
平成 30 年度第 1 回香春町総合教育会議録 

 

招 集 年 月 日  平成３０年１１月３０日 

会 

議 

録 

招 集 の 場 所  町民センター 会議室１・２ 

開       会   １２月２６日（水）  １５時３０分 

出 席 委 員 

 

 筒井 澄雄  林 忠良 

 嶋井 須賀子  養父 敬二 

 山本 知子  城 正治 

   

  

欠 席 委 員   

 総務課長 

  島ノ江 和生 

教育課長 

江藤 亨 

総務課長補佐 

  加々見 廣之 

教育課学校再編準備室長兼主

任指導主事 種具 朋一郎 

総務課庶務係長 

  緒方 茂行 

教育課課長補佐 

脇山 圭 

教育課指導主事 

友松 秀樹 

教育課社会教育係長 

野村 憲一 

教育課生涯学習係長 

渕野 貴年 

教育課学校再編係長 

椎葉 隆博 

教育課教務係長 

矢野 恭子 
 

職務のため出席した 

者の職氏名 
  

参考のため出席した 

者の職氏名 
  

  



  

 

議題 
（１）香春町いじめ防止基本方針の一部改正について 

（２）香春町立義務教育学校の校名決定について 

 

 

 

 



NO． １   

 

（１）香春町いじめ防止基本方針の一部改正について 

町長 議題に入ります。 

 香春町いじめ防止基本方針の一部改正についてということで事務局 

 説明をお願いいたします。 

事務局(教育課) では、私の方から説明させていただきます。 

 まず、冊子となっております「香春町いじめ防止基本方針(案)」で 

 ございます。こちらにつきましては、平成 27 年 12 月に策定されたも 

 のでございます。中を開いていただきまして右側に赤字で記載してお 

 ります箇所が変更箇所となります。まず変更箇所につきましては、 

 福岡県のいじめ防止基本方針の改定に基づきまして、改定したものと 

 なります。説明につきましては、1 枚紙に沿って説明させていただき 

 ます。福岡県いじめ防止基本方針の改定に基づき改定する。平成 30 年 

 2 月 16 日に福岡県の方針が改定されたものに基づいて改定するもの 

 です。7 点ございます。読み上げさせて説明させていただきます。 

 １ 心理的又は物理的な影響があると思われる行為を受けているにも 

 かかわらず、心身の苦痛を感じない者等がいることを理解し、適切に 

 対応すること  ２ インターネットや携帯電話を利用したいじめに 

 対して適切に対応すること  ３ 学校いじめ防止基本方針の各 

 学校のホームページへの掲載等の措置を講ずるとともに、学校いじめ 

 基本方針を必ず入学時・各学年の開始時に児童生徒、保護者、関係機 

 関等に説明すること  ４  教職員がいじめの情報を学校内で情報 

                          

 



NO． ２   

 

 共有しないことは、法の規定に違反し得ること  ５ 性的少数者等、 

 特にきめ細かな対応が必要な児童生徒については、当該児童生徒の特 

 性を踏まえた適切な支援を行うこと  ６ いじめは、単に謝罪 

 をもって安易に解消とはせず、少なくとも次の 2 つの要件が満たされ 

 ることを適切に見定め判断すること ・いじめに係る行為が止んでい 

 ること（少なくとも 3 ヶ月を目安とする。） ・被害児童生徒が心身の 

 苦痛を感じていないこと  ７ 学校いじめ防止基本方針に基づく 

 取組の実施状況を学校評価の項目に位置づけ、達成目標を設定すると 

 ともに、適切に評価し、取組の改善を図ること 以上 7 点の項目に 

 つきまして、いじめ防止基本方針の改定をするものでございます。 

 尚、こちらにつきましては、平成３０年第１０回の香春町教育委員会 

 定例会におきまして承認を得ているものでございます。以上よろしく 

 お願いいたします。 

町長 今、事務局から説明がありましたが、全体的にこうしてよろしいで 

 しょうか。皆さんの方で質問なり意見がありましたら、出していただ 

 きたいと思いますが。 

事務局(教育課) 附則説明いたします。それぞれの箇所におきまして改正理由を追記と 

 いう形で記載してある所ですが、その横の黒字で太文字で入っている 

 ものが、今回追記されたものとなっております。よろしくお願いいた 

 します。 

町長 追記と赤字で書かれているところでございます。なお黒字については 

 「さらに、けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生 



                       NO． ３   

 

