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(2) 報告事項 

 報告第1号 平成29年第5回飯塚市議会定例会の結果報告について 
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報告第3号 小中一貫校等建設工事の進捗状況について 
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(3) 協議事項 

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

(開催日時：H30.1.23 10:10～10:48) 

 

○上田委員 

ただいまより平成30年第1回教育委員会会議 定例会を開会いたします。 

 

 

■議案第1号「飯塚市教育委員会公印規則の一部を改正する規則」 

≪説明：教育総務課長(大庭義則)≫ 

議案第1号「飯塚市教育委員会公印規則の一部を改正する規則」についてご説明いたします。 

本案は飯塚市立蓮台寺小学校及び潤野小学校の統合、並びに小中一貫校飯塚鎮西校及び小中一貫校穂

波東校の新設に伴い、飯塚市立学校で使用する公印の数が増減するため、本案を提出するものでござい

ます。 

2ページの新旧対照表をお願いします。本規則につきましては、現在使用しています学校関係の公印の

数を飯塚市立の各学校印、各学校長印、各学校長職務代理者印をそれぞれ30個から29個に減じ、飯塚市

立小中一貫校長印を2個から4個に増やすものでございます。 

以上で説明を終わります。 

 

(質疑、討論なし、原案可決(全会一致)) 

 

 

■議案第2号「飯塚市立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則」 

≪説明：学校教育課長(山本健志)≫ 

議案第2号「飯塚市立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則」についてご説明いたします。 

議案書3ページをお願いします。本案は、飯塚市立小学校設置条例及び飯塚市立中学校設置条例の改正

に伴い、関係規定を整備するため、飯塚市立学校の通学区域に関する規則の一部を改正するものでござ

います。 

4ページの新旧対照表をお願いいたします。別表中の幸袋小学校の項の次に飯塚鎮西小学校の項を新た

に設け、蓮台寺小学校及び潤野小学校の項を削除し、鎮西中学校を飯塚鎮西中学校に改めるものです。

なお、この規則につきましては、平成30年4月1日から施行いたします。 

以上、簡単でございますが、議案第2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3号「飯塚市立学校管理規則の一部を改正する規則」 

≪説明：学校施設整備推進室主幹(山田哲史)≫ 

議案第3号「飯塚市立学校管理規則の一部を改正する規則」についてご説明いたします。 

議案書の5ページをお願いします。議案第3号「飯塚市立学校管理規則の一部を改正する規則」を次の

ように定めるとしまして、提案理由ですが、施設一体型小中一貫校の開校に伴い、小中一貫校の名称を
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定めるため本案を提出するものでございます。 

改正の内容ですけれども、今年4月に新たに一貫校となる鎮西中学校区と穂波東中学校区の一貫校それ

ぞれの名称を規則に追加するもので飯塚市立飯塚鎮西小学校と飯塚市立飯塚鎮西中学校が飯塚市立小中

一貫校飯塚鎮西校として、また、飯塚市立穂波東小学校と飯塚市立穂波東中学校が飯塚市立小中一貫校

穂波東校として、一貫校開校の日から称するものでございます。提案させていただいている名称につき

ましては鎮西校については、平成27年10月19日開催の教育委員会会議、また穂波東校につきましては平

成25年10月15日開催の教育委員会会議におきまして、それぞれの開校準備協議会からの報告事項として

ご報告させていただいている一貫校の名称となっております。 

新旧対照表につきましては議案書6ページのとおりで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4号「飯塚市学校給食センター条例施行規則を廃止する規則」 

≪説明：学校給食課長(岩永潔)≫ 

議案第4号「飯塚市学校給食センター条例施行規則を廃止する規則」についてご説明いたします。 

議案書7ページをお願いいたします。提案理由といたしましては飯塚市飯塚学校給食センターを廃止す

るため、本案を提出するものでございます。補足説明をいたします。小中一貫校飯塚鎮西校の完成に伴

い、平成30年3月31日をもって飯塚市飯塚学校給食センターを廃止するため昨年10月24日の第11回定例会

におきまして、飯塚市学校給食センター条例を廃止する条例について決定をいただき、12月の市議会に

おいてこの条例を議決していただきました。このことによりまして関連する施行規則につきましても、

今回廃止をするものでございます。 

以上、簡単で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5号「飯塚市給食条例施行規則の一部を改正する規則」 

