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◆平成30年第13回教育委員会会議 定例会 会議録 

(開催日時：H30.11.19 14:25～15:20) 

 

○上田委員 

ただいまより平成30年第13回教育委員会会議 定例会を開会いたします。 

 

■議案第50号 平成30年度教育費に係る補正予算 

≪説明：教育総務課長(山田哲史)≫ 

 議案第50号 平成30年度教育費に係る補正予算についてご説明いたします。議案書1ページをお願いし

ます。 

はじめに提案理由ですが、そちらに記載のとおり、平成30年度一般会計補正予算及び平成30年度学校

給食事業特別会計補正予算について、別紙のとおり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。補正予算の概要ですが、議案書2ページに別紙として補正予算概要書をつけていますの

でそちらをお願いします。まず今回の補正予算の目的ですが、12月定例市議会に提出する予算で、すべ

ての事務事業について、今後の見込み額を精査するとともに、事業が完了したものにつきましては、執

行残を減額することなどが主な内容でございます。次に歳出予算の全体的な金額で申しますと、議案書2

ページ概要書右上の表の補正額の欄に記載のとおり、一般会計で8億7367万7千円の増、学校給食事業特

別会計で2283万3千円の減となり、その結果補正後の額が、一般会計で61億1677万5千円、給食特会で13

億7666万6千円となります。 

次にその内訳ですが内容が各課にまたがりますので、補正予算概要書によりまして、教育総務課の方

で一括で説明させていただきます。まず歳入でございますが、主なものとして、国庫支出金では子ども

子育て支援整備交付金、これは椋本児童館整備事業に対する国庫補助ですが補助率が2倍になり歳入が

18,274千円増となっています。次の黒丸の学校施設改善交付金については、大分小学校、若菜小学校の

国庫交付金事業が不採択となり交付金が皆減となりました。空調設備整備事業についても皆減となり9千

万円程減額となっていますが、大分小、若菜小の大規模改修については交付金事業としては不採択とは

なりましたが、事業実施に影響のないよう財政部局と協議を行い、こちらは起債事業として実施してお

ります。また空調設備については、幸袋校小学部の空調ですが、こちらは前年予算での採択となったた

め今年度採択となった場合に対応するため予算措置を行っていた部分の減額を行うもので、空調事業で

何がしかの影響があったものではありません。次の黒丸のブロック塀冷房設備対応臨時特例交付金です

が、こちらは新たな国の交付金事業として30年度限りで創設されたもので、この交付金事業の対象とな

るのが平成30年度中に実施された、または予算措置された事業であるため、今回補正において予算措置

するものです。次に国宝重要文化財等保存整備費補助金ですが、こちらは歳出の方でも出てきますが、

保存整備工事の発注の見直し、執行残の整理に伴う歳入減となります。次に県支出金の欄ですが、放課

後児童クラブ室施設整備事業費補助金、これは国庫での子ども子育て支援整備交付金に相当するもので

椋本児童館整備事業に対する県支出金になります。国庫では補助率が2倍になりましたが県費においては

半分となりました。もともと、事業費の1/3が国庫、1/3が県費、1/3が事業者という事業組立だったもの

が、それぞれの負担率が変わりまして、4/6が国庫、1/6が県費となり、事業者である市の負担も1/6とな

ったものです。県の負担分が減ったことにより県支出金が減ったものですが、事業枠で見ると市の負担

も減ったこととなっています。次の国宝重要文化財等保存整備費補助金ですが、こちらは先ほど説明し



2 

