだけ

れども学校に着いてないというようなことが、6月の後半に数件連続してありまし

た。やっぱり子供たちも落ち着いていない、我々もコロナの中とかいうことも含め

て落ち着いてないのかなということで、細やかな観察と組織での窓口対応というこ

とで指示をしたところでございます。これからいよいよ本当に熱くなっていく中で、

しっかり子供たちの安心・安全ということで見守っていきたいというふうに思って

おります。 

それでは、ただいまより教育委員会 7月定例会を始めます。まず経過報告を青木

課長、お願いします。 

○青木教育総務課長  

（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。9名の議員の皆様方からの一般質問がまとまっ

ているようでございますが、経過報告、寄附、行事等につきまして何か御質問・御

意見等ありましたらお願いいたします。いいでしょうか。それでは次にいきます。 

議事録承認につきましては、別紙のとおり議事要旨をまとめて記録をとっていた

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いたします。 
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それでは議案に入ります。臨時代理報告第 5号事務局職員の人事についてお願い

いたします。はい、青木課長。 

○青木教育総務課長  

（資料に基づき説明） 

○天野教育長  

今回の 7月の異動は 2名ということで、教育総務課と生涯学習課ということにな

りましたけれども、いいでしょうか。そしたら御承認いただくということでありが

とうございます。 

それでは 4協議報告事項(1)教育プランの進行管理についてお願いいたします。は

い、青木課長。 

○青木教育総務課長  

(資料に基づき説明)  

○中島学校教育課長  

(資料に基づき説明)  

○青木教育総務課長  

(資料に基づき説明)  

○中島学校教育課長  

(資料に基づき説明)  

○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。最初の第 1四半期のスタートということで詳し

く説明をしていただきましたが、コロナ禍の影響で中止・延期の部分があったよう

でございます。それでは、委員の皆様から御質問・御意見等どしどしお願いしたい

というふうに思ってます。古澤委員。 

○古澤教育委員  

おはようございます。3点ほどお尋ねします。4番目の「特別支援」、これの丸の

1番目「特別支援教育エリアリーダー」、これは今年度からっていうことだったと

思います。非常に素晴らしい事業かなと思っています。おそらく担当の方で要約は

されていると思いますので、35件について縷々お尋ねするつもりはありません。大

まかにこういった相談が何件、こういったのが何件ということで、もし分かれば教

えていただけたらと思っております。 

2点目、5の「教育環境」の中で働き方改革、これは今後ずっと関わっていく大き

な事業だろうと思ってます。課長の説明の中で良い例の御紹介があったように思い

ますけど、その中で各事業点数をつけて数値化して分かるようにしているという御

報告がございました。これは非常に大事なことだと思ってます。誰が数値化して、

どのように正しい数値だというふうに規定されているのか、そこら辺の正当性につ

いて、それが全く違ったら見方も変わってくるかなというふうに、ちょっとうがっ

た見方かもしれませんけど、素晴らしい取り組みなのであえてお尋ねをいたしてお

ります。 

それと、最後に 8番目の「生涯学習」の中の 7番目、返却用ポストが先月の定例

会で格好いいスタイリッシュなものの御紹介があってまして、素晴らしいなと思い

ました。そのときあえて聞かなかったんですけど、それとは別にこれは生涯学習課

の事業ではなくって、青少年健全育成市民会議とかあちらの取り組みになるかなと

思いますけど、市内に有害図書と言われる大人の人が見るようなものがあったりし
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て、それをよくないということで入れるポストが久留米市なんかは何箇所かあるわ

