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平成３０年２月定例教育委員会会議録 

 

１．開会及び閉会に関する事項 

（１）日 時 平成３０年２月１３日（火曜日） 

開 会 １５時０８分 

閉 会 １６時５５分 

（２）場 所 直方市役所 ８階 ８０８会議室 

 

２．出席者及び欠席委員の氏名 

（１）出席者 

教育長 田岡洋一 

委 員 山内 健、 委 員 中村敬子 

委 員 澁谷昌樹、 委 員 清永智教 

 

３．会議に出席した者の氏名 

（１）事務局 

教 育 部 長 秋吉恭子 

  教育総務係長 天野浩輔、学校教育課長 小島啓一、 

  学校教育課管理主事 右田清二、こども育成課長 熊井康之、 

  家庭支援係長 塩田礼子、教育・保育施設担当係長 松崎祐一 

文化・スポーツ推進課長 山部福美、社会教育係長 壇 泰寛 

 

（２）書 記 

教育総務課長 安部静子 
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４．会議式次第 

 

○教育長（田岡洋一） 

  皆さん、こんにちは。２月定例教育委員会を始めさせていただきます。本

日は案件が非常に豊富で、効率よく審議を進めてまいりたいと考えてます。

御協力よろしくお願い申し上げます。 

  それでは、教育長報告ということで座って報告させていただきます。教育

委員会行事報告をごらんください。１月９日が１月定例教育委員会でした。 

  その翌日の１０日に北九州教育事務所の教育論文表彰式がありました。来

賓代表の挨拶をいたしましたが、本年度は応募論文が３３点と、昨年度より

も２１点少なくなっていると、これが少し気にかかりました。 

  １月１１日、定例校長会議ということで、１年のまとめの学期となる３学

期の学校経営と、４月にあります全国学力学習状況調査への準備について指

導いたしました。 

  翌１２日が解放同盟直方市協議会新年旗開きということで、市長さんとか

副市長さん、各部長さん方とともに出席しました。 

  １月１４日は消防出初式、午後は直方イオンでライオンズクラブの書初め

の表彰式に出席しました。 

  １月１８日が定例教育長会議ということで、これは管理職の希望降任制度

に少し変更点がありますので、これについての説明と人事評価制度に係る提

出書類等についての説明がありました。 

  次は、１月２２日は保幼小中高連携推進協議会に参加しまして、ここが主

催となって子ども音楽祭等を行っていますので、子ども音楽祭を含めて平成

３０年度の活動計画について協議を行いました。 

  ２４日が賀詞交歓会ということで、これはいこいの村で直方市議会の議員

さん方と賀詞交歓会を行いました。 

  ２６日が文化財防火デー消防訓練ということで、ことしは西徳寺で消防訓

練が実施されました。あとは同じ日に小中一貫教育推進本部会議ということ

で、これも主に平成３０年度の計画について協議いたしました。そして、こ

の日が教育委員会の新年会ということでエクセレントガーデン迎賓館で新年

会を行いました。 

  ２７日が上頓野学童クラブ施設落成式。 

  ２８日が第７２回直鞍一周駅伝競走大会開会式ということで、ことしは直

方市が事務局を務めるということで、私はスターターをさせていただきまし
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た。 

  ２月に入りまして１日が定例校長会議。平成２９年度校長人事評価結果を

手交いたしました。 

  ２日が福岡県教育センターの研究発表会ということで、これは本年度は北

小学校の酒井先生が、教育センターの長期派遣研修員として研究発表すると

いうことで参加いたしました。 

  そして、７日が第２回学力向上検証委員会。 

  ８日が筑豊地区小学校国語教育研究大会、こちらは上頓野小で実施されま

して、研修授業を１時間見た後に全体会の挨拶を行いました。 

  次が、本日２月１３日で午前中に管内教育長会議がございまして、そして

今、２月定例教育委員会になっています。 

  あとの裏面・予定をごらんください。 

  また説明があるかと思いますが、１４日に直方市学校保健研修会。 

  １７日に叙勲祝賀会。 

  ２０日に中学校教科等研究集会。 

  ２１日に、これは初任者研修の教育事務所管内の新採の方の閉講式があり

ます。 

  ２２日が中間・宮若・直方交流会。 

  ２３日が、直方市の初任者研修閉講式、校務運営研究会ということで、２

５日にも、叙勲祝賀会が入っています。 

  議会は、２３日に始まって３月１９日まで随分長くなる予定になっており

ます。 

  以上、報告を終わらせていただきます。 

  何か質問等ございましたら、お願いいたします。 

 

○山内委員 

  ２月２２日の中間・宮若・直方交流会、これは何ですか。各教育委員会同

志の交流ですか。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ３、４年前から始まって、事務局のほうの（交流会です）。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  私がいるときに、能間前教育長のときに中間と直方で始まったのが（最初

