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◆平成30年第7回教育委員会会議 定例会 会議録 

(開催日時：H30.5.17 14:10～15:10) 

 

○上田委員 

ただいまより平成30年第7回教育委員会会議 定例会を開会いたします。 

 

■議案第23号「平成30年度飯塚市教育施策要綱(継続審議)」 

≪説明：教育総務課長(山田哲史)≫ 

議案第23号平成30年度飯塚市教育施策要綱について、説明させていただきます。前回の教育委員会会

議において継続審議となっておりました平成30年度飯塚市教育施策要綱について、いただいた意見をも

とに事務局内で再度検討を行った結果、修正案を今回再度提出させていただくものです。別冊の平成30

年度飯塚市教育施策要綱新旧対照表の方をお願いいたします。事務局の方でも大きく見直しましたので

冒頭1ページ目から再度ご説明をさせていただきたいと思います。 

初めに、1ページ目ですが、教育の基本理念と基本目標では、我が国日本の背景それから風化させては

ならない震災などについて、1行目から6行目までに記載をしております。その中で左側の方が今回、見

直しで提案させていただく分ですが、変更箇所については赤字で記載しています。また、旧の方につき

ましても削除・訂正の部分については赤字で記載しています。その中で新しく今回の見直しの中で追加

しましたのは、6行目までの文章について、平成29年度まで載っていて前回提案のときに削除させていた

だいていましたが、こちらについてはやはり風化させてはならない、こういう教訓から学ぶべきものは

多々あるということで、今回、追加で加筆させていただいたものです。次に、7行目から12行目にかけて

国の現状に続きまして、本市の現状、本市の目標、目指すところについて記載させていただいておりま

す。続きまして13行目からの「教育は人格の完成を目指し」からの部分で、本市の教育について、大綱

の施策実現に向けて、本要綱で主要施策を定め推進することを記載しています。その中で赤字の部分が

「見いだし」と書いてありますが、「創造し」という表現が繰り返しになっていましたので、こちらの方

は「見いだし」と表現させていただいております。また前回の提案の赤字の「かしこく やさしく」か

らの4行は、さらにその下に黄色で囲った部分でも同じ文言が出てきていますので、一つにまとめていま

す。 

次に2ページ目です。まず、主要施策「かしこく やさしく たくましい子どもの育成」で、前回は主

要施策の説明の中で「小中一貫教育を土台として、学力の向上～」と続いておりましたので、青帯の項

目の順番としては「2 小中一貫教育の推進」がまず初めに来るべきではないだろうかというご意見を髙

石委員からいただいておりましたが、再度事務局の方で検討いたしまして、第二次飯塚市総合計画その

他大綱などを見て、文言の表現を「中学校区を単位とした小学校1年生から中学校3年生までの～指導に

より」という形で大綱との整合性をとった形にしていますので、今回項目の順番はこのままにしていま

す。青帯部分ですが、「1 確かな学力の育成」というくくりに直しまして、その中に「学力の向上」と

「ICTの活用による効果的な学習の推進」それぞれの事業を入れていった形にしています。これは後に出

くる青帯の部分につきましても、全てこのようなくくりで対応しております。その他については、右側

「1 学力の向上」の中の「協調学習の推進」をより詳しく「知識構成型ジグソー法による協調学習の推

進」としました。若干わかりにくくなった部分もございますので、注釈を入れるような形で表現を修正

させていただいております。 

次に、3ページ目をご覧ください。3ページ目につきましても、先ほどと同じように大きなくくりで整
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理し、「3 豊かな心の育成」という青帯のタイトルにし、右側の前回までそれぞれ青帯でくくっており