≪説明：学校給食課長(岩永潔)≫ 

議案第5号「飯塚市給食条例施行規則の一部を改正する規則」についてご説明いたします。 

議案書の8ページをお願いいたします。提案理由といたしましては飯塚市飯塚学校給食センターの廃止

に伴い、関係規定を整備するため本案を提出するものでございます。 

改正の内容につきましては9ページの資料、新旧対照表をお願いいたします。表の右側旧の規則の第2

条給食費について定めている部分でございますけれどもその第3項第3号に給食センターの職員の給食費

についての規定がございます。給食センターを廃止することに伴いまして、この規定を表の左側新のほ

うに記載しておりますように削除をする改正を行うものでございます。 

以上、簡単ですが説明を終わります。 

 

(質疑・討論なし、原案可決(全会一致)) 
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■議案第6号「飯塚市公民館条例施行規則の一部を改正する規則」 

≪説明：生涯学習課長(高瀬英一)≫ 

議案第6号「飯塚市公民館条例施行規則の一部を改正する規則」についてご説明をさせていただきます。 

議案書の10ページをお願いいたします。本案につきましては飯塚市交流センターを設置することに伴

い、8月23日教育委員会の会議におきまして、飯塚市公民館条例の一部を改正する条例がまた9月議会に

おきまして議決されたことに伴いまして飯塚市公民館条例施行規則に定める12地区公民館の冷暖房設備

使用料の規定の削除等の整備をするため施行規則の一部を改正するものでございます。 

18ページの新旧対照表でご説明をいたします。左の欄が新で右の欄が旧の施行規則の規定になります。

第9条において、別表第1から別表第3を別表第1及び別表第2に改め、第11条第1項第2号その他市長が減免

することが適当と認める事業5割を市または教育委員会が後援する事業及び市長が特に必要と認める事

業5割に改めるものでございます。また、別表第1を改正するもので主に下線部分が変更となっておりま

す。 

次に19ページにおいて12地区公民館の冷暖房設備使用料を規定した別表第3を削るものでございます。 

次に20ページから25ページの様式第1号から様式第6号までの各様式の改正になります。主に下線部分

が変更となっております。なお附則といたしまして、平成30年4月1日からの施行といたしております。 

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1号「平成29年第5回飯塚市議会定例会の結果報告について」 

≪報告：教育部長(久原美保)≫ 

報告第1号「平成29年第5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27ページをお願いいたします。平成29年第5回の飯塚市議会定例会は平成29年12月11日から平

成29年12月22日までの12日間開催されました。そのうちの教育委員会関係の議案及び一般質問事項を次

の28ページから29ページにかけて掲載をさせていただいております。28ページ「1．議案」は、一般会計

補正予算を含む8件について提案し原案のとおり可決されました。なお、94号の議案概要については後ほ

どご報告させていただきます。 

一般質問につきましては、「2．一般質問事項」に記載のとおり5名の議員から質問がございました。市

議会会議録が完成いた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

ださいますようお願いいたします。 

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2号「飯塚市児童センター及び児童館条例の一部を改正する条例(補助執行事務)について」 

≪報告：教育総務課長(大庭義則)≫ 
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報告第2号「飯塚市児童センター及び児童館条例の一部を改正する条例(補助執行事務)について」ご説

明いたします。本案は提案理由のとおり、小学校統合により、蓮台寺小学校と潤野小学校を廃止し、平

成30年度から飯塚鎮西小学校を設置することに伴い、蓮台寺児童センターと潤野児童センターを廃止し、

新たに飯塚鎮西児童センターを設置するため本案を提出するものでございます。 

32ページの新旧対照表をご覧ください。本条例別表の蓮台寺児童センター及び潤野児童センターを削

り、新しく飯塚市大日寺141番地の飯塚鎮西児童センターを加えるものでございます。なお、この条例の

施行年月日は平成30年4月1日でございます。 

以上、簡単でございますが説明を終わります。 

 

(質疑なし) 

 

 

■報告第3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(山田哲史)≫ 

報告第3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33ページをお願いします。「１ 報告の概要」でございますが、今回報告しますのは幸袋中学校

