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◆平成31年第2回教育委員会会議 定例会 会議録 

(開催日時：H31.2.21 11:00～12:05) 

 

○上田委員 

ただいまより平成31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1号 2019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1号「2019年度飯塚市教育施策要綱（継続審議）」について説明いたします。議案書1ページにな

ります。本件につきましては、議案書第1号別冊資料を付けております。前回からの継続審議となります

ので、前回ご指摘いただいたところを主にご説明させていただきたいと思います。 

別冊資料の2ページをお願いします。主要施策の「生きる力、自分の未来を自ら切り拓く力をもった、

未来の飯塚市を担う『かしこく やさしく たくましい 子どもの育成』に向けて、学力の向上、豊かな人

間性、体力の向上を目指し、その学びと育ちの基礎として、中学校区を単位とした小学1年生から中学3

年生までの9年間を見通した一貫性と連続性のある学習指導や生徒指導による小中一貫教育を推進しま

す」の部分ですが、その後の個別の施策や事業との文言の組み立てと事業の並び方の中で、順序が違う

ところがあるのではというご指摘がありましたので、事務局で確認をしまして、文言の整理と併せて、3

ページにあった「2 小中一貫教育の推進」を4ページに移動して整理しております。 

2ページに戻りまして、ご指摘の2点目に、「1 確かな学力の育成」の「1-1 学力の向上」の中に、キ

ャリア教育についての記載が必要ではというご指摘がございました。こちらは11ページの「次代の飯塚

市を担うひとづくり」の「1 自分らしい生き方を求め実現していく教育の推進」の中に「キャリア教育」

を位置づけています。教育施策大綱の中での位置づけもこちらの方ということで、今回はこのままでい

かせていただきたいと思います。 

次に資料の2ページに戻りまして、主要施策の文章の下から2行目のところで、「長寿命化計画策定に取

り組みます」という文言がありますが、こちらの概要を説明していただけないかということでしたので、

学校施設の現状また文科省あたりから出ていますところを説明させていただきます。学校の築25年以上

で改修を要するような施設が、文科省資料によりますと約7割以上あり、そういった所が今後次々と改修

を行う予定で老朽施設の更新需要が出てきて、国・地方とも財政需要に非常に影響を与える、こういっ

たことから長寿命化計画の策定をということで文科省から出ております。 

次に資料の3ページをお願いします。「2 豊かな心の育成」の「2-2 人権教育の推進」で部落差別教

育は入れなくていいかというご指摘があっておりましたが、「飯塚市人権教育基本方針」の本文中の基本

方針において、部落差別解消のために教育を行うという位置づけがされているということで確認をさせ

ていただきましたので、このままにさせていただきたいと思います。 

次に4ページをお願いします。「2-4 道徳教育の推進」で、文章が一文で長く読み辛いという状況にな

っておりましたので、二つに分けて提案させていただきます。 

次に、5ページをお願いします。「5 学校指導体制の整備」の「5-1 教員の資質能力の向上」で働き

方改革を位置付けておりましたが、今後重要な施策になっていく中で、「5-1」に組み込むのではなく、

別の項目にした方がいいのではというご意見をいただいたことを受けまして、「5-3 教職員の働き方改

革の推進」とさせていただいております。 

次に資料の6ページをお願いします。「7 特別なニーズに対応した教育の推進」の「7-2 外国人児童
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生徒等への支援」で、前回提案していた文章では誤解が生じる表現になっておりましたので、「外国人児

