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◆平成29年度第1回 総合教育会議 会議録 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

皆さん、おはようございます。本日は、お暑い中にも関わりもせず、また、ご多用中のところ教育委

員の皆さんにもこのようにご出席いただき総合教育会議が開催できますことを心より感謝申し上げます。 

本年度につきましては、飯塚市教育施策の大綱を策定するたいへん重要な年でありますとともに、幾

つかの要素でこの会議がさらに重要性を増すものと考えております。 

一つは、学校教育におきましては、新学習指導要領の実施に伴います、いよいよ待ったなしのこの段

階におきまして、市もしくは教育委員会としてどんな教育、指導や支援をしなければならないのかとい

うことに見通しを持ってこの中で検討を重ねることが必要だと思っています。また、生涯学習におきま

しては、ご存じのとおり、今までの公民館が交流センターとして今後動いていくことになりますので、

地域への教育の提供と地域づくりをどのようにバランスを取りながら、相互効果を高めていくのか、と

いうことについてもこの会の中で、検討をすべきものだと思っておるところでございます。 

また、これは私の掲げている方針として、就学前教育のさらなる充実というものがあります。これは

未就園児解消という問題解決のみで留まるものではありませんので、就学前の教育をどう義務教育につ

なげ、そしてそこで大きく成長した子どもたちが地元で活躍、働く事ができるその様な地域づくりを進

めるためにもそのスタートとなる就学前教育をさらに充実した飯塚市にしたいという思いがありますの

で、その点につきましても、この1年、教育委員の皆さん方の貴重な御提言を賜りたいと思っているとこ

ろでございます。その様な意味からおそらく、本年は、この総合教育会議が飯塚市では、そんな事はあ

りませんでしたが、他地域で見られるような形だけの会議に留まらず、子どもたちの未来を見据えた深

まりのある会議になりますよう、開催回数も含めまして、充実をさせて頂きたいと思っておりますので

今後もどうぞよろしくお願い致します。 

また、本日は様々な資料を用意してくれました事務局の皆さまご苦労さまでした。それに沿いまして

本日進行していきたいと思いますのでご協力のほどどうぞよろしくお願い申しあげます。 

 

 

■議題第1号「飯塚市教育施策の大綱について」 

○飯塚市長(片峯誠) 

それでは、議題第1号「飯塚市教育施策の大綱について」を議題といたします。本議題については、現

在策定しております「教育施策の大綱」の対象期間が平成28年度からの2ヵ年であり、今年度が最終年と

なりますことから、次期の「教育施策の大綱」について、どう策定していくかを協議し、策定の方針を

定めていくためのものでございます。内容についての説明を事務局お願いします。 

 

○総合政策課長(久家勝行) 

それでは、内容を説明させていただきます。資料につきましては、議題第1号別冊資料1をお願い致し

ます。 

1ページでございますが、まず、１．「第１次分施策の大綱の概要」これが現在の大綱ということにな

ります。現在の大綱策定に当たりましては、平成19年に策定いたしております第１次飯塚市総合計画を

上位計画として、また、国の第２次教育振興計画を参酌し、その時の社会情勢、市が抱える課題解決の

ため、新しい視点、柔軟な発想やアイディア、社会の変化への対応力を持ったまちづくりを進めていく
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必要があるということを記述し、最後に法の趣旨を踏まえたうえでの、本市における教育目標、取り組

む施策、進むべき方向性をこの教育会議の中でご協議いただきながら策定しております。資料の中に、

図を描いておりますけれども、教育会議の方でこの教育大綱を協議していただいて策定をしております

が、この大綱につきましては、下の方になりますが、点線で囲っておりますが、市長と教育委員会がお

互いに大綱を尊重し、飯塚市のさまざまな教育施策を進めていくというようなことで、現在進めている

ということでございます。 

それから、その下の1‐2の対象機関でございます。この現大綱を策定しました平成27年度のときには、

本市の平成20年度から先の10年間を対象とした第2次総合計画を策定中でございました。ちょうど次期の

総合計画の策定期間でございましたので、そういう関係で暫定的な大綱という位置づけから、平成28年

度29年度の2年間を対象としてということになっております。この下の表に書いておりますように、期間

がちょうど総合計画、それから一番下の教育振興基本計画、そういった部分の兼ね合いの中で、現在の

第1次の大綱につきましては、28、29の2年間というような形にしておるということでございます。それ

から、また本市の教育大綱の特徴といいますか、教育大綱につきましては、教育に取り組んでいくおお

まかな方向性を示せば良いというもので、他の自治体では非常に簡単に幹となる部分を数項目記述した

ようなところもございますし、教育振興基本計画を策定し、それを大綱として定めるというところもご

ざいます。本市の場合につきましては、その中間となるようなもので、大きな幹となる部分、それに具

体的な施策を記述するということでまとめたものが現在の飯塚市の教育大綱になっております。現状の

大綱の概要につきましての説明は以上でございます。 

続きまして、議題第1号別冊資料2の方をお願いいたします。教育大綱で位置付けています基本施策の

振り返り2年間でございますので現状としては進捗状況という形になろうかと思いますが、それについて

整理をいたしました資料がこの資料でございます。これについてまず、見方からご説明させていただき

ます。 

まず、この資料の左側に記載しておりますのが、教育大綱の基本施策の項目名ということになってお

ります。次の事務事業名と書いておりますが、これが基本施策を構成しております事務事業ということ

になります。今回は、主な事務事業のみを掲載しております。その次の事業概要でございますけれども、

これは、その事務事業の概要という形でございます。概要の下の二重括弧につきましては、教育施策要

綱の取組項目名を記載いたしております。隣の成果指標でございますけれども、これは本市の事務事業

を効果的に実施するための事務改善ツールとして本市では平成22年度より、事務事業評価というものに

取り組んでおります。その成果指標を記載しているものでございます。 

現在の教育大綱につきましては、平成28、29年度の2年間となりますので、進捗状況を確認しやすくす

るために参考値としまして、平成27年度ですね、期間中ではございませんけれども、平成27年度の数値

を掲載しております。 

次の平成28年度の事業実施における成果と課題につきましても、事務事業評価における内容を掲載し

ています。この資料につきましては、今後、第2次の教育大綱を策定する表現の参考資料として今後、活

用いただきたいというふうに考えております。中身についてですね、ちょっと、見方も含めてご説明を

させていただきます。特に成果指標について、見方についてを中心に説明させていただきたいと思いま

す。 

まず1ページめくっていただきまして、2ページでございますけれども、事務事業名で申しますと、1番

上のスクールカウンセラー等配置事業、これは成果指標のところを見ていただきます。平成27年の達成

率が137.5％で、28年度が105.4％ということで、目標がかなり下がったというふうに見れますが、これ
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につきましては、実はその目標値が、上がったということで、達成率は下がったということでございま

