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令和４年 築上町教育委員会（１０月定例会）議事録 

 

１．日 時  令和４年１０月１９日（水） 午前９時００分開会 

 

２．場 所  築上町役場 本庁 議会委員会室 

 

３．出 席 委 員  麥田 猛美 教育長職務代理者、折本 美佐子 委員、茅田 香 委員、  

          小林 正尚 委員、久保 ひろみ 教育長 

  

４．欠 席 委 員  な し 

  

５．傍聴者     な し 

  

６．事務局出席者  鍛治 孝広 学校教育課長、尾座本 三雄 生涯学習課長、 

岡部 勇佑 学校教育係長、出口 厚志 学校管理係長、 

藤江 崇 学校整備係長、中 浩二郎 社会教育係長、 

野村 仁資 スポーツ振興係長、宮内 智久 指導主事、 

榎 憲治 指導主事、毛利 克浩 地域活動指導員 

 

午前９時００分開会 

────────────────────────────── 

７．会議内容 

（１）開 会 

（２）教育長あいさつ 

（３）教育長報告 

   報告１ 教育長会議報告 

   報告２ 陳情書について 

（４）事務局報告 

   報告３ 第４回 築上町議会臨時会報告 

   報告４ 指定校変更解除について【非公開】 

   報告５ 指定校変更について【非公開】 

   報告６ 区域外就学について【非公開】 
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   報告７ 令和４年度 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての 

       点検及び評価報告書（自己評価）について 

   報告８ 生涯学習課報告 

   報告９ 指導主事報告 

（５）議 事   

   議案第２３号 築上町立小中学校適正配置基本計画について 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは、議事の進行をさせていただきます。 

 議案第２３号 築上町立小中学校適正配置基本計画についての説明をお願いいたします。 

○学校教育課長（鍛治 孝広君）  議案資料については、事前に配付をしておりましたので、それ

を御覧いただきながら、また、前のスクリーンにも映しておりますので、お願いいたします。 

 本議案につきましては、今後の児童生徒の減少、築上町が目指す小中一貫教育方針を踏まえ、

これまで教育委員会の会議の中で色々と御議論をいただいたというところでございます。その中

で、町内の小中学校の適正配置について、基本計画案として取りまとめたものと、いうことにな

ってございます。 

 この基本計画案の内容につきましては、先日の総合教育会議の中で説明をさせていただいたと

ころでございます。また、その後、町長との意見交換、また総合教育会議の中で御意見をいただ

きました点について修正をして、本日提案をさせていただいております。修正箇所としては、お

送りしている資料の中で、赤字で修正箇所を表示をさせていただいております。 

 まず、１ページ目の築上町における人口減少の状況・将来推計、全体的な築上町の人口動向を

入れたらどうかという御意見をいただきましたので、そこに、１番最初に築上町の人口動向を付

け加えております。 

 それから、修正箇所としては、５ページ、中学校部活動の部員の確保のところでございますが、

これも御意見いただきましたので、中学校を追加しております。また、７ページになります。

「適正配置の目標年度」ということで、表記をしておりましたが、「目標年度」ではなくて、

「実施年度」という明確な表記に変えたほうが良いのではないかと、御意見をいただきました。

事務局で協議をいたしまして、御指摘のとおりに「実施年度」という表記に変えさせていただい

ております。 

 前回、御説明させていただいたところからの変更点は以上でございます。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ただいま事務局から、先日の教育委員会、総合教育会議でいただき

ました御意見等を事務局で協議いたしまして、変更して提案をさせていただいております。 

 今回変更した部分だけではなくても結構でございますので、質問それから御意見等ございまし

たら、お願いしたいと思っております。では、麥田委員、お願いします。 
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○教育委員（麥田 猛美君）  昨日、緞帳が落ちてきたというニュースがありましたね、下に子ど