童生徒への支援の調査、研究の実施」とし、これから増えるであろう外国人児童生徒にどのように対応

していくのか、そういったところの表記にさせていただいております。 

次に、資料の11ページをお願いします。「2 グローバルに活躍する人材の育成」の「2-1 国際交流事

業の推進」というところで、前回3番目に「小学校児童の」としておりましたが、車いすテニス大会には

小学校だけでなく中学校も関わりがございましたので、「小中学校児童生徒の」と表記させていただいて

おります。また次の段の「国際機関等との」と書いております前回「国際団体」と表記しておりました

が、団体よりも機関の方が適切な内容でしたので、「国際機関」と訂正させていただいております。 

以上、説明を終わります。 

○大隈委員 

 3ページの「2-3 生徒指導の充実」の文章で、手立てと目的の整合性が合わないのではと思うので再

度考えていただければと思います。例えば、関係機関及び地域との連携が一つに係るのではなくて、い

じめ・不登校にも係ったり全てのことに関係するので、その辺も網羅できるようなかたちでよろしくお

願いいたします。 

○学校教育課長 

 時間をいただいて、文言を整理させていただきたいと思います。 

○髙石委員 

 まず、3ページの「2-2 人権教育の推進」ですが、文言の表記の仕方として、一つ目には「第2次飯塚

市人権教育・啓発実施計画」、二つ目には「第三次とりまとめ」と、算用数字と漢数字があるのは、固有

名詞上の問題なのかということが1点です。もう1点は、4ページの「2-4 道徳教育の推進」です。前回

と比べて2つに文章を分けて分かりやすくなったと思いますが、一番最初に「『特別の教科 道徳』の授

業を要とした道徳教育を推進します」と謳ってありますが、2つ目の項目にも「特別の教科～」と重複し

ていると思うので、前半を削って「教育活動全体を通じて行う道徳教育の推進」という表現ではどうか

と思います。道徳教育が一つの科目に限定されたものではなくて、教育全体に関するものであるという

意味では、現場の先生方と生徒児童たちの全人格を通した学校の生活全体の中で行われるべきであると

いうことが通じるのではないかと思います。 

○教育総務課長 

 1点目については、再度確認をさせていただき、次回報告をさせていただきたいと思います。 

○学校教育課長 

 2点目の道徳の件につきましては、「教育活動全体を通じて行う道徳教育の推進」と修正させていただ

きます。細かい文言についても整理させていただきたいと思います。 

 (継続審議) 

 

■議案第4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4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。議案書の2ページをお願

いいたします。議案第4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、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。議案書3ページ補正予算概要書をお願い
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いたします。今回、計上しています教育に係る補正予算は、訴えの提起「鹿毛馬神籠石敷共有物分割請

求事件」に係る経費のうち、予算額の変更はございませんが、公有地購入費(9,830千円)のうち528千円

を繰越措置するものです。「鹿毛馬神籠石」につきましては、これまで文化財として保存整備を図るた

め、指定区域の公有地化を進めておりますが、5筆については、法定相続人が居所不明等、公有地化の協

議が出来ないため、訴えの提起(鹿毛馬神籠石敷共有物分割請求)により取得するため、現在、法的手続

きを実施しておりますが、裁判所の結審が年度内に完了しない見込みのため、関係事業費を繰越措置す

るものです。以上簡単ではございますが、議案第4号「平成30年度教育費に係る補正予算」についての説

明を終わります。  

(原案可決(全会一致)) 

 

■議案第5号 2019年度教育費に係る当初予算 

≪説明：教育総務課長(山田哲史)≫ 

 議案第5号「2019年度教育費に係る当初予算」について説明いたします。議案書の4ページをお願いい

たします。提出理由としましては、2019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。議案第5号別冊をお願いします。まず平成31年度の全体の教育費につきましては、一般会計