ました項目を入れ込んで記載をしています。右側の「4 豊かな人間性の育成」に「道徳教育の取組の充

実」というのを記載しておりましたが、こちらは左側の3-4「『特別の教科 道徳』の充実を図るため～」

という項目がありますので、そちらの方に含めて削除させていただいています。また、「国際教育の推進」

は10ページの国際交流の方がそぐうのではないかということで削除させていただいております。 

続きまして4ページをお願いします。4ページにつきましては、「4 健やかな体の育成」をタイトルと

して右側の「体力の向上」と「学校給食の充実」を入れています。続きまして、「5 教員の資質能力の

総合的な向上」ですが、こちらは前回の「10 教員の資質能力の向上」と「11 教職員指導体制の充実」

を中に入れています。この中で変わったのは、前回「11 教職員指導体制の充実」の中で「『チーム学校』

の取組の推進」という部分が、左側の「スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー、教員と

連携した指導の充実」というように個別にそれぞれの職名を明確にしております。 

続きまして「6 幼児教育の充実」ですが、大綱の幼児教育の充実というくくりにあわせまして、その

中に「就学前教育の充実」という項目を入れた形になります。個別の事業については前回と変わってお

りません。 

続きまして5ページをお願いします、5ページにつきましても、今回の「7 特別なニーズに対応した教

育の推進」の中に前回までの13と14の項目が入ってくるというような形をとっています。事業について

は、それぞれ変更の記載はございません。「8 学びのセーフティネットの構築」は、右側の「教育機会

の保障」がそのまま記載されています。「9 青少年の健全育成」についても、この中に「青少年交流事

業・体験活動の充実」が入っています。また、大綱の方の基本施策の標記に合わせて、今回新たに「9-2

青少年関係団体と学校、家庭、地域が一体となった育成体制の強化を図るため～」という文言が追加記

載となっております。 

続きまして6ページをお願いします。「10 基本的施策を支える環境整備」と変わりまして、その中に

「学校危機管理の徹底」と「学校施設の環境整備」を記載しております。事業については変わりません

が、説明の文言などについては見直して整理させていただいております。 

次に、7ページの方をお願いします。「いつでもどこでもだれでも学べる環境づくり」ということで、

こちらの説明については内容を変えておりません。青帯から下については、先ほど申しましたような形

で、大綱にある施策名に変更し、大綱の施策名の下にぶら下げたような形で、前回の1～5部分を記載し

ています。 

8ページの「2 学社連携の推進」でございますけれども、こちらの方はもともと大綱に基づく施策名

になっておりましたので、事業内容は基本的には同じようなもので、その上で大綱の施策にあります2-3

の部分を盛り込んでおります。 

続きまして9ページをお願いします。青帯のところの施策名でございますけれども、こちらを「1 文

化の振興・文化財の保護」とし、その中に前回の1、2、3の内容を入れております。事業については変更

はございません。 

続きまして10ページをお願いします。10ページは、「次代の飯塚市を担うひとづくり」としまして、青

帯の部分になりますけれども、「1 自分らしい生き方を求め、実現していく教育の推進」が大綱の施策

名ということで1番に持ってきております。この中に前回提案しておりました「キャリア教育の推進」が

入ってくるということになります。また、キャリア教育の推進の中での事業ですが、事業の表現自体は

変えてはおりませんが、最初の丸の「生きる力や職業観を醸成する取組の推進」では、具体的には職場

体験学習等を指すところではございますが、個別にそれぞれの部分のどういったことをやってるかとい
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うことを書くと長くなるので、検討はしましたが「取組」という表現で提案させていただいております。