です）。 
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○山内委員 

  中間と直方は昔から（やってましたね）。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  そうですか。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  私がいない（事務局に在籍していない）ときに、それに宮若が入ってきた

と思います。 

 

○山内委員 

  わかりました。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ほかございませんか。 

  それでは、議案は最後に回したいと思います。それで、協議事項のほうに

先に入らせていただきます。 

  まず、「卒業証書授与式における教育委員会告辞について」ということで、

資料２をごらんください。 

  できれば、きょう最終決定としたいと考えています。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  先日御意見いただきました件を含めて小学校、中学校は書き直しておりま

す。 

  御意見ありましたら、出していただいて最後の修正としたいと思いますが、

まずは小学校のほうからよろしいでしょうか。基本的に小学校については、

ほとんど御意見はなかったかと思っています。 

 

○山内委員 

  ありません。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  よろしいですか。ほかの教育委員さん方、よろしいでしょうか。 

  中学校が多分、大幅にというか構成を変えていると思います。 

 

○山内委員 



 

－5－ 

  中学校、（発言）いいですか。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  はい。 

 

○山内委員 

  細かいところ。長くなっている。全体何分ぐらいかかるのですか。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  例年大体このぐらいの長さがあって。 

 

○山内委員 

  同じぐらい。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  ここ何年かは、ちょっと短かったのです。最初の原案もちょっと短かった

のですけれど。 

 

○山内委員 

  長くした。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  元に戻ったのだなと。長くしたというようりも必要なことを入れたらこう

なったというふうに思います。 

 

○山内委員 

  では、２段落目の「皆さんは、」で始まる段落の３つ目の文、２行目の下

のほう、「このエベレスト登頂を１７歳の時に決意し、１８歳からたった１

年半の期間でエベレストを含む世界７大陸最高峰の登頂に成功した女性、南

谷真鈴さんです。」とこうなって、これを読んだときに物すごく違和感を感

じて入ってこないんですよ。何でやろうかねと思ったら、これは主語がない

んです。これは主語を入れたほうが、繋がっていいんやろうというのがまず

１つです。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  主語ですね。 
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○教育長（田岡洋一） 

  それから次の段落の最初の文、「南谷さんは、親の仕事の関係で、幼いこ

ろより日本、中国、東南アジアの学校を転々と移りました。」転々と変わっ

ていったから転々を使うのであって、転々と移ると言ったらこれは二重表現

みたいな感じで、実は転々とする、しますという表現ですよね。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  わかりました。 

 

○山内委員 

  いや、転々としたが適切かどうかわかりません。ちょっと何かマイナスの

意味もにおうので、その表現のままでいいのかどうかはわからないけれど、

このままではちょっとまずいやろうね。 

  それから、この書いた人のくせなのでしょうけれど、その次の行、「大き

な環境の変化がある中にもかかわらず」、この「中」は要らなくても通じる

んです。「あるにもかかわらず」、入れたがるのかもしれないけれど。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  「あるにもかかわらず」ですね。 

 

○山内委員 

  でもいいよね。その次の行、「それぞれに対し」、これは「対し」もなくて

も通じるよね。多分、この人のくせなのだと思う。そこはちょっと検討して

いただいて。それから次の段落、「エベレストに登りたい」のところですけ

れど、３行目の下のほうから始まって、「南谷さんは、親からの資金援助で

はなく、自ら資金を集めるために、高校３年生の夏休みから、世界中の企業

にスポンサーになってくれるようにお願いしたり、新聞社、テレビ局などに、

自分の挑戦を記事にしてもらえるように売り込んだりするために、メールや

電話をしました。」この「お願いしたり」「売り込んだり」、これはこのまま

でいいのかね。いいような気もするね。お願いするためにメールや電話をし

たんやね。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  そうです。 
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○山内委員 

  じゃあ、これでいいです。すみません。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ここからいったら、「たり」やったら、下も「たり」やないとおかしいん

じゃないですかね。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  そうですね。「お願いしたり」「売り込んだり」。 

 

○山内委員 

  結論は、お願いも売り込むのもメールや電話でしたということでしょう。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  そうです。 

 

○山内委員 

  そうしたら、このままでもいいような気もします。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  最初、私も読んだときに同じように思ったのです。お願いに回ったのかな

と、でもどっちもメールかと。 

  高校生で世界中だから、メールしかできないねと思って、私もよしかなと

思ったのです。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  「売り込んだりしたりするために」としたらおかしいですよね。「売り込

んだり」「お願いしたり」。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  この「したり」とこの「だり」は多分いいんじゃないかなと、呼応してい

ると思います。 

 

○山内委員 

  つながってるよね。いいような気がするけど。 

  では、その次の段落の２行目、「氷が上から降ってきたりすることもあり
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ますし、凍傷によって体の一部がなくなることや高山病に襲われることな