区小中一貫校の舗装工事1件、穂波東中学校区小中一貫校の道路舗装工事1件の契約状況と幸袋中学校区

小中一貫校での変更契約2件の計4件について報告するものでございます。 

工事の施工場所ですが、議案書の29ページの報告第3号資料をお願いします。こちらは幸袋中学校区小

中一貫校の舗装工事の施工箇所で正門から昇降口前の広場までの車道、歩道の斜路や駐車場などの舗装

工事になります。 

次に議案書35ページをお願いします。こちらが穂波東中学校区小中一貫校の道路舗装その2工事の施工

場所になります。屋内運動場が昨年10月末に竣工し工事車両の出入りがなくなりましたので、学校周辺

の工事により傷んだ道路の補修も兼ねて道路舗装を行うものでございます。 

戻りまして議案書33ページを再度お願いします。「２ 契約の状況」ですが、ただいまご説明しました

工事の契約の状況についてご説明いたします。 

初めに(1)幸袋中学校区小中一貫校についてですが、工事名は飯塚市立幸袋中学校区小中一貫校舗装工

事で契約業者名は株式会社三新建設、工期は平成29年12月26日から平成30年3月23日までで契約額は

1,663万2,000円、落札率は88.08％でございました。入札参加業者は14業者となっております。 

次に(2)穂波東中学校区小中一貫校の契約状況ですが、工事名は飯塚市立穂波東中学校区小中一貫校道

路舗装(その2)工事で契約業者名は有限会社シティ道路、工期は平成29年12月26日から平成30年3月23日

までで契約額は1,628万4,240円、落札率は88％でございました。入札参加業者は12業者となっておりま

す。 

次に「３ 変更契約の内容」についてご説明いたします。議案書36ページの工事請負変更契約報告書

をお願いします。変更の方は2件ありまして、初めに報告書の表にあります1の工事名「飯塚市立幸袋中

学校区小中一貫校メイングラウンド外柵(1工区)工事の変更についてご説明いたします。メイングラウン

ド外柵(1工区)工事は、メイングラウンド東側外周に防球ネット及び外柵を設置する工事ですが防球ネッ

トの支柱を設置するために穴を掘っていたところ深さ2m付近で地中障害物により掘削ができなくなりま

した。そのため支柱設置場所変更および変更による支柱追加が生じ、契約金額変更となったものでござ

います。契約金額の変更は原契約金額3,618万円に148万5,000円を追加し、3,766万5,000円とするもので
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約4.1％の増となっております。なお、工期の変更はございません。 

次に報告書の表の2、工事名「飯塚市立幸袋中学校区小中一貫校メイングラウンド外柵(2工区)工事の

変更についてご説明します。メイングランド外柵(2工区)工事の主な変更理由は、防球ネット設置工事の

大型車両がメイングランドに入り、メイングラウンドが荒れるために影響が大きい大型車両の方向転換

箇所3カ所に鉄板を敷設し、工事完了後は不陸補正、凸凹をなくす工事でございますけれどもこの工事が

必要となったために、契約金額変更となったものでございます。契約金額変更は、原契約金額4,196万

3,400円に210万7,080円を追加し、4,407万480円とするもので約5.02％の増となっております。こちらに

つきましても工期の変更はございません。 

以上、簡単ですが報告を終わります。 

 

(質疑なし) 

 

 

■報告第4号「平成29年度飯塚市成人式の結果報告について」 

≪報告：生涯学習課長(高瀬英一)≫ 

報告第4号「平成29年度飯塚市成人式の結果報告について」ご説明いたします。 

議案書の37ページをお願いいたします。平成30年1月7日(日)にイイヅカコスモスコモンで開催されま

した成人式につきましては本年度の該当者は男女合わせまして、1,319名でございましたが当日の参加者

は863名となっております。昨年度が該当者1,219名で参加者は818名でございましたので本年度は昨年度

に比べやや多い45名程度多い参加者となっております。 

一昨年から受付場所を玄関ホールから2階のロビーに変更して実施いたしておりますが、混雑もなくス

ムーズな流れで受け付けを行うことができ、厳粛な中式典等が予定どおり進行し、滞りなく成人式を遂

行することができております。飯塚市の成人式は市内12地区からの新成人者代表を中心に実行委員会を

組織し、昨年8月末から会議を行い、企画運営することで、新成人が自分たちの成人式であるとの認識の

もとで行うことができております。 

以上、簡単でございますが報告とさせていただきます。 

 

