
 

平成30年第5回 教育委員会会議 定例会 会議録 
 

1 日時  平成30年4月12日(木) 14時10分～14時55分 

 

2 場所  教育委員会会議室 

 

3 出席者 

教育長 西大輔 

委 員 上田敬子(議長)、大隈恵子、髙石双樹、安永卓生 

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(津野真須美、森口ゆかり)、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)、文化課長(久保山博文)、 

文化課文化財保護推進室長(毛利哲久)、穂波交流センター長(小村慎次)、 

筑穂交流センター長(宮本敏行)、庄内交流センター長(松村浩史)、 

頴田交流センター長(宇佐波実) 

 

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22号 臨時代理の承認(平成30年度事務局職員の人事異動等) 

議案第23号 平成30年度飯塚市教育施策要綱 

議案第24号 飯塚市立小中一貫校長の任命 

 

(2) 報告事項 

  報告第15号 平成30年第1回飯塚市議会定例会の結果報告について 

報告第16号 第2次飯塚市教育施策の大綱について 

報告第17号 平成30年度からの小学校オンライン英会話事業委託業者の決定について 

報告第18号 平成29年度第2回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 

報告第19号 飯塚市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正す

る条例の専決処分(補助執行事務)について 

報告第20号 飯塚市児童クラブの名称及び定員の告示(補助執行事務)について 

報告第21号 平成30年度飯塚市「学校開放日」、運動会・体育会及び修学旅行の日程等について 

報告第22号 小中一貫校等建設工事の進捗状況について 

報告第23号 平成29年度中学生海外研修事業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5回教育委員会会議 定例会 会議録 

(開催日時：H30.4.12 14:10～14:55) 

 

○上田委員 

ただいまより平成30年第5回教育委員会会議 定例会を開会いたします。 

 

■議案第22号「臨時代理の承認(平成30年度事務局職員の人事異動等)」 

≪説明：教育総務課長(山田哲史)≫ 

議案第22号「臨時代理の承認(平成30年度事務局職員の人事異動等)」についてご説明します。 

本案は、提案理由にありますように、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第3号の規定に

より、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関職員の任免その他人事に関する

部分は教育委員会の職務権限として議決を得なければなりませんが、会議を開催するいとまが無かった

ため、同法第25条第1項及び飯塚市教育長に対する事務委任規則第4条第1項の規定により教育長をして臨

時に代理し、教育委員会名にて発令したため同規則第4条第2項の規定より、教育委員会に報告し、承認

を求めるものです。なお教育委員会名にて発令した人事異動については、別冊の通りお手元に配布して

います。内容の説明は省略させていただきます。以上簡単ではございますが、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23号「平成30年度飯塚市教育施策要綱」 

≪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」について説明いたします。議案書2ページになりますが、

要綱は別冊にしておりますので、そちらの方で説明をさせていただきます。飯塚市教育施策要綱は毎年

作成しているものですが、今年度は平成28年度に第2次飯塚市総合計画が策定されたこと、また、昨年度

4回の審議を経まして第2次飯塚市教育施策の大綱が策定されたことを踏まえて要綱を作成させていただ

いています。別冊の1ページ目が、基本目標と基本理念になっておりまして、2ページ以降が主要施策と

いうことになります。別冊1ページは平成30年度の教育の基本理念と基本目標についての記述で、内容に

つきましては、先ほど申しました第2次飯塚市総合計画、第2次飯塚市教育施策の大綱の要約を記載し、

大綱の基本理念や基本目標の実現に向け、飯塚市教育施策要綱を策定し、計画的かつ着実に施策を推進

することと記載をさせていただいております。次に2ページをお願いします。2ページから6ページにかけ

ましては、基本目標の一つ目、「かしこく やさしく たくましい子どもの育成」における主要施策を掲

載しております。「1 学力の向上」から「18 学校施設の環境整備」までの18項目の施策と具体的な取

り組み内容の方を明記しているような形になっています。新しく施策を追加しているところですが、4ペ

ージ目の「7 道徳教育の推進」こちらは第2次大綱に合わせて追加を行った施策となります。次に5ペー

ジの「11 教職員指導体制の充実」こちらは第2次大綱及び第3期教育振興基本計画に合わせ、追加を行

った施策となっています。次に6ページの「16 青少年交流事業体験活動の充実」につきましては平成29

年度の施策要綱では社会教育の分野で明記しておりました政策になります。また同じく資料6ページの

「18学校施設の環境整備」こちらは今後老朽化が進む学校施設の大規模改造についてファシリティマネ

ジメントの視点をもって安心して学べる教育環境の整備とともに効果的、効率的な運用に努めるもので

ございます。具体的には大規模改造工事と学校空調設備整備工事を計画的に実施していくこととしてお
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ります。次に資料の7ページから9ページにかけまして基本目標の2つ目、「いつでも どこでも だれで