ど」この「体の一部がなくなる」と言う必要があるのか。「凍傷や高山病に

襲われることなど」で、短くできないのだろうかと思いました。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  いいです。多分、私はもちろん賛成したのだけれど、詳しく詳しく中学生

に説明したいのだろうと思ってます。 

 

○山内委員 

  そういう書き方なのでしょう。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  凍傷や高山病に襲われたと。 

 

○山内委員 

  その次の次の段落、「皆さんは」で始まるところの結論のところ、３行目

ね。「その達成のために力強く進んで行かれることを応援いたします。」この

「応援いたします。」が僕は前回からひっかかってて、「応援いたします。」

と言ったときに、何がひっかかるかと言ったら、じゃあどんな形で応援して

くれるのというのがひっかかるよね。そうしたら、心の中で頑張れよと思う

ことも応援することなのだろうけれども、そうやって卒業生に対して、「応

援いたします。」と言うということは、何か応援にふさわしい行動が伴わな

くてはいけないんじゃないかなというのが、読んだときからずっとひっかか

ってることなんですよ。だから、「力強く進んで行かれることを願っていま

す。」でいいんやないかと思うよね。「応援」では何か強過ぎるやないやろう

かというのが、じゃあ教育委員会として何を応援していくのというところに

僕がひっかかっただけですけれどね。 

  それから最後の段落の２行目の終わりのほうから始まった、「また、」から

始まった文が最後まで続いてて、とても長いんですよね。これは小学校と同

じようにしたほうがいいんじゃないのか、小学校はこれを散文に分割して

「さらに、」でつないでいる。中学校は「また、」からずっと最後まで一文に

なってる。これは「さらに、」にしてやったほうが、聞くほうとしても読む

ほうとしてもいいんじゃないのかというのが意見です。以上です。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  ありがとうございました。 
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○教育長（田岡洋一） 

  ほかにございませんか。 

  では、具体的に御指摘いただきましたので、あとは任せていただきましょ

うかね。 

 

○山内委員 

  はい、もちろんです。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  よろしいですか。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  一つ聞いてもいいですか。「転々とする」はやっぱりマイナスな感じを含

みますよね。 

 

○山内委員 

  「転々としました」悪くはないのだけれど。 

 

○中村委員 

  根無し草みたいなイメージですね。 

 

○山内委員 

一カ所に定まってないよね。腰が落ちついてないよねとか。「転々と」と

いうのは何かひっかかるね。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  父親の仕事も出張のある転々なのか、いろいろ仕事がかわった転々なのか

というのがあるでしょうね。変えます。マイナスイメージにならないように。

じゃあ、今の御指摘のとおり訂正いたします。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  告辞に関しては、よろしいですか。 

  はい、ありがとうございました。 

  それでは、協議事項の２番目の「平成３０年度教育施策要綱について」、

資料３です。 
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○教育総務課長（安部静子） 

  それでは、前回提案させていただいた分の、さらに一考をという部分を朱

書きで残したものが、お手元の資料３でございます。御意見をお願いいたし

ます。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  教育長、学校教育の分で説明させてもらってもいいですか。 

  まず、６ページの１、確かな学力の上です。３行ほどあります。この指摘

は、何のための研究活動かわからないじゃないかということだったので、

「一期での取組で明らかになった課題の解決に向けた」というところを入れ

ました。 

  次が７ページ、これは中村教育委員さんからの御指摘にもありまして、実

際は直方の中に臨床心理士等は置いてませんけれども、いろんなところの関

係機関に少し費用を出して行ってもらっていますので、「臨床心理士等巡回

相談の実施」をやっていますので入れました。 

  この２点だったと思います。学校教育課からは以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  こども育成課のほうは。 

 

○こども育成課長（熊井康之） 

  こども育成課は１１ページですけれども、「子育てが困難になる」という

ちょっと不適切な言葉がございましたので、そこに２行にかかる文を削除し

ておるところでございます。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  それじゃあ、文化・スポーツ推進課のほうも。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  ３番のスポーツ振興のところを「スポーツ基本計画の策定」にしていたの

ですが、「スポーツ推進計画」に文言を修正いたしました。 

  それと１つ追加をお願いいたします。５番の「青少年の健全育成と交流体

験活動事業の充実」の最後に赤丸で、平成３０年度新規で行う事業なのです

が、これは「事業」で止まっておりますが、「の実施」を追記でよろしくお



 

－11－ 

願いいたします。申しわけございません。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  文言を揃えるということですね。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  そうです。前回、提出したものと一緒です。 

 

○教育長（田岡洋一）  

 今、簡単に説明してもらいましたが、質問、御意見等ございませんか。 

 

○山内委員 

  ありませんけれど、１つだけ。くだらないこと言っていいですか。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  はい。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  学校教育課（見出し）で、これは右側に上げたほうがいいんじゃない。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  すみません。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  いいえ、大事なことですのでありがとうございました。 