ましたとおり事業費の執行後の整理に伴うものです。議案書3ページに移りまして、市債になりますが、

こちらは財政部局により各事業に対する起債について整理したものになります。 

つづきまして、歳出についてご説明します。民生費では児童クラブ運営事業として前年度受け入れを

行った国県補助交付金の精算に伴う返還金を約2500万円計上しています。また、後ほど小学校費中学校

費でも出てきますが、一貫校工事に伴う家屋補償をそれぞれ幸袋、穂波東の児童館建設事業として要求

しています。教育費では教育振興費において小学校費中学校費ともに特別支援教育支援員配置事業費が

減となっています。これは前期の未配置分の減ということになります。これは学校整備費では、大分小

と若菜小の大規模改造事業が工事発注後の執行残整理によりそれぞれ減となっています。目尾幸袋及び

楽市平恒穂波東小中学校統合事業においては、先ほど申しました一貫校工事後の家屋補償について予算

計上しています。次に4ページをお願いします。表の一番上の小学校学校整備費では、年度当初に頂きま

した予算の範囲内で対応できないブロック塀改修などについて予算計上するものです。また、同じく学

校整備費の空調設備整備事業費は、現在空調設備が設置されていない学校について早急に空調設備を設

置することをめざし予算計上するものです。整備対象学校は17校で鯰田小学校以下記載のとおりです。

中学校費での要求理由は、小学校費と同様となりますので説明を省略させていただきます。次に公民館

費ですが、コミュニティーセンターの空調関係の補修予算の要求となります。文化財保護費については、

工事内容の見直し、工事発注後の執行残の整理になります。次に、議案書4ページから5ページにかけて

の繰り越し明許費についてですが、家屋の事後調査や空調設備、ブロック塀改修など、平成30年度中の

事業完了が見込まれないものについて繰り越し措置をしているところです。以上が一般会計補正予算の

内容となります。 

次に同じく議案書5ページの学校給食事業特別会計について説明します。主な歳入補正としては、給食

センターが無くなったことにより、中学校給食対象としていた給食センター配置職員の減による中学校

給食費の約300万円の減額となっております。また給食事業費全体の減に伴い、一般会計繰入金が約3500

万円減となるものです。また、消費税還付金は、今年度の部分の消費税の還付分ということになってお

ります。次に歳出についてですが、主なものは職員減による職員給与が約2000万円減となり、歳入でご

説明しました中学校給食費の理由で中学校の賄材料費が約300万円減、また額は小さいのですが、事業費

の按分の関係から目尾幸袋及び穂波東一貫校建設後の家屋補償についてそれぞれ57万円と6万5千円が増

額要求となっています。家屋補償については、一般会計同様、繰り越し明許費としています。以上、補

正予算の説明を終わります。 

○大隈委員 

 小学校と中学校のところで支援員の削減のところがありました。未配置のところがあると伺っており

ますけれど、困っていないかどうかだけ確認したいと思います。 

○学校教育課長 

 学校の方から、支援員をつけていただきたいというような要望があり、学校教育課としても様々な箇

所で今年お願いしておりますが、なかなか条件に見合う方が見つからないというところが実情です。そ

ういった意味でいろいろな方と協力しながら配置に向けて動いているところでございます。学校側につ

いては学校活動が全くできないということではありませんが、ただやはり負担はありますので、早急に

ということで考えています。 

(原案可決(全会一致)) 

 

■議案第51号 飯塚市教育委員会事業評価結果（平成29年度分） 
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≪説明：教育総務課長(山田哲史)≫ 

