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 ① 教育行政について 
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◆平成30年第8回教育委員会会議 定例会 会議録 

(開催日時：H30.6.13 14:10～15:45) 

 

○上田委員 

ただいまより平成30年第8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（継続審議）」についてご説明いたします。議案書は1ペ

ージで、別冊により説明させていただきます。別冊をお願いします。 

本件は本年4月12日の教育委員会会議から種々ご意見また協議をいただき、継続審議となっている案件

です。今回提案しますのは前回5月17日開催の教育委員会会議で頂いたご意見を踏まえ、内容の精査再検

討をおこなったものです。 

それでは、精査再検討を行った部分についてご説明します。別冊2ページをお願いします。 

まず要綱全体的な部分では、1-1を例にとりますと前回までは1-1の後に事業の内容を記述し、その後、

記述した内容のタイトルと申しますか、1-1で申しますと「学力の向上」というくくりを記載していまし

たが、今回精査再検討において、他の計画などもそうですが、まずはタイトルがあって、そのタイトル

の内容記述という体裁となっていることから、要綱全体にわたり統一体裁としてタイトルを先に持って

くるようにしています。 

次に、別冊3ページをお願いします。3ページの一番下の部分ですが、3-3生徒指導の充実において、前

回会議で提案頂きましたSEL-8Sを追記しました。 

次に4ページをお願いします。4ページの5の青帯部分の施策名についてですが、この施策の中には次の

5ページになりますが5-2で外部講師の積極的活用やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ー等と連携した指導体制の充実もありますので、前回いただいたご意見を踏まえ、施策名を学校指導体

制の整備と変更しています。 

次に6ページをお願いします。6ページの8の青帯部分の施策名についても教育機会がちゃんと保障され

ているという事を前面に押し出す形で変更しています。 

最後に13ページをお願いします。13ページにはSEL-8Sの説明を加筆しています。 

以上、説明を終わります。 

 

○大隈委員 

 前回と比べてとても分かりやすくすっきりした内容になったと思います。前回言えば良かったのです

が、11ページの「グローバルに活躍する人材の育成」の「国際交流事業の推進」というところで意見で

すが、「姉妹都市サニーベール市の小学校との小学校間の国際交流の実施」とありますが、実際には小学

校だけでなく、中学校、そしてホームステイと家庭も入っていますので、「姉妹都市サニーベール市との

国際交流の実施」と大枠でまとめてもいいのではないのでしょうか。 

 

○教育総務課長 

 大隈委員さんからの提案で問題ないと思います。 

(可決(全会一致)) 
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■議案第33号「飯塚市心身障がい児(生)就学指導委員会委員の委嘱又は任命」 

≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

 議案第33号「飯塚市心身障がい児(生)就学指導委員会委員の委嘱又は任命」について説明いたします。

議案書2ページをご覧ください。本案は、飯塚市心身障がい児就学指導委員会委員を議案第33号別紙のと

おり委嘱又は任命するものであります。提案理由は、飯塚市心身障がい児就学指導委員会委員の任期満

了に伴い、飯塚市心身障がい児就学指導委員会規則第4条の規定に基づき、委員を委嘱し、又は任命する

ため、本案を提出するものであります。議案書3ページには、今回飯塚市心身障がい児就学指導委員会に

就任する委員15名の所属先及び氏名を記載しております。以上簡単ではございますが、議案第33号につ

いての説明を終わります。 

 

○大隈委員 

この表の中で今年から、教育委員会が必要と認める者の中に、障がい者生活支援センターBASARAとい

う項目があるのですが、この組織は今年度から初めてだったと思います。その理由と、この方の職種は

支援専門員でよろしいのか、2点質問させていただきたいと思います。 

 

○学校教育課長 

 就学指導に関しては入学したら終わりというわけではなく、切れ目の無い支援が求められている現状

を鑑みまして、今回新たに就労分野有識者1名を加えて提案させていただいています。相談支援専門員と

いうのはそのとおりでございます。 

 

○大隈委員 

 おっしゃるとおりで、子どもたちは学校を卒業したら終わりという訳ではなくて、長い人生が待って

います。そういう視点からも、子どもたちの成長を見守る中で、貴重な意見もいただけると思いますの

で、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

 

 (原案可決(全会一致)) 

 