 している場合もあるため、背景にある事情の調査を行う必要がある。 

 また、児童生徒の中には心理的又は物理的な影響があると思われる 

 行為を受けているにもかかわらず、心身の苦痛を感じない者や心身の 

 苦痛を感じていても、周囲の反応を恐れて、いじめられていることを 

 表出できない者もいることに考慮し、学校は、個々の児童生徒理解に 

 努め、様々な変化をとらえて、適切に対応していくことが必要である。」 

 です。これについて、皆さん質問、意見がありましたら。よろしいで 

 しょうか。それから次のページです。「④インターネットや携帯電話を 

 利用したいじめ（以下「インターネット上のいじめ」という。）への対 

 応  インターネット上のいじめとは、掲示板、ブログ、ＳＮＳ等を 

 通じて行われるものがあり、外部から見えにくい、匿名性が高いなど 

 の性質を有するため児童生徒が行動に移しやすい一方で、一度インタ 

 ーネット上で拡散してしまったいじめに係る画像、動画等の情報を消 

 去することは極めて困難であること、一つの行為がいじめの被害者に 

 とどまらず学校、家庭及び地域社会に多大な被害を与える可能性があ 

 ることなど、深刻な影響を及ぼすものである。また、インターネット 

 上のいじめは、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪、民事上の損害賠償請求 

 の対象となり得る。学校の設置者及び学校は、児童生徒に対して、イ 

 ンターネット上のいじめが重大な人権侵害に当たり、被害者等に深刻 

 な傷を与えかねない行為であることを理解させる取組を行う。」 

 これが 2 番目の問題ですね、インターネットや携帯電話を利用して 

                    

 



 NO． ４   

 

 いじめに対しての適切な対応をすることと。 

事務局(教育課) 町長、よろしいですか。今回の改正につきましては、先程、矢野係長 

 からもありました通り、第１０回の定例教育委員会の中で、１０月 

 ３０日に議案第１４号として教育委員の４名の皆様には承認をいただ 

 いております。内容につきましては、ご理解いただいていると思いま 

 すので確認というよりは全体的なものでみていただければと思います 

 がいかがでしょうか。 

町長 はい。今、問題提起されましたので、教育委員の皆様で全体的に審議 

 したものということで、承認していただければと思いますがいかがで 

 しょうか。 

全委員 異議なし 

町長 それでは、承認されたということで、基本方針については改定してい 

 きたいと考えます。 

（２）香春町立義務教育学校の校名決定について 

町長 続きまして、（２）香春町立義務教育学校の校名決定についてという 

 ことを議題といたします。事務局説明をお願いいたします。 

事務局(教育課) 学校再編準備室よりご説明させていただきます。 

 右上に議事の２と記載しておりますものをご覧ください。表題が香春 

 町立義務教育学校(仮称)に係る候補校名について（香春町教育委員会 

 提案）と記載がある資料でございます。こちらを基に進めさせていた 

 だきます。一枚めくっていただきまして、タイトルが香春町立義務 

                    

 



NO． ５   

 

 教育学校(仮称)に係る候補校名の決定についてというものでございま 

 す。以下、表を付けさせていただいております。先程の教育委員会の 

 方で投票を行いまして、一人に付き２票の投票で教育委員さん４名で 

 投票を行いました。結果がそちらの記載の２点でございます。香春 

 町立小中学校再編審議会の６点から、先程の教育委員さんの投票で 

 ２票に絞りました。記載順としては、同票同順位となりましたので 

 アイウエオ順ということで候補校名、記載させていただいており 

 ます。どちらも第１位ということで得票数は４票でございました。 

 候補校名のアイウエオ順でございます。上から読み上げます。 

 香春町立香春義務教育学校、香春町立香春思永館、以上の２点が 

 選定をした２点の候補校名でございます。表の一番右側に提案理由を 

 付けております。こちらの提案理由につきましては、今年、校名につ 

 きまして、公募を行いまして、その際に香春と付けた学校名で 

 応募された皆様の理由になります。提案理由になります。香春思永館 

 の方も香春思永館と記載された提案理由を付けているという形であり 

 ます。先程の教育委員会では、漢字の香春、香春思永館、この２つを 

 選びまして、その後に、義務教育学校、小中学校、学校、そのような 

 学校名に付する法律上の名称を付ける審議を行いまして、こちら２点、 

 香春については香春義務教育学校、香春思永館については投票通りの 

 香春思永館ということで２点選定をして本日提案させていただいてい 

 るというところでございます。尚、裏面をご覧ください。 

                    

 



NO． ６   

 

 固有名詞になります思永館と香春思永館につきましては注釈を付け 

 させていただいております。 

 続きまして、最後の資料でございます。右上に枠で資料と書かれたも 

 のをご覧ください。表題が、香春町立義務教育学校校名選考要領(第 

 ４次選考)についてでございます。総合教育会議におきましては、提案 

 の２つの候補校名から一点を決定していただくということになりま 

 す。従いまして、まずは、選考方法についてご審議いただいてご了承 

 いただければというふうに考えております。 

 まず趣旨につきましては省略をさせていただきます。選考基準でござ 

 いますが、これは公募の際の選考基準と同じものでございます。選考 

 基準読み上げます。（１）親しみやすい校名であるか（２）子どもたち 

 にとって、読むこと、書くことが容易か（３）校名から「香春町」の 

 イメージがわきやすいか（４）校名をつけた思い(理由)が明確か（５） 

 これまでの歴史と伝統を受け継ぐにふさわしい校名か 以上を選考 

 基準としてあげさせていただいております。次に選考方法でございま 

 す。選考方法につきましては、第４次選考方法は総合教育会議となり 

 ます。第４次選考の選考方法について読み上げて提案いたします。 

 香春町総合教育会議においては、第３次選考、先程の教育委員会で選 

 ばれた、教育委員さんの選考 で選ばれた２つの候補校名から１校を 

 決定する。二つ目です。選定方法は、総合教育会議委員の無記名によ 

 り候補校名２点の中から１人につき１つの候補校名を投票し、最も得 

              

