
 

平成30年第3回 教育委員会会議 定例会 会議録 
 

1 日時  平成30年3月22日(木) 11時00分～11時35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(大庭義則)、学校教育課長(山本健志) 

学校教育課長補佐(津野真須美、森口ゆかり)、学校給食課給食課長(岩永潔) 

学校施設整備推進室主幹(山田哲史)、学校施設整備推進室主幹補(田中秀明) 

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)、穂波公民館長(小村慎次)、筑穂公民館長(大久保小百合) 

庄内公民館長(松延秀継)、頴田公民館長(畠井秀三) 

 

書 記 

教育総務係長(吉原康展)、教育総務係員(前田啓太) 

 

4 案件 

(1) 議決事項 

議案第 9号 臨時代理の承認(平成29年度教育費に係る補正予算要求) 

議案第10号 飯塚市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

議案第11号 飯塚市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則 

議案第12号 飯塚市教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則 

議案第13号 飯塚市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令 

議案第14号 飯塚市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

議案第15号 飯塚市文化振興審議会規則の制定 

議案第16号 飯塚市文化会館条例施行規則の制定 

議案第17号 旧伊藤伝右衛門邸条例施行規則の制定 

議案第18号 飯塚市学校運営協議会委員の任命 

議案第19号 教育財産の用途廃止(鎮西公民館) 

議案第20号 教育財産の所管替え(地区公民館) 

 

(2) 報告事項 

  報告第12号 平成30年度からの中学校外国語指導委託業者の決定について 

報告第13号 飯塚市立小中一貫校飯塚鎮西校・鎮西交流センター・飯塚鎮西児童センター落成式

の開催結果について 

報告第14号 福岡音楽大学設立の会からの要望について 

 

(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3回教育委員会会議 定例会 会議録 

(開催日時：H30.3.22 11:00～11:35) 

 

○上田委員 

ただいまより平成30年第3回教育委員会会議 定例会を開会いたします。 

 

 

■議案第9号「臨時代理の承認(平成29年度教育費に係る補正予算要求)」 

≪説明：教育総務課長(大庭義則)≫ 

議案第9号「臨時代理の承認(平成29年度教育費に係る補正予算要求)」についてご説明します。 

提案理由といたしましては、地方教育行政の組織運営に関する法律第25条第2項第6号の規定により、

市議会に提出される議案に対する意見の申出については、教育委員会会議の議決を経なければなりませ

んが、会議を開催するいとまがなかったことにより、教育長をして臨時に代理し、異議のない旨の意見

を申し出たため、承認を求めるものであります。 

2ページ「補正予算概要書」によりご説明いたします。今回の補正につきましては、一般会計で3億1,643

万6,000円を追加いたしまして、補正後の予算総額を80億291万7,000円とするもので、国の補正予算(第1

号)に伴う関連事業の追加にかかる経費を補正するものでございます。なお、今回の補正予算と平成30年

度当初予算で重複して計上している事業がございますが、この重複分につきましては、新年度の補正予

算において減額調整をさせていただきます。 

まず、歳入からご説明いたします。「国庫支出金」につきましては、今回補正予算として計上いたしま

しております事業の財源として、「学校施設改善交付金」の「小学校費補助金」1,620万2,000円及び「中

学校費補助金」3,644万8,000円を計上しております。市債につきましては、起債対象事業費の増に伴う

補正額を計上しております。 

次に、歳出についてご説明いたします。「教育費」、「小学校費」の「学校整備費」では、大分小学校大

規模改造事業における管理棟のトイレ改修工事に係るものを計上しております。同じく「学校整備費」

では、小中一貫校幸袋校の空調設備整備工事費等を計上しております。「中学校費」の「学校整備費」で

は、飯塚第一中学校ほか3校の空調設備整備工事等を計上しております。繰越明許費の補正は、「大分小

学校大規模改造工事」の事業について、年度内の完了が見込めないため、追加するものでございます。

また、「小学校費・空調設備整備事業」以下2件の事業につきましては、事業費の変更に伴い金額の変更

を行うものでございます。 

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10号「飯塚市教育委員会事務局組織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10号「飯塚市教育委員会事務局組織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4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年度からの組織・機構の見直し