■議案第34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)≫ 

議案第34号「飯塚市学校運営協議会委員の任命」についてご説明させていただきます。議案書4ページ

をご覧ください。本案は、飯塚市学校運営協議会委員を議案第34号別紙のとおり任命するものでありま

す。提案理由は、飯塚市学校運営協議会規則第3条第3項の規定に基づき、学校運営協議会を設置する学

校として飯塚市立筑穂中学校の学校運営協議会委員に変更が生じたため、同規則第6条の規定に基づき委

員を任命するため、本案を提出するものであります。また、議案書5ページから6ページには、変更のあ

った委員名簿と変更後の委員全員の名簿を記載しております。以上簡単ではございますが、議案第34号

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35号「飯塚市図書館運営協議会委員の任命について」 
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≪説明：生涯学習課長(高瀬英一)≫ 

 議案第35号「飯塚市図書館運営協議会委員の任命について」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。本案は、飯塚市図書館運営協議会委員の任期満了に伴い、図書館法第15条及び飯塚市

立図書館条例第10条の規定に基づき、委員を任命するため、提出するものです。議案書の8ページをお願

いします。委員定数は10名以内でございますが、今回任命します図書館運営協議会委員は名簿に記載の9

名でございます。残りの1名の委員につきましては、7月に開催予定の第1回公民館運営審議会において推

薦委員を決定し、次回以降の教育委員会会議で提案することとしています。なお、委員の任期につきま

しては、2018年(平成30年)7月1日から2020年6月30日の2年間とするものでございます。以上簡単ではご

ざいますが、「飯塚市図書館運営協議会委員の任命について」の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36号「飯塚市文化財保護審議会委員の委嘱」 

≪説明：文化課長(久保山博文)≫ 

 議案第36号「飯塚市文化財保護審議会委員の委嘱」についてご説明いたします。議案書の9ページをお

願いいたします。本案は、飯塚市文化財保護審議会委員の任期満了に伴い、飯塚市文化財保護条例第48

条及び同条例施行規則第18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10ページをお願いいたします。任期は本年7月1日から2020年までの2年間で、名簿のとおり8名の方を

委嘱するものでございます。委員については文化財のそれぞれの分野へお願いし、久保山、井手、北澤

の3名につきましては新任で、その他5名につきましては再任でございます。以上議案第36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28号「鎮西地区スクールバス運行基準の見直しについて」 

≪説明：教育総務課長(山田哲史)≫ 

 報告第28号「鎮西地区スクールバス運行基準の見直しについて」ご説明いたします。議案書11ページ

をお願いいたします。 

4月に開校しました飯塚鎮西小学校に遠距離から通学する児童については、学校までの実測距離がおお

よそ4㎞を超える児童を対象にスクールバスを運行していますが、今年4月9日付で建花寺自治会から低学

年児童、具体的には建花寺本村地区の小学校1、2年生のスクールバスへの乗車と市全体でのスクールバ

ス運行検討について陳情書が出されました。陳情内容について検討を行った結果、飯塚鎮西小学校のス

クールバス運行基準の見直しを行いましたので報告するものです。 

はじめに1報告の概要 ⑴運行基準の見直しの視点ですが、記載していますとおり3つの視点をもって

検討をさせていただきました。 

まず、地域コミュニティ単位の視点ですが、これは同一のコミュニティ内でバスに乗れる子、乗れな

い子が生じた場合、そのことが原因で地域の活動やコミュニティ、いわゆる隣近所の付き合いなどで軋

轢が生じないようにという視点です。 

次の交通事故発生件数の多い小学校低学年への配慮の視点ですが、福岡県警察の交通年鑑、これは統

計情報ですがこういったものを参考にした視点です。 
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最後の学校から遠くなるにしたがってという視点は、児童の登下校の状態というのは、学校を中心に

