
 

令和元年第9回 教育委員会会議 定例会 会議録 
 

1 日時  令和元年8月19日(月) 14時30分～15時10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 

事務局職員 

教育部長(久原美保)、教育総務課長(福田憲一)、学校教育課長(小林広史)、 

学校教育課長補佐(大谷忠敏、桑原昭佳)、学校給食課長(小柳朋之)、 

生涯学習課長(原昭仁)、生涯学習課長補佐(平田隆輔)、文化課長(坂口信治)、 

文化課文化振興係長(手柴弘美)、庄内交流センター長（山野陽治）、 

筑穂交流センター長(宮本敏行) 

書 記 

教育総務課総務係長(吉原康展)、教育総務課総務係員(赤坂夏歩) 

 

4 案件 

(1) 議決事項 

 議案第 30号 令和 2年度から使用する小学校教科用図書の採択及び中学校教科用図書(道徳を除く)

の採択結果 

議案第 31号 飯塚市学校運営協議会委員の任命 

議案第 32号 指定管理者の指定（飯塚市庄内生活体験学校） 

議案第 33号 令和元年度教育費に係る補正予算 

 

（2） 報告事項 

報告第 28号 飯塚市庄内生活体験学校の指定管理者に係る指定候補者の答申について 

  報告第 29号 飯塚市児童センター等運営委員会委員の委嘱について（補助執行事務） 

  報告第 30号 「飯塚市学校給食異物混入対策マニュアル」の運用開始について 

  報告第 31号 第 40回飯塚市少年の船事業本研修の実施報告について 

  報告第 32号 飯塚市文化会館改修工事設計業務委託の受託候補者の決定について 

（3） 協議事項 

① 教育行政について 

    

 

 

 

 

 

教育長   西  大 輔       
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◆令和元年第9回教育委員会会議 定例会 会議録 

(開催日時：R1.8.19 14:30～15:10) 

 

○上田委員 

ただいまより令和元年第8回教育委員会会議 定例会を開会いたします。 

 

■議案第 30号 令和 2年度から使用する小学校教科用図書の採択及び中学校教科用図書(道徳を除く)の

採択結果 

≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

 議案第30号「令和2年度から使用する小学校教科用図書の採択及び中学校教科用図書（道徳を除く）の

採択」についてご説明いたします。議案書の1ページをご覧ください。本案は、令和2年度から使用する

小学校教科用図書の採択及び道徳を除く中学校教科用図書を別紙のとおり採択するものであります。提

案理由は、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」第13条の規定に基づき設置された

「第11地区教科用図書採択協議会」において、教科用図書の選定が終了したことに伴い、令和2年度から

使用する小学校教科用図書及び道徳を除く中学校教科用図書を採択するために、本案を提出するもので

あります。議案書2ページには、第11地区採択協議会において協議され、選定された結果の報告を受けま

して、当教育委員会で採択します教科用図書を「令和2年度から使用する小学校教科用図書一覧表」とし

て記載しております。種目、発行者、教科書名の順で読み上げさせていただきます。 

国語、東京書籍、「新しい国語」 

書写、東京書籍、「新しい書写」 

社会、教育出版、「小学社会」 

地図、東京書籍、「新しい地図帳」 

算数、啓林館、「わくわく 算数」 

理科、東京書籍、「新しい理科」 

生活、教育出版、「せいかつ」 

音楽、教育出版、「小学音楽 音楽のおくりもの」 

図画工作、日本文教出版、「図画工作」 

家庭、東京書籍、「新編 新しい家庭」 

保健、東京書籍、「新しい保健」 

道徳、教育出版、「小学道徳 はばたこう明日へ」 

英語、三省堂、「CROWN Jr.」 

 

続いて、議案書3ページには、「令和2年度から使用する道徳を除く中学校教科用図書一覧表」を記載し

ております。種目、発行者、教科書名の順で読み上げさせていただきます。 

国語、東京書籍、「新編 新しい国語」 

書写、教育出版、「中学書写」 

社会 地理的分野、帝国書院、「社会科 中学生の地理 世界の姿と日本の国土」 

社会 歴史的分野 東京書籍、「新編 新しい社会 歴史」 

社会 公民的分野 東京書籍、「新編 新しい社会 公民」 

社会 地図、帝国書院、「中学校社会科地図」 
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数学、啓林館、「未来へひろがる数学」 