す。実際の件数については、増えているということでございます。この相談件数について、増えている

ことが良いのか悪いのかというのは、また色々協議が必要だと思います。 

4ページでございますけれども、上から2つ目、小学校英語教育推進事業というものが事務事業でござ

います。これにつきましては、平成28年度の実績のみという形でございますが、こういうふうに28年度

から開始しました事業につきましては、参考値の27年度がないということになりますので、そういう見

方でお願いをしたいというふうに思っております。それからその下の一番下にございますが、青少年対

策事業、これにつきましては、105.2％から84％ということで、これ参加者数が減ってきているというこ

とでございます。そういった場合については、課題の中で書いているように適切な広報を今後とも行う

必要があるという形で振り返りをそれぞれの所管課がこのような形でしているということでございます。 

それから、5ページでございますが、少年相談センター事業ここにつきましても、170.6％から67.2％

としてとういうことでかなり下がっているということでございますので、これにつきましても、目標値

が34件から58件に上がったというような状況もありまして、こういうふうに極端に下がってきていると

いうことでございます。それから、1つとばして街なか子育てひろば事業、これについては、59.1％から

92.1％という事で、かなり大きく上がっております。ここについては、ご存じのとおり街なか子育て広

場を新築いたしております。面積も1.5倍ということで広がったということもあって、利用者が多くなっ

てこういう状況になっているということでございます。それから、その下の地域子育て広場、これは地

域にある子育て支援センターでございますけれども、これについても成果のところに書いておりますけ

ど民間委託後も適切に運営が行われたというような結果も踏まえて、利用者がこのように増加している

ということでございます。 

1ページ開けていただきまして6ページをお願いします。一番下でございますが、休日等子育て支援事

業、これにつきましては、41.3％から163.3％ということで大幅に伸びています。ただ、これにつきまし

ては先ほどと逆でございまして、目標値を、昨年よりかなり下げたというようなところで逆に達成率と

しては上がっているということでございます。ただ、件数的にもここは増えてきていると、いうことで

ございます。 

それから9ページをお願い致します。放課後子ども教室推進事業というのが一番上にございます。ここ

については、元々の目標値が2万4,000人という目標値を持っておりまして、平成28年の状況が2万3,870

ということで、ほぼ当初の目標を達成しているというようなことで、それについては、成果の中で評価

をしているということでございます。 

それから、10ページをお願い致します。10ページの下から2番目でございますが、文化会館施設管理事

業につきましても、目標としては、1万2,000人ということでございますが、実際には2万1,750人という

ことで大幅に上昇しているということで理由としては、そこの成果の中で書いてあるというとおりでご

ざいます。 

それから、11ページをお願いします。文化財保護の普及啓発の中の企画展事業ここにつきましては逆

に139.1％から67.1％ということで、達成率が低くなっておりますということで、課題の中で、利用促進

に努めていきますというように減っている中での課題認識を持ったうえで今後どう進めていくかという

ふうな整理をしていくというところでございます。 

それから1ページめくっていただきまして、12ページのニュースポーツ事業についても目標値が1,500

に対して1,494ということで、99.6％ということでほぼ目標に達しているということでございます。それ

から、その下の健康プラザ運動指導事業でございます。それについてもここは率というよりも人数的に1
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万3,000から2万4,000ということで大幅に上がってきているということで、これは街なかにある運動施設

でございますけれども、施設利用が確実に増えてきているというようなことでございます。そういうよ

うな見方をしながらですね、この資料については、お持ち帰りいただきまして、見ていただければと思

います。その結果を踏まえて、次の教育大綱を策定するうえにおいて、参考資料として、活用していた

だければというふうに思っております。 

また、A4の資料に戻りまして、2ページでございます。今度は第2次大綱の策定方針、ここからまた色々

ご意見を伺っていくところになります。「2‐1飯塚市における地赤穂の位置づけ」としておりますけれど

も、大綱の位置づけにつきましては、第1次教育施策の大綱と基本的に同じということで、そこの表に書

いております、今度新たにできました第2次総合計画、それを上位計画として、また今度は第3期になり

ますけども、教育振興基本計画を参酌し、この教育会議の中で協議をしていただきまして、教育施策の

大綱を定めていくこととしております。それからそれに基づいてそれぞれの教育施策を打つという事で

飯塚市の場合でありましたら毎年、教育施策要綱というものを作っておられますので、そういったもの

をこの教育大綱を尊重しながら、作っていく形になります。そういう位置づけでどうかということでご

ざいます。 

それから対象期間でございますけれども、これにつきましては、5ページを見ていただきたいと思いま

す。まず、下の方でございます。一番下から説明させていただきます。教育振興基本計画、国の分でご

ざいますけれども、第3期が平成30年度から平成34年度の5年間となっております。それから、飯塚市の

総合計画につきましては、平成29年度から38年度の10年間でございます。総合計画につきましては、中

間年次に内容を点検し、必要に応じて見直しを行うようにしております。そういうものも踏まえまして、

第2次の教育大綱につきましては、平成30年度から34年度ということではどうだろうかというような考え

でございます。ただし、考え方としては市の総合計画と国の教育振興計画の両方に整合性を持たせると

いう考え方、表の下の方に書いておりますが、それから両計画の対象期間にずれがあり、国の教育振興

基本計画に始期を合わせるという考え方でございます。ただ、問題点としましては、国の教育振興基本

計画が平成29年度中に閣議決定されるかどうかというのが不明だというところが、問題点としては考え

られます。ただ、国のですね、元々の振興基本計画のスケジュールからいきますと、平成29年度末には

ですね、答申をするというような予定になっております。そういう事で、あくまでも国の振興基本計画

につきましては、参酌するというような位置づけになっておりますので、第2次の大綱につきましては、

平成30年度から34年度というようなところでいかがかとご協議をいただければというふうに思っており

ます。 

それからまた、2ページの方に戻っていただきまして、真ん中より下でございます。2‐3としています

が、第2次教育施策大綱の策定スケジュールということで、案をお示しいたしております。本日が第1回

の総合教育会議にございますので、第1次大綱の振り返り、それから第2次大綱の策定方針・期間そうい

ったものについて決定をお願いしたいというふうに思っております。2回目について第1回目の会議の意

見、それから策定方針をもとに草案を審議していただきまして、3回目の教育会議の中で大綱案を審議し、

大綱を決定していただくというスケジュールでいかがかということでございます。 

以上、第1次の概要、第2次の考え方についての説明について終わります。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

