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◆平成30年第2回教育委員会会議 定例会 会議録 

(開催日時：H30.2.20 10:10～11:10) 

 

○上田委員 

ただいまより平成30年第2回教育委員会会議 定例会を開会いたします。 

 

 

■議案第7号「平成30年度教育費に係る当初予算要求」 

≪説明：教育総務課長(大庭義則)≫ 

議案第7号「平成30年度教育費に係る当初予算要求」についてご説明いたします。 

議案書の1ページをお願いします。提案理由といたしましては、平成30年度の当初予算を要求するにあ

たり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づき、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。 

それでは、議案第7号別冊の当初予算概要書をご覧ください。平成30年度の教育費全体の歳出予算要求

額につきましては、一般会計52億3,578万1,000円と学校給食事業特別会計13億9,949万9,000円を合わせ

まして66億3,528万円となっております。29年度と比較して、一般会計で22億3,284万5,000円、学校給食

事業特別会計で2億4,087万2,000円、合計で24億7,371万7,000円の減額となっております。これは、一般

会計におきましては今年度で学校施設の再編整備が終了すること、学校給食事業特別会計におきまして

は学校給食センターの廃止に伴い、その関連事務経費及び補修管理経費等が減額となっているものでご

ざいます。 

それでは、それぞれ担当課長に所管に係る予算要求の概要についてご説明申し上げます。教育総務課

所管の予算でございます。まず歳入の国庫支出金、子ども・子育て支援交付金1億1,329万7,000円につい

ては、椋本児童館の建設工事実施に伴う関連経費に対する交付金でございます。これにつきましては、

学校教育課関連予算に計上されております。それから学校施設改善交付金については、29年度から3年間

で実施しております。若菜小学校の大規模改造事業及び30年度から3年間で実施する大分小学校の大規模

改造事業に係る交付金及び小学校への空調設備整備事業に係る交付金の合計として9,074万9,000円を、

また、中学校の空調設備整備事業にかかる交付金として3,644万6,000円を計上しております。 

次に歳出でございます。民生費青少年対策費、[児童センター・児童クラブ施設管理事業費]、児童セ

ンター・児童クラブ施設管理費1,630万円については、児童センター等の維持補修費や保守点検等に必要

な委託料や駐車場改修等に係る改修費を計上しております。 

青少年対策費[椋本児童館整備事業費]については、歳入のところで説明いたしました建設工事や工事

監理委託料等1億5,852万2,000円を計上しております。教育費事務局費[その他の事務局費]旧教育施設管

理費1,852万7,000円については小中一貫校開校など学校再編に伴い、学校として使われなくなります施

設の維持管理費として計上しております。 

次からは小学校費でございます。2ページをお願いします。学校管理費[学校施設管理事業費]小学校施

設管理費1億4,219万円については、小学校施設の光熱水費、各種保守点検、委託料と維持補修費等を計

上するものでございます。学校管理費[スクールバス運行事業費]小学校スクールバス運営管理費5,458万

6,000円については目尾地区で運行しておりますスクールバスや30年度から新規で運行します鎮西地区

スクールバス外、各地区運行のスクールバス運行委託料でございます。学校管理費[その他の学校管理費]

小学校運営管理総務費2,694万6,000円については、小学校の管理運営上必要とする電話代、児童の利用
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する椅子、机や印刷機等の費用ございます。教育振興費[その他の教育振興費]小学校振興管理総務費