により、まず1点目として、教育総務課に学校教育課の学事係が移管されること、2点目といたしまして、
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学校教育課に学校人権教育室が設置されること、3点目といたしまして、学校給食課の学校給食センター

が廃止されること、4点目といたしまして、学校施設整備推進室が廃止されること、5点目といたしまし

て、生涯学習課の12地区公民館が廃止され、交流センター化されることなどにより、本規則を改正する

必要があることから、本案を提出するものでございます。 

それでは、その主なものについてご説明いたします。10ページからの新旧対照表をご覧ください。(部、

課、係等の組織)第2条において、「教育総務課に学事係」を加え、学校教育課から削るものです。また、

学校教育課に新たに、学校人権教育室を加え、学校人権同和教育係を削るものです。学校給食課におい

ては、学校給食センターを削るものでございます。小中一貫校が来年度から全校開校することを受け、

学校施設整備推進室及び学校施設整備推進担当を削るものです。なお、補助金関係等の残存業務につい

ては、教育総務課学校施設係で行うこととしております。生涯学習課においては、地区公民館の交流セ

ンター化により、生涯学習・図書館係、中央公民館係、二瀬、幸袋、鎮西、菰田、立岩、飯塚東、飯塚、

鯰田、穂波、筑穂、庄内及び頴田各公民館を削り、生涯学習係及び中央公民館・図書館係に改めるもの

でございます。 

(事務分掌)第3条において、教育総務課に学事係を置くことから、今までの学校教育課学事係の事務分

掌を教育総務課学事係の事務分掌として加えています。11ページ、学校教育課指導係の心身障がい児(生)

の就学に関することについては、学校人権教育室の所管とし、障がいのある子どもの教育支援に関する

ことと改めています。学校給食課については、学校給食センター及びその事務分掌を全て削っています。

12ページ、学校施設整備推進室及びその事務分掌を全て削っています。12ページから13ページにかけて

でございます。生涯学習課については生涯学習・図書館係及び中央公民館係の改正点として、生涯学習

分野を担当する生涯学習係と中央公民館業務及び図書館業務を担当する中央公民館・図書館係に改め、

それぞれの関連する業務を事務分掌としております。なお、生涯学習関連業務として事務を実施してお

りました中学生海外研修事業に関することは、市長部局の所管となっております。また、中央公民館・

図書館係の事務分掌として、交流センターにおける社会教育及び生涯学習事業を統括し、事務事業の連

絡調整を行うこととする1号を加えております。14ページ、文化課については、文化会館の管理運営に関

することを加えております。 

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11号「飯塚市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則」 

≪説明：教育総務課長(大庭義則)≫ 

15ページをお願いいたします。「飯塚市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規

則」について説明いたします。本件につきましては、事務局組織の見直しに伴い、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。 

16ページの新旧対照表をお願いします。地区公民館の交流センター化により地区館長を削るものでご

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)) 
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■議案第12号「飯塚市教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則」 

≪説明：教育総務課長(大庭義則)≫ 

17ページ、議案第12号「飯塚市教育長に対する事務委任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、文化行政に係る規定のうち、教育委員会に権限があるものについて関係規定を整備するため、

本案を提出するものです。 

18ページの新旧対照表をお願いいたします。第2条において、教育委員会は、次にあげる事項を除き、

その権限に属する教育事務を教育長に委任するとなっており、委任禁止事項について、12号クの飯塚市

文化振興審議会委員の任命または委嘱に関することを加えるものでございます。 

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13号「飯塚市教育委員会事務決裁規定の一部を改正する訓令」 