 議案第51号飯塚市教育委員会事業評価結果(平成29年度分)についてご説明いたします。議案書の6ペー

ジをお願いいたします。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定に基づき、平成29年度

に実施した事業の管理及び執行状況について、点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、

議会に報告するとともに市民に公表するため、本案を提出するものでございます。内容につきましては、

別途配付しております飯塚市教育委員会事業評価結果報告書により説明させていただきます。 

報告書の1ページをお願いいたします。「Ⅰ はじめに」においては、本報告書を作成する目的等を法の

規定を抜粋して記載しており、「Ⅱ 飯塚市教育委員会について」では、飯塚市教育委員会の組織、構成

などを掲載しています。2ページから4ページにかけましては、教育委員会会議の開催状況や研修会、学

校訪問などへの参加状況等、主な活動状況を記載しております。5ページ「Ⅳ 平成29年度事務事業評価」

の「1 点検・評価について」は、飯塚市教育施策要綱に掲げた「主要施策」を達成するために取り組ん

だ、主な事業を点検・評価の対象とし、各事業の達成状況については、福岡教育大学の先生と、元小学

校長の先生、2名の外部評価の先生方から、「Ａ：達成している」、「Ｂ：概ね達成している」、「Ｃ：課題

がある」、「Ｄ： 事業見直しが必要」の4ランクで評価をいただくことを記載しております。また、この

外部評価に際しまして、評価者と各担当部署との間で、事業ごとにヒアリングを実施し、事業内容等の

詳細について意見聴取を行った上で、評価者の合議のもとに評価いただいております。「2 全体評価結果」

につきましては、ここでは「学校教育分野5事業」、「社会教育分野5事業」の計10事業を点検評価の対象

とし、それに対する集計結果を記載いたしております。その結果、Ａの達成が5事業（昨年度は7事業）、

Ｂの概ね達成が5事業（昨年度は3事業）、Ｃの課題がある、Ｄの事業見直しがそれぞれ0件という結果と

なっております。6ページ、7ページには、事業全体を通して、それぞれの評価者から講評をいただいて

おります。いずれの先生からも全体的に、適切に実施されているとの評価をいただいておりますが、そ

れぞれの事業に対し、専門的なご意見もいただいております。主なものとして、学校教育分野での、「小

中一貫教育推進のための研修会の充実」について、研修の成果として、研修回数や参加率だけでなく、

参加教職員の満足度や充実度の調査や、研修後による学習指導や生徒指導が、小中一貫教育の推進にど

のように繋がっていったかを目に見える成果として地域に発信するなどにも努めてほしいこと。「献立検

討委員会による給食内容の工夫・改善」については、食育の推進を図る上では、どのような工夫・改善

が、どういった成果をだしたのかなど、目標値をさらに具体的にすることが求められること。社会教育

分野では、「社会教育行政に係る審議会等の開催」については、「①社会教育委員の会」「②図書館運営協

議会」「③公民館運営審議会」これら三つの審議会会議の開催回数や出席者数は、目標値に達成している

ものの、全体的に審議会が何を求めて進むべきか、指針がもてないところがあるように見受けられる。

それぞれの委員各自が果たすべき役割を再認識することが必要であるが、他市町の審議会委員がどのよ

うな意見や提案、審議をされているのか、視察や情報交換されることも良いと思う。「飯塚総合文化祭の

実施」については、入場者延べ人数は、目標値を大きく上回り評価できる。今後は入場者へのアンケー

ト実施や満足度などの調査も必要と考える。また、若い世代の参加促進については、小・中学校や高校、

大学、市内企業との連携を深め、合同事業を開催するなど、市民全員の参加による文化芸術活動の推進

が図られることを期待する。とのご意見等をいただいております。 

8ページから10ページまでは、学校教育分野の5事業を、11ページから13ページまでが社会教育分野の5

事業について、それぞれの評価結果を記載しております。内容の説明は省略させていただきます。次に

14ページから28ページにかけまして、各所管課において作成しました点検及び評価シート10事業分を添

付しております。この点検及び評価シートにつきましては、事業等の目的、内容、目標値、また取組状
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況や成果、今後の方向性等を所管課において自己点検・評価し、このシートにより外部評価いただいた