5,495万6,000円については、授業等の教育活動に関し必要な教材備品、学校図書費等でございます。学

校整備費[統合・大規模改造事業費]大分小学校大規模改造事業費3億7,141万5,000円については、改造工

事費等を計上しております。同様に、若菜小学校大規模改造事業費2億2,142万7,000円を計上しておりま

す。学校整備費[各学校整備費]各小学校整備費3,163万3,000円については、椋本児童館建設に係る遊具

等の整備、安全対策バリアフリー化等の経費でございます。学校整備費[空調施設整備事業費]1億516万

5,000円については、30年度に工事を実施する飯塚第一中学校、穂波西中学校、小中一貫校幸袋校、二瀬

中学校の整備工事費や31年度に設置工事を実施予定の小中一貫校頴田校、小中一貫校穂波東校、筑穂中

学校、飯塚第二中学校、庄内中学校、若菜小学校等の設計委託料のうち小学校に係るものでございます。 

3ページの最後に記載されています中学校費、学校整備費[空調施設整備事業費]空調設備整備事業費2

億3,734万7,000円については30年度工事実施校および31年度工事予定校に対する設計委託料について、

中学校に係る経費を計上しております。 

続きまして、中学校費でございます。2ページに戻りまして、最後に記載しています学校管理費[学校

施設管理事業費]中学校施設管理費9,104万6,000円については、中学校施設の光熱水費、各種保守点検委

託料と維持補修費等を計上するものであります。 

3ページ、学校管理費[スクールバス運行事業費]中学校スクールバス運営管理費3,210万5,000円につい

ては、八木山地区スクールバス及び筑穂地区スクールバスの運行委託料等を計上しているものでござい

ます。教育振興費[その他の教育振興費]中学校振興管理総務費3,515万1,000円については授業等の教育

活動に関し必要な教材備品費、学校図書費等でございます。学校整備費[各学校整備事業費]各中学校整

備費2,400万円につきましては、バックネットの改修等中学校で必要な各所整備工事費を計上しておりま

す。 

以上で教育総務課管理予算の概要説明を終わります。 

 

≪説明：学校教育課長(山本健志)≫ 

では、続きまして学校教育課関連の予算の説明を新規事業及び平成29年度当初予算と比較して大きく

増減した事業費について、その主な内容を中心に説明をさせていただきます。 

4ページをご覧ください。歳入でございますが、平成29年度子育て支援課から移管されました児童クラ

ブ運営に係る国、県補助金を各7,885万7,000円計上しております。また、児童クラブの利用料を7,871万

円計上しております。 

次に歳出でございますが、児童センター運営事業費につきましては委託料3,990万2,000円等平成29年

度より291万3,000円減の5,150万2,000円を計上しております。これは潤野小と蓮台寺小の児童センター

統合により施設数が1減少し、それに係る経費が減少したことによります。児童クラブ運営事業費につき

ましては、放課後児童クラブ運営委託料2億6,452万1,000円等2億6,724万5,000円を計上しております。 

次に、小学校費でございますが、まず学校管理費[その他学校管理費]の教職員用情報機器管理費につ

きまして、まず、公務用パソコンのリプレイスのため、タブレット型のパソコン100台、1,512万円とそ

の機器設定委託料557万9,000円等を計上しております。小中学校間ネットワーク再構築事業につきまし

ては、既存ネットワークが平成30年度で終了するため、平成31年度から使用する新しい学校間ネットワ

ークの構築を行う予定でしたが、次期ネットワーク構築の仕様に係る課題解決のため調査研究、事業設

計検討に時間を要するため、現行のシステムの延長18ケ月で対応するため、小中学校間ネットワーク構

築委託料5,216万3,000円を計上しております。次に、教育振興費[特別支援教育支援員等配置事業費]特
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別支援教育支援員配置事業費につきましては、特別支援教育の充実を図るため、小学校に特別支援教育