が5,018,651千円で、平成30年度と比べて217,130千円減となっています。減の大きな理由としましては、

昨年度当初予算において空調設備設置工事を幸袋小中一貫校、穂波西中学校、二瀬中学校、飯塚第一中

学校の計4施設5校分の工事費をとっておりました。こちらが237,000千円ほどでした。大きな減の理由と

しましては、今申しましたところが理由となっていると考えています。また、学校給食事業特別会計に

つきましては1,461,286千円で、前年度と比較しますと61,787千円程増えているということになっていま

す。 

 それでは教育総務課の予算について説明させていただきます。教育費の事務局費で旧教育施設管理費

は33,415千円で、前年度から14,888千円増額となっています。こちらは旧教育施設の中でも将来的には

取り壊しの方向で計画が進んでいるもの、また払い下げの方向である程度の目安がついたもの、こうい

ったものに対して測量調査委託、取り壊しの場合は前段で家屋調査等が必要になってきますので、そう

いった経費が加算されて、14,888千円の増額になっています。次に小学校費学校管理費の小学校施設管

理費ですが、前年度から33,518千円増額となっています。こちらは空調整備を行った関係で光熱水費が

増えました。次に小学校費学校管理費の小学校スクールバス運営管理費ですが、スクールバスの入札を

30年度分で行いまして、執行残の確定によって来年度要求が契約額による要求になりましたので、8,515

千円減額になります。次に小学校費の教育振興費の小学校就学援助費ですが、国の単価の改定の見込み

ということで国から通知がありましたので、単価の増によって増えているものです。次に2ページの小学

校費の教育振興費の教育用情報機器整備事業費ですが、前年度から62,466千円増額になっています。こ

ちらは小学校のタブレットを購入します。今年度は160台の購入だったところが、来年度の予定は500台

の購入を計画しております。そのことによる62,466千円の増になっています。次に小学校費の学校整備

費の大分小学校大規模改造事業費は15,341千円の減額となっていますが、平成30年度は体育館でしたが、

来年度は教室棟を実施することになっています。大分小学校自体が平成30年度から32年度までの計画で

ございまして、31年度は真ん中の計画になります。空調設備についてもこの計画の中で行っていきたい

と考えております。次に若菜小学校大規模改修が149,891千円の増になっています。若菜小については29

年度からの大規模改造で最終年となっており、行う箇所は教室棟になっています。この分で増額になっ
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ています。次に中学校費の学校管理費の中学校施設管理費で、17,707千円の増となっています。こちら

も空調設備の光熱水費の増が主な理由になります。次に中学校費学校管理費の中学校スクールバス運営

管理費が3,037千円の減になっていますが、これも小学校と同じでスクールバスの契約に伴う落札後の執

行残に基づいて予算要求した結果、減になっています。次に中学校費教育振興費の教育用情報機器整備

事業費が62,393千円の減になっていますが、中学校は今年度320台のタブレットの購入を行いました。た

だ31年度につきましては購入予定がないということで、その分が減っています。なお、説明文で誤解を

招くかもしれませんが、タブレット500台と書いてありますのは、小中学校を合わせてどこに何台タブレ

ットが入る予定なのかという表記の方法を以前からとっているため、たまたま中学校の購入がない今年

につきましては、このような表記になっています。次のページになりますが、中学校学校整備費で25,000

千円増になっています。こちらは以前教育委員会会議でご報告させていただきましたが、幸袋一貫校の

グラウンドのネットを跳び越してファウルボールが出る関係で、ネット整備工事が来年予定ということ

で要求しております。 

 次に中学校学校整備費で、3,608千円の増になっていますが、先ほどの要綱でもご説明しましたとおり、

長寿命化計画の策定に係る増になっております。以上教育総務課の説明を終わります。 

 

≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

 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30年度当初予算と比較して大きく増減し

た事業費を中心に説明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、児童クラブ

運営に係る国交付金、県補助金を各78,519千円計上しております。児童クラブの利用料につきましては、

利用児童数増を見込み30年度当初予算より5,774千円増の84,484千円計上しております。 

次に歳出でございます。青少年対策費でございますが、児童センタ－運営事業費につきましては、平

成30年度当初予算より2,938千円増の54,440千円を計上しております。これは電気代等の光熱水費や賃金

改定等による児童センタ－運営委託料の増等によります。児童クラブ運営事業費につきましては、平成

30年度当初予算より4,787千円増の272,032千円を計上しております。これは、賃金改定等による児童ク

ラブ運営等委託料4,707千円増額等によるものでございます。 

次に、小学校費教育振興費でございますが、特別支援教育支援員等配置事業費の小学校少人数学級教

員配置事業につきましては、小学2年生において35人以下学級編成を行うため、市費負担教員を配置する

事業でございますが、平成30年度当初予算より該当予定校が3校減のため、3名減の6名分の、8,460千円

減の人件費31,880千円等を計上しております。特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59

名分、95,270千円で計上しております。学力向上推進事業費につきましては、小学校外国語教育推進事

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年生を対象に実施し、30年度からは全小学校5、6年生を対象に1人年20回実施している

