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次 第 

１ 招集日時  

  ○招集日   平成 29 年１月 27 日 

  ○開会時間  午前 10 時 00 分 

  ○閉会時間  午前 10 時 50 分 

 

２ 招集の場所  大野城市役所 本館４階 委員会室３  

 

３ 会議次第  

 （１）議事録署名委員  

  平成 28 年第 12 回議事録の署名委員  角  敬之 委員 

         今回議事録の署名委員 松本 民仁 委員 

（２）議事  

    第 1 号議案 臨時に代理した事件の承認について 

(大野城市いじめ問題対策連絡会議委員の委嘱) 

（３）教育長報告 なし 

 （４）報告  

①平成 28 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の報告について  

②サッカー、ハンドボール等のゴールの転倒による事故防止の徹底について  

（５）その他  

   ①教育長の業務報告（12～1 月分） 

②教育委員会の主な行事・業務の予定（平成 29 年２月分） 

③平成 28 年 12 月定例議会一般質問の概要について 

④平成 30 年度使用小学校用教科用図書採択に係る教科用図書調査研究 

協議会委員の推薦について  

 

４ 出席した委員等 吉富 修（教育長）  

角 敬之 安部 一枝 髙木 和敏 松本 民仁  

 

５ 欠席した委員  梶原 千春  

 

６ 出席した職員  教 育 部 長   平田 哲也  

          教 育 政 策 課 長   船越 康二  

          教 育 振 興 課 長   森永 希代美 

教 育 指 導 室 長           黒澤 真二  

          ス ポ ー ツ 課 長   舩越 善英  

          ふるさと文化財課長   石木 秀啓  

          教育政策課係長   山本 耕督  

 

７ 会議の書記   教育政策課教育政策担当 渡邉 洋介
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午前 10 時 00 分 開会 

 

○吉富教育長  

 それでは、ただいまより平成 29 年１月定例教育委員会を開会いたします。傍聴

の申し出はあっておりません。  

 

  〔議事録承認〕  

 

○吉富教育長  

 議事録の承認に入ります。前回の 12 月定例会にて角委員さんにお願いしており

ましたので、署名をお願いいたします。  

 

○角委員 

 はい。 

 

○吉富教育長  

 ご署名ありがとうございました。今回の議事録の署名につきましては、松本委

員さんにお願いいたします。次回の委員会においてご署名をお願いいたします。  

 

○松本委員  

 はい、承知しました。 

 

○吉富教育長  

 ありがとうございました。 

 

  〔議  事〕  

 

〔第１号議案 臨時に代理した事件の承認について（大野城市いじめ問題対策連

絡会議委員の委嘱）〕 

 

○吉富教育長  

 それでは、早速議事に入りたいと思います。  

 第１号議案、臨時に代理した事件の承認について、説明を願います。  

 黒澤室長、お願いいたします。  

 

○黒澤教育指導室長  

 第１号議案、臨時に代理した事件の承認について説明いたします。 

 大野城市いじめ問題対策連絡会議委員につきましては、大野城市いじめ防止条

例第 14 条第１項において、教育委員会が委員を委嘱するとされておりますが、今
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回、民生委員・児童委員の改選があり、現委員の退任に伴い、１月の連絡会議に

委員を任命する必要が生じたため、大野城市教育委員会事務委任規則第６条第５

号の規定により、教育長が臨時に代理したため、これを報告し、承認を求めるも

のでございます。  

 説明は以上でございます。 

 

○吉富教育長  

 臨時に代理した事件の承認について、ただいまの説明に、何かお尋ね、ご確認

はございませんでしょうか。  

〔「なし」の声あり〕  

○吉富教育長  

 これより採決に入ります。 

 第１号議案について、承認することに異議はございませんか。  

〔「異議なし」の声あり〕  

○吉富教育長  

 異議なしですので、第１号議案は承認すべきものと決します。  

 

  〔教育長報告〕  

 

○吉富教育長  

 次に進ませていただきます。教育長報告でございます。  

 今回は特にご報告すべき内容はありません。  

 

  〔報  告〕  

 （１）平成 28 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の報告について  

 （２）サッカー、ハンドボール等のゴールの転倒による事故防止の徹底につい

て 

 

○吉富教育長  

 ４の報告に移らせていただきます。  

 （１）平成 28 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の報告について、

教育指導室長より説明をお願いいたします。  

 