ものです。最後に29ページから31ページにかけまして、平成29年度の教育委員会会議における議案等の

一覧表を添付しております。 

以上、議案第51号の説明を終わります。 

○安永委員 

 点検及び評価シートの16ページでスクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの活用とい

うところに関してご質問をさせていただきます。事業目標がスクールカウンセラー等の相談件数で述べ

1000回を目標に、実際のところ実績として1043回と目標回数を達成し、時間も1時間のところを1時間半

と丁寧なカウンセリングができたということで、これは全体として非常に良い評価をいただいて、皆さ

んの活動のおかげだと思っております。質問ですが、1000回という回数が相談を受けたものに関しては

全て対応できているという件数として考えてよいのか、また1時間半1000回という対応で十分問題点が解

消できているのか、できていないとするとどういうところが足りていないのかを教えていただければと

思います。 

○学校教育課長 

 1000回の相談件数に関しては、オーバーしているものを拒絶しているわけではありません。まず日に

ちが重なった時は、県費のスクールカウンセラーも各中学校区に配置されていますので、連携しながら

やっております。どうしても臨時が必要な場合には緊急派遣という形で今年もお願いした経緯がありま

すので、1000回の実施回数は可能であると考えております。課題といたしましては、カウンセリングは

継続性が必要となってきますので、同じ方が年間を通して何度もということが必要になってきます。そ

れと新規のものが重なってきた時にどこで終わるのか、カウンセリングの終わりはどこなのか、課題と

しましてはそういったところがあると思います。 

○大隈委員 

 16ページの中で年間述べ1000回の相談対応を目標にしと書いてあり、その後の実績は目標回数を達成

することができた、対応と回数の文言の違いで少し感覚のずれもあるんじゃないかなと思っております。

この中でスクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの案件が一緒になって換算されているの

かということと、スクールカウンセラーが主な回答になっていましたけれど、16ページの中ではスクー

ルソーシャルワーカーが学校と連携しながら、関係機関につなぐことができたと書いてありまして、ス

クールソーシャルワーカーの大切さというところも書いてあります。でも実際には飯塚市にはスクール

ソーシャルワーカーは1名しかいませんので、その辺での不足分の対応とか、これからのスクールソーシ

ャルワーカーの配置の増加も検討を考えておられるのかということを質問したいと思います。 

○学校教育課長 

 スクールソーシャルワーカーは学校からの相談を関係機関等につないでいく役割が非常に大きいと考

えております。そういった意味では、ソーシャルワーカーに一度入っていただくと学校もそういうノウ

ハウをかなり学んでいっていますので、自主的に主体的に学校の方が連携をとれるようになってきてい

るというところが現状です。ただし案件によって非常に厳しいこともあって、どちらと連携をとってい

いのかとか連携がうまくいかないといったような形で、現在スクールソーシャルワーカーを活用させて

いただいております。今のところ学校の方からスクールソーシャルワーカーを更に派遣してほしいとい

った声は上がっておりませんが、またそのような声が上がりましたら対応を考えたいと考えております。 

○大隈委員 

 スクールソーシャルワーカーの役割は今説明していただいたとおりだと思うのですが、ますます学校
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側の負担が多くなるのではないかなと思っております。ノウハウを知ることで、学校側でも対応できる

ということをおっしゃりたいと思うのですが、全て学校側が対応するのではなくて、そういうノウハウ

を知っている方がどんどん学校や家庭、公的機関に入ることによって、もっと子供に対してスムーズな

対応を取れるのではないかということで学校側ももっと利用していただきたいと思っております。 

 社会教育の方で意見だけ述べさせていただきたいと思います。ブックスタートのところ12ページです

が、私も参加したことがあってすばらしい事業だと思います。先生方の評価の中で、本の接し方や保護

者の意見を求めることも実施してほしいとありますけれども、あと参加しているボランティアの方の意

見ももっと拾い上げられたらと思います。確かこれは検診の時に行われていると思うのですが、もちろ

ん検診される方も各家庭の状況が分かると思うんですけど、実際ボランティアの方がお母様やお子さん、

その兄弟に接する時間はかなり多いです。役所の保健師さんとかが感じ取れないところや微妙な変化、

家庭の状況も気づくことも多いと思いますので、ボランティアの方の意見も参考にしながら、敏感なと

ころかもしれませんが、家庭、お子様の成長の支えになればと思います。 

(原案可決(全会一致)) 

 

■議案第52号 飯塚市給食運営審議会委員の委嘱又は任命 

≪説明：学校給食課長(小柳朋之)≫ 

 議案第52号飯塚市給食運営審議会委員の委嘱又は任命についてご説明いたします。議案書の7ページを

お願いいたします。提案理由としましては、飯塚市給食条例施行規則第11条の規定に基づく専門部会の

設置に伴い、同施行規則第8条第2項及び第4項の規定により、飯塚市給食運営審議会委員臨時委員を委嘱

又は任命するため、本案を提出するものです。今回の専門部会の設置及び臨時委員の委嘱、任命につき

ましては、現行の給食調理業務の委託契約のうち本年度末で期間満了となります飯塚第二中学校、飯塚

東小学校、幸袋小中一貫校、穂波東小中一貫校の委託契約を行う業者の選考を行うため臨時委員を委嘱

又は任命し、専門部会を設置するものです。議案書8ページをお願いいたします。記載をしていますとお

り、今回の委託契約の対象となる各学校の校長又は各学校代表者の方3名、ＰＴＡ代表の方3名、また教

育委員会において認める者として栄養教諭5名、合計11名の任命委嘱をお願いするものでございます。議

案書の9ページをお願いいたします。こちらにつきましては臨時委員の委嘱又は任命後の審議会委員の名

簿でございます。臨時委員の任期につきましては審議するべき事項の審議が終了するまでとなっており

ますので、業者の選考を終えるまでになります。以上簡単ですが説明を終わります。 

(原案可決(全会一致)) 