  それでは先に行かせていただきます。 

  協議事項の３つ目、「直方市立中学校部活動外部指導者派遣について」と

いうことで、これは資料番号が飛びまして２１ですかね。当日配布の分です

ね。 

  お願いします。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  市長のほうからも学校教育の働き方を改革しろと、中学校の部活動の負担

軽減をやりなさいというところもありまして、今、具体的な実施要綱につい

ては、総務課と作成中と言いますか修正中ですが、大まかなところだけ説明

いたします。 
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  資料２１にあります、「中学校が外部指導者を中学校部活動選考委員会に

推薦し、その委員会で決定する」と、この選考委員会は教育委員会内に設置

してあります。一応、平成３０年度の予算ということで、後で係長からも説

明があると思いますが、１校上限が５人で４中学校で２０人で、月当たり１

人の謝金が最大１万２，０００円、これを１１カ月で２６４万円分という予

算をつけてもらいました。もうこれは確定しました。単純にこれは直方市役

所の職員の１時間残業手当に２，８００円で計算すると、１，２１４万４，

０００円となり（その差は）費用対効果があるんじゃないかなと思いながら、

実際は、まず２０人が全て平成３０年度に埋まるわけではないのです。ただ、

今のところ１４人か１５人の部活の外部指導員を充てたいという４中学校の

希望がありまして、しかしながら、そのうちこの部活もこの部活もと指導員

が見つかった場合に、今のところ最大２０人の予算は確保いたしました。 

  正式に派遣要綱等ができ上がりましたら、直近で開催される教育委員会で

また提示させていただきたいと思ってます。 

  以上、部活動外部指導者派遣についてです。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ちょっと今、文科省のほうでも部活動は外部指導者ではなくて別の形で検

討が進んでますので、そこをもうちょっとすり合わせないと今からすぐに、

４月からこのままでは実施できないとは思いますね。 

  この案では、単独の引率はできないのですよね。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  はい。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ということは、公式試合なんかにも部活の顧問と一緒に行くし、その旅費

なんかも県が出せないのでしょう。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  出しません。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  それを少し考えないといかんかなと、こう具体例でね。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 
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  単独で引率できないというのは直方市のあり方じゃなくて、中体連の考え

なのです。今でも部活動で外部指導者はたくさんいるんです。外部登録を中

学校が中体連にするとベンチに入れるんです。でも単独の引率は、もし事故

があった場合の責任問題がありますので、できないようになってます。これ

が文科省が指定している外部指導員になると、単独の引率もできるようにな

る、都道府県によって違うみたいです。できるところもあるし、できないと

ころもあるし。基本は中体連に登録するというのは大前提です。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  そこ、中体連のほうをきちっと詰めてやっていこうというふうにしてます

ので。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  中体連も検討しているみたいですね。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  もうちょっと時間がかかるかもしれません。 

 

○山内委員 

  ということは、今の教育長の説明で思ったのは、今までも外部指導者は学

校の判断でお願いしてましたよね。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  してます。 

 

○山内委員 

  それに予算の裏づけをしたというふうに考えたらいいわけですね。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  はい、そうです。 

 

○山内委員 

  今までも、「すみません、もうボランティアでお願いします。指導してく

ださい」と頼みよったのに、市の予算で手当てを出しますという考え方です

ね。 
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○学校教育課長（小島啓一） 

  そうです。 

 

○山内委員 

  だからその方がおられても、いわゆる教員は顧問としてついておかなくて

はいけない。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  そこが正式に直方市教育委員会として、外部指導者と認めた場合は、その 

指導者がおるときは教員は負担軽減だから仕事させてくださいと、そのため

に予算化して派遣しますよというふうに考えてます。 

 

○山内委員 

  ということは、その間の事故については外部指導者が責を負うと、まず第

一次的な責任はある。最終的には校長の責任でしょうね。という問題が出て

きますよね。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

 今、現に（教員が）つかないときもありますよね。 

 

○山内委員 

  実態としてね。でもそれは目をつぶりましょうという感じで、本来的には

外部指導者と顧問が２人おらんといけないからね。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  それと直方市教育委員会のほうで、外部指導者等の事故、けが等あったと

きの保険に一応入ってはいます。 

 

○中村委員 

  その保険というのは、もしもこの外部指導員が何らかで指導しているとき

にけがをした場合も出るものなんですか。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  出ます。生徒の場合は、中学校の安全協会の保険がありますよね。 

  それでは１００％、病院にかかった分の費用は出ます。通院と入院とかあ
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った場合は、別にまた保険があります。 

 

○山内委員 

  今まで無償でやってもらってたんだからね。それだけでも一歩も二歩も前

進よね。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  学校としては１回１，０００円ですけれども、それがあるだけでも頼みや