○黒澤教育指導室長  

 では、資料３ページのほうを御覧ください。  

 平成 28 年度の体力テストの結果について、大野城市の分を一覧にしたものを載

せております。12 月末に来ましたので、１月の教育委員会でお示しさせていただ

いております。  

 大野城市の体力テストにつきましては小学校５年生と中学校２年生で全国的に



3 

 

行っております。  

 成果と課題を２点ずつそこに挙げさせていただいています。  

 まず、成果の１点目が小学校についてです。小学校５年生の男子では、８種目

のうちの５種目において全国平均を上回っております。  

 成果の２点目は女子のほうです。小学校５年生女子では、８種目中６種目にお

いて、全国平均を上回っております。  

 小学生については、おおむね良好な結果が得られております。  

 逆に、中学生のほうが課題になっております。２点ございます。  

 １点目は、中学校２年が男子・女子ともに全国平均を下回り、課題が見られま

す。 

 ２点目は、小中学生の実態として、一つの同じ種目に課題が見られております。

小学校で言いますと、反復横跳び、それから 50 メートル走。それから、中学校の

み持久走というのがございます。そういう走力について、若干の課題があるとい

うところが見られております。特に、中学生においては、男女とも課題が見られ

ますので、今後、日常的に継続できるような取り組みを何らかの形で教育委員会

のほうからも指導助言ができるように、学校のほうにも働きかけていきたいと思

っております。  

 説明は以上です。  

 

○吉富教育長  

 ただいまの説明につきまして、ご確認、ご質問ございましたら、どうぞお願い

いたします。  

 髙木委員、お願いいたします。  

 

○髙木委員  

 このデータは大野城市と県ですが、大野城市内の学校ごとには出ていないわけ

ですね。 

 

○黒澤教育指導室長  

 いえ、学校ごとに出ております。学校ごとのはお示しをしていないんですが、

各学校のは当然ございます。 

 

○吉富教育長  

 髙木委員、重ねて何かございますか。  

 

○髙木委員  

 運動に、健康づくりに力を入れている何小学校だったかな。  

 

○黒澤教育指導室長  
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 御笠の森。  

 

○髙木委員  

 御笠の森はやっぱり高いですか。  

 

○黒澤教育指導室長  

 高いです。  

 

○髙木委員  

 全てのものに。はい、わかりました。  

 

○吉富教育長  

 ほかに何かございませんか。  

 黒澤室長。全体的な方向性を述べられましたけど、今後の計画で、成果を上げ

るための具体的な方向性としてもっと何かありますか。  

 

○黒澤教育指導室長  

 また校長会等々にも説明というか、教育長からもご指示を受けながらしたいと

思っておりますが、やはり難しいことではない日ごろからできるようなものをと。

例えば、他市町でも取り組みとして成果を上げている学校は、10 分間走という形

で、朝であったり業間に、雨が降っていない日は走るような、それに継続して取

り組むことで、非常に全ての体力テストにおいて成果を上げていると。そういう

データも出ておりますので、やはり何らかの形で継続的に、走ることを中心とし

たものができないかなということを今後また検討させていただければと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

 

○吉富教育長  

 よろしいでしょうか。学力も大切でございますが、運動能力もあわせてバラン

スよく高めていくのが大切だろうと思いますので、またアドバイスをいただきな

がら進めてまいりたいと思っております。  

 進めてよろしゅうございますか。  

〔「なし」の声あり〕  

○吉富教育長  

 それでは、（２）サッカー、ハンドボール等のゴールの転倒による事故防止の徹

底について、教育政策課長、お願いいたします。  

 

○船越教育政策課長  

 それでは、サッカー、ハンドボール等のゴール転倒によります事故防止の徹底
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について、説明いたします。 