(質疑なし) 

 

 

■報告第5号「飯塚市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定(補助執行事務)について」 

≪報告：文化課長(久保山博文)≫ 

報告第5号「飯塚市営駐車場の一部を改正する条例の制定(補助執行事務)について」ご説明いたします。 

議案書の38ページをお願いいたします。飯塚市営駐車場につきましては、平成28年4月の教育委員会会

議において報告させていただいておりましたが、平成28年4月から市営駐車場料金について試験的運用を

開始し、昨年12月市議会において条例が改定され、本年1月1日より正式実施となっております。 

議案書の39ページをお願いいたします。飯塚市営駐車場条例のうち駐車場供用時間につきましては教

育委員会が所管する飯塚市文化会館駐車場は8時から22時で変更はございませんが本町駐車場は8時から

22時、立体駐車場は7時から22時に変更されております。利用料金につきましては議案書40ページの記載

のとおり、これまでの4時間300円に加え、1時間以内200円を新たに設定しております。 
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以上、簡単でございますが説明を終わります。 

 

(質疑なし) 

 

 

■報告第6号「飯塚市新体育館建設基本計画(案)について」 

≪報告：健幸・スポーツ課長(岩倉政之)≫ 

報告第6号「飯塚市新体育館建設基本計画(案)について」ご説明をさせていただきます。お手元に、基

本計画(案)を配付さしていただいております。本編につきましては、49ページにわたりますのでしばら

く説明をさせていただきたいと思っております。本計画案につきましては目次にございますように、計

画の背景新体育館の基本コンセプトと整備方針、施設・構造・設備計画、整備手法について、建設につ

いての5章に分けて構成しております。 

計画の背景と目的でございますが、飯塚市第1体育館は昭和47年に建設いたしまして、経年によります

老朽化や耐震化等に課題がございます。また第2体育館は昭和60年に建設され、第1体育館のサブアリー

ナ的役割を担っております。そして公共施設等の総量適正化を進めることと併せまして市民の健康増進

と生きがいや誰もが生涯を通じてスポーツに親しめるような環境づくりを推進するため飯塚第1体育館、

隣接いたします第2体育館につきましてはスポーツレクリエーションの拠点として整備をするために本

計画案を策定いたしております。 

2ページでございますがこれまでの主な経過でございます。飯塚市体育館等施設整備検討委員会を設置

いたしまして昨年の5月、第1体育館・第2体育館は建て替えが望ましいという最終答申をいただいており

ます。 

3ページから7ページにつきましては現在の第1体育館及び第2体育館の位置、施設の概要、そして利用

状況、大会イベント等を記載いたしております。 

8ページでございますがこれは現第1体育館・第2体育館の問題点でございます。耐震性の問題、施設老

朽化、それから空調設備、バリアフリー、駐車場、駐輪場の問題がございます。 

10ページから13ページでございますが、この中にはスポーツ関係団体に意向調査を行いました内容を

記載しております。 

14ページでございますが第1体育館及び第2体育館の主な課題と施設づくりに対する提案等を整理して

おります。 

15ページから18ページにおきましては、市内の体育館等関連施設の概要、方向性を記載しております。 

続きまして19ページになります。第1体育館及び第2体育館の方向性についてでございますが第1体育館

は、これまで述べておりますように新耐震基準以前の建築物でありますことから老朽しております。バ

リアフリー対応でございません。駐車場が不足している等の課題がございます。体育館の建て替えにお

いては現地建て替えについては敷地に制約がございまして、また、建て替えの期間中閉鎖となることか

ら代替施設を検討する必要がございます。以上のようなことから第1体育館及び第2体育館は新たな場所

において建設することとしております。 

20ページをお願いいたします。新体育館建設に伴います屋内体育施設の整理と移行についてでござい

ますが現在、屋内体育施設は、10施設ございます。新体育館と並行いたしまして、今後集約化を図り10

の施設から5の施設へと再編していくものでございます。 

23ページをお願いいたします。新体育館の基本コンセプトと整備方針についてでございますが、新体



7 

育館は「だれもが、いつでも、生涯を通じて快適に楽しむことができる多種多様なスポーツの推進」と

しております。 

続きまして25ページから28ページにおいては、これまで新体育館の建設について選定を行ってまいり