すいということですね。もう既にお願いしてる人もいるようです。 

 

○中村委員 

  その１回１，０００円というのは、時間は関係なくという。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  ２時間程度となってますけれども。平日２回、土日どちらか１回で練習が

３回、それが４週で上限が１万２，０００円ということです。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  よろしいでしょうか。一応今のところこういうふうな形で考えているとい

うことで。ひょっとすれば、また来年度の頭の時期に少し変わってくるかも

しれませんが。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  ありがとうございます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  では次に、報告事項のほうへ（進ませていただきます）。 

  １番、「小学校エアコン整備順序について」、お願いします。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  資料４でございます。エアコンは平成３０年度から３か年で中学校、小学

校につける予定をしておりまして、平成３０年度中学校、３１、３２で小学

校ということでございます。 

  小学校の設計の関係がございますので、設計はその工事の前年度に行うも

のですから、どこをやるかというのを今決めないといけないということで、

資料４にお示ししているように２か年を均等に割って、なおかつ中学校区に
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偏りがないようにという形で、記載のとおり振り分けさせていただきました。

この順番でさせていただきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  これは何の根拠もありませんから、もうこっちで決めて、この前校長会で

もう流して特段校長先生方からの意見はございませんでした。 

 

○中村委員 

  こうやって、もうエアコンをつけることは決まっているのですね。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  そうですね。エアコンについては３年間で中学校、小学校、小学校という

形で市長部局と協議も行っていますので、一応特段すごい大きな予算が動く

ようなことがなければ、これでいくということは決定しております。 

  中村委員がお見えになる前に、中学校から行くということだけは決まって

おりまして、後で予算説明しますけれども、平成３０年度に中学校にエアコ

ン設置を予算化しております。あと２か年で小学校の順位をつけなくてはい

けなかったので、今安部課長がお話しした内容でということで、お願いした

いと思います。 

 

○中村委員 

  大体予算はかなり大きかったように思っていたのですが、その予算は市か

ら出るのですか。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  はい、総額で今５億５,０００万程度を予想しておりますが、国庫補助と

いうことで、通常でしたら工事費、対象経費の３分の１というものですけれ

ども、エアコンは上限がございまして３分の１はいただけませんが、若干国

庫補助がございます。 

 

○中村委員 

  その大きな予算を動かすのに、ちょっとこの前保育園を視察したときに、

かなり子供の人数が減っているのに驚いたのですが、今の赤ちゃんの人数が

４７０名で今回ちょうど次のページにありました１年生の人数が５３８名、

こうやってどんどん子供たちが減っている中、小学校の再編成ということは



 

－17－ 

全く考えていらっしゃらないのですか。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  今のところは、教育委員会としては考えておりません。 

  一つは、近々コミュニティースクールをつくらなくてはいけないようにな

ってますので、それはどうしてもその地域の小学校を核にした形で進めざる

を得ないかなと思って、むしろ統廃合の可能性があるのは、私個人的には中

学校のほうが先かなと思ってます。 

 

○中村委員 

  そうですね。かなり人数がやっぱり流れているというか市外のほうに出る

方が増えているのだなというのが。今回の資料を拝見させてもらいましたが、 

大きな予算を投じられるみたいですので、ちょっとお伺いしてみたところで

す。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ただ、子供は少なくなっていきますけれども、教室の空きはそんなにない

のですよね。特別支援のほうが増えていますので。 

 

○中村委員 

  確かに特別支援がですね。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  次にいってよろしいでしょうか。 

  では、報告事項の２番目、「平成３０年度学校学級編成について」。 

 

○学校教育課（松本） 

  資料５が、学級編成の資料ですが、２月１日調査というのが毎年ありまし

て、４月入学時に向けて２月から３月にかけて転入者、転居者の把握に努め

て、それを県に報告をあげる調査があります。その調査が２月１日に行われ

ましたので、その分でまとめて仕上げた資料です。各学校の人数と下段がク

ラス数になってます。 

  黄色の網掛けの分、平成２９年度植木中学校の情緒学級は存在しておりま

せんが、平成３０年度には新設を要望しております。 

  えんじ色の網掛けがかかっている上頓野小、下境小、直方東小学校の２年、

３年、４年は３５人学級ということで、４０人学級の定員にプラス１名をし
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ております。３５人で１クラスを形成するということで整備しております。

これが平成３０年度推計です。裏側に、過去の平成１０年度以降の数字をあ

らわしていまして、一番下のところに２月１日の児童・生徒数を表しており

ます。全体的に見ますと、小学校はここ５、６年増加しておりますが、中学

校のほうが減少しているという状況です。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  どうぞ、御意見等ございましたら。 

 