ただいま説明が終わりました。内容からして大きく分けますと2点、1点目は第１次教育施策の大綱に

ついての振り返りについて概要説明、A3の資料の中で説明がありました。2点目は、本市におけます第２
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次教育施策の大綱の策定方針及び策定スケジュールについてでございます。その両方で構いませんので、

皆様のご意見等をお伺いしたいと思います。 

 

○髙石委員 

このA3の資料の中で示していただいた成果と課題があるのですが、これだけの項目がありますから事

細かに1点1点というのは難しいと思うのですが、この現大綱が示されて以来、大きな成果として特に挙

げることができるとすれば、こういう点、特にやはり課題として、引き継ぐべきものがこういう点、と

いうような大まかなもので構いませんので教えていただければと思います。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

まず、教育長から概要をお願いします。その後、詳細は部・課からお願いします。 

 

○教育長(西大輔) 

4月からですが、成果として顕著に出たものとして、学力向上については、かなり成果が出たなと思っ

ています。小学校については、以前から全国平均を超えている状況でしたが、中学校はどうしても県の

平均を超えなかったのですが、今年度初めて中学校が、県の平均を超えました。県の平均を100とします

と、101.3でした。 

もう１つは小中一貫教育ですかね、来年4校全て小中一貫校が開校するわけですが、以前からありまし

た頴田については、大きな成果が表れ、素晴らしい学校になっていったと思います。小中一貫教育の効

果だと考えています。 

その他にも成果はたくさんあります。体力の向上についても成果が出ています。 

問題なのはICT関係、IT関係がやっぱりまだまだ大きな課題があって来年度学習指導要領にはプログラ

ミング学習というものが小学校に新しく入ってきますが、それについてこれから色々、やって行かなく

てはならない課題がたくさんあると考えております。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

せっかくの機会ですので髙石委員の方からこの大綱の振り返りに基づいてですね、こういうことは飯

塚市として出来てきた。こんな事はこれから取り組むべきだということが新たに踏み出せたという観点

からお尋ねがありました。今、教育長さんからは学校教育分野を中心に概要を述べられましたが、せっ

かくの機会です。どうぞそれぞれこの振り返りシートの中の所管課がお見えになっていますので何かあ

りませんでしょうか。 

 

○学校教育課長(山本健志) 

先ほどの教育長のご説明とほとんど重なってしまうところでありますが、学力向上においては大きな

成果を出していると考えております。そのベースといたしましては、今、市内小学校20校、中学校10校

計30校ございますが、どの学校もたいへん落ち着いた学校生活を送っております。分野としては豊かな

心の育成に主に関連するところではございますが、やはりこういった落ち着いた学校生活ができている

ということが全ての土台でありまして、今後もそれを土台としながら確かな学力の更なる前進を図って

行きたいと考えております。 

課題と致しましては、先ほどの教育長のご説明にもありましたが、これからの社会の変化を見据える
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うえでもやはりICT教育についてはハード面、それからソフト面の両面において、課題がございますので、

これは学校教育課だけでは、解決できないところがございますから、関係各課と連携を図りながらハー

ド面を、ソフト面は我々学校教育課が主管とするところでございますが、これにおきましても、大学等

との連携を視野に入れたところでのソフト面の充実を図っていきたいと考えております。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

他に子育て関連、生涯学習、文化財保護等はございませんか。 

 

○上田委員 

本当にこの大綱に沿って、総合計画に沿って、これだけの事業を細かく重点をおいて実施してくださ

ったこと、またそれに評価をしていただいたことをたいへん有り難く思いますし、敬意を表するところ

でございます。今後もですね、こうやって一つひとつ明らかにしながら、前進していけたらと思います。

本当にありがとうございます。 

それからですね、目標の設定の仕方ですけれども、目標値をどのように置くかというその基準となる

ものが大事だと思います。ですから下げれば、達成率は上がりますし、上げれば下がりますのでその辺

がどうこの目的が飯塚市のまちづくりに対して迫って行っているのかどういう目標を掲げたらそこへ迫

って行けるのかというのを勘案して、目標を立てなければいけないなとこの資料を見て感じた次第です。 

それから、事業内容につきましても重点の置き方ですが、例えば、5‐1主に子どもに対する取組の5‐

1‐11、7ページでございます。学校危機管理の徹底というのがございますが、この事業概要について、

日本スポーツ振興センターが災害給付を行うというのがちょっとですね、これは事務的なことで重点に

挙げるほど、もちろん達成はしないといけませんが、もっと安全危機管理、九州北部豪雨がございまし

て、まずは、被災された方に心からお見舞い申し上げる次第でございますが、そういう市の方からも素

早く対応して支援をして手を差し伸べられたり、取り組んでおられますけれども、またこういうことか

ら学んで、本市が、こういう危機に際したときにどう対応したらいいかということを日ごろから学校だ

けでなく地域、家庭、保護者、行政が一緒になって考えていく必要があると改めて思ったわけですけれ

ど、そういうふうな取り組みとか、例えばの話ですけれども、重点に挙げる内容ももっと精査していっ

たらいいのではないかと思いました。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

今、大きく2点ありましたが後の方の部分は私も数値の挙げ方についての違和感を持ちました。これは

多分ですね教育委員会だけでは学校危機管理の徹底が述べにくいと思いますので是非、教育委員会が市

の防災安全課と相談いただいて、今、上田委員さんがおっしゃったように、市の大きな危機管理の中で

特に防災を中心とする、もしくは教育委員会ですから、子どもたちの安心・安全という観点もそれに加

わると思うのですが、市の大きな防災安全の考え方の中で教育委員会の範疇である部分をどんなふうに

捉えるか、適宜現場への支持はなさっているということは十分承知しているのですが、そういう観点か

らの評価にするだとかいうようなことで、ちょうど見直しをする良い機会だと思いますので是非、ご検

討をお願いします。 

同じように2つか3つほどちょっと確認しましょう。2ページの1番上の段です。まず、スクールカウン

セラー等配置事業の目標値を800から1,100になさったこの理由は何ですか。それから、時間を短縮する

ために次に5ページ少年相談センター事業この目標値を34から58に増加させたその根拠は何ですか。 
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最後になります。6ページ、休日等子育て支援事業の目標値を80から半分以下の30に下げられています

が、下げられた理由は何ですか。恐らく、同じところで、あれ、何でだろうと思われたのだと思います

ので、それぞれ担当課の方から説明をお願いします。 

 