≪説明：教育総務課長(大庭義則)≫ 

19ページ議案第13号「飯塚市教育委員会事務決裁規定の一部を改正する訓令」についてご説明いたし

ます。 

本案は、事務局組織の見直しに伴い、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。 

21ページの新旧対照表をお願いします。第8条において、課長専決事項を穂波公民館長、筑穂公民館長、

庄内公民館長及び頴田公民館長の職にあるものに準用する規定を削るものでございます。 

別表第1(第4条関係)の部長専決事項において、20号において、教育に係る寄付の採納に関することを

規定し、事務の簡素化を図ることとしております。同じく、学校教育課長専決事項であった6号、校長、

教員その他教育関係職員並びに生徒及び児童の保健、安全、厚生及び福利に関すること及び7号、就学援

助及び特別支援教育就学奨励に関することを削り、改正後の事務決裁規定では、この7号を3号とし、教

育総務課長専決事項とするものです。 

生涯学習課長専決事項では、公民館の管理及び運営に関することを中央公民館の管理及び運営に関す

ることと改めております。 

文化課長専決事項については、旧伊藤伝右衛門邸の管理及び運営に関すること及び文化会館の管理及

び運営に関することを加えております。 

21ページから22ページにかけまして、中央公民館長専決事項については、中央公民館の利用の許可に

関することを加え、穂波、筑穂、庄内及び頴田公民館長専決事項及び公民館長共通専決事項を削ってお

ります。 

文化財保護推進室長専決事項では、別表第2(第4条関係)において、「講習会、研究会及びこれに類する

もの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。(スポーツに関することに限る。)」については、

補助執行者(専決権者)がこども・健幸部長を市民協働部長に改めています。 

以上で説明を終わります。 
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(質疑・討論なし、原案可決(全会一致)) 

 

 

■議案第14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)≫ 

23ページ、議案第14号「飯塚市教育委員会公印規則の一部を改正する規則」について説明いたします。 

本案は、事務局組織の見直し等に伴い、飯塚市教育委員会委員長印及び飯塚市飯塚学校給食センター

所長印を廃止するため、本案を提出するものです。 

25ページ新旧対照表をお願いします。職印の飯塚市教育委員会委員長及び飯塚市飯塚学校給食センタ

ー所長印の項を削り、それに伴い、関連するひな形の番号を改めるものでございます。 

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15号「飯塚市文化振興審議会規則の制定」 

≪説明：文化課長(久保山博文)≫ 

議案第15号「飯塚市文化振興審議会規則の制定」についてご説明いたします。 

議案書の28ページをお願いします。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

員会に権限があるものについて関係条例を整備したため、市規則を廃止し、教育委員会規則として新た

に制定するため、本案を提出するものです。 

議案書30ページ、資料、廃止規則との比較でご説明いたします。改正内容といたしましては、第2条、

市長が委嘱を教育委員会が委嘱するとし、31ページ附則におきまして、この条例の施行日を平成30年4月

1日とし、経過措置を設けております。 

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)) 

 

 

■議案第16号「飯塚市文化会館条例施行規則の制定」 

≪説明：文化課長(久保山博文)≫ 

議案第16号「飯塚市文化会館条例施行規則の制定」についてご説明いたします。 

議案書の32ページをお願いします。提案理由といたしましては、議案第15号と同様に、教育委員会に

権限のあるものについて、教育委員会規則として新たに制定するとともに、附属設備利用料金について

廃止、追加及び様式の文言の整理をするため本案を提出するものでございます。 

議案書52ページ、資料の廃止規則との比較でご説明いたします。第2条第3項、市長を教育委員会に変

更し、54ページ、12条第1項第3号「後援または協賛」を「後援」に改め、55ページ、第16条第3号第1項

及び56ページ、第22条中、市長を教育委員会に改め、56ページから60ページの附属設備利用料金のとお

り、附属設備の廃止、追加、名称変更等及び料金設定を行うものでございます。また、61ページから67

ページ中の様式の第1号、第3号、第4号、第6号、第7号中、あて先を漢字表記とし、63ページの様式6号
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の中で賛同を削除し、文言の整理を行っております。 