理科、大日本図書、「新版 理科の世界」 

音楽 一般、教育芸術社、「中学生の音楽」 

音楽 器楽、教育芸術社、「中学生の器楽」 

美術、日本文教出版、「美術」 

保健体育、学研教育みらい、「新・中学保健体育」 

技術・家庭 技術分野、東京書籍、「新編 新しい技術・家庭 技術分野」 

技術・家庭 家庭分野、東京書籍、「新編 新しい技術・家庭 家庭分野」 

英語、学校図書、「TOTAL ENGLISH」 

 

4ページには資料として、第11地区教科用図書採択協議会会長から 当教育委員会 教育長あての依頼

文「令和2年度使用小学校用教科書及び中学校用教科書（道徳を除く）の採択結果について（報告）」、

5ページには、第11地区教科用図書採択協議会からの令和2年度使用小学校用教科書選定結果一覧表、6ペ

ージに採択理由一覧表を添付しております。また、7ページには、第11地区教科用図書採択協議会からの

令和2年度使用中学校用教科書選定結果一覧表、8ページには、採択理由一覧表を添付しております。な

お、中学校の教科用図書につきましては、令和3年度からの中学校新学習指導要領 完全実施に伴い、来

年度（令和2年度）、道徳も含めた全教科の採択が行われる予定ですので、今回 採択される教科用図書

は、令和2年度のみの使用となります。以上、簡単でございますが議案第30号についての説明を終わりま

す。 

 

○大隈委員 

 私も先ほど、新しい教科書に目を通させていただきました。特に変わった教科書を見させていただい

た時に、情報量も多く、わくわくするような内容のものも含まれていて、とても良かったのではないか

なと私は思います。私の考えといたしましては、教科書というものはとても大切なもので、未来を担う

子ども達にとって何が適切かということでしっかり選んでいただきたいなと思っておりました。今回選

ばれた教科書を見ていますと、全ての子ども達にとっても適切に選ばれているのではないかなと思いま

す。そしてもちろんボトムアップ、学びの弱い子ども達にとっても、トップアップ、学習能力の高い子

ども達にとっても大切に選ばれていると思います。質問ですが、今回教科書を選定するにあたって何か

ポイントといいますか、全体的な視点を教えていただければと思います。 

 

○学校教育課長 

 今回学習指導要領が最大の改革と言われるほど大きく変わっております。新学習指導要領の実施を踏

まえ、これからの時代を生きる子ども達に必要な知識、技能、思考力、判断力、表現力、学びに向かう

力などをバランスよく育成するために、主体的な深い学びや対話的で深い学びを取り入れた授業を実現

することができる教科用図書を視点に選定しています。 

 

○髙石委員 

 今回は理科と音楽において発行者が変更されていると思いますが、その大きな決め手やポイントをお

聞かせいただければと思います。 
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○学校教育課長 

 理科については、6ページに記載していますとおり、大きく3点記載させていただいております。特に

各場面で働かせる理科の見方や考え方を「理科のミカタ」として具体的に示されていたり、また既習内

容を「学んだことを使おう」として示したりすることで、児童がそれらを意識的に働かせながら思考で

きるようになっているというところが大きなところでございます。その他、巻末の方にも「理科の調べ

方を身につけよう」が示されていたり、タブレットや電子黒板、ICTを利用した授業場面が示されている

ところも大きな理由になっています。 

 また、音楽につきましても、同じく6ページに記載されていますとおり、「音楽を形づくっている要素」

を「音楽のもと」として、見開きごとに示し、音楽的な見方・考え方を意識できるようになっておりま

すし、「学習のめあて」と学び方を示唆する「まなびナビ」を示されており、子どもたちが主体的に学

習内容を捉え、学習できるように配慮されております。また、音楽のよさや楽しさを感じるとともに、

生活とのかかわりに関心をもてるよう、発達段階に応じた題材構成や教材の配置がなされていることも、

その大きな要因と考えております。 

 