○学校教育課長(山本健志) 

この目標値の増加につきましては、27年度、28年度における市費のスクールカウンセラー、ソーシャ

ルワーカーの配置数については、変更しておりません。それまでの過去の利用数の伸び率から考えまし

て、今後さらにここまでの目標でこの事業が実施できるということで、これまでの伸び率を一つの参考

にしながら目標値の設定を行っていたということでございます。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

専門職員の配置数がありますよね。それがフル稼働した時に、どの位の数の相談に対応できるという

ような見立てが必要なのかということが今後必要かもしれません。それを是非フルに稼働して子どもた

ちや現場の役に立ちたいという観点から、しないと数が増えるから、それに合わせてということよりも

恐らくそういう観点で整理する時代かもしれません。是非、検討をお願いします。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

別のところはどうでしょうか。少年相談センター事業。 

 

○待機児童対策担当次長(山本雅之) 

5ページの少年相談センター事業ですが、27年度の目標値34に対して実績値が58になっております。そ

して、それを受けまして27年度の実績を基に28年度の目標を設定しております。28年度は元市の職員が

配置されたということで一層充実できるというところで、目標を設定したところでございますが、結果

といたしましては39ということになっております。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

これもですね、27年度の結果が58だったから、前年度を上回ろうとして目標を58に上げた来年度を28

年度が39だったから、39にするとかいう考え方じゃないですよね。だから、やっぱりですね、58に何故

したかという根拠をもっと明確に持つことが必要ですよね。上田委員がご質問なさった目標値の設定は

絶対評価としてぶれない評価を目標値にするべきだと暗におっしゃったのですよ。 

 

○待機児童対策担当次長(山本雅之) 

ご指摘受けまして、再度検討したいと思います。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

では、最後に休日等子育て支援事業の担当課お願いします。 

 

○待機児童対策担当次長(山本雅之) 

休日等子育て支援事業についてでございますが、これにつきましても、今、ご指摘受けました27年度

の実績を基に設定をしている状況でございます。これは先ほども申し受けましたとおり、絶対値を考え
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たところで設定を考えていかなければならないと思います。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

そうしましょうね。ご指摘ありがとうございました。 

 

○上田委員 

休日等子育て支援事業は41.3％が163.3％と4倍増で成果が上がっているように見えるけど、決してそ

うとは言えないですよね。少年相談センター事業も相談件数が多いのがいいのか。多いのが良くないの

か。これも是非、相談業務に携わられる現場の方々のご意見を吸い上げながら目標設定をなさることが、

今後なお効果を発揮することに繋がると思います。 

 

○総合政策課長(久家勝行) 

事務事業評価を所管しているものとして答えさせていただきます。成果指標につきましては私どもも

今言われますように絶対的な目標値というのが必要であると思います。当然事業を始めるときには、ど

の位を想定してこの事業を始めたのかというのが重要だろうと思います。ただ、1年目、2年目とかまだ

若い事業につきましては、どうしても、そこの目標設定が難しいところがございますので、多少ぶれる

ところはあろうかというふうに思います。ただ、それにしまして、やはり市民の目から見て、わかりや

すいものにしていきたいと思いますので、今回ご了承いただきたいということと、今回、これにつきま

して、かなり短期間で作成をさせてまいりましたので、その中には確かに単純な事務的な内容のものが

盛り込まれております。これにつきましても今回の大綱については2ヵ年でございますので、最終的な振

り返りは来年度させていただくような形になろうかと思いますので、その時はもう少し精査した資料を

お出ししたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

今後に期待することにいたします。ほかにありませんでしょうか。 

 

○安永委員 

ほとんど出てしまったのでいまさらなのですが、まさに例えばスクールカウンセラー事業のところも

課題に上がっている方が、指標になるべき値だということですよね。つまり1カ月2カ月待ちになってい

ることが課題なのでそれがなくなるということが評価指標になるべきであって、絶対数で考えるのでは

ないというふうなところで延べ人数とかっていうふうな形ではない形で色々検討していくのが次のステ

ップで、まさにここでも考えなければいけない視点かと思いますが、何を分母にするのかというところ

はまさに考えなければいけないという事で、ほとんど同じことですがよろしくお願いします。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

ありがとうございました。それでは、もう1点の審議事項であります第二次教育施策の大綱の策定方針

及びそのスケジュールについてに関してご意見はございませんでしょうか。 

 

○上田委員 

 この資料のとおりの流れで良いと思います。 
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○飯塚市長(片峯誠) 

 それでしたら、本案件につきましては、この方針原案に沿って、今後策定の準備を進めて参ります。

早速、次回以降の会議で、大綱の草案についての協議を進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

それでは、次の議題に移りたいと思います。議題第2号「教育行政について」を議題といたします。本

議題については、本会議において広く教育行政についての協議や意見交換を行って、今後の飯塚市にお

ける教育のために活かしていくためのものでございます。今回は、就学前教育と放課後児童育成事業に

ついての議題を設定させていただいておりますが、内容についての説明を事務局にお願いします。 

 

○待機児童対策担当次長(山本雅之) 