 

■議案第53号 訴えの提起（鹿毛馬神籠石敷の共有物分割請求） 

≪説明：文化課長(久保山博文)≫ 

 議案第53号訴えの提起（鹿毛馬神籠石敷の共有物分割請求）についてご説明いたします。議案書10ペ

ージをお願いいたします。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、市長に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11ページをお願いいたします。鹿毛馬神籠石敷共有物分割

請求事件につきましては、去る平成30年8月20日第10回教育委員会会議において議決をいただきました国

指定史跡鹿毛馬神籠石敷共有物分割請求事件に今回新たに追加するものでございます。鹿毛馬神籠石に

つきましては、民有地が9筆所有者6名のうち3筆所有者2名につきましては訴えの提起を行い、残り6筆所

有者4名の民有地につきましては法定相続人と個別協議を進め、売買による取得予定と説明しておりまし
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たが、名義人が共通の2筆の物件につきましては法定相続人が多数存在し持分もわずかなため、売買契約

締結による移転登記が困難な状況のため、福岡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

す。議案書の13ページに国指定史跡鹿毛馬神籠石内の今回該当地の位置図を掲載しております。なお各

被告人全員に対しまして公有地化のための法的手段による手続きを行うことはあらかじめご連絡してお

ります。今回の訴えの提起が結審すれば公有地化は全て完了することになります。以上簡単ではござい

ますが、議案第53号についての説明を終わります。 

(原案可決(全会一致)) 