も学べる環境づくり」における主要施策を掲載しています。こちらの方については、第2次大綱の方でも

明記しておりましたけれども、学習の機会が増加している講習受講者の固定化、高齢化が進行している

ということについて文言整理をして記載をさせていただいています。次に資料の10ページをお願いしま

す。ここで大変申し訳ございませんが、資料の差し替えをお願いいたします。机の方に配布させていた

だいていました10ページの差し替えをお願いします。修正箇所つきましては朱書きで記載させていただ

いております。10ページの基本目標の3つ目、「個性豊かな新しい文化の創造」における主要施策の方を

記載しております。続きまして資料の11ページをお願いします。基本目標の4つ目「次代の飯塚市を担う

ひとづくり」における主要施策を記載しています。内容については省略させていただきます。最後に12

ページの下の方にございますが、ファシリティマネジメントやICTといったカタカナ用語の注釈を記載し

ているような形になっております。以上簡単ですけれども、説明を終わります。 

 

○高石委員 

要綱の2ページの平成29年度の第1項目は「小中一貫教育の推進」でしたが、今年度は案として「学力

の向上」が最初にきています。小中一貫教育については3項目目に移動していますけど、移動の理由があ

るのでしょうか。というのが主要施策の上から2行目に、「小中一貫教育を土台として、学力の向上、豊

かな人間性の育成、体力の向上を目指」すとあり、土台という表現がしてあるのできっと土台になって

いくのだと思うのですが、それが１番目から3番目に移動することの整合性の説明をお願いします。 

○教育総務課長 

表記の順番でございますけれども、こちらの方は教育施策の大綱の記述の順番に合わせた表記で大き

く中身全体を見直した形になっております。ただおっしゃられるように主要施策の表現方法につきまし

て、学力の向上の前に小中一貫教育を土台としてというまえがきがあるので、こちらの方については整

合性についてこういう表現でいいかというのは執行部の方で検討したいと思います。 

○上田委員 

文言等気になるところもございますので再度検討するということでよいでしょうか。教育施策要綱に

ついては継続審議とさせていただきます。 

 

■議案第24号「飯塚市立小中一貫校長の任命について」 

≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

議案第24号「飯塚市立小中一貫校長の任命」についてご説明いたします。議案書3ページをご覧くださ

い。提案理由とにいたしましては、飯塚市立小中一貫校飯塚鎮西校及び飯塚市立小中一貫校穂波東校の

開校並びに飯塚市立小中一貫校幸袋校校長の任期満了に伴い、飯塚市学校管理規則第29条第2項に基づき

小中一貫校に小中一貫校長をおくこととなっているので、規則第3項の規定に基づき小中一貫校長を任命

するため、法案を提出するものでございます。議案書4ページには、今回任命する校長名、任期等を記載

しています。以上簡単ではございますか。議案第24号の説明を終わります。 

 

(質疑・討論なし、原案可決(全会一致)) 

 

■報告第15号「平成30年第1回飯塚市議会定例会の結果報告について」 

≪説明：教育部長(久原美保)≫ 
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報告第15号「平成30年第1回飯塚市議会定例会の結果報告について」ご報告させていただきます。議案

書の5ページをお願いいたします。平成30年第1回飯塚市議会定例会は平成30年2月22日から平成30年3月

20日までの27日間開催されています。そのうちの教育委員会関係の議案および代表一般質問事項を次の6

ページから7ページにかけて掲載させていただいています。「1 議案」は、新年度予算に関するものと国

の学校施設改善交付金の29年度補正に伴う事業費の補正、また文化行政にかかる規定のうち教育委員会

に権限があるものについて市長・教育委員会に改めるための条例、そして大隈委員の任免にかかる議会

の同意を得るための議案が提出され、いずれの議案につきましても原案どおり可決また人事議案につき

ましては全会一致で同意をされています。代表質問につきましては「2 代表質問事項」に記載のとおり

4名の議員から、また一般質問につきましては「3 一般質問事項」に記載の通り1名の議員からそれぞれ

質問がありました。市議会会議録が完成しましたら配布させていただきますので、詳細につきましては、

その折にご確認くださるようお願いします。以上で簡単ではございますが、説明を終わります。 

 