支援員を配置することに伴う臨時職員雇用経費等を29年度より8名増の60名、1,354万4,000円の増額をし、

9,537万2,000円で計上しております。 

 [就学援助費]につきましては、要保護・準要保護児童就学援助扶助費では、平成29年度から入学準備

扶助費の単価を2万470万から4万600円に増額したこと等により全体で29年度より542万3,000円増の1億

1,248万2,000円で計上しております。 

続きまして、5ページをお願いいたします。[教育用情報機器整備事業費]につきましては、各学校にICT

機器やその環境整備のため、タブレットパソコン4校160台、電子黒板24台等を整備するため、5,293万

1,000円を計上しております。[学力向上推進事業費]につきまして、小学校英語教育推進事業費では小学

校英語科に伴います平成30年度からの先行実施、また32年度からの完全実施に向け、28年9月から全小学

校6年生を対象にしておりますオンライン英会話授業支援業務について、30年度からは全小学校5、6年生

を対象に1人年20回のマンツーマンによるオンライン英会話を実施するため、その委託料等を5,583万

8,000円で計上しております。小学校ICT活用推進事業費につきましては、教育の情報化を推進し、教員

間の情報提供や指導力の向上を図り、教員のICT機器を活用した授業スタイル等の推進を目的にICT機器

に関する高度な専門知識を有する指導員3名を外部に求め、配置するための委託料1,021万9,000円を新規

事業で計上しております。[その他教育振興費]の本物・未来志向の人材育成事業費では、教育・文化・

スポーツ・福祉経済等様々な分野において、高い志や先見性を持って、その第一線で仕事・活動に携わ

っている方を指導者として招聘し、子どもたちに通常の学習では得られない学びの場を設定していく事

業に謝礼金300万を計上しております。 

次に中学校費になります。教職員用情報機器管理費につきましては、校務用パソコンのリプレイスの

ため、タブレット型パソコン56台分846万8,000円と機器設定委託料の312万5,000円等を計上しておりま

す。小中学校間ネットワーク再構築事業につきましては、先ほどご説明いたしましたとおり小学校費と

同じく委託料として2,745万1,000円を計上しております。続きまして、特別支援教育支援員配置事業に

つきまして、その充実を図るため中学校に特別支援教育支援員を配置する臨時職員雇用経費等を29年度

に6名増の24名、909万3,000円増額の3,776万円で計上しております。小中一貫教育研究事業費につきま

してですが、中学校区に4校以上学校がある中学校3校区には小中一貫教育コーディネーターの負担軽減

のための代替教員としまして、任期付きの職員3人の人件費等1,675万8,000円を計上しております。[就

学援助費]につきましては、小学校費と同じく入学準備扶助費の単価を2万3,550円から4万7,400円に増額

したことにより、入学準備扶助費の増額となっておりますが要保護・準要保護生徒就学援助扶助費にお

いて見込み数の減に伴い、全体で29年度より346万4,000円減額の1億259万6,000円を計上しております。 

次に[教育用情報機器整備事業費]につきましては各学校にICT機器やその環境整備のため、タブレット

パソコンを8校に320台、電子黒板30台を整備するために8,856万1,000円を計上しております。[学力向上

推進事業費]につきましては、中学校ICT活用推進事業につきまして小学校費と同じく委託料537万8,000

円を新規事業で計上しております。[その他教育振興費]本物・未来志向の人材育成事業では、これも小

学校費と同じく謝礼金200万円を計上しております。中学校国際教育事業費では中学校に3名のALTを派遣

するため外国語指導助手委託料を1,308万円で計上しております。 

6ページをお願いいたします。債務負担行為でございますが、小中学校間ネットワーク管理委託料につ

きましては、先ほどご説明させていただきました小中学校間ネットワーク再構築委託料に関連する管理

委託料を平成30年度中に契約締結するため、2018年から2020年度で限度額2019年度7,030万5,000円、2020

年度3,547万5,000円債務負担行為で計上しております。 
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以上、簡単でございますが学校教育課分の説明を終わります。 

 

≪説明：生涯学習課長(高瀬英一)≫ 

続きまして、生涯学習課の予算概要についてご説明いたします。 

予算概要書の7ページをお願いいたします。歳出でございますが、社会教育総務費の生涯学習ボランテ

ィアネットワーク事業費では、学習の活動を行うにあたり、学習の保障と効果を充実するため市長マニ

フェスト、子どもたちの未来を開く教育のまちに基づき、就学前児童の教育支援にさらに特化した取り

組みを開始し、保育所等子育て関連施設への派遣を強化するため、報償費51万6,000円を含む55万4,000

円を増額し470万2,000円を計上いたしております。地域活動指導員設置事業費については、県の補助制

度10分の8を活用し、嘱託職員10名、臨時職員2名の人件費3,481万3,000円を計上いたしております。公

民館費では、コミュニティセンター施設管理費として消耗品費、燃料費、光熱水費、維持補修費、セン

ター施設管理委託料、補修工事、器具費などの費用6,964万5,000円を計上いたしております。特に補修

工事では屋上防水工事2,060万円を計上し、差引額1,213万9,000円増の大きな要因となっております。な

お、平成30年度より交流センター化により、12地区公民館に係る経費については他課、まちづくり推進

課等に移管し、計上を行っているような次第でございます。図書館費では、指定管理図書館管理運営費

として新たに平成30年度から平成34年度までの5カ年の指定管理委託を行い、30年度分指定管理委託料と

して1億630万3,000円を含む1億646万8,000円、図書館使用管理費としてマーク作成委託料213万9,000円、

図書館図書費3,250万円などを含む経費3,464万9,000円を計上いたしております。社会教育施設費では庄

内生活体験学校の維持補修費、指定管理委託料、改修工事などの費用4,582万7,000円を計上いたしてお

ります。なお維持補修費については学校周囲のフェンス補修、改修工事については5つの棟の屋根の補修

工事になります。 

以上、簡単でございますが説明を終わります。 

 

≪説明：文化課長(久保山博文)≫ 

続きまして8ページ、文化課の予算についてご説明いたします。歳出、文化財保護費[歴史資料館管理

運営事業費]2,370万9,000円を計上しておりますが、主なものといたしましては、維持補修費711万7,000

円、これにつきましては消防設備としてハロゲン容器の取り替え、門扉等補修費等になっております。[旧

伊藤伝右衛門邸管理運営委託事業費]では、受付業務委託料1,264万8,000円を含め、2,334万4,000円を計

上しております。文化会館費では[文化会館管理運営事業費]として指定管理委託料を含め、総額1億3,674

万9,000円、空調設備改修工事費として2,300万円を計上しております。 

以上、簡単ですが説明を終わります。 

 