もがいなかったから、怪我はしなかったんですけど、経験上、言いますと、築城中学は渡り廊下

の屋根が落ちてきたりとか、コンクリートの一部が剥げて、落ちてきたりとか、色んなことを経

験していますので、あえて言うんですけど。この文面の中に、やはり、ずっと読んでいると、一

文字も書いてないのがあるんですよ。安心とか、安全とかいうことをやっぱり、予算面、財政面

もあると思いますけれども、なぜしないといけないかという前提は、安心とか、安全という面も

大事じゃないかなと思っているんですけど、お金の問題はもちろんですけど、そういう意識みた

いなのはどこかで表記しないと、何となく冷たい感じの文章になって、子どもを育てる場として、

本当に良いのかという思いがちょっといたしましたので、そういう文言をどこかに入れないとま

ずいんではないかと私は思います。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ありがとうございます。まずは、やはり、子どもの安心安全、命で

すね、そういうところだと思います。それで、一応、この中には、建築年度等だけを書いて、数

字で上げておりますので、そこに対するコメントというか、そういうものを入れるような形で、

検討させていただいてよろしいでしょうか。 

○教育委員（麥田 猛美君）  はい。お願いします。 

○教育長（久保 ひろみ君）  他にありませんでしょうか。折本委員、お願いいたします。 

○教育委員（折本 美佐子君）  折本です。資料を送っていただきましてありがとうございました。

そして変更されたところなんですけれども、まず１ページに、築上町における人口減少の現況・

将来推計というところを前回の会議で希望されたとおり掲載していただいて、非常に見やすくな

って、現実を受け止めやすくなったと思います。前回の分も良かったんですけれども、今回また

見やすくなったというんですか、資料が非常に見やすくなって、伝わりやすくなった。変更して

いただいたところもありますし、最後の７ページのところ、これはたしか麥田先生がご指摘され

たところだと思うんですけれども、実施年度というのを明確に提示していただいたことで、とて

も意志が、強い意志が感じられるというか、私はとてもよかったと思います。 

 それから、今さっき麥田先生がおっしゃった、私は、これを見させていただいたときは、そこ

まで私自身は感じなかったんですけど、今の麥田先生の御発言で、確かに１番大事なことは、子

どもたちの安心安全であるというのを改めて私も感じたところであります。どうぞ、その点、よ

ろしくお願いします。麥田先生、ありがとうございます。以上です。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ありがとうございました。その点については、私どもも当たり前と

考えていて、表現されてないという部分があったかもしれませんので、きちんと文章化していき

たいというふうに考えております。 

○指導主事（宮内 智久君）  今の安心安全の面ですけれども、５ページの財政面のところに、入
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れたらいかがでしょうか。「建築年の古いものが多く、施設の老朽化が進んでいるため、改修や

維持・補修に多額の費用を要しています。子どもたちの安心安全の確保のためにも、至急再編す

る必要があると考えます」というような文章を入れさせていただいたらどうでしょうか。 

○教育委員（麥田 猛美君）  私もそこに入れました。よろしくお願いします。 

○教育長（久保 ひろみ君）  では、小林委員、茅田委員どうですか。文言とかだけではなく、こ

の計画についての御意見でも結構でございます。小林委員、お願いします。 

○教育委員（小林 正尚君）  先ほど各委員さんからお話があったとおり、大変見やすくて、説

得力がある資料になったと思います。特に、例えば、７ページのイメージ図とか、一目で分かる

というか。それとあと必要性とかが前半で述べられていますので、非常によい基本計画案ができ

たのではないかなと個人的に思っております。あとは、確実に実施できればすばらしいと思いま

す。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ありがとうございます。茅田委員、お願いいたします。 

○教育委員（茅田 香君）  大変分かりやすくて、見やすくて、こういう小中一貫校ができるとい

う想像が出来てきつつあるかなというところです。１点、気になるのが、再編後の交通手段、ス

クールバス等の件がもうちょっと具体的に、これから詰めていかれるんじゃないかと思うんです

けど、やっぱり、葛城小校区であるとか、中学校から遠く離れた学校はスクールバスに乗ってい

くのかなというところで、そういうところ、中学生になれば、自転車で通える距離なので大丈夫

なんですけど、小学生だと、スクールバスを利用させていただかないと駄目なのかなと思います

ので、その点が、気になるところであります。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ありがとうございます。本当に適正配置後の通学手段ということに