■議案第54号 飯塚市文化会館（飯塚コスモスコモン）改修計画の策定 

≪説明：文化課長(久保山博文)≫ 

 議案第54号飯塚市文化会館（飯塚コスモスコモン）改修計画の策定についてご説明いたします。議案

書の14ページをお願いします。提案理由としましては、文化会館の天井耐震性強化及び長寿命化を図り、

文化活動拠点としての施設機能を維持し、安全な施設として市民に供するため本案を提出するものでご

ざいます。別冊飯塚市文化会館（イイヅカコスモスコモン）改修計画案をお願いいたします。1ページ経

緯といたしまして、飯塚市文化会館は平成4年に開館以来、文化芸術の拠点として中心的な役割を担って

おりますが、会館から27年が経過し、経年劣化や各種設備の更新等が迫っており、また特定天井の問題

解消を図り、施設機能を維持するため計画を策定したものでございます。第1章文化会館の現状において、

施設概要を示すと共に、市民文化の向上と福祉の増進を目的として、筑豊地区の代表的なホールとして

毎年二十数万人の利用があっております。4ページ第2章「第2次公共施設等のあり方に関する基本方針」

における施設等の運営維持管理を見直すための10の基本方針を示し、公共施設等利用状況調査では文化

会館は優先的に保持していく施設として高い評価を得ており、飯塚市公共施設等のあり方に関する第3次

実施計画では今後も維持していく施設となっています。5ページ第3章改修に関する基本的な考え方とい

たしまして、開館当初から有する施設機能の維持のための改修、天井耐震工事を実施することとし、施

設を60年間活用することを基本的な考えとし、6ページに記載のとおり、安全性、劣化改修、利便性、経

済性、文化施設機能性の5つの視点から取り組むこととし、7ページに改修箇所、改修施設、主な改修実

施項目を記載しております。9ページ第4章今後の進め方において、安定した施設活用に供するため費用

対効果を見据え、効果的に実施することとし、地域防災上の観点からも天井耐震性強化を優先して実施

することとしております。改修スケジュールといたしまして、改修期間を5年とし、天井耐震改修工事を

優先実施し、併せて実施する改修工事と別途実施する工事を振り分け、効率的に実施することといたし

ます。10ページ表3の改修スケジュールのとおり、実施設計には16ヶ月、改修工事では大ホールでは13ヶ

月、中ホールは11ヶ月、大ホール中ホールの共通工事として7ヶ月要する見込みでございます。また緊急

を要する工事等も早急に実施する必要がございます。また改修工事の実施に当たりましては、文化会館

は現在指定管理者制度を導入しており、指定管理者や文化団体等両者との協議も今後行う必要がござい

ます。11ページ第5章改修に必要な事業費といたしまして、表4のとおり5ヵ年合算で23億6683万1千円を

見込んでおります。今後実施設計を行う中で事業費の精査を行うと共に、交付金や地方債等を効果的に

活用するため、関係機関と協議を行ってまいります。今後の予定といたしましては、教育委員会におい

て改修計画を議決いただいた後、市長部局と実施に向けた協議を行い、市議会に対しても改修計画を報

告することといたしております。以上簡単ではございますが議案第54号についての説明を終わります。 

(原案可決(全会一致)) 

 

■議案第55号 飯塚市文化振興審議会委員の委嘱 
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≪説明：文化課長(久保山博文)≫ 

 議案第55号飯塚市文化振興審議会委員の委嘱についてご説明いたします。議案書の15ページをお願い

いたします。提案理由といたしましては、飯塚市文化振興審議会委員の任期満了に伴い、飯塚市文化振

興審議会規則第2条の規定に基づき、委員を委嘱するため、本案を提出するものです。議案書の16ページ

をお願いいたします。任期は本年12月1日から2020年11月30日までの2年間で、名簿のとおり10名の方を

委嘱するものでございます。委員の選出につきましては、公募委員2名、飯塚市文化連盟、飯塚市文化会

館各分野並びに専門性を考慮いたしまして選出をしております。以上、簡単ではございますが、議案第

55号の説明を終わります。 

(原案可決(全会一致)) 

 