≪説明：学校給食課長(岩永潔)≫ 

最後に平成30年度飯塚市学校給食事業特別会計当初予算についてご説明いたします。 

予算概要書9ページをお願いします。概要書に沿いまして、予算に計上している主な事項についてご説

明いたします。まず、歳入でございます。給食事業収入では、小学校給食費3億2,145万4,000円、中学校

給食費1億7,992万4,000円を計上しております。これは、すべて食材費、賄材料費に充てるものでござい

ます。平成29年度比較しますと、児童・生徒数の減、それから滞納繰越分の徴収率をかなり厳しく見込

んでいること等によりまして、小中合わせて約600万円の減額となっております。次に繰入金につきまし

ては、これは職員給与費、事務費、公債費といった賄材料費以外の経費につきまして一般会計から繰り



5 

入れるものでございますけれども8億9,737万2,000円を計上いたしております。これにつきましては、給

食センターの廃止に伴う人件費の減等によりまして、平成29年度と比較しますと3,652万8,000円の減額

となっております。 

次に、歳出でございます。一般管理費では職員給与費2億96万7,000円を計上いたしております。これ

も昨年度から4,984万円の減額となっておりまして、先ほどから申し上げておりますように給食センター

の廃止、それから穂波東中学校が小中一貫校穂波東校に統合されますのでこれに伴い、職員数が33名か

ら27名に減少するといったことに伴うものでございます。 

次に、給食事業費ですが、給食施設管理費は2,837万1,000円計上しております。これも給食センター

の維持管理にかかわる経費など237万1,000円の減額となっております。 

次に、臨時職員雇用経費は2,491万9,000円を計上しております。これも市の直営の給食施設穂波西中

校区4校、筑穂中校区4校に配置する臨時職員の調理員の雇用経費でございまして、これも給食センター

の分、穂波東中学校分がなくなりまして、1,457万9,000円の減額となっております。 

次に、給食事業費につきましては、各種の消耗品費、燃料費、光熱水費など1億1,703万8,000円を計上

しております。これも給食センターに関する経費など2,252万3,000円の減額となっております。 

次に、給食調理等事業につきましては、給食調理業務委託料を2億8,380万7,000円計上いたしておりま

す。これにつきましては飯塚市鎮西校の新規の委託、穂波東中学校が穂波東校への統合に伴う委託業務

の拡大に伴いまして、6,013万3,000円を増額いたしております。学校給食賄材料費は歳入の給食事業費

を充てるものですけれども、現年度分の歳入の予定額、調定額になりますが、これに合わせまして小学

校3億2,448万5,000円、中学校1億8,132万2,000円を計上いたしております。 

10ページに入りまして、市債償還元金、これが1億9,450万6,000円、利子分が3,158万2,000円計上いた

しております。この間実施してまいりました施設整備に伴いまして2,402万2,000円増額となっておりま

す。最後に、債務負担行為につきましては、調理業務の委託契約が平成30年度末で期間満了となります。

小中一貫校幸袋校、同じく穂波東校及び飯塚第二中学校区と飯塚東小学校について債務負担行為を計上

しておるものでございます。 

以上、簡単ですが説明終わります。 

 

(質疑・討論なし 原案可決(全会一致)) 

 

 

■議案第8号「飯塚市文化振興基本条例等の一部を改正する条例」 

≪説明：文化課長(久保山博文)≫ 

議案第8号「飯塚市文化振興基本条例等の一部を改正する条例」についてご説明いたします。 

議案書の2ページをお願いいたします。提案理由といたしましては、文化行政に係る規定のうち教育委

員会の権限にあるものについて、関係条例の整備をするため飯塚市文化振興基本条例等の一部を改正す

る条例を市議会へ提出するにあたり、地方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。 

5ページ新旧対照表をお願いいたします。改正内容につきましては第1条飯塚市文化振興基本条例中第

13条第14条、第2条飯塚市文化会館条例中第4条第5条第6条、第3条旧伊藤伝右衛門邸条例中第3条第4条第

5条第10条につきまして市長の予算執行権である減免、損害賠償を除く管理権限を市長から教育委員会へ

改正し、第2条飯塚市文化会館条例中、第18条駐車場の特例として飯塚市営駐車場条例中管理権限を市長
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とあるものを教育委員会とする読み替え規定を追加するものでございます。なお、この条例は平成30年4