ついては、十分協議していかなければならないということで考えております。この中にも「スク

ールバスの運行等」というところで、これから計画を策定して、具体的に再編に向けての動きが

進んでくる中で、確実にそこは協議して決めていきたいということで考えております。 

○教育委員（茅田 香君）  よろしくお願いします。 

○教育長（久保 ひろみ君）  では、今、適正配置基本計画についての御意見、それから、いろん

な感想等もお話していただいたところでございます。他に言い忘れた、これはぜひ言っておきた

いというようなことはございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、ただいまから議案第２３号 築上町立小中学校適正配置基本計画について、この原

案について反対の方はございますか。よろしいですか。 

 それでは、この議案について賛成の方は挙手をお願いいたします。 

〔全員挙手〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  はい。ありがとうございます。全員賛成ということで、議案は承認
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されました。ありがとうございます。 

○学校教育課長（鍛治 孝広君）  ありがとうございました。それでは、基本計画について御承認

をいただきましたので、今後の説明会等のスケジュール案ということで、取りまとめて資料を作

っております。１枚つづりのＡ４のカラー印刷をしたものでございます。前のスクリーンにも出

ておりますが、この基本計画の説明会スケジュール案ということで、事務局で作成をしておりま

す。 

 まず、１番左上の令和４年１０月１９日、本日ですね、基本計画の御承認をいただきました。

これを受けまして、明後日、１０月２１日に築上町コミュニティ・スクール連絡会。これは町内

全てのコミュニティ・スクールの会長さん、それと各学校の校長先生の連絡会でございますが、

まず、そこで、この基本計画について説明をしたいというふうに思っております。それから、中

段に書いてありますが、１１月２日に町の定例記者会見がございます。その中で、プレスリリー

ス、記者発表をしたいというふうに思っております。それから、時期的には１１月から１２月に

かけてというところでございますが、椎田中校区、築城中校区、それぞれ中学校校区別にコミュ

ニティ・スクールの委員さん、それからＰＴＡの役員さんを対象に、合同の説明会を実施したい

というふうに思っております。この説明会につきましては、日程調整ができれば、町長にもに参

加を要請したいというふうに思っております。 

 それから、明けまして、令和５年の１月に自治会長会の定例会が予定をされてございます。そ

の自治会長会定例会で、この基本計画について、自治会長さん向けに説明をしたいというふう思

っております。それから、年明け以降ですね、幼保小保護者アンケートの実施、これを実施をし

たいというふうに思っております。そのアンケートを取りまとめをいたしまして、令和５年の３

月末までには、それぞれの中学校校区別の住民の皆様に対しての説明会を実施をしたいと考えて

おります。これについても、町長とスケジュールを調整して、町長に出席要請をしたいというふ

うに思っております。 

 令和４年度中に説明会を全て終えまして、令和５年度、左の下のほうにございますが、４月以

降、まだ仮称でございますが、学校適正配置推進連絡会を立ち上げをいたしまして、適正配置に

向けて、事務を進めていきたいというふうに思っております。説明会のスケジュールについては、

以上でございます。よろしゅうございますか。 

（６）協議事項 

   ①教育委員会会議の議事録公開について  

○学校教育課長（鍛治 孝広君）  それでは、次の協議事項に移りたいと思います。協議資料を

御準備いただきたいと思います。教育長報告の中でもございましたが、１枚表紙を捲っていただ

きますと、令和４年１０月１１日付で陳情書の提出がございました。陳情の趣旨としては、教育
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委員会会議の議事録をホームページ等で公開することを求めるというものでございます。また、