また、同様に「本物・未来志向の人材育成事業の実施」につきまして人材育成事業でございますけれど

も、具体的には、芸術やスポーツ、平和活動など、各界で活躍されている方との交流や体験授業を指し

ますが、長くなりますのでこちらもこのままにしております。「2 グローバルに活躍する人材の育成」

は大綱にあわせた施策名にし、その中に「国際交流事業の推進」と「英語をはじめとした外国語教育の

推進」を記載させていただいております。その中で変わりましたところは、前回右側の「国際交流事業

の推進」の2番目の丸「本物・未来志向の人材育成事業の実施(ザ・ヤングアメリカンズ招聘等)」という

のがございましたが、事業内容が国際交流を主目的とした内容ではないのではないかということで削除

しています。その他としましては、サニーベール市と小学校の間で国際交流としてメールのやりとりな

どを行っており、また小学校児童と飯塚国際車いすテニス大会の選手との交流事業も行っています。こ

ういう部分が国際交流事業の推進として表記するのがふさわしいのではないかということで整備させて

いただいております。 

11ページをお願いします。こちらの方は青帯を「3 イノベーションを牽引する人材の育成」とし、大

綱のくくりに直しております。その中で、前回の「4 優れた才能・個性を伸ばす教育の推進」また「5 

情報を読み解く力・活用する力の育成」ということでそれぞれの事業を列記させていただいております。

協調学習については少し詳しい形の表記をとった上で、下に注釈を入れさせていただいております。フ

ァシリティマネジメントの表現につきましても、前回は「最適な状態(最小のコストで最大の効果を得る

状態)」という表記をしておりましたが、今回は「最大の効用を得るために、可能なコストの運用で」と

いうような表現に変えさせていただいた次第でございます。以上で説明を終わります。 

 

○安永委員 

大きな項目の中に小さな項目があるような形で非常に見やすく、全体が見通せるようなものになって

いると思います。1点質問ですが、「5 教員の資質能力の総合的な向上」では、前回の10と11が混ざった

形でできていて、5-1が「児童生徒の教育において直接の担い手である教員の効果的な研修～」、それか

ら、5-2が「複雑化・多様化する個々の課題に対応しつつ、質の高い教育の提供に向け教職員指導体制の

効果的な強化・充実」という文言になっています。それで、5の全体のタイトルは「教員の」となってい

ますが、5-1は教員の資質向上で、5-2の複雑化・多様化する個々の課題っていうのは、解釈としては、

教員ではなくて子供たちのということになるのでしょうか。その後に教職員指導体制となっていて、こ

ちらがどういう意味合いで取るかが少し難しく、特に丸のところで「外部講師の積極的活用」と「スク

ールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教員と連携した指導の充実」となっていますが、要

は、全体として、教員の資質能力なのか学校として教育力を上げる向上施策なのかその辺りが見えにく

いのでご説明いただければと思います。 

 

○教育総務課長 

まず1点目の「複雑化・多様化する～」についてですが、児童・生徒、学校を取り巻く環境なども含ま

れると思います。教職員指導体制ですが、難しい言い回しだとご質問を受けながら思っていたところで

すので、そういったところも踏まえて再度言い回しを含めて検討させていただければと思います。 

 

○安永委員 

ありがとうございます。その部分の中で、前回、「社会に開かれた教育課程の実現等」という言葉もあ
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りまして、このあたりの言葉はその質の高い教育としてこれから求められているところもあると思いま