それでは就学前教育の現状について子育て支援課の方から説明させていただきます。 

資料1ページでございます。まず、市内の就学前の教育・保育施設でございます。飯塚市内には保育所

が、公立が4施設、私立が22施設の計26施設、認定こども園が公立2施設、私立3施設の計5施設がござい

ます。幼稚園は公立幼稚園が平成25年度から認定こども園として整備いたしましたので私立のみになっ

ております。それが8施設になっております。 

次に就学前教育の実施内容について、ご説明申し上げます。平成28年度の実施内容でございますが、

公立保育所、こども園におきましては、小学校より先生に来ていただいて、運筆指導を行っております。

また、ワークブックを使った文字遊びを通じて語学教育も行っております。時間の理解や数、図形の認

識、リズム遊び、立腰などを統一して行っております。私立保育所、子ども園におきましては、語学教

育で英会話や英語教育を取り入れております。また、茶道や華道、パソコン教室等各園、様々な特色を

出しています。私立幼稚園においては、英語教育、英会話等の語学教育、運動教室や音楽教室を実施し

ています。 

2番目の就学前教育の今後の課題といたしましては、これにつきましては、6項目挙げておりますが、

まずは、未利用児童につきましては、これは平成27年度に子ども子育て支援新制度が施行になりまして、

保育所入所に関する入所要件が緩和されました。これによりまして、入所申込者数が増加いたしまして、

それに伴いまして、未利用児童が生じております。また、2番目の保育所における保育士不足でございま

すが、児童の受け皿となる保育所での保育士不足の問題については、現在、市の方も保育士確保のため

の施策に取り組んでいるところでございます。 

次に、3番目、私立幼稚園に対しての認定こども園へ移行の推進につきましては、私立保育園8園のう

ち、平成30年度より認定こども園へ2園、これは山内幼稚園と伊岐須幼稚園の2園が移行を予定している

ところでございます。 

続きまして、4番目の児童虐待につきましては、子育て支援課の家庭児童相談室で支援、相談等を受け

て支援を行っております。各ケースにつきましては、要保護児童連絡協議会において対応策を決定し、

問題の解決を行っております。今後も、この協議会の機能を十分に発揮できることが求められると考え

ておりますので、各構成機関と連携をして対応してまいりたいと考えております。 

次に教育・保育の質の向上と保育士・幼稚園教諭の育成につきましては、保育指針が10年ぶりに改定

されることになっております。この改定に伴い幼稚園教育要綱と認定こども園教育保育要領の改定も同

時に行うこととなっております。この改定の方向性の１つとして、職員の資質、専門性の向上が挙げら

れております。これにより質の向上と職員の育成が求められるため、市といたしましても保育の実践及

び研修等を通じまして、質の向上と職員の育成に努めてまいります。 
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最後に保育所・幼稚園等と小学校との連携の強化につきましては、小学校入学児童に関わる幼・保・

小連携懇談会や就学指導委員会等におきまして連携を取っておりまして、この連携を更に強めてまいり

たいと考えております。 

以上、簡単ではございますが説明を終わります。 

 

○生涯学習課長補佐(原昭仁) 

生涯学習課から就学前教育及び放課後児童育成事業について提案説明をさせていただきたいと思いま

す。 

資料第2号別冊資料、生涯学習課の方をお願いいたします。この事業は、生涯学習課において、既に実

施をしております飯塚生涯学習ボランティアネットワーク事業を活用いたしまして飯塚市の老人クラブ

会員の方々に学習ボランティアとして市内の保育所、こども園等で活躍してもらおうというもので、資

料の上の方に書いてありますけれども、アクティブシニアに活躍の場を提供し、地域で子どもを支える

仕組み作りを構築しようとするもので、このような体系図を作っております。 

少し具体的に説明をさせていただきます。飯塚生涯学習ボランティアネットワーク事業のメニューと

いたしまして、学習支援ボランティア事業というものがあります。これは豊かな知識や技能を持つ地域

住民の方が小中学校等の教育活動や公民館等での地域活動に活かすことを通して学校教育の更なる充実

や住民の生涯学習の機会を高めることを目的に実施をしており、現在でも市内の小中学校・児童センタ

ー・保育所・地区公民館等の事業の支援を行っております。 

今回提案させていただきますのは、この学習ボランティアは、現在、知識や技能を持つ地域住民や大

学生に登録をしてもらっておりますけども、今後、この中に老人クラブ会員の方々に追加登録をしても

らいまして、資料の中ではこの左側の方に市民ボランティアと書いてありますけれども、この下の方に

老人クラブ会員というものを追加させていただいているのが分かると思います。そして、資料の右側の

方でありますけども、ボランティア派遣先の小学校、児童クラブ、保育所・こども園、子育て支援セン

ターの項目がありますが、その中の特に児童クラブ、保育所・こども園に各施設の要望に沿って派遣し

ようとするものであります。 

想定される派遣の案件といたしましては、多岐にわたる保育業務の中で、保育士資格を有しないもの

でもできる業務や例えば児童クラブの各種行事の準備の支援など保育学習に係る周辺の業務、環境整備

等あると思います。そしてまた子どもたちの見守り等の想定をいたしております。派遣に際しましては、

市内の保育所・こども園等からの個々の要請に応じて派遣をしていきたいと思っております。この事業

を行うことによりまして、保育等の現場における保育士の負担軽減や職場環境の改善が見込まれると思

います。 

また、全国的にも問題となっております待機児童の問題が発生する原因といたしまして、保育士不足

が１つの要因として考えられると思います。潜在保育士の再雇用、そして既存保育士等からの離職防止

等として、保育士における業務の負担軽減と保育士が長く働き続けられ、魅力ある職場環境を形成する

ためにも、この取り組みは有効になるのではというふうに思われます。 

また、児童クラブの現場においても、支援員不足という課題があります。この事業に取り組むことで

支援員の負担軽減にもつながるものと考えられます。このように就学前教育及び放課後児童育成事業の

支援をボランティア登録した老人クラブ会員が行うことによりまして、高齢者の経験や知恵を子どもた

ちに伝えることができます。 

また、高齢者においても保育所等や児童クラブの中で支援活動をすることにより、自分たちが必要と
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されている意識が芽生え、生きがい作り、また、それが心身の健康増進にもつながるというふうに思わ

れます。 

老人クラブ会員の加入率の低下が課題となっている現状についても、この事業を老人クラブとして取

り組むことにより活動幅が広がり、会員の加入率のアップ、退会防止にもつながると考えられます。 

なお、事業実施のスケジュールといたしましては、今、保育所やこども園、そして児童クラブの方に

それぞれ担当課を通しまして、ニーズ調査をお願いしており、今月末で集約をしてもらうようにしてお

ります。一方、老人クラブにもこのシステムを説明させてもらい、ボランティア登録をお願いしていく

予定としております。 

派遣側、受入側の体制が整いましたら、事業費の関係もありますが、年度内からでも取り組んでいけ

ればというふうに考えているところであります。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

 今の説明をずっとなさった文言は、まさに、ねらいをきちんと整理されていてどこかで文章にして残

しておく方が今後外部団体との折衝の折に役に立つと思います。それから、この事業ができましたら冬

休みに間に合うように努力をしてあげてください。 

2点について報告がありましたが、何かございませんでしょうか。 

 

○大隈委員 

 就学前教育及び放課後児童育成事業におけるところなのですけれども、今現在児童クラブを利用して

いる率が分かれば教えていただきたいのですが。 

 

○学校教育課長(山本健志) 

手元の資料が5月1日の調査になりますが、ご説明をさせていただきます。 

市内には20児童クラブがございますけれども、この利用数につきましては、合計が1,898名ということ

で、児童総数に対しての入所率につきましては、28.2％という数字になっております。 

以上でございます。 

 

○大隈委員 

 それは年々増加傾向にありますか。 

 

○学校教育課長(山本健志) 

