
 

平成30年第10回 教育委員会会議 定例会 会議録 
 

1 日時  平成30年8月20日(月) 14時30分～15時15分 

 

2 場所  教育委員会会議室 

 

3 出席者 

委 員 上田敬子(議長)、大隈恵子、髙石双樹 

事務局職員 

教育部長(久原美保)、教育総務課長(山田哲史)、学校教育課長(小林広史)、 

学校教育課長補佐(森口ゆかり、津野真須美、森山和則)、学校給食課長(小柳朋之)、 

生涯学習課長(高瀬英一)、生涯学習課長補佐(原昭仁)、文化課文化財保護推進室長(毛利哲久) 

 

書 記 

教育総務係長(吉原康展)、教育総務係員(赤坂夏歩) 

 

4 案件 

(1) 議決事項 

議案第43号 飯塚市人権同和教育基本方針の改正 

議案第44号 平成31年度から使用する中学校教科用図書の採択 

議案第45号 平成31年度使用する小学校教科用図書の採択 

議案第46号 訴えの提起(鹿毛馬神籠石敷の共有物分割請求) 

議案第47号 訴えの提起(鹿毛馬神籠石敷の共有物分割請求)  

(2) 報告事項 

 報告第40号 平成30年度第3回一般会計補正予算(平成30年7月6日専決処分)について                            

報告第41号 平成30年7月豪雨災害による被害状況及び教育委員会の対応等について 

報告第42号 経済産業省「未来の教室実証事業」における中学校プログラミング教育の 

実証授業実施について 

 報告第43号 第39回飯塚市少年の船事業本研修の実施報告について 

(3) 協議事項 

 ① 教育行政について 

 

 

 

 

教育長  西  大 輔      
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◆平成30年第10回教育委員会会議 定例会 会議録 

(開催日時：H30.8.20 14:30～15:00) 

 

○上田委員 

ただいまより平成30年第10回教育委員会会議 定例会を開会いたします。 

 

■議案第43号「飯塚市人権同和教育基本方針の改正」 

≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

 議案第43号「飯塚市人権同和教育基本方針の改正」についてご説明いたします。議案書1ページをご覧

ください。本案は、飯塚市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例が施行されたこと

に伴い、「飯塚市人権同和教育基本方針」を改正し、今後の人権教育及び啓発活動の取組の方針を示すた

め提出するものです。主な改正内容としては3点ございます。基本方針の名称を「飯塚市人権同和教育基

本方針」から「飯塚市人権教育基本方針」に改めております。理由につきましては、人権教育及び人権

啓発の推進に関する法律に基づき、国及び福岡県は人権や人権問題に関する教育を人権教育と位置づけ

ており、その定義を示されているところによるものです。2点目は、旧方針が策定された平成22年以降の

新たな情勢を反映するよう改正しております。3点目は、教職員の人権意識・人権教育に関する実態調査

の結果で明らかになった課題から、教職員の指導力の向上の必要性について明確にするために改正して

います。また議案書2,3ページには改正案、4ページには新旧対照表を添付しております。 

以上簡単ではございますが、議案第43号についての説明を終わります。 

 

○大隈委員 

2点質問させていただきます。1点目は、飯塚市人権教育基本方針(案)のところで2ページの3段落目「し

かしながら、部落差別をはじめとして、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人等に対する様々な

人権侵害」とありますが、「等」と書いてあるので問題ないと思うのですが、世の中には沢山の人権

侵害があり、学校の中では今問題になっているLGBTのこともあると思います。大学の方ではそうい

う子供を受け入れる学校も出てきていますし、制服の問題もあると思います。そのあたりの文言を

もう少し広げられないかということと、あともう1点は、5ページの新旧対照表の中で、旧では「学

校における人権教育の取組は」となっておりますが、今回「学校における」というのは外されてい

ますが、その理由もお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○学校教育課長 

 最初に「しかしながら～」の部分につきましては、国、県が挙げている個別の人権課題が18ございま

す。その中に今ご指摘のありました性的少数者についても挙げておりますので、「様々」ということで、

あらゆる全てのという訳ではなくて、基本的には18の項目の中を「様々」と概要として上から順番に「女

性、子ども、高齢者・・・」という形で挙げていますので、何でもというわけではなくて、国や県の指

針にしたがってというところで上げさせていただいております。2点目につきましては、基本指針につき

ましては教育委員会のほうで出しているものですので、学校の中だけではなくて、PTA活動や生涯学習関

係のボランティア関係もございますので、そういったものも含めて、文言を整理する意味で、学校とい

うのを整理して書いている次第です。 

 