 



NO． ７   

 

 票数の多い候補校名１点を決定する。最後に、同点の場合は協議のう 

 え、議長判断により決定するものとします。尚、記載はございません 

 が、まず、票数ですが一人一票で６票ということでお願いをしたいと 

 いうふうに考えております。議長を含みます６票、６人で６票という 

 ことでお願いをしたいというふうに考えております。それと、白票 

 につきましては無しということで、二つのうちいずれかの候補校名を 

 記載していただきますようお願いいたします。それと、記載について 

 は先程の表の候補校名の漢字の方で記載をお願いいたします。 

 香春町立については必ず付きますので香春町立は記載しなくて良いと 

 いうことでございます。 

 香春町立香春義務教育学校、若しくは香春思永館のいづれかの漢字の 

 記載をお願いいたします。以上でございます。 

町長 はい、では事務局から説明がありました通り、選考基準については 

 先程読まれたとおり５点ですね。それから、選考方法については二つ 

 のうちから一つを決定するということでございます。これは、皆さん 

 の投票でということでございますので、そういう形でよろしいで 

 しょうか。 

全委員 はい。 

町長 はい、それでは投票の方を。 

事務局(教育課) それでは、只今から投票用紙を配らせていただきます。 

 お時間を取らせていただきますので皆様、記載が終わられましたら 
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 こちらから回収に伺います。 

町長 いいですか。 

事務局(教育課) それでは回収させていただきます。それでは只今から集計に入ります。 

 ２名で点検を行いますので今しばらくお待ちください。（集計） 

 大変お待たせいたしました。それでは投票結果を発表させていただき 

 ます。６票ございまして、第１位が得票数６票で香春思永館でござい 

 ます。得票数６票で香春思永館に決定いたしましたのでご報告申しあ 

 げます。 

町長 はい。それでは新しい学校名が香春思永館という形になりました。 

 どうもありがとうございました。 

事務局(教育課) 投票ありがとうございました。補足でございます。今回の１点決定後 

 の今後の流れでございますが、来年の３月の町議会におきまして 

 条例改正を行いまして正式に校名が確定するということになっており 

 ます。尚、来年に入りまして２月からの予定なんですが校章デザイン 

 と校歌のフレーズの募集を行いたいと思っておりますので、その際に 

 はこちらの只今決まりました香春思永館をカッコ仮という形で付した 

 形で公募させていただきたいというふうに考えております。それと、 

 決定後の住民の皆様への周知でございますが、ちょっと先になります 

 が２月１日に発行致します学校再編便り及び町のホームページにおき 

 まして掲載したいと考えております。それと、香春町立小中学校再編 

 審議会の委員の皆様には２３名おられますが皆様には１月中にこうい 
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 った形で決定をして２月１日の学校再編便りで記載をしますという形 

 で事前にお知らせするようにしております。尚、学校再編便り等で 

 今回の決定にあたって提案理由を記載したいと思いますが、選考理由 

 につきましては皆様、住民の皆様からの公募の歳の提案理由を基に事 

 務局で作成して後日相議させていただいて、そこでご確認をいただけ 

 ればと思いますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。 

事務局(教育課) 議長、すみません。先程の定例会で教育委員さんの方から福岡県内の 

 高等学校で館（やかた）と付く学校があるかということでご質問があ 

 りましたので、参考資料を作ってまいりましたので配布させていただ 

 きます。県立高等学校、県内に９４校ございまして館（やかた）と 

 う文字が付くのが７校。育徳館（いくとくかん）、門司大翔館（もじ 

 だいしょうかん）、修猷館（しゅうゆうかん）、福岡講倫館（ふくおか 

 こうりんかん）、伝習館（でんしゅうかん）、浮羽究真館（うきはきゅ 

 うしんかん）、稲築志耕館（いなつきしこうかん）です。 

 また、県立中学校では育徳館中学校、県立中等教育学校では輝翔館（ 

 きしょうかん）となっております。参考資料です。 

町長 はい。それでは、その他に入っていきたいと思いますが、特に事務局 

 その他はありますか。 

事務局(教育課) ございません。 

町長 委員の皆さんはどうですか。よろしいですか。 

 はい。それでは、平成３０年度第１回香春町総合教育会議を終了させ 
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 ていただきます。ありがとうございました。 
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