(質疑なし) 

 

■報告第16号「第2次飯塚市教育施策の大綱について」 

≪説明：教育総務課長(山田哲史)≫ 

報告第16号「第2次飯塚市教育施策の大綱について」説明いたします。議案書の8ページをお願いいた

します。「1 報告の理由」ですが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3に規定されます、

教育、学術及び文化振興に関する総合的な施策の大綱いわゆる教育施策の大綱が、昨年4回の総合教育会

議を経まして第2次飯塚市教育施策の大綱として策定されましたので報告するものです。委員の皆様にお

かれましては、活発な議論をいただきありがとうございました。今後も第2次飯塚市教育施策の大綱につ

きましては総合政策課が4月17日開催の福祉文教委員会で報告を行い、その後市のホームページに掲載す

る予定としております。なお、第2次飯塚市教育施策の大綱につきましては、報告第16号別冊資料として

お手元に配付いたしておりますが、内容の説明については省略させていただきます。以上簡単ですが報

告終わります。 

 

(質疑なし) 

 

■報告第17号「平成30年度からの小学校オンライン英会話事業委託業者の決定について」 

≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

報告第17号「平成30年度からの小学校オンライン英会話事業委託業者の決定について」報告します。

議案書の9ページをお願いします。小学校におけるオンライン英会話は、平成28年度から実施しておりま

すが、平成28年度、29年度は小学校6年生のみを対象として行ったものを、本年度は平成32年度からの新

学習指導要領の実施をふまえ、小学校5、6年生を対象として行うものでございます。本事業の委託業者

選定はプロポーザル方式により行いましたが、プレゼンテーション参加業者は１社のみで「1 契約の内

容(2)契約業者名」に記載しております、株式会社学研プラスとの契約となっております。契約日契約期

間契約金額等につきましては記載のとおりでございます。以上、簡単ですが説明を終わります。 

 

(質疑なし) 
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■報告第18号「平成29年度第2回飯塚市奨学金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18号「平成29年度第2回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)ついて」

報告いたします。議案書の10ページをお願いします。飯塚市奨学資金貸付基金につきましては昨年9月議

会におきまして、返還免除等を追加した条例改正を行い、その内容につきましては昨年第11回教育委員

会会議で報告をさせていただいているところでございますが、今回の貸付から、卒業後市内に居住する

期間は、本人申請による奨学金の返還免除規定が適用されるものでございます。はじめに平成30年度奨

学生の申込状況から結果までを説明します。高校枠これは私立高校と高等専門学校ですが、定員10名に

対し申し込みが23名で、その後辞退者が9名出ましたので14名の方が小論文試験を受験し、定員いっぱい

の10名の方が奨学生として採用されました。大学枠につきましては定員18名に対して申請が22名あり、

所得要件により2名、試験自体により3名が減りまして17名が試験対象となり、全員が採用されました。

この時点で定員枠に1名の余裕がありましたもので試験辞退者についても審議を行い、１名を採用し、定

員いっぱいの18名を奨学生として採用したものです。昨年度の状況は、高校定員15名に対し申請2名、大

学定員18名に対し申請4名でしたので、今回の結果につきましては昨年度と比べ申し込みが約7．5倍多く

なっております。なお議案書10ページの「2 審議委員」について補足となりますが、4月1日現在で審議

委員さんの退職による欠員が生じたこと、また他の委員さんにつきましても任期が今年の5月23日までで

あることから、現在新たに推薦依頼を行っていることを申し添えます。その他の内容につきましては記

載のとおりですので説明は省略させていただきます。以上です。 

 

(質疑なし) 

 

■報告第19号「飯塚市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例の専決処分(補助執行事務)について」 

≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

報告第19号「飯塚市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例の専決処分(補助執行事務)について」ご報告いたします。議案書の12ページをご覧ください。専決処