(原案可決(全会一致)) 
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■議案第44号「平成31年度から使用する中学校教科用図書の採択」 

≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

 議案第44号「平成31年度から使用する中学校教科用図書の採択」についてご説明させていただきます。

議案書の6ページをご覧ください。義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和38年法律

第182号）第13条の規定に基づき設置された第11地区教科用図書採択協議会において、教科用図書の選定

が終了したことに伴い、平成31年度から使用する中学校教科用図書「特別の教科 道徳」を採択するた

め、本案を提出するものであります。議案書7ページには、第11地区教科用図書採択協議会で採択された

結果を受け、当教育委員会で採択します教科用図書を、平成31年度から使用する中学校教科用図書「特

別の教科 道徳」一覧表として記載しております。種目、発行者、教科書名の順で読み上げさせていた

だきます。道徳、教育出版社、「とびだそう未来へ 中学道徳１・２・３」です。8、9ページには、資料

として第11地区教科用図書採択協議会会長から当教育委員会教育委員長宛の依頼文、平成31年度使用中

学校「特別の教科 道徳」教科用図書の採択結果について及び添付一覧表を記載しております。以上、

簡単ではございますが、議案第44号についての説明を終わります。 

○髙石委員 

 採択協議会において選定がなされておるということは理解していますが、選定が終了するまでに至っ

た経緯と選定の決め手を教えていただければと思います。 

 

○教育長 

 教科用図書の採択については、出てきている全ての教科書を、教科用図書調査研究部会が内容項目に

沿って調査します。その結果を教科用図書選定委員会に報告・説明を行い、教科用図書選定委員会の中

で全ての教科書からいくつかを選定して採択協議会の方に答申します。その答申された中で質疑を経て、

最終的に採択理由にも有りますように、生徒が自分のこととして捉えられる視点や議論できる内容構成

になっているか、つまり議論する道徳というテーマがその教科書のテーマとなっていまして、小中連携

小中一貫というものを教育委員会が率先してやっていますので、小中連携小中一貫の視点から、教育出

版が一番適切ではないかという最終的な意見がまとまりまして、採択したということになっています。

私自身もいろんな教科書を見ることがありますが、いろんな教科書にそれぞれいいところがありますが、

この教科書を選ぶのが良かったのかなと思っております。今後また何年かに1回教科書が採択されますが、

飯塚市の子ども達に一番合った教科書を選定できるようにしていきたいと思います。 

○髙石委員 

 自分達のこととして子ども達が考え議論する道徳という、教育基本法の最初に書いてあるように、人

格を共に高めあっていく道徳教育、そのための教材となればいいなと思っています。 

 

(原案可決(全会一致)) 

 

■議案第45号「平成31年度使用する小学校教科用図書の採択」 

≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

 議案第45号「平成31年度使用する小学校教科用図書の採択」についてご説明いたします。議案書の10

ページをご覧ください。提案理由は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第13条の規

定に基づき設置された第11地区教科用図書採択協議会において、教科用図書の選定が終了したことに伴

い、平成31年度使用する道徳を除く小学校教科用図書を採択するため、本案を提出するものでございま
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す。議案書11ページには、第11地区教科用図書採択協議会で協議された結果を受け、当教育委員会で採

択します教科用図書を、平成31年度から使用する小学校教科用図書一覧表として記載しております。種

目、発行者、教科書名の順で読み上げさせていただきます。国語 東京書籍 「新編 新しい国語」、書

写 東京書籍 「新編 新しい書写」、社会 教育出版 「小学社会」、地図 東京書籍 「新編 新し

い地図帳」、算数 啓林館 「わくわく 算数」、理科 大日本図書 「新版 たのしい理科」、生活 教

育出版 「せいかつ」、音楽 教育芸術社 「小学生の音楽」、図画工作 日本文教出版 「図画工作」、 

家庭 東京書籍 「新編 新しい家庭」、保健 東京書籍 「新編 新しい保健」です。12～14ページに

は、資料として第11地区教科用図書採択協議会会長から当教育委員会教育委員長宛の依頼文、平成31年

度使用小学校教科用図書(道徳を除く)の採択結果について及び添付一覧表を記載しております。なお、

小学校の教科書につきましては、平成32年度からの小学校新学習指導要領の完全実施に伴い、来年度道

徳を含めた全教科の採択が行われる予定です。したがって今回採択される教科用図書は、平成31年度の

みの使用となります。以上、簡単ではございますが、議案第44号についての説明を終わります。 

 