附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行し、これにつきましても経過措置を設けて

いるところでございます。 

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)) 

 

 

■議案第17号「旧伊藤伝右衛門邸条例施行規則の制定」 

≪説明：文化課長(久保山博文)≫ 

議案第17号「旧伊藤伝右衛門条例施行規則の制定」についてご説明いたします。 

議案書の68ページをお願いいたします。本案も教育委員会に権限のあるものについて教育委員会規則

として、新たに制定するため、本案を提出するものでございます。 

議案書の72ページの資料、廃止規則との比較でご説明いたします。73ページ、第5条、市長を教育委員

会に改め、73ページ74ページ中、様式第1号様式第2号中、あて先を漢字表記といたしております。 

附則でこの条例は平成30年4月1日から施行し、経過措置を設けております。 

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)) 

 

 

■議案第18号「飯塚市学校運営協議会委員の任命」 

≪説明：学校教育課長(山本健志)≫ 

議案第18号「飯塚市学校運営協議会委員の任命」についてご説明いたします。 

議案書の75ページをお願いいたします。本案は、飯塚市学校運営協議会委員を議案第18号別紙のとお

り、任命するものであります。 

提案理由としましては、飯塚市学校運営協議会規則第3条第3項の規定に基づき、学校運営協議会を設

置する学校として、飯塚市立内野小学校、飯塚市立高田小学校、飯塚市立筑穂中学校が再指定を受けた

ことに伴い、同規則第6条の規定に基づき、同校の学校運営協議会委員を任命するため、本案を提出する

ものでございます。 

また、議案書76ページから78ページには、内野小学校、高田小学校、筑穂中学校の順で各学校の委員

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18号について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19号「教育財産の用途廃止(鎮西公民館)」 

≪説明：生涯学習課長(高瀬英一)≫ 

議案第19号「教育財産の用途廃止(鎮西公民館)」についてご説明いたします。 
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議案書の79ページをお願いいたします。提案理由といたしましては、鎮西公民館を鎮西中学校区小中

一貫校鎮西校に併設し、平成30年4月から供用開始することに伴い、現在の鎮西公民館を使用する必要が

無くなるため、本案を提出するものでございます。 

廃止する教育財産は、１に記載の内容につきまして、２に記載の用途廃止の期日、平成30年3月31日に

廃止し、市長部局へ引き継ぐものでございます。 

80ページに鎮西公民館の位置図を添付しておりますので、ご参照方お願いいたします。 

以上、簡単ではございますが、議案第19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20号「教育財産の所管替え(地区公民館)」 

≪説明：生涯学習課長(高瀬英一)≫ 

議案第20号「教育財産の所管替え(地区公民館)」についてご説明をいたします。 

議案書81ページをお願いいたします。提案理由といたしましては、飯塚市交流センターを設置するこ

とに伴い、平成30年4月から市内地区公民館が交流センターに移行されるため、所管が市民協働部まちづ

くり推進課となるため、本案を提出するものでございます。 

所管替えする教育財産は、１に記載の81ページから83ページの土地及び２に記載の建物について所管

替えし、市長部局へ引き継ぐものでございます。 

なお、84ページから96ページにそれぞれの位置図を添付しておりますので、ご参照方願います。 

以上、簡単ではございますが、議案第20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12号「平成30年度からの中学校外国語指導委託業者の決定について」 

≪報告：学校教育課長(山本健志)≫ 

報告第12号「平成30年度からの中学校外国語指導委託業者の決定について」ご説明いたします。 

議案書の97ページをお願いいたします。契約内容でございます。 

まず、委託名称につきましては、中学校外国語指導委託、契約額2,945万1,600円、委託業者名、株式

会社ケィ・ビー・エス、契約日、平成30年2月21日、契約期間、平成30年2月22日から平成33年3月31日ま

での複数年契約、契約目的、生徒の外国語によるコミュニケーション能力を育成するため、市内中学校

10校に英語を母国語とする外国人講師を派遣するものでございます。複数年契約することによりまして、

優秀な外国人指導助手を確保し、委託業者が培ったノウハウを効果的に授業のカリキュラムに反映する

ことを目的としております。 

委託内容といたしましては、英語を母国語とする外国人講師3名と、日本人コーディネーター1名の学

校への派遣でございます。 

以上、簡単ではございますが、報告第12号についての説明を終わります。 

 