オンライン英会話授業支援業務について、その委託料等を54,127千円で計上しております。特別支援教

育推進事業費の児童の発達に関する巡回相談・支援事業費につきましては、発達障害のある児童など、

特別な支援を要する児童等の保護者や学校に対して、臨床心理士等による専門的な指導や支援を実施す

る体制を構築するための新規事業として支援相談員等謝礼金等を605千円計上しております。【その他の

教育振興費】本物・未来志向の人材育成事業費では、講師招聘謝礼金を3,000千円、プログラミング教育

推進事業費ではその経費806千円を計上しております。次に、中学校費教育振興費でございます。5ペー

ジをご覧ください。特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、
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中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30年度当初予算に対して3名

減の21名分、3,869千円減の33,891千円で計上しております。小中一貫教育推進事業費につきましては、

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て、任期付きの職員1人を飯塚第一中学

校に配置するための雇用経費を6,160千円計上しております。これは、小中一貫教育研究事業として、中

学校区に4校以上学校がある中学校3校区（飯塚第一中学校、穂波西中学校、筑穂中学校）に小中一貫教

育コーディネーターの負担軽減のための代替教員として、任期付きの職員3人を配置しておりましたが、

事業見直しにより、小中一貫教育研究事業を廃止し、その経過措置として、3校区中最も学校数の多い飯

塚第一中学校区に代替教員1を配置するためのものでございます。学力向上推進事業費の中学校外国語教

育推進事業費では中学校に3名のALTを派遣するための外国語指導助手委託料を平成30年度当初予算より

3,163千円減の9,917千円で計上しております。これは、平成30年2月の委託契約締結による額の確定に基

づくものでございます。最後に、債務負担行為でございますが、オンライン英会話授業支援業務の2020

年度～2021年度実施について2019年度中に契約締結を行うため、オンライン英会話授業支援業務委託料

につきまして、債務負担期間2019（H31）年度から2021年度限度額2020年度61,038千円、2021年度59,403

千円を債務負担行為で計上しております。 

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：学校給食課長(小柳朋之)≫ 

平成31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。予算概要書の6ページをお

願いいたします。概要書に沿って、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327,150千円、中学校給食費 181,005千

円で、現年度分につきましては、食材費、賄材料費に充てるものでございます。平成30年度と比較する

と 児童・生徒数の増などにより、現年度分・滞納繰越分と合わせて約6,780円の増額となっております。

次に、繰入金の一般会計繰入金は、職員給与費や事務費、公債費といった賄材料費以外の財源として、

935,288千円を、市の一般会計から繰り入れるものです。こちらにつきましては、若菜小のランチルーム

整備、30年度決算に伴う支払消費税、給食施設整備事業実施に伴う借入金の返済元金償還額増などによ

り、平成30年度から、37,916千円増額となっております。次に、市債は、若菜小のランチルーム整備の

財源として学校給食施設整備事業債17,100千円を計上しています。一般管理費では、職員給与費は、

177,742千円で、退職による職員の2名減及び再任用職員の1名増により、平成30度から23,225千円の減額

となっております。次に給食事業費ですが、給食施設管理費は、28,871千円、給食事業費は、138,832千

円、30年度決算に伴う支払消費税等により、21,794千円の増額となっております。臨時職員雇用経費は、

26,721千円、職員減を補う臨時職員の増等により1,802千円の増額となっております。給食調理等事業は、

給食調理業務の委託料を297,426千円計上しております。平成30年度で選考を行いました4校の委託料の

増により13,619千円の増額となっております。学校給食賄材料費は歳入の給食事業費（給食費）を充て

るものですが、現年度分の歳入の予定額に合わせまして、小学校が330,214千円、中学校が182,155千円

を計上しています。施設整備費につきましては若菜小学校のランチルーム整備事業費として24,917千円

を計上しています公債費につきましては市債償還元金分を、212,926千円、利子分で、29,233千円を計上

しています。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31年度末で期間満了

となります、飯塚第一中学区の6校について、2024年度までの債務負担行為を計上しているものでござい

ます。 

以上で説明を終わります。 
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≪説明：生涯学習課長(高瀬 英一)≫ 