けですね。極力子供たちの目に触れない方がいいだろうという部分については、定

期的に回収作業等して、これだけ市内から出てきてるというふうな統計をとったり

しています。買ったら買ったあとの処分についても責任を持ってくださいみたいな

取り組みを、もう何十年も前からやってました。鳥栖もあるのかどうか、違うなら

違いますと言っていただいて結構ですので、以上 3点お尋ねをいたします。 

○天野教育長  

はい、日吉参事。 

○日吉学校教育課参事兼教育相談係長兼指導主事  

はい。それでは特別支援教育エリアリーダーへの相談実施について、ちょっと件

数については事後の御報告になりますが、内容につきましては教育課程に関するこ

と、教室環境のユニバーサルデザイン化に関すること、それから気になる子供さん

の観察に来ていただいて、その支援計画に関する相談等を行っております。その他

教科書採択に関するような相談も受けておりまして、これは私も行って特別支援学

級の先生方と一緒に話を聞いたんですけれども、個々への困り感というのを非常に

持ってらっしゃって、こちらについてもきめ細やかに指導していただいているとこ

ろでございます。以上です。 

○天野教育長  

はい、中島課長。 

○中島学校教育課長  

2点目の働き方改革に関する部分ですが、学校において別々の仕事について負担

指数を付けてというところですけど、委員御指摘のように、それに実際どれだけの

客観性があるかという部分、正当性を含めて疑問が残るところではあります。ただ、

こういう取り組みを始めたという部分での意味合いはかなりあるのかなと思ってお

ります。また、同じ業務でも人によって感じ方が違う部分もあるし、それに対して

どう客観性を持たせていくかっていうのはやはり考えていかなくちゃいけないとこ

ろです。各学校同じような仕事がありますので、全ての学校で取り組むうえではそ

れにどういう客観性を持たせていくのかが今後の一つ大きな課題かなと思っており

ます。非常に貴重な意見としてありがとうございました。 

○天野教育長  

はい、松隈課長。 

○松隈生涯学習課長兼図書館長  

はい。実際のところ鳥栖ではやっておりません。ただ、青少年育成市民会議とい

うのが開かれておりまして、各委員さん方が大体 11月頃にコンビニとか本屋を回ら

れて、有害図書の確認とかの実施はされているところでございます。以上です。 

○天野教育長  

はい。ということで 3点、古澤委員さんどうでしょうか。はい、古澤委員。 

○古澤教育委員  

ありがとうございました。1点だけ再度お尋ねします。きちっとした御説明があ

ったんですけど、1点目のいろんな相談がある中で教科用図書の採択、これについ

ては委員をさせていただいている関係もあって、今でなくても結構ですので具体的

にどういうふうなお困り感なのか、何か言える範囲で教えていただければなと思い

ます。PTAの委員さんからは独特の視点での意見が折に触れて出ることがあるんで

すけど、この分でどういったものが出てきているのか、後ほど教えていただければ

と思います。 
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○天野教育長  

はい、古賀参事。 

○古賀学校教育課参事兼課長補佐兼指導主事  

そちらにつきましては私の方からお答えいたします。特別支援学級につきまして

は、採択の範囲として地区で採択する教科書以外に、一般図書、これを採択するこ

とができます。個人個人に合った一般図書を採択するとか、教科書の中でも弱視の

子供たちのために拡大図書、こういったものの採択とかがございますので、個別の

児童生徒に対してどのような教科書が合っているのか、またどのような一般図書が

合っているのか、そういったところへの相談ということになってきます。以上です。 

○天野教育長  

というところで、古澤委員さん、どうぞ。 

○古澤教育委員  

貴重な御説明ありがとうございました。 

○天野教育長  

特別支援の子供たちは条文で別で採択するという形になっておりまして、ものす

ごくたくさんの種類がある中で選んでいくという作業がありますので、そういう声