○髙石委員 

 中学校の教科用図書採択協議会と小学校の教科用図書採択協議会は違うものですか？それとも同じ採

択協議会で決定されますか。 

○学校教育課長 

 協議会自体は同じ協議会で、選定にあたる委員は、教科によって基本的には変わります。 

 

(原案可決(全会一致)) 

 

■議案第46号「訴えの提起(鹿毛馬神籠石敷の共有物分割請求)」 

 議案第47号 「訴えの提起(鹿毛馬神籠石敷の共有物分割請求)」 

≪説明：文化課文化財保護推進室長(毛利哲久)≫ 

議案第46号及び議案第47号「訴えの提起(鹿毛馬神籠石敷の共有物分割請求)」について、関連がある

ので一括で説明させていただきます。議案書の15ページをお願いします。提案理由としましては、訴え

の提起について市議会に提出されるにあたり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定

に基づき、市長より教育委員会の意見を求められたため、本案を提出するものです。議案書の16ページ

をお願いします。議案第46号について、訴えの提起の原告は飯塚市で被告は記載の通り5名です。事件名

は共有物分割請求事件となります。国指定史跡鹿毛馬神籠石については、昭和20年に国の指定、平成14

年に追加で国の指定を受け、総面積が124筆358,236㎡となっております。これまで文化財としての整備

を図るために指定区域の公有地化を進めていますが、3筆4073㎡の民有地については土地所有者の相続が

なされていないなどの理由により民有地のままになっています。国からは公有地化の推進を促されてい

るところであります。飯塚市は国の指定文化財の財産管理団体として公有地化の推進を図るため、法定

相続人に個別に協議し、法廷相続人等の同意を得られた物件について売買契約を締結し、適時移転登記

を進めておりますが、事件の概要の通り議案書記載の被告者については、住所不定、海外居住者等の理

由により、公有化について協議ができず公有地化できない物件があるため、国指定史跡鹿毛馬神籠石の

指定区域について、民間人との共有状態を解消し、公有地化を図るため、地方裁判所飯塚支部に共有物

分割請求訴訟を行うものでございます。議案第46号については被告人が5名、議案第47号については被告

人が1名に対し、共有物分割請求訴訟を行うものでございます。また各議案書の国指定史跡鹿毛馬神籠石
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内の該当地の位置を掲載しております。以上簡単ではございますが、議案第46号と議案第47号について

説明を終わります。 

 

 (質疑・討論なし、原案可決(全会一致)) 

 

■報告第40号「平成30年度第3回一般会計補正予算(平成30年7月6日専決処分)について」 

≪説明：教育総務課長(山田哲史)≫ 

 報告第40号「平成30年度第3回一般会計補正予算（平成30年7月6日専決処分）についてご説明いたしま

す。議案書22ページをお願いします。提案理由ですが、先月7月の豪雨で床上浸水等の被害により教科書

等学用品を損失した児童生徒に対する学用品等の給与、また学校敷地の法崩れなどの復旧工事に要する

費用について議案書23ページのとおり予算を計上し、7月6日に専決処分をおこなったのでその概要につ

いて報告するものです。議案書23ページの補正予算概要書をお願いします。補正予算の内容は大きく分

けて大雨により、教科書等を損失した児童生徒に対する学用品給与と学校施設の被害復旧工事です。学

用品給与は、教科書のほか文房具・通学用品が対象で、7月10日に市内各小中学校宛に該当者の有無につ

いて通知し、小学生で4名、中学生で2名が学用品給与の対象として報告があっています。また学校施設

の災害復旧は穂波西中学校の駐車場の法面の一部が崩れたことと、小中一貫校幸袋校の校内擁壁の一部

が沈下し亀裂が生じたためその補修工事を行うものです。なお、今回発生しました災害は災害救助法が

適用されたことから学用品等の給与費用214千円については全額国庫負担となります。今回の補正による

教育費の増については議案書23ページに記載のとおりですので説明を省略させていただきます。以上、

簡単ですが説明を終わります。 

 (質疑なし) 

 