すので、それを含めまして再度ご検討いただければと思います。よろしくお願いします。 

○教育総務課長 

前回文言の方に入っておりました社会に開かれた教育課程の実現等の部分も含めて、再度検討させて

いただきたいと思います。 

○髙石委員 

青帯部分のタイトルが、第二次飯塚市教育施策の大綱に則する形になって見やすくなったと思いまし

たが、その施策大綱と施策要綱の違い、要綱の独自性のようなものをどのように表現していくかという

ことがあると思います。例えば、5ページの8に、新たに施策大綱に則して「学びのセーフティネットの

構築」というタイトルがついて、その中で施策の目標となっている「経済的な理由によって学びや進学

の機会が妨げることのないよう、子供の学びを保障します」とありますが、これは前回のタイトル(昨年

度のタイトル)でいうと「教育機会の保障」ということがはっきり表現されています。そういう意味では、

大綱は大きな「セーフティネットの構築」で、具体的に教育施策の要綱として取り組んでいくことは、

子どもたちへの教育の機会がちゃんと保障されないといけないということが逆に明確に謳ってある方が

よりいいのかなと思います。ですが、ここの帯はタイトルを変えるここは変えないという判断がなかな

か難しいと思います。その辺の意見交換ができればと発言させていただきました。 

○教育部長 

大綱と施策要綱の関係ですが、ご理解いただいておりますとおり、大綱は今後5年間の教育の有り方の

方向性を示しているもので、その方向性を受けまして、年度ごとに細かく、今年度はどこを重点的にや

るかというところで落とし込んでいく作業が施策要綱の位置づけになりますので、おっしゃられるとお

り本来であれば、今年度の事業の中心的になるところを、この要綱の中に示していくものです。ただ、

先ほどおっしゃられました5ページの「8 学びのセーフティネットの構築」のところで、今年度の取り

組みの具体性がなかなか見えないということであれば、例えば8-1として、今年度は特に、「経済的な理

由によって学びや進学の機会が妨げられることのないよう、子どもの学びを保障します」というような

表現で今年度の取り組み案を表現していますけれども、例えばこういうところにもう少し本年度の取り

組みと視点を変えてみるとか、そういった形で施策要綱を作り上げていくということはできると思いま

すので、おっしゃられたご意見をまた検討課題としてとらえさせていただきたいと思います。 

○髙石委員 

どこをこのままにしてどこを変えるのかというところが大変だと思いますが、5年間の大きな枠で作っ

た大綱の中から今年は特にこの文言が要綱としてはいいのではないかというところを検討いただいてま

た示していただければと思います。 

 

(継続審議) 

 

■議案第26号「平成30年度教育費に係る補正予算」 

≪説明：文化課長(久保山博文)≫ 

議案第26号「平成30年度教育費に係る補正予算」についてご説明します。 

議案書の2ページをお願いいたします。提案理由としましては、平成30年度一般会計補正予算を市議会

に提出するにあたり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、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ございます。議案書3ページ、補正予算概要書をお願いします。
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歳出合計補正前66億3528万円に660万3000円を増額補正し、歳出合計66億4188万3000円にするものでござ

います。今回の補正予算は、市内鹿毛馬にあります国指定史跡鹿毛馬神籠石に係る経費でございますが、

鹿毛馬神籠石は昭和20年に国の指定、平成14年3月に追加の指定を受け、総面積が筆数108筆、35万8238.68

平方メートルとなっております。これまで文化財として保存・整備をはかるため、指定区域の公有地化

を進めておりますが、9筆8370平米の民有地につきましては、土地所有者の相続がなされないなど、未有

地のままになっており、飯塚市は財産管理団体として分割取得による公有地化を図るため、法定相続人

に個別に協議した結果、このたび法定相続人等の同意の目処が立ち、国の補助金の協議も整いましたの

で、歳出では土地購入費を660万3000円追加し、総額984万2000円とし、歳入では国庫支出金の史跡等購

入費補助金として補助対象事業費の80％、365万円を補正し総額829万2000円とするものでございます。

以上簡単でございますが、補正予算の説明を終わります。 

 

(質疑・討論なし、原案可決(全会一致)) 

 

■議案第27号「飯塚市いじめ不登校問題連絡協議会委員の委嘱または任命」 

≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

議案第27号「飯塚市いじめ不登校問題連絡協議会委員の委嘱または任命」についてご説明いたします。

議案書4ページをご覧ください。議案第27号につきましては、飯塚市いじめ不登校問題連絡協議会規則第

5条第3項の規定により、解嘱又は解任となる委員が生じたことに伴い、同規則第4条の規定に基づき、補

欠の委員を委嘱または任命するために本案を提出するものです。議案書5ページをご覧ください。前任者

と後任者の委員名簿を記載しております。名簿の区分中、市立小中学校の養護教諭代表、藤田佳恵委員

につきましては既に任命しており、今回改めて任命するものではありませんが、所属学校が飯塚第一中

学校から二瀬中学校に変わりましたので、その所属学校変更として記載しております。6ページには、飯

塚市いじめ・不登校連絡協議会委員名簿を記載しております。空欄になっております飯塚市自治会連合

会のところにつきましては、今月末の会議をもちまして推薦していただけるということですので、次回

の会議で、再度提案させていただきたいと思います。以上簡単でございますが、議案第27号についての

説明を終わります。 

 

(質疑・討論なし、原案可決(全会一致)) 

 

■議案第28号「飯塚市立学校通学区域審議会委員の任命」 

≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

議案第28号、飯塚市立学校通学区域審議会の委員の任命についてご説明いたします。議案書7ページを

ご覧ください。飯塚市立学校通学区域審議会規則第5条第1項の規定により解任となる議員が生じたこと

に伴い、同規則第4条の規定に基づき補欠の委員を任命するために本案を提出するものです。議案書8ペ

ージに名簿の区分中、小学校及び中学校長の小山秀宣委員につきましては既に任命しており、今回改め

て任命するものではございませんが、小中一貫校開校に伴い、鎮西中学校から飯塚鎮西中学校に変更し

ましたので所属学校名変更として記載しております。また9ページには飯塚市立学校通学区域審議会委員

名簿を記載しております。この中にも自治会長名のところに空欄がございますが、先ほど同様、今月末

に推薦していただきますので、次回の会議で、再度提案させていただきたいと思います。以上、簡単で

はございますが、議案第28号についての説明を終わります。 
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(質疑・討論なし、原案可決(全会一致)) 

