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大 野 城 市 教 育 委 員 会 



次 第 

１ 招集日時 

  ○招集日   平成 29 年８月 30 日 

  ○開会時間  午前 10 時 00 分 

  ○閉会時間  午前 10 時 30 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 29 年第６回議事録の署名委員 梶原 千春 委員 

        今回議事録の署名委員 髙木 和敏 委員 

 

（２）議事 

第 32 号 大野城市ふるさと文化財保存整備活用基本計画検討委員会設置規則の制

定について 

第 33 号 大野城市教育委員会会議傍聴規則の一部を改正する規則の制定について 

第 34 号 学校運営協議会委員の解任について 

第 35 号 学校運営協議会委員の任命について 

第 36 号 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に係る点検及び評

価について 

 

（３）教育長報告 なし 

 

（４）報告 なし 

 

（５）その他 

   ①教育長の業務報告（７～８月分） 

②教育委員会の主な行事・業務の予定（平成 29 年９月分） 

③２学期学校訪問・研究発表会の日程等について 

④平成 29 年度小学校運動会（秋季）訪問計画について 



 

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 梶原 千春 

 

５ 欠席した委員   

 

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           野口 英世 

          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   葉山 賀瑞江 

          教育政策課担当   渡邉 洋介 

 

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 

 おそろいになりました。それでは、ただいまより平成29年８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 

 議事録の承認に入らせていただきます。前回の７月定例会にて梶原委員にお願いし

ておりましたので、署名をお願いいたします。 

 

○梶原委員 

 はい。 

 

○吉富教育長 

 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、髙木委員さんに次

回の委員会において署名をお願いいたします。 

 

○髙木委員 

 はい。 

 

  〔議  事〕 

 

〔第32号議案 大野城市ふるさと文化財保存整備活用基本計画検討委員会設置規則の

制定について〕 

 

○吉富教育長 

 それでは、早速ながら、議事に入らせていただきます。 

 まず最初に、第32号議案でございます。大野城市ふるさと文化財保存整備活用基本
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計画検討委員会設置規則の制定について説明をお願いいたします。 

 石木課長、お願いいたします。 

 

○石木ふるさと文化財課長 

 それでは、第32号議案の説明をさせていただきます。 

 第32号議案、大野城市ふるさと文化財保存整備活用基本計画検討委員会設置規則の

制定につきまして、こちらのほうは、６月教育委員会で行程につきまして説明を行い

ました。本計画の策定に関しまして、必要な事項を検討するため、検討委員会を設置

するものでございます。 

 ２ページをお開きください。 

 委員会は、第３条としまして、学識経験者、関係団体の代表者、大野城市立小学校

及び中学校の教諭、区長会から推薦された者及び関係課の職員ということで18名以内

の委員で組織することといたしております。 

 説明は以上でございます。 

 

○吉富教育長 

 ただいまの説明につきまして、確認、お尋ね、ございましたらお願いいたします。

委員さん方、よろしいでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○吉富教育長 

 それでは、これより採決に入らせていただきます。 

 第32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32号議案は承認すべきものと決します。 

 続けます。 

 

〔第33号議案 大野城市教育委員会会議傍聴規則の一部を改正する規則の制定につい

て〕 

 

○吉富教育長 
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 第33号議案、大野城市教育委員会会議傍聴規則の一部を改正する規則の制定につい

て説明をお願いいたします。 

 船越課長、お願いいたします。 

 

○船越教育政策課長 

 第33号議案、大野城市教育委員会会議傍聴規則の一部を改正する規則の制定につき

まして説明をいたします。 

 教育委員会会議の傍聴の手続を変更するため改正を行うものでございます。５ペー

ジにございますように、これまで、受付の際に記入いただいた内容といたしましては

住所及び氏名としておりましたが、今回、市全体のさまざまな会議ですとか審議会の

傍聴の受付の際の記入事項が整えられましたので、それに合わせまして、教育委員会

の会議につきましても、受付の際に記入いただく事項を改正するものでございまして、

具体的には、住所は市内か市外、どちらかに丸をつけていただく。それから、もう一

つの事項は年代、20歳未満か20歳代、30代、40代、50代というふうに年代のみ記入し

ていただくことになりまして、住所及び氏名等の記載は不要となるものでございます。 

 以上です。 

 

○吉富教育長 

 説明が終わりました。ただいまの説明につきまして、質問はございませんでしょう

か。いいでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○吉富教育長 

 質問がないようです。採決に入らせていただきます。 

 第33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33号議案は承認すべきものと決します。 

 進めます。 

 

〔第34号議案 学校運営協議会委員の解任について〕 
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○吉富教育長 