■報告第41号「平成30年7月豪雨災害による被害状況及び教育委員会の対応等について」 

≪説明：教育総務課長(山田哲史)≫ 

 報告第41号「平成30年7月豪雨災害による被害状況及び教育委員会の対応等について」ご報告します。

議案書24ページをお願いいたします。平成30年7月に発生しました豪雨災害について、その被害状況の概

要と教育委員会の対応をご説明します。はじめに1の飯塚市全体の被災状況ですが、本市の災害対策本部

の集計を基に記載しています。次に2の教育委員会の対応ですが、(1)で休校の状況を順を追って記載し

ています。休校に至る状況としましては①に記載のとおり、当初大雨となる前日の5日の時点で、休校等

の判断を各学校で行うよう指示をし、これを受けて各学校では5日の夜半のうち、または6日早朝の時点

で休校等の判断を行っています。しかし、②に記載のとおり災害対策本部が設置される状況となり7月6

日7時25分ごろ教育委員会判断により市内全市立小中学校を休校とし、その旨各学校に指示を行ったもの

です。その他の対応としましては③に記載のとおり児童クラブ利用の95名の児童に対し給食調理員がお

にぎりを作り提供しています。次に議案書25ページをお願いします。(2)に記載の避難所は文教施設の中

で避難所として指定され開設された避難所の施設名、避難所としての開設日時、避難者の数を記載した

ものです。なお、※で記載していますとおり小中一貫校頴田校は併設されている交流センターに避難者

が移動していますので、最終的には一貫校の方には避難者はいなかったということです。それぞれの開

設日時や避難所名、避難者数についてもそちらに記載の通りですので説明は省略させていただきます。3

の学校等施設の被害状況は、災害補正予算の説明で申しました小中一貫校幸袋校の擁壁の亀裂と穂波西

中学校の駐車場横の法面崩れです。社会教育施設の被害状況は4社会教育施設（文化施設）の被害状況の
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とおりです。5の通学路の被害状況ですが、議案書の25ページから26ページになりますが、大雨で土砂が

流失したりがけ崩れが起こったり、また大雨が収まった後に出る災害ごみが通学路を塞いでいたりとい

う状況について報告のあった学校ごとに取りまとめたものです。6の被災者の救済制度については教育委

員会における被災者救済制度で、(1)の教科書等援助は災害補正に計上したもので、小学生で4名、中学

生で2名の申請があり、高校生（鞍手高校3年在籍）についても県教委への確認の結果1名該当があったた

め、該当校に市教委から連絡し、申請の有無を8月22日までに市教委あて報告するよう依頼しているとこ

ろです。対象者は床上浸水被害が対象となります。(2)の児童クラブの利用料減免についても床上浸水以

上の被害が対象で、年度内となりますが6カ月間児童クラブの利用料が25％減免されるものです。8月9日

現在の申請は6件となっています。(3)の被災児童生徒の心身のケアはスクールカウンセラーによるカウ

ンセリングを行うもので、8月9日現在1名の児童に対して実施しています。議案書27ページ28ページは7

月6日の飯塚市各所の大雨の状況を写したものです。内容の説明は省略させていただきますが、議案書27

ページ中段の飯塚市横田ミニストップ飯塚横田店付近の括弧で建花寺川と記載していますが、建花寺の

「建」が健康の「健」となっています。建物の「建」の間違いです。訂正しお詫びします。以上、報告

第41号の説明を終わります。 

 

○大隈委員 

 報告の中で通学路の被害状況がありましたが、現在も通学路が変更中とのことですが、これはいつく

らいには回復する予定でしょうか。 

○教育総務課長 

 砂利の飛散などの軽微なものは無くなっているところですが、「牛牛うどんから北の交差点」が「川土

手の崩落により通行止め・通学路変更中」となっていますが、通行自体は既に応急処置がされて車両も

通れるような状況にはなっています。ただ応急処置で車両も通れるとは言いながらも転落防止等もあり

ますので、実際にそこを通学路として再指定するかどうかというのは、やはり学校が現地を見ながら判

断していくものと思います。通れるか通れないかで言えば通れるようにはなっています。また、その他

の部分につきましても、大方夏休み中にほぼ処理がされるものと思うのですが、筑穂中学校区の方にな

りますと、崖崩れについてはしばらく時間がかかるのではと思います。 

○大隈委員 

 ありがとうございます。これから先時期的にも台風の接近や、秋にかけては雨に関する情報も入って

きていますので、2学期が始まりましても子ども達の安全指導をよろしくお願いしたいと思います。それ

から、前回の会議でも報告がありましたが、スクールカウンセラーによるカウンセリングも実施された

ということで、その子の状態も落ち着いたかどうかお聞きしたいと思います。 

○学校教育課長 

1名についてカウンセラーを派遣し、カウンセリングを行っていただきました。一度行って、その後学

校の方で落ち着いたという報告をいただいて、その後変化は無いということでうまくいっているという

報告を受けております。 

 