その下に、その経緯と理由についてということで記載をしておりますが、要約をすると、子ども

読書活動推進計画、これを策定をしているわけでございますが、その策定の際に、教育委員会の

会議の中で、どのように審議をされたのか、また、どのような議論があったのか、そういうこと

を知りたかったので、ホームページを検索したら、公開をされていなかった。ということで、情

報開示請求をしたということでございます。 

 また、中段、太字で記載をしておりますが、本来であれば、法的にも公開が努力義務となって

おり、町議会であるとか、町の行政委員会である農業委員会等は議事録を公開しているので、教

育委員会も過去に遡って公開をするよう要望するという内容の陳情でございます。 

 ２ページをお開きください。現在、築上町では、会議録の公開はしてございませんが、２ペー

ジにありますように、会議結果ということで、大まかに会議の内容とそれから議案と協議事項に

ついては少し説明をつけて、ホームページに、会議終了後、公開をしております。ただ、審議の

状況、それと、委員さんからの意見等については、これでは読み取ることができないという状況

になってございます。 

 京築管内の状況を調べましたが、３ページからが、その状況の資料でございます。それから参

考までに、１６ページからは、福岡県の教育委員会の会議録をつけてございます。 

 会議録の公開についてということで、事務局内で検討しましたが、これまでの、２ページにあ

ります築上町の会議結果のみの公開では、どういう審議をされたのか、審議の状況、それから、

どのような議論があったのかという点については、情報公開が不十分であったということは否め

ないというふうに思っております。 

 しかし、教育委員会の会議の内容を公表するということになると、指定校変更等の個人情報に

関係することはもちろんでございますが、その他にも、前回の教育長会議報告にもございました

が、定年延長に伴う人事給与制度の関係等、まだ決定をしていないことについても、教育長会議

の報告ということで、報告をしております。会議の内容全て公開するということになると少し問

題があると、事務局としては考えているところでございますし、併せて、指導主事の生徒指導報

告等では、諸問題が発生した場合、児童生徒の状況、個人情報を含めたデリケートな部分も報告

の中に入ってきますので、そういう点を踏まえて、事務局でこういう公開の仕方がどうだろうか

というところで検討をしているのが資料２５ページでございます。 

 そこに、県内のある自治体の公開されている会議録をつけております。会議の流れについては、

築上町とほぼ同様に、教育長の挨拶から教育長会議の報告、それから議事、協議事項、報告事項、

その他連絡事項というふうに、ほぼ築上町の流れと同様でございますが、会議録の公開について

は、議事の部分のみを詳細に委員さんの意見等を含めて公開をしております。その他の項目につ
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いては、項目のみの表示ということになっております。 

 本日お手元に、情報開示請求で開示をした築上町教育委員会の会議録、開示請求に基づき、開

示をした一月分の会議録をお配りしております。御覧のとおり個人情報のところについては、マ

スキング、黒塗りをする等、当然のことでございますが、教育長会議の報告の内容によっては、

その部分をまたマスキングをするというようなことも出てくる場合もございますし、公開する場

合、マスキングの多い会議録になるのかなというふうに思っております。 

 基本的には、出来るだけ多くの情報を公開をするということについては、言うまでもございま

せんが、デリケートな部分であるとか、公開したことで、どんな予期せぬ影響が出てくるのかと

いったことも、公開する上では十分に配慮をして、公開については、慎重に行うべきだというふ

うに事務局では考えているところでございます。 

 説明が長くなりましたが、本日、委員の皆様に御協議をお願いしたいのが、まず１点が、議事

録の公開について、公開をするのか、しないのかという点。それから、２点目が公開する事項に

ついて、どういう項目を公開したら良いのかというようなところを、御協議をいただければとい

うふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

○教育長（久保 ひろみ君）  資料を事前配付してない中で、急に御意見というのは難しいかと思

いますが、今、課長が説明したように、開示請求ですね、そういうものがある中で、陳情書が提

出されておりますので、皆さん方の率直な御意見を聞かせていただければなと思っております。 

○教育委員（麥田 猛美君）  麥田です。ゼロから１００ではないですけど、一気に全て丸ごと公

開というのは、なかなか困難な面があろうかと思います。だから、段階を踏んでいけば良いんで

はないかと思います。資料の自治体ぐらいのレベルで公表して、なおかつ、その後の状況によっ

て、段階を踏んでいったらどうかなと思います。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ありがとうございます。他にいかがでしょうか。折本委員、お願い