学校に近ければ近いほど子どもたちは集まってきて、また下校時であれば固まって学校を出ていきます。 

いわゆる集団登校、集団下校の様相が学校付近では必然的に生じているものです。一方、家から出たば

かり、または家に近づくにつれて団地や住宅地で同年齢くらいの子どもが複数いる場合を除き、個別登

下校の状態となるため、不審者事案に巻き込まれないようにという視点です。 

以上3つの視点をもって検討を行った結果、新たな基準を加え⑵検討結果により見直すものに記載のと

おり、建花寺本村地区と明星寺椿地区境の小学校1、2年生を新たにスクールバス利用対象とするもので

す。新たに加えた基準については⑶に記載のとおりで、この基準を現在の基準としていました学校から

の実測距離おおむね4㎞を超える小学校1年生から6年生までに加えたものです。地図で示しますと、議案

書12ページの報告第28号資料をお願いします。青丸で囲っている部分が、現在基準としていた区域で、

赤丸で囲っている部分が基準を追加したことにより新たにスクールバス利用対象となる区域です。 

最後に、今回の基準追加によるスクールバス利用者数ですが、議案書13ページをお願いします。スク

ールバス利用について2018年度から2020年度までの3年間の推移について推計をしていますが、今回の基

準追加により増える人数は、建花寺本村地区が4人、明星寺椿地区境が1人の計5名が増える見込みとなっ

ています。 

以上、説明を終わります。 

(質疑なし) 

 

■報告第29号「飯塚市奨学金資金貸付審議会委員の委嘱(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29号「飯塚市奨学資金貸付審議会委員の委嘱（補助執行）について報告します。議案書の14ペ

ージをお願いします。 

報告の1飯塚市奨学資金貸付審議会委員の解職に伴う委員の委嘱は、中学校長会から推薦いただいてい

ました小中一貫校頴田校校長青木宏親委員が本年3月31日をもって退職となったため、後任として新たに

穂波西中学校校長有光洋委員が校長会から推薦され委員となりましたことの報告となります。委嘱期間

は前任者の残任期間となりますので、本年4月1日から5月23日までとなっていました。 

次に、2の飯塚市奨学資金貸付審議会委員の任期満了に伴う委員の委嘱についてですが、現在7名の委

員をもって構成する本審議会ですが、委嘱期間は2年間で本年5月23日をもって委嘱期間満了となりまし

たので、中学校長会、高校校長会への委員推薦依頼及び個別依頼を行い、議案書14ページから15ページ

記載のとおり委嘱を行いましたので報告するものです。 

以上、簡単ですが報告を終わります。 

 

(質疑なし) 

 

■報告第30号「小中一貫校幸袋校における民家損傷事故について」 

≪説明：教育総務課長(山田哲史)≫ 

報告第30号「小中一貫校幸袋校における民家倉庫損傷事故について報告します。議案書の16ページを

お願いします。 

本件は、5月4日金曜日12時ごろ、小中一貫校幸袋校運動場において行われた幸袋中学校野球部の練習

試合の際、相手方生徒の打ったファールボールが3塁側防球ネットを飛び越え、近隣民家の倉庫の屋根に
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あたり屋根を損傷させたものです。損傷の状態は、屋根が破損し雨漏りが発生している状態です。事故

の原因は施設設計時に想定した防球ネット高12ⅿを超える飛球が発生したためです。この事故における

損害賠償については現在被害者と協議中であります。本件事故を受け飛球の状況を学校に確認したとこ

ろ、練習においては防球ネットを超える飛球はあっていないものの、4月以降の練習試合において本件を

含め5球が3塁側防球ネットを超えて、うち本件を含む2球が近隣民家等の屋根に落球している状況が判明

したため、現在、その対策について検討中です。なお、本件を含め防球ネットを超える飛球によるけが

人はなく、また本件以外に損害は生じていません。 

以上、簡単ですが報告を終わります。 

 

(質疑なし) 

 