(質疑なし) 
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■報告第13号「飯塚市立小中一貫校飯塚鎮西校、鎮西交流センター、飯塚鎮西児童センター落成式の開

催結果について」 

≪報告：学校施設整備推進室(山田哲史)≫ 

報告第13号「飯塚市立小中一貫校飯塚鎮西校、鎮西交流センター、飯塚鎮西児童センター落成式の開

催結果について」ご報告します。 

議案書の98ページをお願いします。はじめに、落成式当日はご多忙にも関わらず、ご列席いただき誠

にありがとうございました。 

それでは、報告の方に入らせていただきます。飯塚市立小中一貫校飯塚鎮西校は2月9日に工事が竣工

し、2月15日県開発行為完了届を県の方に提出しまして、3月9日に開発行為の完了告示がされました。そ

の上で3月11日10時から一貫校ランチルームで落成式を執り行い、98人のご来賓を賜り、つつがなく式を

終えることができました。 

式典後は2班に分かれて、施設見学を行い、一貫校をはじめ、交流センター、児童センターを多くの方

に見学いただきました。日時、場所、次第につきましては、記載のとおりですので、説明の方は省略さ

せていただきます。 

以上、簡単ですが報告を終わります。 

 

○大隈委員 

どうもありがとうございました。これで一応、一通りの小中一貫校が全て完成したということで、一

区切りついたと思います。ハード面は完成しましてけれど、ソフト面におきましてもこれからの皆さま

のご協力をお願いします。本当に皆さんありがとうございました。 

 

(質疑終了) 

 

 

■報告第14号「福岡音楽大学設立の会からの要望について」 

≪報告：文化課長(久保山博文)≫ 

報告第14号「福岡音楽大学設立の会からの要望について」ご説明いたします。 

議案書の100ページをお願いいたします。平成30年2月6日付で一般社団法人福岡音楽大学設立の会代表

理事長松尾新吾氏より市長あてに飯塚市に音楽大学を設立することについて、設立の会への連携体制構

築など積極的な検討を進める要望があっておりますので報告するものでございます。 

設立の会の要望の概要といたしましては、101ページから106ページにかけまして、設立の会の概要、

設立しようとする大学の規模等が示されております。 

また、去る3月3日に設立の会が主催した市民を対象とした説明会も開催されております。市におきま

しては、今後協議を進める中で調査・研究を図ることになります。 

以上、簡単でございますが、福岡音楽大学設立の会からの要望についてのご報告を終わります。 

 

○髙石委員 

市民の皆さんに説明会が開催されたということですけど、反響等で何かご報告いただけるようなこと
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があれば、お聞かせいただければと思います。 

 

○文化課長(久保山博文) 

今回の説明会につきましては、2月6日付で要望がありまして、3月3日ということで日にちがあまり無

い関係で、文化団体等関係者の方が参加されております。総勢でだいたい70名弱だったというふうに記

憶しております。その中で先ほど説明しましたように概要としましては、設立の会の思い、飯塚市を選

定した経緯等の説明がありまして、特に文化団体等につきましては、飯塚で開催しております新人音楽

コンクール、この事業が評価されたということで非常にありがたく、反響は大きゅうございます。 

ただ、大学の設置につきましては、今後の検討ということで、まだ具体的な案も示されておりません

ので、経緯を見ながら協力できるところは協力していきたいというようなご意見が多数だったというふ

うに思っております。 

 

(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3回教育委員会会議 定例会を閉会いたします。 