 平成31年度一般会計、生涯学習課関連予算についてご説明いたします。8ページをお願いします。 

 社会教育総務費放課後子ども教室推進事業費になりますが、放課後子ども教室で支援してくださる協

働活動支援員等謝礼金3,741千円、消耗品費155千円等を含めまして、例年とほぼ同額の3,995千円を計上

しております。社会教育施設費生活体験学校管理運営事業費ですが、これは主なものとして平成27年度

から5年間、31年度までの指定管理の委託料16,919千円、新規に生活体験学校のバスの借上料の264千円

を計上しております。これは、昼間の稼働率の向上のために、就学前児童の送迎用のバス借上料を計上

したものです。バス借上げについては6施設、対象範囲は庄内地区を除く市内全域、公立及び私立保育園

につきましては、保護者による送迎を想定しております。次にその他の社会教育総務費ですが、生涯学

習ボランティアネットワーク事業費につきましては、学習ボランティア等謝礼金について30年度におい

て政策的予算で計上しておりました就学前児童の教育支援費516千円につきまして、今年度の実績を考慮

して今年度252千円を経常経費で計上したため、171千円の増額の主な理由となっています。続いて地域

活動指導員設置事業費につきましては、人事課予算と生涯学習課予算で構成されておりまして、生涯学

習課の予算措置としましては、臨時職員雇用経費4,021千円、臨時職員2名分です。他予算差し引きで5,497

千円の減額になっている分につきましては、人事課予算措置分で減額となっているものでございます。

今年度は嘱託9人で予算が計上されております。続きまして、公民館費公民館施設管理事業費でございま

すが、コミュニティセンター施設管理費が前年度から15,373千円の増額となっております。増額の主な

ものは、維持補修費8,050千円、これは１階にある中央監視盤の取替えを行うものでございます。それと

コミュニティセンター施設管理委託料31,585千円を計上しておりますが、1,672千円の増額となっており

ます。主なものといたしましては、法定点検で義務付けられた建築設備定期報告書の作成業務、防火設

備定期報告書の作成業務等の増額に加えまして警備委託料が500千円程増額となっております。昨年度も

20,600千円で予算計上しておりました屋根の防水工事の分としまして、今年度は屋上の方の屋根の防水

工事費を26,800千円計上しておりまして、そういったものを相殺した金額としまして差引15,373千円の

増額となったものです。続きまして図書費図書管理運営費ですが、これにつきましては30年度から新た

に指定管理の5年間が始まり、その指定管理委託料106,532千円等が主なものでございまして、増額の229

千円は消費税の増額が主なものとなっております。最後に図書館資料管理費については、例年通りに金

額で計上しております。以上簡単では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、文化課の予算についてご説明いたします。9ページをお願いします。 

歳入、国庫支出金、史跡等購入費補助金は、目尾炭坑跡の購入費に対する補助金で、補助率0.8、社会

資本整備総合交付金は、文化会館改修事業費に対する交付金で交付率は１/3となっています。諸収入図

書館振興事業団助成金10,000千円はデジタルミュージアム整備事業に対する助成金です。市債について

は、文化会館改修事業費に合併特例事業債を充てることとしています。次に、歳出、全国大会等出場報

奨金500千円は従来の交付対象者に加え、中学生以下は九州大会以上の大会出場者とし、対象枠を拡大し

ています。文化財保護費では、文化財の保存活用に係る文化財保存活用計画策定事業費として3,892千円、

アーカイブ化を図るデジタルミュージアム整備事業費として12,455千円を計上しています。歴史資料館

管理運営事業費19,763千円計上しておりますが、昨年に比して消防設備ハロンガス容器、門扉等補修費

で3,946千円の減額となっています。旧伊藤伝右衛門邸管理運営事業費では、受付業務委託12,837千円を
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含め、23,500千円を計上しています。鹿毛馬神籠石保存事業費は、測量設計、整備基本策定経費として、

10,129千円旧伊藤伝右衛門邸保存整備事業費では、耐震診断調査設計委託料等27,037千円、目尾炭坑跡

保存整備事業費では、国指定史跡公有地化の経費として63,781千円、文化会館費、文化会館施設管理費

では指定管理料等141,366千円、文化会館改修事業費では、設計委託料、空調設備改修工事費として

138,747千円を計上しています。なお、文化会館改修工事設計委託料のうち、特定天井に係る設計が16か

月を要するため繰越明許措置を、旧伊藤伝右衛門邸保存整備事業耐震診断については3か年を要するため

債務負担行為を設定し、実施する予定です。以上平成31年度教育予算に係る当初予算の説明を終わりま

す。 

 