■議案第29号「飯塚市学校運営協議会委員の任命について」 

≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

議案書10ページをご覧ください。飯塚市学校運営協議会規則第3条の規定に基づき飯塚市立頴田小学校

及び頴田中学校が、協議会を置く学校の再指定を受けたことに伴い、同規則第6条の規定に基づき、両校

の学校運営協議会委員を任命するため、本案を提出するものです。議案書11ページに頴田小学校、12ペ

ージに頴田中学校の飯塚市学校運営協議会委員名簿を記載しております。以上簡単ではございますが、

説明を終わらせていただきます。 

 

(質疑・討論なし、原案可決(全会一致)) 

 

■議案第30号「飯塚市学校運営協議会委員の任命」 

≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

議案書13ページをご覧ください。議案第30号につきましては、飯塚市立筑穂中学校に設置する飯塚市

学校運営協議会において、飯塚市学校運営協議会規則第6条第1項の規定に基づき、委員1名を新たに任命

し、並びに飯塚市立高田小学校、飯塚市立内野小学校、飯塚市立八木山小学校及び飯塚市立筑穂中学校

に設置する飯塚市学校運営協議会委員において、同規則第7条第4項の規定により解任となる委員が生じ

たことに伴い、同規則第6条第2項の規定に基づき、補欠の委員を任命するため、本案を提出するもので

す。高田小学校につきましては、議案書14ページに前任者と後任者の名簿を載せておりますが、14ペー

ジの校長が推薦する者の下の段が内野小学校になっておりますが、高田小学校の間違いでございますの

で申し訳ありませんが、修正をお願いいたします。15ページに学校運営協議会委員名簿を記載しており

ます。内野小学校については、議案書16ページに前任者と後任者の委員名簿を、17ページに学校運営協

議会委員名簿を記載しております。八木山小学校については、議案書18ページに前任者と後任者の委員

名簿を、19ページに学校運営協議会委員名簿を記載しております。筑穂中学校につきましても、議案書

20ページに前任者と後任者及び新任委員1名の委員名簿を、21ページには、学校運営協議会委員名簿を記

載しております。以上簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。 

 

(質疑・討論なし、原案可決(全会一致)) 

 

■議案第31号「飯塚市社会教育委員の委嘱」 

≪説明：生涯学習課長(高瀬英一)≫ 

議案書の22ページをお願いいたします。飯塚市社会教育委員の選出母体の役員改選に伴い、社会教育

法第15条及び飯塚市社会教育委員条例第4条の規定に基づき、新たな委員を委嘱するために本案を提出す

るものでございます。議案書23ページをご覧ください。今回委嘱する社会教育委員は2名でございます。

学校教育関係者として、有光洋穂波西中学校校長に委嘱するものでございます。これは学校教育関係者

として委嘱しておりました飯塚市小中学校校長会の代表でありました立山俊治片島小学校長から、30年4

月1日に有光洋委員穂波西中学校長に代わられたたことによるものでございます。もう1名は家庭教育の

向上に資する活動を行う者として、水沼麻里学校母親代表に委嘱するものでございます。11日の飯塚市

小中学校ＰＴＡ連合会総会において、母親代表として新たに水沼麻里学校母親代表が承認され、田中知
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佐子氏から役員交代されたことによるものでございます。委員の任期につきましては、いずれも平成30

年7月31日までの前任者の残任期間とするものでございます。また、議案書の24ページに参考資料として、

飯塚市社会教育委員名簿を添付いたしております。以上簡単ではございますが、説明を終わらせていた

だきます。 

 

(質疑・討論なし、原案可決(全会一致)) 

 