○髙石委員 

 ありがとうございます。私たちの時代には無かったことで、最近は教科書の中にもＱＲコードが入っ

ていて、さらに学びを深めていくことができるようになっていて、タブレットや電子黒板、ＩＣＴを飯

塚市の教育も推進して子ども達の学びに寄与できるように様々な取り組みや工夫がなされていますから、

興味を持って子どもたちが更なる思考力や表現力、判断力を磨くための大きな教材になってくれたらい

いなと願っています。それともう一点、英語の教科書が新たに採用されることになりますが、英語の教

科書の選定にあたって、注意されたことや判断されたポイントがあればお聞かせいただければと思いま

す。 

 

○学校教育課長 

 これまで外国語活動として取り扱われていたものが、教科英語科として取り扱われることになり、話

す・聞くに加えて、読む・書くという4領域に広がっております。その点を踏まえ、今回選択された教科

書につきましては6ページにも記載していますが、1時間ごとの授業が非常にバランスよく配置されてい

るということ、それからどのような力をつければ良いのかということがしっかりステップアップするよ

うな形で学ぶことができるようになっていること、また問題解決的な学習への道標がしっかり示されて

いること、そういったところが今回英語を選定する上で本教科書が採択されたところになっているかと

思います。 

 (原案可決(全会一致))  

 

 

■議案第31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31号「飯塚市学校運営協議会委員の任命」について説明をいたします。議案書9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31号別紙のとおり任命するものでございます。飯

塚市立八木山小学校に設置する飯塚市学校運営協議会委員において、飯塚市学校運営協議会規則(平成22

年飯塚市教育委員会規則第2号)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
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条の規定に基づき、補欠の委員を任命するため、本案を提出するものでございます。議案書10ページに

は、八木山小学校の今回交代となる飯塚市学校運営協議会の前後任委員名簿を記載しております。また、

議案書11ページには、八木山学校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31号についての説明を終わります。 

 

 (原案可決(全会一致)) 

 

■報告第28号 飯塚市庄内生活体験学校の指定管理者に係る指定候補者の答申について 

≪説明：生涯学習課長 (原昭仁)≫ 

 関連がございますので、先に報告第28号「飯塚市庄内生活体験学校の指定管理者に係る指定候補者の

答申について」報告いたします。議案書の18ページをお願いいたします。飯塚市庄内生活体験学校の指

定管理者に係る指定候補者の選定について、飯塚市指定管理者選定委員会が開催され、市長に対し答申

があったため報告するものでございます。選定の経緯等についてご説明いたします。飯塚市庄内生活体

験学校の指定管理者の指定候補者選定につきましては、飯塚市指定管理者選定委員会が6月21日、7月26

日の2回開催され、選定の結果、現在の指定管理者である特定非営利活動法人体験教育研究会ドングリが

候補者に選ばれており、8月1日に選定委員長より市長に答申がなされました。議案書の19ページをお願

いします。答申の写しを添付しております。評価点数につきましては、20ページに表記をしているとお

りでございます。また、この答申の中で、委員会の附帯意見として、「一法人として、安定した経営基盤

の確立を図り、指定管理料の収入の範囲で事業運営につとめること」が挙げられております。以上、簡

単でございますが説明とさせていただきます。 

 

(原案可決(全会一致)) 

 

■議案第 32号 指定管理者の指定(飯塚市庄内生活体験学校) 

≪説明：生涯学習課長(原昭仁)≫ 

議案第32号「指定管理者の指定」について説明させていただきます。議案書の12ページをお願いいた

します。本議案につきましては、先ほどの報告第28号で報告いたしました、飯塚市庄内生活体験学校の

指定管理者に係る指定候補者の答申を受け、地方自治法第244条の2第6項の規定により、令和元年第4回

飯塚市議会に提出されるにあたり、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、

市長より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32ページをお

願いいたします。施設の概要でございますが、施設名称は飯塚市庄内生活体験学校で昭和63年1月15日に

開設しています。指定管理者となる団体の概要ですが、特定非営利活動法人体験教育研究会ドングリは

平成20年2月5日設立されています。公募及び選定の概要について、今回の生活体験学校の指定管理につ

きましては非公募による選定を行っております。 

選定評価結果については、選定委員8名で、選定評価点は960点満点中693点となっております。 

なお、指定期間につきましては、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間となります。 

以上、簡単でございますが説明とさせていただきます。 

(原案可決(全会一致)) 
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■議案第33号 令和元年度教育費に係る補正予算 