■報告第31号「大規模改造工事について」 

≪説明：教育総務課長(山田哲史)≫ 

 報告第31号「大規模改造工事」について報告します。議案書の18ページをお願いします。 

1の報告の概要ですが、若菜小学校の渡り廊下を含む屋内運動場の大規模改造工事と大分小学校の管理

棟部分の大規模改造工事、計2件の契約状況について報告するものです。 

工事の施工場所ですが、議案書19ページの報告第31号資料をお願いします。こちらは若菜小学校大規

模改造（その3）工事の施工箇所で、校舎と体育館をつなぐ渡り廊下と屋内運動場が施工場所になります。 

次に議案書20ページをお願いします。こちらは大分小学校大規模改造（その1）工事の施工箇所で、管

理棟が施工個所となります。 

戻りまして、議案書18ページを再度お願いします。2の契約の状況ですが、只今ご説明しました工事の

契約の状況についてご説明します。はじめに ⑴ 若菜小学校の契約の状況ですが、工事名は、若菜小

学校大規模改造（その3）工事で、契約業者名は大和興業株式会社、工期は平成30年5月30日から平成30

年12月20日までで、契約額は1億3398万4800円、落札率は89.99％でした。入札参加業者は15業者で、14

社が最低制限価格による応札でしたので、くじ引きにより落札業者が決定しています。 

次に⑵の大分小学校についてですが、工事名は、大分小学校大規模改造（その1)工事で、契約業者名

は株式会社三協増改築センター、工期は平成30年5月30日から平成30年10月31日までで、契約額は1億3499

万2440円、落札率は89.99％でした。入札参加業者は16業者で、全社最低制限価格による応札でしたので、

くじ引きにより落札業者が決定しています。 

以上簡単ですが、報告を終わります。 

 

○髙石委員 

 若菜小学校と大分小学校それぞれどんな工事がなされるのか分かる範囲で教えていただければと思い

ます。 

 

○教育総務課長 

 両校における大規模改修工事については、それぞれ築年数が30年又は20年を超えるものであります。

若菜小学校については今回工事をしようとする箇所は、建築年が昭和59年ですので、33年経過しており

ます。大分小学校の管理等につきましても、建設年が平成4年ということで、平成29年度いっぱいをもっ

て丸25年が経過しているということですので、どこを直すというよりも全体的に全て悪いところを直す
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という大規模改修になります。 

■報告第32号「平成30年度学校開放日の結果報告について」 

≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

 報告第32号「平成30年度学校開放日の結果」についてご説明いたします。議案書21ページをご覧くだ

さい。本案は今年度第1回となる学校開放日の結果を報告するものです。実施日が平成30年5月30日(水)

でございます。参加人数につきましては、保護者・一般を含めた合計が、小学校につきましては3,351人、

中学校につきましては358人、小中一貫校これは幸袋校、鎮西校、頴田校、穂波東校を合計したものです

が1,541人、県立中学校、私立小中学校につきましては93人で、総計は5,343人でございます。昨年度の6

月と比較しますと、昨年度は5,917人でございましたので、574人減となっています。議案書22ページに

は学校別参加人数等を記載しております。以上簡単ではございますが、報告第32号についての説明を終

わります。 

 

(質疑なし) 

 

■報告第33号「第37回飯塚新人音楽コンクールについて」 

≪説明：文化課長(久保山博文)≫ 

報告第33号「第37回飯塚新人音楽コンクールについて」ご報告いたします。議案書の23ページをお願い

いたします。飯塚新人音楽コンクールは、ピアノ部門と声楽部門の2部門で開催され、今年で37回目の開

催となります。本年度は予選が5月3日から5日までの3日間開催され、ピアノ部門38名、声楽部門48名と

合わせて計86名の参加がありました。このうち両部門合わせて32名が本選へ出場し、6月3日(日)に行わ

れました本選において各部門の入賞者が選出されております。議案書の24ページに入賞者名簿を掲載し

ておりますが、来たる10月6日(土)には上位入賞者による招待演奏会も予定されております。以上簡単で

はございますが、報告第33号についての報告を終わります。 

 

(質疑なし) 

 

■教育行政について 

○教育総務課長 

平成30年6月1日付30飯都建第29号の文書をもちまして、本市都市建設部建築課から飯塚市旅館等建築

審査会委員の推薦依頼がきております。こちらは現在大隈委員さんの方にお受けしていただいており、

その任期が6月15日に任期満了となることから、教育委員会宛に委員の推薦依頼がきているものでござい

ます。なお、男女共同参画社会実現に向けての社会作りのため、女性委員推薦の検討をお願いしますと

いう文面も入っております。急ぐ案件ではございますが、協議していただければと思います。 

 

○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。 

○安永委員 

女性委員の推薦ということもございますし、委員の中でも適任と思いますので、継続にはなりますが

大隈委員さんを推薦いたします。 



7 

○上田委員 

では、その他の方の推選はありませんか。無いようでしたら、大隈委員が飯塚市旅館等建築審査会委

員に推薦する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旅館等建築審査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。 

○大隈委員 

 私がなってから一度も会議が開かれていないのですが、それはいいことだと思います。女性の視点か

らというよりも、子どもたちの環境を守るという視点で職務に当たりたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。 

 

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8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7月13日(金)14時から開催しますのでよろしくお願いします。 