平成27年度より対象者6年生まで現在と同じく対象者が統一されましたので、平成27年度からの推移を

4月1日現在の調査結果に基づいてご説明させていただきます。平成27年度が1,837名、平成28年度が若干

増えており、1,893名、平成29年度は、逆に数が少し減っておりまして、1,857名という推移でございま

す。 

以上です。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

できたら次年度から児童数に対してですから、パーセンテージで整理されていたら経年比較がいっそ
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うしやすいと思います。 

 

○大隈委員 

 年々共働きが増えておりまして、就学前教育との関係もあると思いますが、保育所の不足とか待機児

童の問題とかも勘案して児童クラブの充実というのもかなり、これから先教育委員会にも関わってくる

問題になってくると思いますので、どれぐらいの推移で子どもたちが増えているのかと思いましたので、

それを考えるとこういう今説明してくださった施策は非常にありがたいものになるのではないかと思い

ます。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

ほかにございませんでしょうか。 

 

○上田委員 

 先ほどの就学前教育について細かに資料を表にしてお知らせいただきましてありがとうございました。 

以前、英語教育か就学前教育が議題の時に、ご質問をさせていただいたのですが、私立の幼稚園では、

こういう英語教育なりが行われているけれども、公立の方の教育というのはどうなっているのだろうか

と今認定こども園のように幼稚園教育と保育が同じように教育が受けられて、同じようにこどもたちを

時間延長して見ていただくような、そういう良いところが合わさっていくための認定こども園だったと

思うのですけれども、そういう意味でもきちっと幼稚園教育が保育園の方でも行われていったら良いな

という願いの元にご質問させていただいたのですけど、きちんと挙げていただいたのでよく分かりまし

た。ありがとうございます。ただ、英語教育とか英語活動ですかね、そういうものについては、公立で

は難しいのでしょうかね。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

 今、ソフトにお尋ねいただきました。これを見ましても、私立認定こども園では語学教育が実施され

ている。公立こども園でも語学教育は実施されているけれども英語教育については、なされていない。

これ、公立では難しいのでしょうかということですが。 

 

○教育長(西大輔) 

私も初めてこれを見させていただきまして公立と私立ですかね、かなり、差があるなと思っています。

ですから飯塚市内の就学前教育は、あまり差があってはいけないと思っているので、出来たらですね、

公立保育所、公立認定こども園においても私立とまではいかないかもしれませんが、ある程度の語学教

育の中で英語については若干の枠がいるのではないかと思います。これから先、グローバルな社会に向

けた人材育成を行っていく中で、それは必要ことであろうと思っていますので、教育委員会の立場とし

ては、是非入れてほしいというのは願いとしてあります。 

 

○待機児童対策担当(山本雅之) 

今、ご指摘受けましたので検討してまいりたいと思っております。 
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○飯塚市長(片峯誠) 

ぜひ方法論として、これを一覧表にしていただいて、分かりやすいのですが、公立保育所、そして、

公立認定こども園のみにはその記載内容がないので、実施するとしたら、一番やりやすいのが、次のペ

ージの生涯学習の市民ボランティアを活用する知識や技能を持つ地域住民の中にその登録者が確かいら

っしゃると思いますので、相談して割り振りの協力を行政がすれば、あとはそれぞれのこども園につい

てもどの程度できるかは別にして、やる方法もしくは、これかなりの予算を伴うことになりますが、市

内にある11ぐらいあるのですが、英会話スクールが、そことタイアップをして、支援体制を作る方法を

取るのか、是非教育委員会と保育部局と協議して進めていっていただきたいと思います。 

 

○安永委員 

表になったので、本当にわかりやすくなって、ありがとうございます。が故に、ちょっとお聞きした

いのですが、公立の保育所と公立認定こども園というのはまったく同じなのですけれども、これは同じ

教育内容で統一してやっているという理解でよろしいでしょうか。それとも本来は子ども園と保育所は

違う位置づけかと思っていたので、公立としては、実は同じ位置づけでされてるのか、どうかをお聞き

できればと思います。 

 

○待機児童対策担当次長(山本雅之) 

保育所が幼稚園の要素が入ることによって、教育の要素が、保育の要素に加わってこども園の中に保

育部、幼稚園部とありますが同じ教育を受けております。 

 

○教育長(西大輔) 

保育所も幼稚園も同じようにやっているというのは親の願いでもあります。親のニーズというか、教

育してくれという面が強く、公立でも同じようにやっているというところだと考えております。もちろ

ん幼稚園の指導要領と保育園の保育指針がほとんど同じなのですね。ですからこういう結果になろうか

と思います。 

 

○安永委員 

保育所のレベルが上がっていると思えば良いのでしょうか。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

はい。 

ほかにありませんでしょうか。 

 

○大隈委員 

違う観点からになるかもしれませんけれども、就学前教育について前段の大綱の中での資料を基にお

聞きしたいことがあるのですが、大綱の振り返りの中で、就学前教育、3ページで幼児教育の充実という

ところで、就学指導関連事務のところで課題の中で対象者が増えていく一方のため、相談枠を増やして

も追いつかない。現在2人体制であるが他業務との兼務のため十分な対応ができないという問題もあり、

また、最後の段の方に将来的には就学前から、学齢期を経て成人まで総合的に障がいに対応できる部署

の創設等の体制整備が必要となると思われるという文言があるのですけど、これ非常に大事なことが書



14 

いてあると思います。 

先ほどスクールカウンセラーの件とかもありましたけれども、いきなり小学校に入学してからそれが

必要になる子どももいるかもしれませんけれども、実際には、出生時から、または就学前から色々な問

題を抱えるお子さんがたくさんいらっしゃると思います。それが実際には、増えているということが明

らかになっているわけです。小学校ではカウンセリングを受けるのに1カ月から2カ月待ちというのがざ

らにあるというのが現状の中で、それをどう人数を増やせば減らしていけるものなのか、逆に、早い段

階から就学前からもっと対応していけば小学校での問題がもう少し軽減されるものになるのではないか、

また、児童虐待という項目もありましたけれども、家庭的な問題においては、幼児教育、小学校入学前

からのソーシャルワーカーの方々がもっと介入することでスムーズな学校生活、幼稚園生活をおくるこ

とができるのではないかなというふうに人数を増やすだけの問題ではなくて、もっと連続した子どもた

ちが成長していく中でどう人材を活躍させていくかということを考えているのですが、その辺はどうお

考えでしょうか。 

学校教育の中では、小学校、中学校と連携した教育が充実してきているのですけれども連携した教育

ということを考えても、幼稚園、保育園、小学校、中学校そしてここに書いてありますように成人する

までもっとトータルで見なくてはいけない時代になっているのではないかと思っています。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