■議案第32号「飯塚市公民館運営審議会委員の委嘱」 

≪説明：生涯学習課長(高瀬英一)≫ 

議案書の25ページをお願いいたします。飯塚市公民館運営審議会委員の任期満了に伴い、社会教育法

第30条飯塚市公民館条例第18条の規定に基づき、委員を委嘱するために本案を提出するものでございま

す。議案書の26ページをお願いします。今回委嘱いたします公民館運営審議会委員が定数の13名でござ

います。任期につきましては、2018年7月1日から2020年6月30日までの2年間でございます。以上、簡単

ではございますが、説明を終わらせていただきます。 

 

(質疑・討論なし、原案可決(全会一致)) 

 

■報告第27号「庄内まちづくりワークショップの設立について」 

≪説明：生涯学習課長(高瀬英一)≫ 

報告の前に資料の訂正がございます。27ページの枠囲みの(連携協力事項)の見出しの協力の字が間違

っておりましたので、申しわけございませんが訂正をお願いします。それでは報告第27号「庄内まちづ

くりワークショップの設立について」説明させていただきます。現庄内交流センターは、施設老朽化の

ため施設整備の必要があり、庄内保健福祉総合センターハーモニーへ移転統合することといたしており

ます。その理由といたしましては、ハーモニーは地域の拠点にあり、交流センターと類似の機能を有し

ているためでございます。一方平成29年4月に飯塚市、嘉麻市、桂川町は地域の様々な課題に迅速かつ適

切に対応し、活力ある個性豊かな地域社会の形成と発展及び人材育成に寄与することを目的に、近畿大

学九州工業大学と包括連携協定を締結いたしました。資料の左下の第2条に10項目の連携、協力項目を定

めております。こういったことを含めて28ページになりますが、今回、市の計画を進めるにあたり、大

学との包括連携事項に基づき、近畿大学の建築デザイン学科の協力を得まして、また、地元の庄内まち

づくり協議会、飯塚市の三者で、庄内まちづくりワークショップという協議会を設立いたしまして、庄

内交流センターのハーモニーへの移転に加え、ハーモニー周辺の施設、生涯学習課が所管しております

飯塚市立図書館庄内館も含めた活用、地域の拠点としての事業、あるいはイベント等を検討していくこ

ととしております。資料のイメージ図に記載しておりますが、まちづくり協議会、近畿大学、飯塚市の

三者が一体となり、柔軟な発想で地域課題の解決に向けた取り組みを想定いたしております。そのワー

クショップのメンバーは、まちづくり協議会から6名近畿大学より准教授1名、ほか大学生3名、関係課、

生涯学習課、社会・障がい者福祉課、庄内交流センターから、各1名となっております。事務局は地域拠

点施設整備室が担い、現在検討を行っているところでございます。このワークショップは既に3月29日に

第1回目を開催し、4月からは毎月第4金曜日を開催日とし、10月を目途に整備計画を策定する予定となっ

ております。以上、簡単ですが、報告の説明を終わらせていただきます。 
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(質疑なし) 

 

■教育行政について 

○教育総務課長 

担当部局の社会・障がい者福祉課の方から飯塚市民生委員推薦会委員の推薦依頼がきております。飯

塚市民生委員推薦会委員の方につきましては、現在、上田委員さんに平成27年6月1日から委員をお引き

受けいただいているところでございますが、この任期が切れるということで新たに推薦会委員の推薦を

お願いしますということです。なお、女性の積極的な推薦をということで依頼がきております。よろし

くお願いします。 

○上田委員 

指名推薦としたいと思いますが、これにご異議ございませんでしょうか。ご異議ないようですから、

指名推選といたします。どなたか推選のほうをお願いします。 

○髙石委員 

飯塚市民生委員推薦会委員に上田委員さんを推薦いたします。 

○上田委員 

では、その他の方の推薦はありませんか。無いようでしたら、私上田が飯塚市民生委員推薦会委員に

推薦いただくことにご異議はないでしょうか。 

(異議なし) 

ご異議が無いようですので私が飯塚市民生委員推薦会委員に推薦いただいたということでご報告をお

願いします。 

 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7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6月13日(水)10時から開催しますのでよろしくお願いします。 

 