があがってきたっていうことは素晴らしいことじゃないかなというふうに思ってい

ます。子供たちが使っている分の拡大教科書やデイジー教科書を使うとかそういう

ことがあるんですけれど、今回そういう声があがっているのは非常に前向きな姿勢

だなというふうに思っております。以上です。ほかに。はい、副田委員。 

○副田教育委員  

先ほど図書の御報告を受けまして、このコロナ禍の中でこれまでよりも反対に、

能動的に図書館の方から発信するという、いろんな工夫をきかせていただいて素晴

らしいなというふうに思いました。あと、やはりここにも書いてあるように、図書

に関する図書施設としての機能に加え、地域情報や生活情報などという生涯学習的

なものというのもあると思うんですね。まだコロナ禍の中ですから無理かとは思う

んですが、以前も言いましたようにブックスタートを始める幼い赤ちゃんと、それ

からその赤ちゃんの保護者の方たちに対するベビーマッサージというものがありま

す。童謡などを歌いながら赤ちゃんをマッサージするんですね。そうすると、寝つ

きがよくなるとか、目の前で見ていてとても機嫌がよくなるんです。また、そこで

周りの赤ちゃんをお連れになった方たち、いろいろ育児で悩んでいらっしゃる方た

ちのネットワークができたり、あるいは周りの方から「可愛いわね」って声をかけ

ていただくことによって、我が子に対していらいらしたり悩んでらっしゃる方たち

の心が和むっていうことがありまして、このベビーマッサージはとてもいいんです

ね。今はまだ無理かと思いますが、私の知り合いがそれを佐賀市でボランティアで

行っております。ぜひ鳥栖の図書館でもブックスタートとともにというようなとき

は来ていただけますかって言ったら、いつでも行くよって言ってくれてますので、

ぜひそのようなときが来ましたらいち早くお知らせください。もう備えて待ってら

っしゃいますので、ぜひそのベビーマッサージを鳥栖の方たちにも広めたいなと思

っているところです。以上です。 

○天野教育長  

はい、松隈課長。 

○松隈生涯学習課長兼図書館長  

はい、ありがとうございます。今このような状況で、やっぱり職員も司書の方々

ももどかしいような状況でございます。早く事業を進めていきたいというのはやま



6 

やまなんですけれども、まだまだ 1時間とか時間制限をとったり、閲覧も間引いて

いるような状況でございます。早くそういった事業ができればというふうに私ども

願っておりますので、その節はよろしくお願いいたします。以上です。 

○天野教育長  

はい、古澤委員。 

○古澤教育委員  

はい。今の副田委員のお尋ねに関連して、ベビーマッサージについては賛否ある

点があったかなと思います。そういう中でも、図書館でもというのは一つのアイデ

アだと思いますけど、例えば子育て支援課、全国的に見るとあそこの方でベビーサ

ロンだとかいろんな部分を「子育てサロン」とかいろんな名称で実施しているとこ

ろが多いのかなと思います。別の施設を使ってとか、鳥栖の場合そういう実態があ

るのかどうか、ここでお尋ねするのはどうかなと思いますけど、把握してあれば御

紹介ください。 

○天野教育長  

はい、松隈課長。 

○松隈生涯学習課長兼図書館長  

はい。おそらく今保健師がいるのが鳥栖の保健センターで、「ぴよぴよ教室」と

かいろんな事業をしているところでございますが、御存知のとおりそういった教室

も今保健センターの方では中止しているような状況です。いずれは私どもも副田委

員の方から御紹介がありましたように、保健センターと連携を取りながら事業を進

めていければなというふうには考えております。以上です。 

○天野教育長  

はい、副田委員。 

○副田教育委員  

広い場所が必要ですので、保健センターとの連携もいいことかなと思います。先

ほど申し上げたのは、やはり生後間もなくの子供、もう生後２カ月ぐらいの子から

内容を理解するのではなく、語りかけに感じることができるということで非常にブ

ックスタートというのが重視されているんですね。それで図書館＝ベビーマッサー

ジとつなげてしまいましたが、ブックスタートとベビーマッサージを一緒にする試

みがとてもいいなというふうに思いましてお声をかけました。古澤委員からまた貴