月1日から施行予定でございます。 

以上、簡単で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)) 

 

 

■報告第7号「心身障がい児(生)の就学等について」 

≪報告：学校教育課長(山本健志)≫ 

報告第7号「心身障がい児(生)の就学等について」説明をいたします。 

議案書7ページをお願いいたします。 

まず、訂正がございます。３ 答申の概要の(2）答申の内容の③にあります特別支援学級への就学が

適当と判断された者につきましては30名ではなく31名でございます。訂正をお願いします。申し訳ござ

いませんでした。 

それでは、本案は心身障がい児(生)の就学等について飯塚市心身障がい児(生)就学指導委員会から答

申がありましたので報告するものであります。心身障がい児(生)就学指導委員会の開催日は、9月1日よ

り計6回開催いたしました。 

答申の概要について説明いたします。就学指導対象者は総数79名、その内訳は平成30年度新小学校1年

生対象者が34名、平成30年度新中学校1年生対象者が40名、平成30年度その他の学年対象者が5名でござ

いました。 

また、審議会の結果につきましては議案書7ページ「３ 答申の概要」②から④の内訳のほうに記載さ

れているとおりでございます。 

以上、簡単でございますが、報告第7号説明を終わります。 

 

(質疑なし) 

 

 

■報告第8号「飯塚市学校給食体験イベントの開催結果について」 

≪報告：学校給食課長(岩永潔)≫ 

報告第8号「飯塚市学校給食体験イベントの開催結果について」ご報告いたします。 

議案書8ページをお願いいたします。まず報告の概要でございますが、議案書に記載のとおり学校給食

に対する理解を深めるとともに、食育の推進を図ることを目的に飯塚市学校給食体験イベントを開催い

たしましたので、その結果を報告するものでございます。 

報告の内容でございます。主催は、学校給食課が事務局を担当しております飯塚市学校給食会でござ

います。開催の日時、場所は1月21日日曜日、午前10時から午後2時まで庄内公民館において開催をいた

しております。なおこのイベント今回が8回目の開催となりますが、庄内公民館での開催は初めてという

ことでございます。 

開催の周知につきましては、市立の小中学校に加え、市内のこども園、保育所、幼稚園にもチラシの

配布をお願いしまして、広く周知を図ったところでございます。 

イベントの具体的な内容につきましては、12月の定例会議で報告をいたしておりますので省略をさせ
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ていただきまして最後に、今年度の参加者数でございます。大人82人、児童・生徒92人の計174人という

ことで昨年度に比べ、児童・生徒の参加が25人増加するという結果になっております。また参加者から

のアンケート、現在集約中でございますけれども、昨年と同様にたいへんな高評をいただいているよう

でございます。今後も引き続きさらに内容を充実させ、参加者の増を図ってまいりたいというふうに考

えております。 

以上で報告を終わります。 

 

(質疑なし) 

 

 