■報告第42号「経済産業省『未来の教室実証事業』における中学校プログラミング教育の実証授業実施

について」 

≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

 報告第42号「経済産業省『未来の教室実証事業』における中学校プログラミング教育の実証授業実施
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について」説明いたします。議案書の29ページをご覧ください。本事業は経済産業省が本年5月に公募を

行った「未来の教室実証事業」の実証事業者に選定された「ライフイズテック社」が実施する事業で、

世界・日本の社会構造・産業構造が変化する中で求められる人材を育成していくための未来の授業の実

現に向けて、必要なサービスやプログラムについて実証を行うというものです。その実証事業の一つと

して、実証授業実施校の穂波東中学校にオンライン教材「MOZER」を導入し、「MOZER」を活用した「Web

サイト作成授業」を中学校におけるプログラミング教育の実施として実証していくものでございます。

実証期間は平成30年度の2学期から年度末までとなっています。この実証授業の取り組みを中学校におけ

るプログラミング教育推進の一助にしたいと考えております。なお議案書30ページに未来の教室実証授

業の事業概要として資料、学びと社会の連携促進事業、また31ページと32ページには穂波東中学校の実

証授業で使用するオンライン教材「MOZER」に関する資料を添付しています。以上簡単ではございますが、

報告第42号について説明を終わります。 

  

■報告第43号「第39回飯塚市少年の船事業本研修の実施報告について」 

≪説明：生涯学習課長(高瀬英一)≫ 

 報告第43号「第39回飯塚市少年の船事業本研修の実施報告について」報告いたします。議案書の33ペ

ージをお願いします。第39回飯塚市少年の船事業本研修につきましては、こども団員、シニア団員、指

導員等総勢83名で7月27日から31日までの4泊5日の日程で沖縄県において実施をしております。沖縄県で

はうるま市で地元の子ども達との交歓会、また平和祈念公園や平和祈念資料館では戦争の悲惨さと平和

の尊さを学ぶなど、本研修を通じて次の世代を担うリーダーの育成に努めてまいりました。沖縄県まで

は今回も往路に飛行機、復路に船を利用いたしました。現地は天候に恵まれておりますが、台風12号の

影響により、帰りの船の運航が危ぶまれましたが、定時に出航できまして、本研修の全日程を無事に実

施しております。今後は8月25日(土)及び26日(日)に小学生の様子を写した写真展を飯塚コミュニティー

センター2階展示ホールで開催いたしますので、時間がありましたらご覧いただければと思います。また

同日とも9時半から16時の開催予定です。また10月27日(土)と28日(日)に1泊2日の日程で夜須高原少年自

然の家で事後研修を実施する予定といたしております。以上簡単ではございますが報告とさせていただ

きます。 

 

○髙石委員 

 本当に総じて一言特に皆さんに聞いていただければと思う報告として、一番最初の出発式のときに子

ども達の安全を第一に実りの大きい研修にしていきたいという挨拶があったとおり、全くノーマークだ

った台風が船の方に船の方にずっと寄ってくるんですね。その刻々と移り変わっていく天候に応じてそ

の都度細かな打ち合わせをして、いろんな行事を少し早めたり遅らせたり、一番大事なときに子ども達

が帰りの船の中でゆっくり休めるように、またいろんな不安を抱えている子ども達には、看護士さんた

ちがきめ細やかなケアをという、39回で経験し蓄積されたスタッフの様々なノウハウで、本当にチーム

ワークががっちりして、状況に応じて組まれていくそんな様子を見せていただいて、本当に感激して帰

ってきました。そんな中で全日程を終了して無事に飯塚市に帰ってきました。 

  

■教育行政について 

 (継続審議) 
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以上をもちまして、本日の全ての議題の審議は終了いたしました。 

これをもちまして、平成30年第11回教育委員会会議 定例会を閉会いたします。 

なお、次回定例会は9月18日(火)14時から開催しますのでよろしくお願いします。 