重な御意見いただきましてありがとうございました。以上です。 

○天野教育長  

はい、ありがとうございました。いろいろ参考意見ということも含めて、しっか

りそこはまた考えていければというふうに思ってます。ありがとうございます。ほ

かに、はい、吉原委員。 

○吉原教育委員  

11番の勝尾城についてなんですが、毎年のようにこのように大雨が降って、こう

いう遺跡の保全とか管理も災害が起こり得る中で大変かと思っております。また、

コロナの影響で史跡見学会あたりの実施がなかなかやりづらいというのもあるかと

思います。佐賀でいうと三重津海軍所跡とかのホームページとか見ると、何かアニ

メーションでバーチャルな説明というか、そういうのがあったりしますので、今後

勝尾城の貴重な資料として残していくという中で、そういったコンテンツも予算計

上してですね、こういうできないことに代わる新たな取り組みをもしできたらとい

うことでよろしくお願いしたいと思います。 
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○天野教育長  

はい、久山係長。 

○久山生涯学習課文化財係長  

今言われましたとおり、優先課題として散策道の整備と併せて PRが第一というこ

とで、今いろんな面で検討しております。おっしゃられたとおり、ホームページで

紹介しているのは難しい学術的な内容になっておりますので、これをもっと分かり

やすく、特に子供たちに分かりやすいような工夫が要るということも併せて考えて

おります。あと、観光協会とも相談して漫画とかビジュアル的なものも含めて考え

たらどうかというふうにしておりますので、御期待いただければと思います。以上

です。 

○天野教育長  

はい、吉原委員いいですかね。御期待くださいということですので、かなり期待

をかけてよろしくお願いしておきたいと思います。今いろいろ考えてもらっている

ようですので、期待をしております。はい、戸田委員。 

○戸田教育委員  

質問というよりもお願いです。働き方改革について先ほど御説明がありました。 

4月、5月の業務時間等についての御説明があったと思うんですけれども、先日マス

コミ等で先生方のコロナの影響を受けての業務の増加を心配するような記事があり

ました。これからそういった問題がさらに出てくるんじゃないかなと思います。平

時における働き方改革、業務負担の軽減というのをずっと取り組んでこられたと思

うんですけども、こういった状況を受けてさらに先生方の時間的な業務負担、及び

精神的な業務負担のケアを考えていただきたいなと思います。これはお願いになり

ます。以上です。 

○天野教育長  

はい、中島課長。 

○中島学校教育課長  

はい、ありがとうございます。今回の一般質問でもそういった内容が出ておりま

した。各学校に対しまして先生方のメンタルヘルスケア、これにつきましても特に

このコロナ禍の影響の中で今おっしゃっていただいたように新たな負担という部分

も出てきているかと思いますので、しっかり各学校で見ていくように指示をしてい

るところです。教育委員会としても視点を持ってきちんと取り組んでいきたいと思

っております。ありがとうございました。 

○天野教育長  

戸田委員さんいいでしょうか。ほかに委員さん方いいでしょうか。それでは次に

行きます。 

(２)史跡田代太田古墳の追加指定についてお願いします。はい、久山係長。 

○久山生涯学習課文化財係長  

(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。委員の皆様方は太田古墳を見られたことありま

すかね。一度はやっぱり見ていただきたいんですけど、それでは御質問・御意見等

ありましたらお願いします。はい、古澤委員。 

○古澤教育委員  

はい、お尋ねします。鳥栖には子供のころから素晴らしい古墳があるんだという

認識だけは持っておりました。特に色がついているということで素晴らしいなと思
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っています。NHKなんかでも、古墳の分は全国的にピックアップして紹介されてる