■報告第9号「学校給食調理等業務の受託候補者特定について」 

≪報告：学校給食課長(岩永潔)≫ 

報告第9号「学校給食調理等業務の受託候補者特定について」報告いたします。 

議案書9ページをお願いいたします。現行の給食調理業務の委託契約が本年度末で期間満了となる学校

及び来年度から新規に給食調理業務を委託することとなります小中一貫校飯塚鎮西校の計8校につきま

して、平成30年度からの業務を委託する受託業者の選定について、飯塚市給食運営審議会に諮問し、プ

ロポーザル方式による審査の結果、受託候補者を特定した旨答申がなされましたので報告をするもので

ございます。 

受託候補者の特定に至る経過としましては、議案書の２に記載をしておりますように平成29年11月30

日に審議会を開催いたしまして、専門部会の設置をいたしております。それから募集については、12月1

日から開始をいたしまして4社から参加表明、1月15日の締め切りまでにこの4社が企画提案書を提出いた

しておりますけれども、この4社に関しまして1月24日専門部会を開催し第1次審査を行い、1月31日2回目

の専門部会において、第2次審査ということで実施をしてきております。この結果、受託候補者の特定が

なされまして３に記載しておりますように2月2日その答申がなされたものでございます。 

受託候補者につきましては議案書に記載のとおり、庄内小学校、庄内中学校及び小中一貫校頴田校に

ついてはシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社これは現行の受託業者が引き続き受託候補者と

なっているものでございます。委託期間は5年間ということになっております。 

次に、伊岐須小学校及び二瀬中学校につきましては、一冨士フードサービス株式会社九州支社これも

現行の受託業者が引き続き受託候補者となっております。こちらにつきましても委託期間は5年間でござ

います。 

次に新規の委託であります小中一貫校飯塚鎮西校及び八木山小学校これは八木山小学校への配送も含

めての委託となります。こちらにつきましては、ハーベストネクスト株式会社これは現在、飯塚小学校

の調理業務を委託している業者でございますが、今回プロポーザルによる選考の結果、委託する学校が

変更となっております。委託期間につきましては今回学校としては初めての委託でございますので、3年

間ということを予定しております。 

最後に、鯰田小学校及び飯塚小学校につきましては、株式会社共立メンテナンス九州支店、こちらに

つきましては、現在飯塚東小学校、飯塚第二中学校の調理業務を委託している業者でございまして、今

回ここに加えまして、鯰田小、飯塚小を委託するものでございます。委託期間は2年間としたしておりま

す。他と比べて委託期間が短こうございますけれども、これは順次委託を進めてきました一中校区内の

各学校の委託契約について、将来的には2本の契約にまとめていこうと考えておりますので、委託期間も
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調整を行っているものでございます。 

なお、説明は省略させていただきますけれども、別冊資料で答申書の写しを配付させていただいてお

ります。後ほど参照いただきたいと思います。 

以上で報告を終わります。 

 

○髙石委員 

質問です。それぞれ自校式の給食が整いつつありますけれども、このように委託の業者がそれぞれの

学校ごとに入るということは、例えば献立の作り方とか色々な味つけの工夫などは、それぞれの学校ご

とに異なっていくということでしょうか。 

 

○学校給食課長(岩永潔) 

現在、学校給食の献立につきましては、市内の栄養教諭の皆さんで統一の献立になってございます。

学校行事等で提供する日が変わったりすることはありますけども、献立はすべて同じ内容ということに

なっておりますので、また、味つけ等についても調味料の量とかも、きちんと栄養士さんの方から使う

量が指示書ということで出てまいりますので、若干の調理技術の部分の差が実際あると思いますけれど

も、そんなに実際に食べてみてこの会社とこの会社で違うなと、そういった差は現実的には発生しない

のではないかというふうに考えております。 

 

○髙石委員 

質問の意図というのは、それぞれ委託業者さんたちに入っていただいて色々な創意工夫とか、先ほど

の学校給食の体験イベントの報告にありましたように学校給食に対する理解やその食育の推進をより図

っていく上での色々なアイディアのその業者間交流と言いましょうか、そういうものがあったりすれば、

よりサービスが高まっていくかなと思ったりします。 

 

○学校給食課長(岩永潔) 

このプロポーザルの審査の対象になります企画提案書の中で、色々とこういった学校行事に協力がで

きますとか食育に関してこういった取り組みもできますということを記載していただいております。そ

れが審査の対象にもなります。提案されたことがすべて実現できるわけではありませんけれども、やは

り提案の内容が豊富であれば、それだけプロポーザルの点数は良くなるという形にはなります。それか

ら、また毎年夏休みに調理コンクール等も開催をいたしておりますので、委託業者ごとにチームを作っ

てもらうんですけども、このチームで考案しました給食の献立これのコンクールといったようなことも

やっておりますので、そこでほかの業者さんが作ったメニューとかも実際目にするわけですから、そう

いった面ではお互い切磋琢磨するような場面もあろうかというふうに思います。 

 

○髙石委員 

今興味深いことを教えていただいて調理コンクールというのは、一般参加とか参加者対象というのは

どのようなものですか。 

 

○学校給食課長(岩永潔) 

夏休みの期間を利用しまして調理技術研修という形で実施をいたしております。先ほど申し上げまし
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たように各業者さん、直営も含めてですけど調理員さんが調理技術を向上させるという目的で実施をし

ておりますので、一般に公開しているというものではございませんが、取り組みとしては広く、例えば

保護者の皆さん等に見ていただいたら良いのではないかとは考えていますので、今後ともそのあたり検

討してまいりたいと思います。 

 

○髙石委員 

 是非とも色々なアイディアをよろしくお願いいたします。 

 

(質疑なし) 

 

 