○大隈委員 

 4ページの教育費の中で質問です。「小学校費 教育振興費」の「小学校特別支援教育支援員等配置事

業費」の中で、19校59人配置、平成30年度も19校59人配置と同人数になっていますが、減額の理由を教

えてください。 

○学校教育課長 

 昨年度につきましては、特別教育支援員自体につきましては59名でございますが、その中に通級指導

教室の支援員も入れておりました。本年度は予算項目を変えましたので、新たに通級の分は別枠で起こ

しまして、それを抜いたための減額になっています。実質、特別教育支援員の数は変わっていません。 

(原案可決(全会一致)) 

 

■議案第6号 飯塚市社会教育関係団体の登録に関する要綱の一部を改正する告示 

≪説明：生涯学習課長(高瀬英一)≫ 

 議案第6号「飯塚市社会教育関係団体の登録に関する要綱の一部を改正する告示」について説明いたし

ます。議案書の5ページをお願いいたします。社会教育関係団体の登録期間を、団体の活動期間に即した

適正な期間に調整するため、本案を提出するものでございます。改正内容の説明をいたします。次ペー

ジの新旧対照表をお願いいたします。第7条の下線部分になりますが、右欄の「当該年度の3月31日まで」

を左欄の「1年」に改めるものでございます。附則として平成31年4月1日から施行するものでございます。

これにつきましては、第3条で示していますとおり、登録の申請には規則、会則、会員名簿などのほか、

事業計画、予算書、前年度の事業実績、決算書の添付が必要であり、通常これらの書類は4月から5月に

かけて開催される団体の総会に図り、決定されております。一方第4条の登録の決定では、社会教育委員

の会議において意見を聞いて登録を決定することになっています。例年第1回の社会教育委員の会議は6

月から7月に開催しております。このことから申請がなされても社会教育委員の会議の承認が必要となる

ことから、一般的には総会後、新年度の活動がスタートしているにもかかわらず、決定は社会教育委員

の会議の開催以降となり、申請から決定までの間に空白期間が生じています。また現行の規定では、登

録の有効期間は決定の日から当該年度の3月31日までとなっており、社会教育委員の会議の日程により承

認されるため、団体の登録期間に差異が生じております。よってこの空白期間の解消と決定期間の一律

性を確保するため、登録の有効期間を1年に改めるものです。以上簡単ではございますが説明を終わりま

す。 

(原案可決(全会一致)) 

 

■報告第5号 心身障がい児（生）の就学等について 
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≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

報告第5号「心身障がい児（生）の就学等について」ご説明いたします。議案書の7ページをご覧くだ

さい。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ございます。心身障がい児（生）就学指導委員会は8月9日から計7

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。就学指導対象者総数は107名、その内訳は平

成31年度新小学校1年生対象者が50名、新中学校1年生対象者が31名、その他の学年対象者が26名でござ

いました。また審議会の結果につきましては、「3 答申の概要 （2）答申の内容」の②から④の内訳

に記載されているとおりでございます。以上簡単ですが説明を終わります。 

 

○大隈委員 

 この人数を見て非常に驚いています。過去の報告を受けて、減った記憶はございません。今回初めて、

3桁になっている数字を見て、これからの課題が多いことを感じております。今回支援学級、支援学校と

判断された方、保留となった方がおられますので、この場での報告ではなく、お願いではございますが、

これからの継続した状況を教えていただきたいと思いますので、そしてまた、この子達が困ったことが

無いように支援をよろしくお願いしたいと思います。 

 

■報告第6号 学校給食調理等業務の受託候補者特定について 

≪説明：学校給食課長(小柳朋之)≫ 

報告第6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。議案書の8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小中一貫校穂波東校外3