します。 

○教育委員（折本 美佐子君）  折本です。私も麥田委員の意見とほぼ同じです。長い議事録、築

上町の教育委員会の議事録、資料を今見せていただいていますが、やはり、事務局がおっしゃる

ように、黒塗りがあると、個人情報につき、こういうふうにしていますというふうに書いたとし

ても、ただし書を入れたとしても、何かそこが隠しているようなふうに受け取る人もいると思い

ます。だから、多くの人が見るということで、黒塗りはやはり私も感じが良くないと思いました。 

 それから、資料の自治体の開示されているものと築上町のを比べてみますと、私たちの言葉尻

ですね、うーんとか、えーとかいうのが築上町のは入り過ぎているので、ちょっと違和感があり

ました。なので、資料の自治体のような開示の仕方、文章もきちんと纏めてありますし、その方

法でと思います。 
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 なぜ、私がそう言うかと申しますと、私たちも思いがたくさんある中での発言なので、一所懸

命考えて、思いがある中での発言で、少し詰まることもありますが、これが文章になると思うと、

言いたいことが言えなくなる。それが１番マイナスになるような気がするんです。やはり、言葉

尻に気をつけなきゃいけない、これが開示されたらと思うと、言って良いのか、悪いのかという

思いがやっぱり人間ですからよぎってしまいます。だから、その辺を開示したときに、事務局の

ほうで、少し調整をしていただければと思います。もちろん開示するのは大賛成です。以上です。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ありがとうございます。私も自分で読んでみて、恥ずかしくなるよ

うなところもございました。そこのところ、今、そのまま、テープ起こしをしているので、やっ

ぱり、文末表現はちょっと変えていくなりしなければならないのかなと思っております。 

○学校教育課長（鍛治 孝広君）  ありがとうございます。事務局の中でも、会議録を公開をする

となると、委員さんの発言が少し消極的になるのではないかというような意見もございまして、

どうしたものかということで、今日お諮りをさせていただいているところでございます。 

 公開をするということになれば、多くの方、不特定多数の方がそれを見るという形になります

ので、読みやすいように、議事録の作成の際には、それぞれ委員さんの発言の趣旨を損なわない

範囲で、文章については、少し訂正をさせていただくことになるかもしれません。そこは御了承

いただきたいと思います。 

○教育委員（折本 美佐子君）  折本です。ありがとうございます。是非、そのようにしていただ

ければと思います。それと、公開は良いんですけれども、なぜ、私が言ったかというと、文章だ

けでは誤解を招くこともあるのではないかなと思うのです。私たちは顔を見て会議をしています

ので、目線とか、うなずきとかのニュアンスがこの場では伝わるんですけれども、文章に起こし

ていくと、誰かが発言したことが誤解を招いてしまうようなこともあるかと思いますので、その

辺、事務局のほうでしっかり見ていただいて、誤解にならないようにお願いいたします。以上で

す。 

○学校教育課長（鍛治 孝広君）  他は、よろしいでしょうか。では、一応、会議録については、

公開をするということでよろしいですか。公開については、まず全てということではなく、段階

を踏んでということで、当面は資料の自治体のような形態で、議事と協議事項について、詳細な

会議録を公開し、その他の項目については、項目だけということで、公開するということでよろ

しいですか。では、１０月以降ですね、本定例会から、そういう形で公開をするということで、

事務を進めさせていただきたいというふうに思います。 

○教育長（久保 ひろみ君）  過去の分もというふうに、陳情ではあったのですが、本日の教育委

員会会議からということでよろしいでしょうか。 

○学校教育課長（鍛治 孝広君）  過去の分ということになると、先ほど申しました様に、お手元
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にお配りしているような、マスキングをして公開するようになると思うんです。先ほど、委員の

ご意見もありましたように、事務局としても、それは如何なものかと思っておりますので、出来

れば、本定例会以降の会議録について、公表をさせていただきたいというふうに思っているので

すが、如何でしょうか。 

○教育長（久保 ひろみ君）  委員の皆様、よろしいでしょうか。 

○学校教育課長（鍛治 孝広君）  では、そういう形で、事務を進めさせていただきます。 

（７）連絡事項 

（８）その他 

（９）閉 会 

 

午前１０時２０分閉会 

────────────────────────────── 

 