分についてご説明いたします。国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準の改正にともない、

飯塚市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正について、特に緊急を要

したため、地方自治法第179条第1項の規定により平成30年3月、専決処分を行ったものです。その内容と

しましては、議案書13ページ及び14ページに資料を添付しております。放課後児童支援員の資格要件に

ついて、学校教育法の規定により幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校

の教諭となる資格を有するものと規定しているところを、教員免許状の更新を受けていない場合の取り

扱いを明確にし有効な教員免許を取得したものを対象とするため、教育職員免許法の第4条に規定する免

許状を有するものに改め、また、5年以上放課後児童健全育成事業に従事したものであって、市長が適当

と認めたものを新たに追加したものでございます。以上簡単ではございますが報告を終わります。 

 

(質疑なし) 

 

■報告第20号「飯塚市児童クラブの名称及び定員の告示(補助執行事務)について」 
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≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

質疑報告第20号「飯塚市児童クラブの名称及び定員の告示(補助執行事務)について」ご報告いたしま

す。議案書15ページをご覧ください。本告示は飯塚市放課後児童健全育成事業実施条例施行規則第2条の

規定により、飯塚市放課後児童クラブの名称及び定員について告示を行ったものです。議案書16ページ

に告示内容の資料を添付しております。以上簡単でございますが報告を終わります。 

 

(質疑なし) 

 

■報告第21号「平成30年度飯塚市「学校開放日」、運動会・体育会及び修学旅行の日程等について」 

≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

報告第21号「平成30年度飯塚市学校開放日運動会・体育会及び修学旅行の日程について」ご説明いた

します。議案書17ページをご覧ください。まず、平成30年度学校開放日についてご説明いたします。議

案書18ページをお願いいたします。学校開放日につきましては、平成30年度飯塚市学校開放日実施要項

により第1回を5月30日(水)、第2回を11月5日(月)に実施を予定しております。詳細につきましては、本

要綱のとおりでございます。続きまして、平成30年の運動会・体育会の日程につきましてご説明いたし

ます。議案書20ページをお願いいたします。平成30年度運動会・体育会の日程表により各小中学校、認

定こども園においてそれぞれ運動会・体育会が実施されます。続きまして、平成30年度修学旅行の日程

について説明いたします。議案書の21ページをお願いいたします。平成30年度修学旅行日程表により当

該小学校、中学校において修学旅行が実施されます。以上簡単ではございますが、報告第21号について

の説明を終わります。 

 

○大隈委員 

平成30年度の運動会・体育会の日程表ですが、飯塚小学校、若菜小学校、椋本小学校が6月開催の理由

を教えていただきたいと思います。 

 

○学校教育課長 

若菜小学校、椋本小学校につきましては改修工事の関係のため例年秋に実施しているところを春に実

施するということでございます。また飯塚小学校につきましては、秋に研究発表会を実施したいという

意向がございますので、その関係で春に運動会を行うというように報告を受けております。 

 

■報告第22号「小中一貫校等建設工事の進捗状況について」 

≪説明：教育総務課長(山田哲史)≫ 

議案書の22ページをお願いします。報告の内容は小中一貫校幸袋校の最後の工事として行っておりま

した、斜路整備工事等メイングランド整備工事について工事完了による数量精査を主な原因とした請負

金額の変更になります。内容につきましては、議案書23ページの工事請負変更契約報告書をお願いしま

す。「1 飯塚市立幸袋中学校区小中一貫校斜路整備工事」でございますが主な変更理由に記載のとおり、

現場発生土を盛土材として使用することとしておりましたけれども、現場発生土に含まれる自然含水率

が高く使用可能含水比こちら通常は体積比で4.5％から19.6％のところが22％となっておりましたため

に現場発生土の小石灰改良を行ったことが増額の主な原因となっております。その結果、原契約金額9011

万9520円に74万880円を加え変更契約金額9086万400円としたもので、約0.82％の増額となっております。
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契約工期に変更はございませんので工事の方は無事完了しております。次に「2 飯塚市立幸袋中学校区