○中村委員 

  ここに１クラスが４０から３８人という倍率みたいなことが書かれていた

のですけれども、これはこの１００人程度しかいない学校ではどのように考

えているのでしょうか。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  御存じのように国は、小学校の１年生だけ３５人学級と、直方市の場合は

２年生、３年生、４年生まで市で独自にやってるわけですよね。先生方に伺

うと、やっぱり４０人学級よりは少ないほうが目が行き届くとおっしゃって

ますから、じゃあどのくらいまで少なければいいのかということに関しては

決まった意見はないようですね。あんまり１０人とか１５人ぐらいでも、ま

たどうかなという意見もありますし、私はそんなふうに聞いてます。 

  次にいってもよろしいですか。 

  では４番にまいります。「平成２９年度３月補正予算について」というこ

とで、資料の７、７の１と事前にお配りしている冊子になっている形の資料

７と３つあるわけですね。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  ３ページをお願いいたします。第２表の繰越明許費補正で１０款教育費、

１０款４項の中で直方市石炭記念館用地整備事業で４２１万７，０００円を

翌年度に繰り越すものでございます。平成２９年度にする予定としておりま

した多賀神社側の石炭記念館の入り口にプレハブが建っている用地がござい

ます。そちらと直方碑が建ってるところ。後石炭記念館の模擬坑道とか訓練

坑道の直方会議所を今後史跡指定に向けた取り組みをしており、１月に意見

具申をしまして、来年度に指定していただけるじゃないかと見込んでおりま

す。そのときに石炭記念館の改修工事を行う際に、資材置き場として用地を
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取得しようとするもので予算計上をしておりました。今、土地の持ち主等と

折衝しておりますが、保証額とかの査定を再度し直しをしている状況です。

３月末までには買収できるようにとは思っておりますが、万が一間に合わな

かった場合がございますので、繰越とさせていただくところでございます。 

  よろしくお願いします。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  どうぞ。 

 

○こども育成課長（熊井康之） 

  資料の５ページをお願いいたします。 

  ３款２項１目児童福祉総務費、２５節とありますが、基金金利９，０００

円、これは１４款の財産収入にすることになります。これは直方市立保育所

施設整備基金の利子でございます。 

  次に、３款２項２目児童措置費、２０節扶助費で１４０万円を減額してお

ります。これは母子生活支援施設、一般的に母子寮と言いますけれども、こ

の年の施設に入所していた世帯が昨年５月を持って退所いたしまして、以降

入所がないことから減額補正するものでございます。 

  次に、３款２項６目保育事業費の１３節委託料で２４４万１，０００円、

２０節扶助費で１，１２８万８,０００円の支出を計上いたしております。

委託料につきましては、市内の公立保育所２施設、扶助費は市内市立、私立

保育所１１施設及び認定こども園１施設の運営費が引き上げられたことに対

するための予算措置でございます。この金額につきましては、保育士を初め

とする職員に対し支給されることになります。 

  続きまして、６ページをお願いいたします。 

  ３款７項１目母子保健事業費、８節報償費において２３２万４，０００円

を減額補正しております。内訳といたしましては、発達相談事業として行っ

ている就学前の児童の養育教室の需用が見込みより少なかったために１１０

万円を減額、また養育支援事業として実施している乳幼児家庭の個別相談の

利用者数が減ったために１２２万４，０００円を減額補正しているところで

ございます。 

  以上です。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  続きまして７ページをお願いします。 

  １０款１項２目事務局費で８万６，０００円を計上いたしておりますが、
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これは基金から生じます利息でございます。それを今回繰り入れまして、積

み立て残高が４億２，２２８万２，７４０円となる見込みでございます。 

  以上です。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  ８ページをお願いします。 

  １０款２項３目ですけれども、本年度直方ライオンズクラブから、直方市

立小学校５、６年生の英語活動費として寄附金収入がありまして、その活用

として歳出補正を上げたところです。 

  資料７をごらんいただきたいと思います。 

  寄附金額が８０万円ありましたので、これに対する支出として１１節需用

費５０万５，０００円、これは英語活動における教室での児童の指導に当た

る教師の教材を作成するための需用費です。ラミネートや厚紙、マグネット

等、絵やポスターを作成するための消耗品費です。 

  続きまして、１８節の備品購入費２９万５，０００円、これは英語教材と

なります。小学校英語活動おまかせパックという教材がございまして、各種

さまざまな教材がセットになった教材でして、ＣＤや英語のフレーズやポス

ターや絵カードの素材が収録されている詰め合わせのような形のセットです。

これは小学校からの推薦によって選定した教材です。以上合わせまして８０

万円の補正予算となっております。 

  以上です。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  ９ページをお願いいたします。 

  １０款４項２目公民館費におきまして、１９節負担金補助及び交付金、補

助金で３０万円を計上いたしております。これは直方市公民館類似施設設置

助成金で交付要綱に基づいて、頓野公民館の改築に対しまして助成するもの

でございます。改修内容といたしまして集会所の改修見込みが１４８万円な

ので、補助金要綱に則りまして３０万円を補助金で補助するというふうにな

っております。 

  次が、１２目文化施設費で５８９万８，０００円を増加計上しております。

これは、指定管理料に基づきます文化施設の修繕料等価の不足分に対して補

助するものでございます。 

  １３目文化振興費におきまして、２万円を計上しております。こちらは２

５節の積立金を受けまして文化振興基金から発生する利子でございます。 

  １４目の青少年対策費は、５０万円を減額計上しております。これは１３
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節の委託料で成人式の小ホールイベントの開催委託料を計上しておりました