今のご質問は、関係課がとても広がる根本的な問題ですので、できましたら次回この中で資料として、

おそらく生まれられてから乳幼児健診から3歳児検診、就学前検診、そして保育所への巡回相談システム

もありますよね。それらの情報をきちんと、義務教育の方につないでいるのか。それを受けて、今度義

務教育の中では、どのようにそれに対応しているのか。最後難しいのが成人まで書いてありますのでそ

の後、市の福祉施策として、どのようなケア体制をとっているのか。一覧表のようなもので次回、資料

提供をしていただくということでよろしいでしょうか。おそらく、今の分でしたら5つぐらいの課が関連

しそうですが。 

 

○大隈委員 

 課も含めて、関連する外部施設の関係、そこら辺まで加味していただくと分かりやすいかなと、ミー

ティアスであったりだとか、心のクリニックであったりだとか、就労に関しては、若者サポートステー

ションであったりとか色々飯塚市には外部施設があると思います。その中の関係性だとか協力体制がど

うなっているのかというのを知りたいと思っています。 

 

○上田委員 

すごいですね。乳幼児の家庭をすべて訪問されているのですね。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

 それがどう活かされているかを一覧表にしたら、おそらくわかりやすいと思います。どこかで、その

作成した資料を市民にこれを明らかにすることによって、じゃあここに相談しよう、じゃあこの時には

次はこんな風にこの相談が生きてくるんだな、じゃあ思い切って一歩踏み出そうというような啓発の資

料にもなると思いますので、次回までに頑張って、是非、お作りいただきたいと思います。 

ほかにありませんでしょうか。（なしの声） 
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それでは、教育行政について、今回の分については今後いただきましたご指摘等を今後の飯塚市にお

ける教育等に活かしていくということで閉じたいと思います。本日、設定いたしました議題についての

協議は終了いたしましたが、せっかくの機会ですので、ほかにお話しなさりたいことはございませんで

しょうか。（なしの声） 

ないようでしたら私の方から2点、1点は先ほどICTについて今後さらに充実させる必要があるというよ

うに教育長さんからと学校教育課長さんからとそれぞれ同様な提示がありましたが、実は一昨日に行政

経営部長と、教育部長と自分も別件がありましたので一緒に上京しまして、渋谷区のICT推進状況を教育

委員会等から説明をお受けしてきたのですが、教育部長、その感想等ありましたら端的にお述べくださ

い。 

 

○教育部長(久原美保) 

一昨日、渋谷区の教育委員会を訪問させていただきました。そちらの方は、今後ICT教育を積極的に取

り組むということで、また、色々なソフトを導入しながら、展開していくというお話でしたので、実際

にお会いさせていただいて、お話を伺ったところですけれども、渋谷区は、私ども裕福な区かと思って

いましたけど、結構ほかの区に比べると厳しい、財政的にも若干厳しい自治体で、だからこそ、とにか

くICTを先頭きって、色々なところの支援をいただきながら渋谷モデルを作って行こうとされているとこ

ろが印象に残りましたし、実はこの9月からタブレットを小学校・中学校すべての子どもに1台ずつ渡し

まして、基本的には家庭学習の支援というところで、色々なソフトを使いながら、ICT教育を充実させて

いこうという取組みのお話を伺ったのですけれども、その中では学校だけが頑張るのではなくて、周り

のインフラの部分で民間企業の方だとか、ソフトの部分での民間の方だとか、あらゆるプレーヤーの方々

と一緒になってICT教育を推進しようというところが印象に残りましたし、まず、先頭をきって行くこと

こそ、色々な支援を受けられますし、その道筋を作りたいという意気込みを感じられました。 

あと、ICT教育ってICT教育をすることが学校教育の中身のように捉えられがちなのですけど、いわゆ

るICTをツールとして使っていく、だからこそ、実は年配の先生方が抵抗感があるというお話でしたけど、

ICTを使うことで、どう、子どもたちに何を伝えていくかということに関しては年配の先生方のほうが非

常にお上手だというのをお話なさっていました。そういうところで改めてICT教育の重要性を感じたとこ

ろです。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

 ありがとうございます。せっかくの機会ですから、市の財務を担当する行政経営部長さんもどうぞ。 

 

○行政経営部長(倉知敦) 

 私も一緒に行かせていただいておりますけれど、今、教育部長が言いましたようにソフトの面とか中

身については、私そんなにまで詳しくはありませんけど、ハードの面で、まず、印象にあったのが、私

どもどうしても施行で少しずつやっていって、そこで成果を見て入れていくというのが従来の手法であ

るし、それを今も行っておりますけど、まずは、1人1台持たせるというのが、最初の出だしというのが

渋谷区の取組みの形、まず、みんな1台持たせるのだというそこが原点みたいな形になっております。そ

こまで全国的にも行ってないと思いますけども、市としても文科省の方が、たまたま教育の振興部長で

派遣で来られておりますけれども、やっぱり私と同じような形でどういうふうな成果を見ながらやって

いくのかというのが課題だなというふうには私も思いましたけど、市長のお考えはそういうところでは
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なくて、これは1年、2年で成果が表れるのではなくて、非常に長い期間の中で成果を見ていくというこ

とで、私も考えが少しは、変わってきましたが、どうしても成果を見ながら本日の事務事業評価は、成

果と課題としておりますけど、常に振り返りながらやっていくということでそういった進め方をやりた

いとは思います。 

このICTについては進めていくべきだと思っておりますし、今年度の12月、もう既に9月に配置されま

すけど、12月の議会から本格的に議会でもICTを使ってネット環境の中で議会運営をやって行くというこ

とになっておりますので、これは市全体として取り組んでいかなければいけない課題であるし、行政だ

けではなくて、市全体としてもICTは進めていくという方向ではあろうと思っております。そこにはどう

しても財源というものがありますが、そういった形で進めていきたいというふうに思っております。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

 安永委員何かありませんでしょうか。 

 