校について、平成31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へ諮問

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する

ものです。受託候補者の特定に至る経過としましては、平成30年10月15日に、教育委員会から飯塚市給

食運営審議会に、受託業者の選考について諮問が行われ、これを受けて、審議会では11月30日に専門部

会を設置、12月3日から募集を開始し、5社から参加表明書があり、1月15日の締切までに、この5社が企

画提案書を提出しました。この5社に対しまして、1月23日の専門部会において第一次審査が、1月31日の

専門部会において第二次審査が実施され、この結果、受託候補者の特定がなされ、2月1日、その答申が

なされたものです。受託候補者は、議案書に記載のとおり、小中一貫校穂波東校については、「学校法人

中村学園中村学園事業部」が、飯塚第二中学校区については、「株式会社共立メンテナンスＰＫＰ事業本

部九州支店」が、小中一貫校幸袋校については、「シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社」がそ

れぞれ、受託候補者となったものでございます。委託期間は、それぞれ5年間でございます。なお、穂波

東校及び飯塚二中校区については、現行の受託業者が、引き続き受託候補者となっており、幸袋校につ

いては、現在、頴田小中一貫校庄内中学校区の調理業務を委託している業者に変更となっております。

別冊資料で「答申書」の写しを配布させていただいておりますので、ご参照ください。以上、報告を終

わります。 

 

■報告第7号 学校給食滞納に対する法的措置の専決処分について 

≪説明：学校給食課長(小柳朋之)≫ 

報告第7号「学校給食費滞納に対する法的措置の専決処分について」ご報告いたします。議案書の9ペ

ージをお願いいたします。学校給食費の再三の納入指導・催告にも応じない滞納者に対し飯塚簡易裁判
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所へ支払督促の申立てを行いました。それに対し相手方が、異議の申立てを行いましたので民事訴訟法

第395条の規定によりまして訴訟手続きに移行いたしました。よって地方自治法第180条第1項の規定に基

づき、飯塚市長において専決処分を行ったものです。専決日は平成31年1月25日及び31日です。10ページ

の資料「訴訟手続移行対象世帯一覧」をご覧ください。今回の対象者は記載の2件で、滞納金額及び滞納

月数合計は、それぞれ225,058円、53月、110,668円、29月でございます。今回、平成30年11月21日付で

22件、4,456,616円に対し支払督促申立てをおこないました。支払督促申立後の対応の内訳は、11ページ

の「学校給食費支払督促申立後の状況」に資料を記載しています。①訴訟手続きへ移行し専決処分を行

ったものが2件、②申立てに対し異議及び問合せ等の応答がなく仮執行宣言付支払督促申立を行い、債務

名義を取得するものが9件、③一括納入または分割納入に応じたため申立ての取下げを行ったものが8件、 

④支払督促不送達又は異議申立期限未到達のものが3件でございます。今後も、学校給食費滞納の減少及

び費用負担の公平性担保に努め、児童、生徒の保護者の納入意欲低下を招かないよう、必要に応じて適

宜、法的措置を行う考えであります。以上、報告を終わります。 

 

○髙石委員 

 公正な措置としては十分理解できると思います。ただ、今回の22件に対してではなく広い意味で、最

近新聞やテレビ等で耳に触れるようになった子どもの貧困という問題との関連や見えてくるものがあれ

ば教えていただきたいと思います。 

○学校給食課長 

 分納等の相談や生活困窮の状況があれば、必ず就学支援のご案内もしております。場合によっては、

生活の保護のご案内についても考えます。 

 

■報告第8号 平成31年度における年間給食実施回数について 

≪説明：学校給食課長(小柳朋之)≫ 

報告第8号「平成31年度における年間給食実施回数について」報告します。議案書の12ページを お願

いいたします。年間の給食実施回数は、185回を基準といたしておりますが、平成31年度につきましては、

新天皇即位に伴う休日が4日増加するため、185回の給食の実施は困難であると判断いたしました。その

ため、平成31年度に限り増加した4日の給食回数を減じた181回の実施といたします。なお、減じた4回の

給食費につきましては、3月分の給食費で減額調整いたします。なお、本来であれば本件については、本

教育委員会会議での報告後に、各学校に通達すべきところですが、各学校の次年度の計画を立てるうえ

で、2月の定例校長会での通達が必要であったため、2月5日の定例校長会において通達を既に行っており

ます。このように事後の報告になりましたことを、深くお詫びいたします。以上、報告を終ります。 

 

■教育行政について（栄養教諭の勤務実態について） 

 (継続審議) 

 

○上田委員 

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31年第2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3月25日(月)13時30分から開催しますのでよろしくお願いします。 