■報告第10号「小中一貫校等建設工事の進捗状況について」 

≪報告：学校施設整備推進室主幹(山田哲史)≫ 

報告第10号「小中一貫校等建設工事の進捗状況について」ご説明いたします。 

議案書10ページをお願いします。１の報告の概要ですが、今回報告しますのは、幸袋中学校区と鎮西

中学校区の工事、それぞれ2件ずつ計4件の工事の変更契約の報告となります。 

次に２の変更契約の内容ですが、議案書11ページの第10号資料工事請負変更契約報告書により、ご説

明させていただきます。議案書11ページをお願いします。はじめに、今回報告します変更となった4件の

工事に共通する変更要因でございますが、こちらの方は1月上旬に降り積もった雪の影響がございます。

報告します4件の工事はどれも屋外工事で、また変更前の工期が4件とも、1月31日までとなっておりまし

た。そのため、1月上旬に降り積もりました雪のため中断となった工事工程期間を残りの工期で吸収処理

できなかったことが今回の変更の大きな要因となっております。 

それでは、個別の説明に入らせていただきます。 

はじめに表の1にあります飯塚市立幸袋中学校区小中一貫校外構工事の変更についてですが、この工事

は幸袋一貫校の外来者駐車場整備などを含む外構工事を行っているものでございます。雪の影響の他に

変更の要因となったものは、正門から斜路の取りつけ、また、メイングランド工事との兼ね合いによる

工程見直し、また数量の精査によるもので、ただいま申しました理由によりまして、契約金額を原契約

金額4,311万6,840円に8万3,160円を加え、変更契約金額4,320万円とし、契約工期を原契約工期、平成29

年6月20日から平成30年1月31日までを変更契約工期、平成29年6月20日から平成30年2月23日までとする

ものでございます。 

次に表の2飯塚市立幸袋中学校区小中一貫校遊具設置工事についてですが、この工事は幸袋一貫校の昇

降口前東側の広場へ遊具設置や外来者駐車場周辺に植樹を行う工事で、工期の変更以外の変更はござい

ません。そのため、変更契約の内容は契約工期を原契約工期、平成29年7月19日から平成30年1月31日ま

でを変更契約工期、平成29年7月19日から平成30年2月23日までとするものでございます。 

次に表の3飯塚市立鎮西中学校区小中一貫校グランド造成(１工区)工事について、この工事は鎮西一貫

校のメイングラウンドの造成を行っている工事で、変更の理由は工事数量の変更による契約金額の変更

と積雪による契約工期の変更の2つになります。工事数量の変更は、工事で必要な埋め戻しの一部を流用

土、これはこの工事の敷地造成工で生じた残土でございますが、この残土により埋め戻しの一部を行っ

たことで敷地造成工の残土処理・土砂等運搬が減となり、また、土砂流用先である雨水排水設備工これ

もこの工事の一部でございますが、この設備校で埋め戻しの土砂購入が不用になったことで契約金額が



10 

減となったものでございます。今申しました理由により契約金額を原契約金額8,325万8,280円から84万

3,480円を減じ、変更契約金額8,241万4,800円とし、契約工期を原契約工期平成29年6月14日から平成30

年1月31日までを変更契約工期、平成29年6月14日から平成30年2月9日までとするものでございます。 

最後に、表の4飯塚市立鎮西中学校区小中一貫校外柵(2工区)工事についてですが、この工事は鎮西一

貫校のサブグラウンド南側フェンスと一貫校東側道路の外柵工事になりますが、積雪の影響のほかはメ

イングランド工事との兼ね合いや数量変更により、原契約金額2,852万2,800円に、37万3,680円を加え変

更契約金額2,889万6,480円とし、契約工期を原契約工期、平成29年7月4日から平成30年1月31日までを変

更契約工期、平成29年7月4日から平成30年2月9日までとするものでございます。なお、今回の変更によ

る全体行程や開校への影響についてはございません。 

以上、簡単ですが説明を終わります。 

 

(質疑なし) 

 

 