○安永委員 

 おっしゃっていただいたようにICTはあくまでツールですので、いかにツールとして使えるようになる

かと思っております。 

先日、実はある福岡県の私立の小学校で、実践教育とそれのフィードバックとこれから先施行のプログ

ラミング教育をどうするかみたいなことの講演をしてくださいと言われて行ってきたのですけれども、

まず、昨年は、そこはICTをどう入れるかというふうにやっていたところだったのですけれども、1年間

で入っていて、宗教の教育から何から全部ICT教育の形に変わっているんですね。やっぱりスピード感が

違うなというのを一番感じました。あっという間に入っていくので、先ほどおっしゃっていたように、

もちろん成果を見ながらというところもあるのですけれども、まず、何をというところで、特にツール

なのであって当たり前というふうになっていくということが必要な部分だろうと思っています。もちろ

ん金銭的なものとか、やりかえとか、いつ変わっていくかとか、いろんな問題はあると思いますけれど

も、できるだけ早い時期に、多くの子たちが当たり前に入ってくれば、子どもたちも当たり前のツール

になっていきますので、是非そういうところでスピード感というのはやはり必要なのかなというふうに、

本当にこの１年でこんなに変わるのかと昨年は全然だったのですけど、今年度はもう普通に事例報告が

ずらっと上がってくるような感じでしたのでこのスピード感は重要だなと、で、子どもたちがどんどん

それが使えるようになってというところで、また、差がついていくことになりますよね。だから、そこ

に行った子とそうでない公立の子というところで、非常に差がついてくるっていうのは公教育が、小・

中で保たなければいけない部分というのは圧倒的に公が持たないと再生産されていくということの結局

は、おっしゃるように財政面があるのですけれども、結果として何年後かに財政を多々、支えてくれる

子たちが支えられるようになるのかというところにまさになっていきますから、そういうところに投資

をして、10年後20年後の投資なのだということで、出ていく子もいるかもしれないけど、入ってくる子

もいる、そして残ってくれる子もいるという中で少しそういう視点で、どのぐらい市として収入がある

かというところにもつながってくるというところで、出ていくところだけではなくて、入ってくる側も

意識されて、設計していただけると、私の立場からたいへんありがたいです。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

 ありがとうございます。教育委員として大学の先生としてのご意見ありがとうございます。 
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○教育長(西大輔) 

沖縄県の教育委員会の方が視察に来られた時、飯塚小学校に行ったのですが、通級指導教室です。そ

れこそタブレットを活用した授業を電子黒板でやっていたのですが、あれを見て感動されて帰ったので

すが、私も初めてああいう授業を見たのですが、これは子どものために力がつくと本当に感じたのです

が、ですから是非ですね、教育委員会以外の部長さん方が学校に行かれて授業を見られると、随分変わ

るかなという気はします。あれを見たら、すぐに入れないといけないなと思っていただけると思います。

是非、学校の方に授業をするときに行っていただくように誘いますので是非、行ってください。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

では、もう1点だけ短時間で構いません。飯塚市も空調整備について、予算を議会に計上し来年度から

6年間で今のところ普通教室、全小中学校に設置をするという計画で動いていますが、今朝の毎日新聞の

朝刊にも静岡県のある町でクーラーも付いたのだし、夏休みを40日間からいっきに16日間にしてしまお

うという教育委員会の方針を示したという記事が載っていました。 

現在、飯塚市では3日間から5日間というようにして、時期も学校にお任せをして、夏休みの補充学習

を中心にした短縮として実は夏休み短縮は、そんな形で実施をして授業時数を確保に努めていますが、

この夏休みを短縮さらなる短縮について、委員の皆さん方は今現在でどのようにお考えか、これは、夏

休みの短縮だけであったら教育委員会の学校管理規則との兼ね合いでの範疇だと思うのですが、空調整

備になると、教育委員会だけの範疇でないので、クーラー設置を短縮を目的とした事業なのかどうかは、

おそらく市長部局も問われることになりますので、是非ご意見をいただきたいと思います。 

 

○教育長(西大輔) 

実をいうと、空調関係で計画が出た時に議会にあげるときに教育委員会で論議して、その件に関して

も論議をしてきたのですが、夏休み期間中40日ありますが、今のところ3日から5日学校へ行きますので

35～36日間あるのですが、夏休み期間中のこの長い休みの中で、子どもたちがすることがあるのではな

いか。という最終的にはそういう結論ですね。読書もあるだろうし、自由研究もあるだろうし、それで

委員会としては短縮しないという決定をしております。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

 そうなのですね。大幅な短縮については考えていないというもう協議をなされていたということすね。 

空調整備の計画も基本的に教育総務課の方から出されましたので教育委員会の方針に沿って財政の裏

付けを市長部局がしたということですので、その方針については是非尊重して、飯塚市としても動いて

いきたいと思います。 

 

○安永委員 

直接夏休みと関連してないのですが、例えば、近隣の市でも土曜日の授業が始まって、その結果、色々

な課外活動とかいわゆるスポーツクラブも含めたところの大会等も含めて運営の仕方がずいぶん、例え

ば土曜日がだめになると全部日曜日に集約すると、今度は体育館がない、何とかが無い。だから今まで

やっている大会を集約してやるとか様々なことが起きていまして、特定の市でそういうことが行われる

毎に、多分全体として広域でやっている部分に関しては非常に難しい部分が起きているなと、土曜日授
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業だけで思ったもので、さらに夏休みもとなってくると近隣の大きな市がそれを導入するにつれ、そう

いう活動全てが、大きく、変わってくるのかなと学校教育のみならず、その周辺の課外活動を含めた部

分で変わってきて、これだけ福岡県のスポーツも含めて様々なところで、活躍されている人材を出して

いる中で、今後どうしていくかのかなっていうのを親の立場では危惧をしながら見ているところでござ

います。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

 それではほかに何かございませんでしょうか。 

 

○髙石委員 

西教育長さんが、夏休みにしかできないことがあるだろうと僕も子どもの頃は夏休みとは一体何かと

かそんなこと考えたことも無く、夏休みを楽しく過ごしていたのですが、家庭学習も含め、普段の学校

生活ではない友だち関係みたいなことが当然あると思いますし、また、夏休みは当然広島、長崎それか

ら終戦記念日という歴史を振りかえって身近な地域の人たちから色々な話を聞けたりとか、平和学習の

時間にもなって、また、それをそうし続けないといけないのではないかという思いもしますし、夏休み

は夏休みとしてある程度確保されていて、普段学校生活で、できない更なる学びの時間にしてほしいな

と思いが個人的にはあります。 

合わせて、もう一方では、夏休みになると給食が無いからですね。これはもっと広い問題となります

けど子どもたちの貧困の問題とか食事の問題とかそういうことを逆にどんなふうに視野に入れて取組み

につなげていくかということも一方では課題にあると思います。それと、先ほど部活動とかスポーツの

関係とかもあると思います。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

 ありがとうございました。では、他にないようですので、たくさんご意見いただきました。ありがと

うございました。 

これをもちまして、平成29年度第1回大変総合教育会議を閉会いたします。皆様お疲れ様でした。 

 