小中一貫校メイングランド整備工事」についてですが、平成29年3月3日から平成30年3月16日までの工事

期間中およそ1年になりますけれども、この間延べ1099人の交通誘導員を設計しておりましたが、斜路工

事、外工工事またメイングラウンドの外柵工事など周辺で行っている工事も多数ありましたことから、

その工事との調整により重複となった交通誘導員の配置計画変更を行ったことで、交通誘導員が延べ784

人となり当初設計よりも315人減ったことによる減工、その他残土処理の増工と数量精査の結果、原契約

金額9810万3960円から241万4880円を減額した変更契約金額9568万9080円としたもので約2.46％の減額

となっております。契約工期の方に変更はなく、工事については無事完了しております。以上簡単では

ございますが、報告を終わります。 

 

(質疑なし) 

 

■報告第23号「平成29年度中学生海外研修事業の実施報告について」 

≪説明：生涯学習課長(高瀬英一)≫ 

報告第23号「平成29年度中学生海外研修事業の実施報告について」ご説明をいたします。議案書の24

ページをお願います。この研修につきましては本市の姉妹都市であります、アメリカ合衆国カリフォル

ニア州サニーベール市近郊を研修市として、ホームステイや学校登校による異文化体験や国際交流によ

る国際感覚を持った人材育成を趣旨としたものでございます。研修生は中学生20名、団長以下、随行員4

名総勢24名で3月24日(土)から4月1日(日)までの9日間の日程で実施をいたしております。議案書の25ペ

ージに行程の資料を添付しております。研修の内容でございますが１日目はサニーベール市内のスタン

フォード大学構内を見学し昼食をとった後、日本人研究者から研究内容の説明をしていただき大変貴重

な体験となりました。その後サニーベール歴史資料館を訪問し見聞を広め、歓迎レセプションに出席後、

各ホストファミリー宅へ移動しております。その後3日目から6日目までは各家庭のホームステイにより

アメリカでの日常生活を送りながら、サニーベール市内のミドルスクールやハイスクール事業に参加し

現地の中学生、高校生との交流を通して異国の生活習慣、文化の違い等を実際に体験することができて

おります。7日目にはYaskawaUSAとアメリカを代表する世界的IT企業であるグーグルを訪問し非常に有意

義な時間を過ごすことができております。その後サンフランシスコ空港近郊のホテルに宿泊し、翌日の4

月1日に全員無事で帰国いたしております。アメリカでの滞在期間中、多様なプログラムを実施した研修

でございましたが、研修生たちは今回の研修で大きな刺激を受け新たな希望を抱いた様子が見受けられ、

社会性や主体性また国際感覚の醸成など初期の目的を達成したと考えております。今後の予定でござい

ますが、4月に2回の事後研修を4月14日と4月29日いずれも時間は10時から16時で、場所は本庁1階多目的

ホールで実施したのち、5月13日に1階多目的ホールで13時30分から15時の予定で帰国報告会を実施する

予定でございます。なお本事業に関しましては組織機構の変更に伴い、平成30年度からは行政経営部国

際交流推進室が実施することとなっており行政報告、議会総務委員会及び福祉文教委員会での報告につ

きましても国際交流推進室が行うこととなっております。以上報告の説明を終わらせていただきます。 

 

(質疑なし) 

 

■教育行政について 

○教育総務課長 



7 

教育行政につきまして、大変急な話で申しわけございませんが、飯塚市人権教育啓発推進協議会委員

については上田委員様の方が就任していただいているところではございますけれども、委員の任期の方

が平成30年3月31日、2年間の任期でございましたが任期が切れるということで新たに推薦依頼がきてお

ります。委員の任期は平成30年の4月に遡るということでございます。平成32年の3月31日までの2年間に

ついて、教育委員の方からまた推薦依頼をいただけないでしょうかという文書が飯塚市人権教育啓発推

進協議会事務局からきております。もしよろしければ、今どなたかご推薦をいただければと考えており

ます。なおこちらも文書の中で男女共同参画社会実現に向けて女性委員推薦の検討もお願いしますとい

うことがあっていることを申し添えます。以上どうぞよろしくお願いします。 

○上田委員 

推薦をしたいと思いますけれども、指名推薦の方法でよろしいでしょうか。どなたか推薦をお願いし

ます。 

○高石委員 

御苦労多い中と思いますが、引き続き飯塚市人権教育啓発推進協議会委員に上田委員さんを指名しま

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、私上田が飯塚市人権教育啓発推進協議

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人権教育啓発推進協議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。 

なお、次回定例会は5月17日(木)14時から開催しますのでよろしくお願いします。 

 

 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5回教育委員会会議 定例会を閉会いたします。 

 

 