■報告第11号「鎮西中学校区小中一貫校開校に伴うスクールバス運行について」 

≪報告：学校施設整備推進室主幹(山田哲史)≫ 

報告第11号の説明に入ります前に本件につきましては2月6日に開催されました福祉文教委員会への報

告を行っており、教育委員会会議への報告と後先になりましたことについて、この場をお借りしお詫び

申し上げます。 

それでは、報告第11号「鎮西中学校区小中一貫校開校に伴うスクールバス運行について」ご説明させ

ていただきます。 

議案書は12ページで、別冊資料として報告第11号別冊①八木山スクールバスルート図と②鎮西地区ス

クールバス運行経路図を資料として配布させていただいておりますので、併せてお願いします。議案書

12ページの１の報告の理由ですが、本件は、今年4月の鎮西中学校区小中一貫校開校に合わせて既存の八

木山混乗スクールバスのルートを一貫校まで伸ばすのと、小学校統合により一貫校までの通学距離が遠

距離となる児童に対し、新たにスクールバスを運行することについて報告をするものでございます。 

はじめに、(1)八木山混乗スクールバスの方から説明させていただきます。鎮西中学校区のスクールバ

スは平成25年から鎮西中学校へ通学する生徒、八木山小学校へ区域外から通学する児童及び一般市民を

対象とし、八木山本村から蓮台寺バス停まで運行しておりますが、小中一貫校となり中学校が移転する

ことから、登校時の終点を現在の蓮台寺バス停から一貫校に変更するものでございます。配付しており

ます資料八木山スクールバスルート図をお願いします。緑色で示している線が現在のバス運行ルートで、

これに赤線で示している区間を追加するものでございます。追加する区間の距離は約1.5kmで、走行区間

が増えることで、走行時間の方も増えますが、増えた時間の調整は、運行途中の待ち時間が33分ありま

したので、この待ち時間を8分短縮することで、運行ダイヤに影響が出ないよう調整をしております。ま

た、下校時につきましても、現在の蓮台寺バス停出発を一貫校出発とするものでございます。なお、蓮

台寺バス停を含む従来の停留箇所に変更はございません。 

次に、議案書12ページ(2)新規運行スクールバスについてでございますが、小中一貫校までの通学距離

が遠距離となる小学生を対象に、4月からスクールバス運行を行うことと計画しておりますので、その概

要をご説明させていただきます。資料は報告第11号別冊②の鎮西地区スクールバス運行経路図になりま

す。蓮台寺小学校と潤野小学校が統合され、新たに設置される飯塚鎮西小学校の校区は、配付資料の青
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線が校区境となります。蓮台寺小学校と潤野小学校を黄色で示しておりますが、赤く示しております一

貫校は両校の東西南北のほぼ中間位置にありますことから、学校までの通学距離は、蓮台寺小学校区に

おいては、蓮台寺小学校よりも北側と西側地域からの通学距離が遠くなり、また潤野小学校区では、潤

野小学校より東側と南側からの通学距離が遠くなります。また、今申しました地域の逆の地域では通学

距離が短くなることとなります。そのため、学校までの通学距離が遠くなった主だった地域について、

一貫校までの実測距離を確認したところ、蓮台寺小学校区においては建花寺本村公民館から一貫校まで

が約2.5km、建花寺古野公民館から一貫校までが約4km、大日寺丁字路交差点から一貫校までが約2.1km、

潤野小学校区では花咲台団地の集会所から一貫校までが約2.5km、明星寺団地中央バス停から一貫校まで

が約2.5km、明星寺南谷公民館から一貫校までが約4.6kmということでございました。そのため、義務教

育諸学校の施設費の国庫負担法に関する法律施行例第4条における適正な学校規模の条件を鑑み、おおむ

ね4kmを超える建花寺古野地区、明星寺南谷地区の小学生に対しスクールバスを運行しようというもので

ございます。 

対象となる児童数は、建花寺古野地区が6名、明星寺南谷地区が3名の予定でございます。なお、これ

らの地区においては実際に歩きましたが、大人の要する時間の1.5倍の時間がかかると想定しますと、子

どもの徒歩で今回スクールバスの対象としている地区につきましては、1時間以上かかるものというふう

に見込まれます。なお、この通学路や通学手段については、昨年6月に行いました蓮台寺小学校、潤野小

学校、鎮西中学校の3校合同での一貫校についての説明会において、建花寺古野地区及び明星寺南谷地区

に対し、スクールバス運行を検討している旨の説明を行いました。その後7月、8月に建花寺本村及び建

花寺古野地区合同のスクールバスに関する説明会を行い、同じく8月に明星寺南谷地区の対象世帯に対し、

スクールバスの説明を行っているところでございます。 

以上、簡単ですが説明を終わります。 

 

○大隈委員 

ありがとうございました。先日、小中一貫校開設にあたって、潤野小学校の閉校式がございまして、

市長のお話の中でも子どもたちが通学路を春休みの間に練習して歩いていこうというお話を聞いたとこ

ろでございます。もちろん、4km以上のところはバスが出るということですけれども、バスじゃないとこ

ろの安全確認をもう一度確認していただきたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。 

 

○学校施設整備推進室主幹(山田哲史) 

ただいま大隈委員の方からのご要望がありました件については、十分に注意をし、今後とも確認を行

っていきたいと思います。 

 

(質疑終了) 

 

 

■教育行政について 

(審議事項なし、継続審議) 

 

 

○上田委員 
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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。 

これをもとまして、平成30年第2回教育委員会会議定例会を閉会いたします。 