が、未執行のため、残る残額として減額しております。 

  次のページ、１０ページをお願いいたします。 

  １０款５項１目保健体育総務費におきましても５万９，０００円を増額計

上しております。これは体育施設の整備基金から発生する利子を積み立てる

ものです。 

  ２目体育施設費におきまして、１７８万５，０００円を計上しております。

こちらは指定管理料の協定書に基づきます修繕料の不足分を増額計上してお

ります。 

  以上です。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  ７の１の追加資料の分でございますが、通常は教育委員会の中では歳出し

か御説明しないのですが、歳入ということで、お手元にお届けしております。

これは県が行ないます２００号線の歩道の設置工事の関係で、南校の土地に

かかっております。そのことによってグラウンドが狭くなるということでは

ないのですけれども、その関係で土地の売買の分とそこに木が植わってまし

たので、木の保証料ということで合計の金額が市に入ってくるお金というこ

とで、資料をおつけしております。 

  以上でございます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  御質問等ございませんか。 

  では、次は平成３０年度の当初予算についてということで、資料８をお願

いします。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  ５ページをお願いいたします。 

  債務負担行為の新年度でございます。下から２番目と１番下が教育委員会

の案件でございますけれども、機器借上料５年間分、それから学校施設長寿

命化計画策定業務委託料ということで、６１６万６，０００円を計上いたし

ております。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  予算書７ページから９ページにかけてでございます。 

  ２款１項１０目男女共同参画推進費です。こちらはセンターと別館えみく
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るに係る維持経費、また男女共同参画推進に向けた取り組みに対する経費と

なっております。内容につきましては、前年度と変わっておりません。 

  以上です。 

 

○こども育成課長（熊井康之）） 

  １３ページをお願いいたします。 

  こども育成課にかかわる部分、大きく２点のみ説明させていただきます。

まず、１３ページの１５節工事請負費３，０００万円、これは北小学校の学

童クラブの新設に伴う予算でございます。現在設計がほぼでき上がりつつあ

りますけれども、来年度工事を始めていきたい考えているところです。 

  ２点目が１５ページをお願いいたします。 

  １２月の教育委員会でも説明させていただきましたけれども、直方市の１

歳の誕生日に子供に絵本を送る事業、このセカンドブック事業委託料という

ことで１５ページの１番下の段に７６万５，０００円計上いたしております。

消耗品と合わせますと９１万１，０００円になりますけれども、ことし４月

１日の誕生日の方から順次絵本を家に送っていく事業を進めているところで

ございます。 

  以上です。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  １０款でございますので、２３ページからになりますが、教育総務課のほ

うの主だったところだけ申し上げます。 

  ２８ページ上段に新規事業として、高濃度ＰＣＢ安定器調査業務委託、そ

れから先ほど債務負担行為で申し上げました長寿命化計画委託料が新規事業

でございます。 

  ２９ページでございますが、委託料の中で調理業務委託料、ここが今まで

８校の委託だったところが、福地が加わって９校の委託になりますので、そ

こが１，２００万ほど金額が増額になっております。 

  それから３２ページでございますが、４目学校建設費でございますけれど

も、先ほど言いました小学校のエアコンの設置、それから今までやっていま

したトイレの改修、今度は福地校です。それから、感田小外壁の二期の工事

を行うものでございます。 

  ３３ページ、ここからが中学校費になりますが、中ほど１３節委託料に小

学校と同様、学校施設長寿命化計画、これが新規事業でございます。その２

つ飛びまして、１５節工事請負費、ここでは三中の下水道の繋ぎ込みをいた

します。 
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  次３４ページでございます。 

  中学校の給食関係の分が１３節委託料給食配膳業務委託料、ここが、去年

は９月から始まったのですけれども、今回は丸々１年分ですので、２，４１

７万円ほど増額の計上になっております。 

 飛びまして、３７ページの学校建設費でございますが、これはエアコンの整

備とずっと進めておりますトイレの改修、今度対象校が一中と植木中学校で

ございます。植木中学校は設計でございます。翌年が工事ということで上げ

ております。 

  急ぎ足ですが、新規事業の大きく予算が動くところでございます。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  学校教育課から３件ございます。 