番組を見たことあるんですが、関心のある人にはあるかもしれないけど、一般には

なかなかそこまでいかないんじゃないかなと思います。それは目に触れる機会が少

ないからも一つあるだろうと思います。例えば、最近新幹線もやっと普通になって

新鳥栖駅なんかをよく利用するんですけど、待合時間があるときに鳥栖市の紹介の

ビデオが流れます。その中に太田古墳が入ってたかどうかはちょっと分からないん

ですけど、そこら辺をチェックしていただいて、入ってなければ割り込ましていた

だけたらどうかなと。それと先ほど吉原委員がおっしゃってた勝尾城も、ユニーク

なキャラクターなんかを登場させて、あそこを昔の合戦場みたいな感じでそれも一

緒につくり直していただくように、企画あたりが窓口になるかなと思ってますので、

これは単なる要望です。以上です。 

○天野教育長  

はい、久山係長。 

○久山生涯学習課文化財係長  

史跡が古墳ということで古墳時代に興味がある方はもちろん来られまして、以前

は年 1回に限って現地で公開をしておりましたが、壁画の保存上の問題、カビが生

えやすいということもありまして現在は止めている状況でございます。そうした中

で、装飾古墳をどうやってアピールしていこうかと考えておりますが、筑後川の中

上流域の久留米市、小郡市、あと上の方でいくと筑紫野市あたりは装飾古墳がたく

さんありまして、そのネットワークの協議会というのがございます。この中でお互

い情報交換をしながら、公開日等についても調整しようという形で今進めておりま

す。そういったことも含めてアピールをしていきたいと思います。 

○天野教育長  

はい、古澤委員。 

○古澤教育委員  

はい、気長に持っております。 

○天野教育長  

ほかにいいでしょうか。この見学会、以前は毎年１、2回あってましたよね。今

もあってますか。 

○久山生涯学習課文化財係長  

以前は年１回必ず冬にございました。壁画にカビが生じるというこれは全国的な

問題ですが、そういったことも含めて今実際に部屋の中まで入れる古墳は全国的に

も数えるほどしかありませんので、しばらく止めようということで太田古墳の方も

止めてます。ただ、ヒャーガンサン古墳というもう一つ装飾古墳がありますが、こ

ちらの方は通常通り公開を設けるとともに、適時希望があれば公開するようにして

おります。ですから、学校等にも公開しているところでございます。 

○天野教育長  

ありがとうございました。はい、戸田委員。 

○戸田教育委員  

15ページの地図を見せていただくと、今回が赤い範囲だと思うんですが、この黄

色い範囲というのがどういう意味なのか、今後同じように何か想定されることがあ

り得るのか、教えていただけますでしょうか。 

○天野教育長  

はい、久山係長。 
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○久山生涯学習課文化財係長  

これは先ほど申し上げましたとおり、平成 20年度に確認調査を行いまして、この

墳丘の範囲が確定したところでございます。この右下の今おっしゃられた黄色の部

分は、その範囲に確実に入るという部分です。ですから、機会があればいつでも追

加指定は可能だということで文化庁から指導いただいております。ただ、民有地と

いうこともございまして今のところは指定しておりませんが、こういった緊急の案

件が出てきた場合は、同様の形で追加指定をかけていこうかなと考えております。

現状は空き地というか、地権者の方がお花を植えこんだりされているところです。

以前は家が建っておりましたが今は更地でございます。 

○天野教育長  

戸田委員さんいいですか。ヒャーガンサン古墳は見れるということですので、そ

ういったところもちょっと見学していただきたいと思ってます。私は昔、この太田

古墳の見学会に行って実際に見てきました。遠目からしか見てないんですけども、

そこにあるんだなっていうことで見てきました。実際壁画の復元模写は田代小学校

の校長室にありますので、そこでまた見ていただいたらというふうに思ってます。

ほかにいいでしょうか。はい、それでは次にいきます。 

今後の予定についてお願いします。 

○青木教育総務課長  

(資料に基づき説明)  

○天野教育長  

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。それでは大雨

の対応について、白水次長お願いします。 

○白水教育次長  

(資料に基づき説明) 

○天野教育長  

ありがとうございました。もう一山来るということで、しっかり心していきたい

と思っていますが、委員の皆さんいいでしょうか。それでは、これをもちまして教

育委員会 7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。 