≪説明：生涯学習課長(原昭仁)≫ 

 議案第33号「令和元年度教育費に係る補正予算」について説明させていただきます。議案書の16ペー

ジをお願いいたします。提案理由といたしましては、市議会に一般会計補正予算が提出されるにあたり、

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、市長より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。議案書の17ページをお願いします。今回は、生涯学習課

の債務負担行為といたしまして、庄内生活体験学校指定管理委託料を計上しています。期間は令和2年度

から令和6年度までの5年間ですが、令和元年度内に契約を行う必要があることから、今回補正予算を計

上するものでございます。限度額は、指定管理委託に係る年度協定書に規定する額となっております。 

以上、簡単でございますが説明とさせていただきます。 

(原案可決(全会一致)) 

 

■報告第29号 飯塚市児童センター等運営委員会委員の委嘱について(補助執行事務) 

≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

 報告第29号「飯塚市児童センター等運営委員会委員の委嘱」について説明いたします。議案書22ペー

ジをお願いいたします。本案は、児童センター及び児童館の円滑な運営を図るため、飯塚市児童センタ

ー及び児童館条例第14条及び同条例施行規則第7条、第8条の規定に基づく飯塚市児童センター等運営委

員会委員の任期満了に伴い、飯塚市児童センター等運営委員会委員を委嘱したため報告するものです。 

議案書23ページには、飯塚市児童センター等運営委員会委員名簿を記載しております。委員の構成に

つきましては、小学校、民生委員児童委員協議会、子ども会指導者連絡協議会の各代表者、児童クラブ

の保護者、一般公募など11名の委員で構成されております。なお、委員の任期は、令和元年7月1日から

令和3年6月30日までの2年間となっております。 

以上、簡単ではございますが、報告第29号「飯塚市児童センター等運営委員会委員の委嘱」について

説明を終わります。 

  

■報告第30号 「飯塚市学校給食異物混入対策マニュアル」の運用開始について 

≪説明：学校給食課長(小柳朋之)≫ 

 報告第30号「飯塚市学校給食異物混入対策マニュアル」の運用開始についてご説明いたします。議案

書24ページをお願いたします。学校給食を実施するにあたり、児童・生徒に対し美味しくて安全・安心

な給食を提供するために、衛生管理や品質管理及び安全管理に努め、学校給食への異物混入対策を行っ

てまいりました。今般、学校給食への異物混入防止のさらなる徹底を図るため、学校給食法の規定に基

づく学校給食衛生管理基準を踏まえ、関係者への徹底した衛生管理や品質管理・安全確保のさらなる強

化に努めるとともに、それぞれの責任を明確にし、状況に応じた的確な判断と迅速な対応ができる仕組

みとして「飯塚市学校給食異物混入対策マニュアル」を策定いたしました。内容といたしましては、混

入した異物について危険度に応じ4つに分類し、分類された異物について、給食を提供する作業工程ごと

（検収時、調理前、調理中、配缶中、配膳中、配膳後）の各関係者のそれぞれの対応について記載して

おります。詳細につきましては、別紙資料として本マニュアルを添付しておりますのでご参照をお願い

します。なお、マニュアルの運用開始につきましては、本年度の2学期からの運用を予定しているところ

でございます。以上、報告を終わります。 
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■報告第31号 第40回飯塚市少年の船事業本研修の実施報告について 

≪説明：生涯学習課長(原昭仁)≫ 

 報告第31号「第40回飯塚市少年の船事業本研修の実施報告について」報告いたします。議案書の25ペ

ージをお願いいたします。第40回飯塚市少年の船事業本研修につきましては、子ども団員、ジュニアリ

ーダー、シニア団員、指導員等、総勢75名で、7月26日（金）から30日（火）までの4泊5日の日程で、沖

縄県において、実施いたしました。沖縄県では、うるま市で、地元の子どもたちとの交歓会、また、平

和祈念公園や平和祈念資料館では、戦争の悲惨さと、平和の尊さを学ぶなど、本研修を通じて、次の世

代を担うリーダーの育成に努めました。沖縄県までは、今回も往路に飛行機、復路に船を利用いたしま

した。今年は、往路、復路、現地においても天候に恵まれ、本研修の全日程を無事に実施いたしました。 

今後は、8月31日（土）から9月1日（日）にかけて、少年の船の様子を写した写真展を、イイヅカコミュ

ニティセンター２階展示ホールで開催致しますので、お時間がございましたら、ご覧いただきたいと思

います。時間につきましては、土曜日が10時～17時まで、日曜日が10時～16時30までとなっております。 

また、10月26日（土）から27日（日）の1泊2日の日程で、夜須高原少年自然の家で、事後研修を実施す

ることといたしております。以上、簡単でございますが、報告といたします。 

 