ました。体育館の建設地選定につきましては候補地として5つを選定いたしましたがその後審議の中で総

合的に検討を行いまして鯰田にございます市民公園健幸スポーツ広場敷、旧陸上競技場跡地でございま

すがその場所を適地と判断させていただきました。 

続きまして29ページをご覧ください。施設の規模・構造・整備計画についてでございますが新体育館

では、これまでの体育館にありました機能に加えて集約いたします武道館や弓道場のスペースを確保い

たしまして規模の考え方としては、メインアリーナの規模はバスケットボールコート3面、サブアリーナ

1面を確保することとしております。具体的には類似団体が所有しております体育館の延べ床面積、これ

を参考といたしまして新体育館の規模は8,800平方メートル程度といたしまして今後基本設計等におい

て規模等については確定をさせていただきたいと考えております。 

30ページでございますが先ほど申しましたようにメインアリーナの広さにつきましてはバスケットボ

ールコートで3面、バレーボールコートで3面、バドミントンコートにおきましては12面相当と考えてお

ります。観客席につきましては可動式を設置するなど併せて2,000席程度を確保したいと考えております。 

続きまして34ページになります。飯塚市弓道場を併設することを記載しております。そのほかトレー

ニング室や会議室等駐車場につきましては300台以上の駐車スペースを確保していきたいと考えており

ます。 

ページ飛びますが48ページをお願いいたします。その表に記載しておりますように建設事業費につい

てでございますが現在約45億9,000万円を見込んでおります。今後詳細な建設事業費につきましては本市

の財政状況等を踏まえまして設計の中で具体的な検討を行っていきたいと考えております。 

また最後のページ49ページになりますが今後の事業スケジュールを記載しております。平成30年度来

年度から31年度を調査設計期間といたしまして平成32年度内に工事の着手、平成34年度の供用開始を目

指しております。 

以上、飯塚市新体育館建設基本計画(案)の説明となります。 

基本計画の後ろの方に、資料編をつけております。併せてご覧ください。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○大隈委員 

ありがとうございました。新しく体育館ができるということで大変だと思いますがよろしく願いした

いと思います。 

1つ質問なのですが、新しく建てることに各競技団体から意見を集約していると思いますがその競技団

体というのは飯塚市にある既存の競技団体ということで理解してよろしいでしょうか。 

 

○健幸・スポーツ課長(岩倉政之) 

先ほど申し忘れましたけれども、12月15日から1月15日まで市民アンケートを募集させていただきまし

た。その中で多くの方、無記名、記名でいらっしゃいますけれどもたくさんの意見をいただいておりま

す。今言われましたように、市内の競技団体とはそういうような話をさせていただいております。あと

小中学校、それから、高校とも連絡を取りたいと考えております。 
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○大隈委員 

 ありがとうございました。なぜこのような質問をしたかと申しますと、この新しくできる体育館はユ

ニバーサルデザインで障がい者スポーツにも対応しているということで、現時点で飯塚市での障がい者

スポーツはメインは車いすテニスだと思いますが、今後このような体育館ができるということは、将来

的には車いすバスケット等アリーナを使う障がい者スポーツも普及されることと思います。現時点でも

昨年、たしか車いすバスケットの九州大会が第1体育館で行われたと思いますので、飯塚市には障がい者

スポーツ団体としての車いすバスケットチームは無いかと思いますが、実際に北九州とか博多とかには

足立クラブ等の車いすバスケットのチームがございますので将来的にそういうスポーツが進むというこ

とも勘案して、そういう方たちの意見ももちろん福祉の観点からの意見は取り入れていると思いますが、

アスリートとしての障がい者スポーツの観点からの意見を集約していただければありがたいなと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

○健幸・スポーツ課長(岩倉政之) 

今委員が言われたように、そういうような形で取り組んでいきたいと思います。関係各課と連携をと

りながら進め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 

以上をもちまして、本日のすべ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1回教育委員会会議定例会を閉会いたします。 