■報告第49号 小中一貫校飯塚鎮西校における事故について 

≪説明：教育総務課長(山田哲史)≫ 

報告第49号「小中一貫校飯塚鎮西校における事故について」報告します。議案書17ページをお願いい

たします。本件は、先月10月29日、月曜日の午後5時頃、小中一貫校飯塚鎮西校において屋内運動場大ア

リーナの目的外使用中に発生した事故について報告するものです。事故の概要は、地域のジュニアバレ

ーボールクラブが飯塚鎮西校の大アリーナで練習中に、大アリーナの引き戸構造の木製防球扉が練習の

ためうつ伏せになっていた児童に倒れ掛かり、下敷きとなった児童が負傷したものです。事故当時はジ

ュニアバレーボールクラブの指導者2名がおり、また、中学校体育教諭が偶然事故現場に通りかかったた

め、迅速に学校長まで連絡を行い、学校から救急車の手配及び保護者への連絡を行い、指導者のうち１

名が負傷児童とともに病院へ行き、残った指導者1名が他の児童の取りまとめを行いました。また、学校

から教育委員会へ事故連絡が入りましたので、教育総務課、学校教育課関係職員が飯塚鎮西校に向かい、

負傷児童の状況、また現場の把握確認を行いました。負傷した児童の状況ですが、当日の病院での検査

結果は異常がありませんでしたので、保護者と一緒に帰宅され、翌日は学校をお休みし自宅で様子を見

られていましたが、特に問題はありませんでした。本事故での被害児童の診療治療に要した費用につい

ては、学校施設目的外使用中に起こった事故で学校管理下ではないため、日本スポーツ振興センターの

災害共済給付の対象にはなりませんが、学校施設内での事故のため学校施設賠償責任保険の適用となり

ます。次に、倒れ掛かった防球扉についてですが、議案書19ページの事故現場見取り図をお願いします。

防球扉は、大アリーナと校舎内廊下との2重仕切のうち大アリーナ側の仕切となっている引き戸構造の4

枚組の扉です。同様の構造の扉が大アリーナ内には他に2カ所あり、全部で3カ所から校舎内廊下へ行く

ことが出来ます。倒れ掛かったのはそのうちの1箇所の4枚組のうち1枚で大アリーナ側から校舎廊下に向

かって見て右端の仕切となっている部分の左端の扉で、1枚の扉のサイズは縦が約2.1ｍ横幅が約1.2ｍの

木製扉です。扉は引き戸構造ですので鴨居に扉上部が入り、敷居の上に扉の下部が乗ってスライドする

という造りになっています。倒れ掛かった原因ですが、先ほど申しましたように事故直後、現場に急行

し事故の状況をジュニアバレーボールクラブ指導者から聞きましたところ、扉はゆっくりと児童に倒れ

掛かったとのことで、扉がゆっくり倒れ掛かる状況を再現し、防球扉がどういった状況になっていたの

か確認しようとしましたが、扉が鴨居と敷居にきちんと取り付けられている状況では、かなり強く扉を

押し引きしても扉は外れることはありませんでした。次に扉の下部を狙ってかなり乱暴に蹴ったところ、

扉は敷居の上から外れましたが、鴨居にかかっている扉上部は外れることは無く、扉が倒れ掛かるよう

なことはありませんでした。そのため、扉を鴨居と敷居から完全に外し、ななめにしたところ、扉は不

安定となり、振動や衝撃で倒れ掛かるような状態となりました。以上のことから、本事故は引き戸構造
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の防球扉が何らかの原因で鴨居と敷居から外れた状態であったことが原因と思われます。なお、本事故

は翌日すぐに建築課に連絡し、防球扉の点検と早急にできる鴨居部分の引っ掛かりの高さ調整、転倒防

止用の金具の取り付け等を行いました。今後は、万が一、鴨居と敷居から扉が外れても倒れ掛からない

よう抜本的な改善を行う予定です。以上、報告を終わります。 

 

■報告第50号 平成30年度飯塚市奨学資金貸付審議会に係る諮問及び答申（補助執行事務）について 

≪説明：教育総務課長(山田哲史)≫ 

報告第50号「平成30年度 飯塚市奨学資金貸付審議会に係る諮問及び答申（補助執行事務）について」

報告します。議案書20ページをお願いします。本件は、来年度本市奨学生として採用する者について、

先月10月5日に奨学資金貸付審議会を開会し、奨学生選考について審議を行いましたのでその結果につい

て報告するものです。今年度の本市奨学生の募集は、今年7月2日月曜日から7月31日までを募集期間とし、

3の諮問に記載のとおり高校生枠で22人、大学生枠で11人の応募がありました。募集の周知は、市報掲載

のほか各中学校への通知文書の配布、嘉飯地区内の高校大学への訪問により周知を行っています。その

結果、高校生枠については定員を超える応募がありましたので、9月29日に小論文試験を行い、その結果

も踏まえ、「4 審議会」に記載のとおり、10月18日に本庁6階 教育委員会会議室において奨学資金貸付

審議会を開催し、審議委員全員出席のもと奨学生選考について審議をおこないました。審議の結果です

が、議案書21ページの「5 答申」に載せていますように、高校生枠では審議会へ諮問後1名の辞退があ

りましたので21名について審議し、定員満員の10人を採用、不採用と書いていますが次点として11名を

決定しています。また、大学枠については11名の審議を行いましたが、1名については、収入要件におい

て基準額を超えており不採用となり、その結果10名の採用を決定しました。なお、最終的な決定につき

ましては審議会においてもご説明しましたが、学校に在学していることが条件となっていますので、来

年4月に在学証明を事務局に提出いただき、奨学生として必要な資格が満たされるという事となります。

また、大学枠ですが、定員18名に対し採用10名となりましたので、11月市報への掲載、また各学校に出

向き再募集を行っているところでございます。大学枠での定員割れの原因としては、7月という募集時期

が制度として定着していないこと、また、定着していないことから高校生3年生にとって7月の募集は、

最後の部活の時期や夏期追い込み前の時期のため、周知が行きわたってなかったのではないかと考えて

いますが、今後当分の間は、７月募集について周知広報の徹底を行い、今回の定員割れの状況が周知不

足によるものなのか、募集時期を含め他の要因によるものなのかを確認して行きたいと考えています。

以上、報告を終わります。 

 

■教育行政について 

(継続審議) 

 

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13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12月25日(火)10時から開催しますのでよろしくお願いします。 