○髙石委員 

 記念すべき第40回ということで、天気にも恵まれて無事に本研修を終えられたことをうれしく思いま

す。何人か参加した子どもさんから個人的に感想を聞きまして、とても楽しかったということをにこに

こしながら伝えてくれました。これも、役員・指導員の方たちのご経験や取組みももとより、ジュニア

リーダーも子ども達やスタッフより早く起きて、子どもたちが楽しめるプログラムを走り回って準備し

支えてくれて、裏方というには失礼なくらいのボランティアの方たちに支えていただいたおかげだと思

っています。ぜひともこの事業がこれからもずっと続き、参加してくれる子ども達も少しずつ増えてい

くような取組みになればいいなと思います。この事業の役員さんたちの経験の世代交代のこともきっと

大事になってくると思いますし、そういうことがうまくできるような経済的支援も含めて、教育委員会

がこの事業を支え続けられるように願っています。 

 

■報告第32号 飯塚市文化会館改修工事設計業務委託の受託候補者の決定について 

≪説明：文化課長(坂口信治)≫ 

 報告第32号「飯塚市文化会館改修工事設計業務委託の受託候補者の決定について」報告いたします。 

議案書の27ページをお願いいたします。飯塚市文化会館改修工事設計業務委託の受託候補者の特定につ

いて、プロポーザル方式による審査の結果、受託候補者が決定いたし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31年3月16日付で、飯塚市文化会館改修工事設計業務委託

について、公募型プロポーザル方式により受託候補者を特定することの方針が決定し、平成31年3月20日

に飯塚市文化会館改修工事設計業務委託受託事業者審査委員会を設置いたしました。4月16日より5月14

日まで受託事業者の募集を公告いたしましたが、参加表明書の提出がなく、実施要領等の見直しを行い、

令和元年6月7日より再度募集を行い、1者より参加表明書の提出があり、7月16日の提出期限までに技術

提案書の提出を受けました。この1者に対しまして、7月19日の審査委員会において一次審査が、8月1日

の審査委員会において二次審査が実施され、この結果、受託候補者の特定がされました。受託候補者は、

議案書に記載のとおり、株式会社佐藤総合計画九州オフィスとなったものでございます。 

別冊資料で「報告書」の写しを配付させていただいておりますので、ご参照ください。今後は関係各課
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と綿密な調整を行い、受託候補者と契約に向けて諸手続きを行うこととしております。以上、報告を終

わります。 

 

○大隈委員 

 これからのコスモスコモンの改修工事の予定が分かっていれば教えてください。 

 

○文化課長 

 今後の予定といたしましては、現在受託候補者との設計委託の調整に入るところでございます。この

設計業務につきましては、令和2年の12月までに設計業務を行うことにしています。工事につきましては、

令和2年に緊急性のある修繕の工事の実施を行いまして、令和3年末から令和5年の年度当初にかけて大ホ

ール・中ホール展示ホールなどの改修工事を行い、令和5年に全ての工事が終わる予定となっております。

また、令和4年度には、大ホール・中ホールの工事を行いますので、全館休館する期間が発生する予定に

なっていますが、その予定につきましては、今後行います設計業務の中で打ち合わせを行いながら、利

用者とも調整を図りたいと思います。 

 

○大隈委員 

 ありがとうございます。コスモスコモンは市民のシンボルとなっていますし、利用者も多いので、市

民の皆様への周知もよろしくお願いいたします。 

 

■教育行政について 

 (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、令和元年第9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9月25日(水)14時00分から開催しますのでよろしくお願いします。 

※次回定例会は9月26日(木)16時00分に変更。 

 