 先日、県内で重大な事故が発生したことから、本市においても、安全管理の徹

底を図るようにという取り組みを行っております。  

 きょうお配りしております資料で、右上に資料１とつけている資料でございま

す。事故の翌週に、まず学校に緊急に通知いたしまして、今週行われました校長

会でも、この資料をもとに安全管理徹底を図るようにと依頼しております。  

 大野城市の小中学校の現状を緊急に調査した結果の現状は、２枚ほどめくって

いただきますと資料２というのがございます。横の表になりますが、これがサッ

カーゴール等の本市の管理状況でございます。  

 小学校は 10 校中９校にサッカーゴール等がございまして、全て固定できている

という状況でございます。 

 中学校につきましては、さまざまな活動の要件が重なってきますので、固定で

きてないというものも、正直、この固定未処理というところにございました。な

お、この固定未処理の分については、砂袋を今発注中で、それにより固定を速や

かに行う予定でございます。 

 それから、日ごろのゴール等の点検状況につきましては、下の表になります。

これでいきますと、少なくとも各校とも月１回は確認をしているということでご

ざいますが、さらに頻度を上げて管理を徹底するようお願いをしているところで

ございます。  

 最後に資料３。固定の方法といたしましては、文科省の通知によりますと、く

いで固定するか、砂袋等のおもりで固定するか、どちらかをとるようにというこ

とでございますので、本市といたしましても、基準を参考に、くいによる固定の

場合は、最後のページにありますように、３カ所をくいでとめること、おもりに

よる場合は 40 キログラム以上の砂袋、おもりを少なくとも後方に２カ所置くよう

にと。これにより、固定を図るようにということで通知をいたしたところでござ

います。 

 ただし、社会教育で利用するときに移動させたり外したりということが報告さ

れておりますので、この点についても、利用者については、しっかり固定の状況

を、動かさない、あるいは動かしたならばそれをまた戻すことを徹底するように

と、スポーツ課を通じて依頼をしているところでございます。  

 以上でございます。 

 

○吉富教育長  

 管理状況、安全管理のためのこれからの方策、日常的な留意点等、３点につい

ての説明がありました。お尋ねございましたら、どうぞお願いいたします。  

 今、最後に課長のほうから指摘がありました、学校教育と、社会体育が活用す

るために移動するときに鉄くいを抜くとか、移動のために砂袋が破損するといっ

たことが恒常的、当たり前の風景になったときに、ぽっと、くいが刺さっていな

いときに子供がぶら下がるといったこともあるだろうということを配慮した指導



6 

 

もあっておりました。 

 それから、この点検も、報道がなされた時点ですぐ学校のほうに、管理状況に

ついての確認がなされておりましたので、その点についても事務局のほうに感謝

申し上げたいと思っております。  

 何かお尋ねありましたら、どうぞ。  

 安部委員、お願いいたします。  

 

○安部委員  

 この管理状況への直接の質問ではありませんが、ゴールがあるのが小学校が９

校、中学校が５校になってまして、１校がないという状態になっているんですけ

ど、それは何か理由があるのでしょうか。  

 

○船越教育政策課長  

 特段はないのですけど。ただ、傾向としましては、サッカーゴールについては、

古くなり次第、小学校が廃棄すると。大きいものは、傷んでいるものとかがあり

ますから、廃棄して小型の分を購入して、そのときそのときに使うという傾向に

なっているようです。ですから、サッカーゴールがない小学校については、ポス

トみたいなものを置いて、サッカーをするときにはそういうものを使っていると

いうことでした。  

 

○吉富教育長  

 いいですか。  

 

○安部委員  

 はい、わかりました。 

 

○吉富教育長  

 そうしたら、よろしいでしょうか。  

〔「なし」の声あり〕  

○吉富教育長  

 では、終わらせていただきます。  

 ５は報告でございましたけれど、増えている報告ございませんですね。  

 それでは、次へ進めさせていただきます。  

 

  〔その他〕  

 （１）教育長の業務報告（12～１月分） 

 （２）教育委員会の主な行事・業務の予定（平成 29 年２月分） 

 （３）平成 28 年 12 月定例議会一般質問の概要について  

 （４）平成 30 年度使用小学校用教科用図書採択に係る教科用図書調査研究協議
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会委員の推薦について  

  当日報告分  

 （１）卒業式、入学式出席者一覧  

 （２）小中学校教職員ストレスチェック実施事業  

 （３）３月の教育委員会の開催について  

 （４）事務局職員の異動について  

 

○吉富教育長  

 あと、事務局、何か確認、報告いいですか。  

 委員さん方、いいでしょうか。  

〔「なし」の声あり〕  

○吉富教育長  

 それでは、予定どおり終わりましたので、以上をもちまして１月定例教育委員

会をこれで閉会いたします。 

 

午前 10 時 50 分 閉会 

 

 

 