 第34号議案、学校運営協議会委員の解任について説明をお願いいたします。 

 野口室長、お願いいたします。 

 

○野口教育指導室長 

 第34号議案でございます。 

 お手元の資料の６、７ページを御覧ください。学校運営協議会委員の解任につきま

して、大野城市学校運営協議会規則第17条の規定に基づき、７ページにございます委

員の解任を求めるものでございます。 

 以上でございます。 

 

○吉富教育長 

 質問がございますか。いいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

○吉富教育長 

 それでは、これより採決に入ります。 

 第34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34号議案は承認すべきものと決します。 

 

〔第35号議案 学校運営協議会委員の任命について〕 

 

○吉富教育長 

 第35号議案、学校運営協議会委員の任命について説明をお願いいたします。 

 野口室長、お願いします。 

 

○野口教育指導室長 

 第35号議案でございます。 

 ８、９ページをお願いします。学校運営協議会委員の任命につきまして、大野城市

学校運営協議会規則第４条の規定に基づき、９ページにございます委員の任命を求め
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るものでございます。 

 以上でございます。 

 

○吉富教育長 

 ただいまの説明につきまして質問はございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○吉富教育長 

 質問はございません。では、採決に入らせていただきます。 

 第35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35号議案は承認すべきものと決します。 

 

〔第36号議案 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に係る点検及び

評価について〕 

 

○吉富教育長 

 第36号議案、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に係る点検及び

評価について説明をお願いいたします。 

 船越課長、お願いいたします。 

 

○船越教育政策課長 

 第36号議案、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に係る点検及び

評価について説明をいたします。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第１項の規定によりまして、教育

委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行った結果

に関する報告書を作成し、これを議会に提出し、かつ広く公表するに当たりまして、

教育委員会に付議するものでございます。 

 今年度も、この点検・評価の報告書の作成に当たりましては、まず庁内から、まず

関係各課から素案をつくりまして、それに対する各部署、各職員からの意見を募集い

たしまして、それに基づき修正を加えまして、前々回、教育委員の皆様にご提示をい
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たしました。それに対しまして、ご意見あるいはご助言をいただきまして、必要な修

正変更を行いまして、この最終の案となっております。 

 以上でございます。 

 

○吉富教育長 

 ただいまの説明につきまして質問はございませんか。いいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

○吉富教育長 

 それでは、採決に入ります。 

 第36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36号議案は承認すべきものと決します。 

 船越課長、お願いいたします。 

 

○船越教育政策課長 

 承認ありがとうございました。この点検・評価報告書につきましては、９月議会の

10月５日に開催されます福祉文教委員会におきまして報告をさせていただきます。 

 以上でございます。 

 

○吉富教育長 

 どうぞご了承お願いいたします。 

 用意されておりました議事につきましては、終わりました。 

 

  〔教育長報告〕 

 

○吉富教育長 

 続けて、４番、教育長報告に入らせていただきます。 

 今月は、特にご報告する内容は持っておりません。 

 

  〔報  告〕 
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○吉富教育長 

 続けさせていただきます。 

 ５番、事前には特に伺ってはおりませんが、何か報告すべき事項はありましょうか。 

 では、進めます。 

 

  〔その他〕 

 ①教育長の業務報告（７～８月分） 

 ②教育委員会の主な行事・業務の予定（平成29年９月分） 

 ③２学期学校訪問・研究発表会の日程等について 

 ④平成29年度小学校運動会（秋季）訪問計画について 

 

○吉富教育長 

 行事ではございません、ちょっとしたお知らせでございますが、先日、福岡県の大

会で優勝なさいました糸山亜美選手、大野城市剣道連盟に属してある方が、表敬訪問

においでになりました。８月28日月曜日、市長様もお忙しいところ来ていただいてお

受けいただました。今度、全日本に出られるそうで、世界大会も出られる予定になっ

ているということでございます。事務局長の評価では、十分狙える力量があるという

ことで、昨日の「つなゴーゴー」に登場してありました。お知らせしておきたいと思

います。 

 先日、どこどこの小学校は、防じん処理はしてあるのかというお問い合わせがあり

ましたが、どうぞ、教育委員の皆様、気づかれたらご意見をください。何か聞きにく

いところもあるようでございまして、全小中学校しているんですけども、してないの

かという指摘を受けたこともございますので、もし気づかれたら、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 ほかに何かございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○吉富教育長 

 それでは、予定しておりました議事につきましては全て終わらせていただきたいと

思います。これで平成29年８月の教育委員会を終わらせていただきます。 

午前10時30分 閉会 