  ページが飛んで申しわけございません。３４ページをお願いいたします。 

  上から２段目の８節報償金、先ほど小島課長から説明がありました直方市

立中学校部活動外部指導者派遣事業ということで、その報償金２０人×１

万２，０００円の１１カ月分ということで、２６４万円を計上してます。 

  ページが戻ってすみません。３０ページをお願いします。 

  ２０節、上から５段目、準要保護新入学児童学用品費、これは毎年新入学

の準備費用として学用品費の計上していますが、これは平成３１年度（入学

者）分を、平成３０年度に（前倒し）支給し一人当たりの金額がほぼ倍に上

がりましたので、この金額が昨年に比べますと倍に増えております。 

  それと比例しまして、同じように３５ページをお願いします。 

  こちらは今申し上げました準要保護の学用品費の中学校の分です。これも

平成３１年度に準備するための費用として計上したものですけれども、これ

も一人当たりの金額がほぼ倍になっておりますので、総額としても例年に比

べたら大きな増額となっております。７４９万円です。 

  以上です。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  ことしの新規事業を言いたいと思います。 

  ４０ページをお願いいたします。 

  １０款４項１２目文化施設費で１３節委託料で坑夫の像レプリカ作成業務

委託料ということで５００万円計上いたしております。今の中ノ島に坑夫の

像、コンクリート製の物が建っておりますが、そちらのレプリカを作成いた

しまして石炭記念館に設置しようというものでございます。国史跡指定とい

うのを目指しておりますので、皆さん市民に知っていただくこと、それに向
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けた世界の歴史等機運を高めていきたいという思いから今年度レプリカを作

成し、設置しようとするものです。 

  １３節、備品購入費で歳時館のエアコンを購入いたします。事務室と板の

間３部屋と和室２部屋の全部で６部屋です。電気タイプの天井カセット式を

設置する予定としております。 

  続きまして、４２ページです。 

  青少年対策費で子供の才能の目を育む事業の委託料として、１９３万円を

計上いたしております。音楽の制作活動と声楽家の方による歌唱指導という

２事業予定しております。青少年事業の充実ということで実施したいと思っ

ております。 

  続きまして、４３ページです。 

  １９目、文化財費のところで、節が跨りますのでこちらは事業名で説明さ

せていただきます。 

  中泉地区の埋蔵文化財発掘調査事業ということで、中泉地区にあります急

傾斜地のところに埋蔵文化財、牟田横穴墓群というのがあります。そちらに

工事に入りますもので、試掘をしてどこにどういった遺跡があるかというの

を調査して報告書を作成する事業となっております。４節４，７、１１、１

４節またがって全部で６５４万１，０００円の経費を計上いたしております。 

  大体以上が主な内容となっております。以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  説明が終わりましたけど。細かいことでもいいですよ、どなたかご質問ご

ざいませんか。 

 

○清永委員 

  １ついいですか、坑夫の像あそこに今あるんですよね。何であれを移設し

ないんですか。あそこにある理由ってないやないですか。理由的に言うたら

向こうにあるほうが理にかなってるわけでしょ。何でわざわざレプリカを置

いて、あっちには本物を置く理由が。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  私たちも移設を考えたんですが、コンクリート製で半世紀になりますので、

ぼろぼろになってしまうので、移設すること自体が無理なので、レプリカで

今の場所のほうに設置したいということです。 

 

○教育長（田岡洋一） 
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  大きさが半分ぐらいになるという話なんですか。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  そうですね、予算が本当はもうちょっとかかったんですけど、５００万円

を計上させていただいていて、予算の範囲内で３Ｄで計測を行ってＦＲＰで

型をつくって、造成できちんとした青銅になりますのでそれで大体５００万

円の中で、２分の１か、もうちょっと小さくなるかもしれませんが。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ほかよろしいですか。 

  では、次に行かせていただきます。６番、「中学校給食の実施状況（喫食

率）について」ということで、資料９をごらんください。お願いします。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  中学給食の喫食率でございます。一番下の全体分の太囲いのところが、い

わゆる給食注文されてるパーセントでございます。その下が、例えば１月で

いいますと４２．９２％が給食の注文、それからその下の４９．２９％は牛

乳のみを入れたところの喫食率でございます。当初からずっと４３％前後の

推移ということで、アンケートをとったり、それでいただいた意見でメニュ

ーを少しかえたりいろいろ工夫はしておりますけど、伸びない状況でござい

ます。 

 

○中村委員 

  すいません、今さっきの給食の予算の計上は６，９００万、これはどうい

うふうな計算でこんなふうに高い金額に。４３％。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  委託料が６０％喫食ということで契約を結んでおりまして。６０％が最低

保証といいますか、６０％でいわゆる９００食出ますよということでの委託

料の計算でございますので、１日につき３３万４，８００円。１０％だろう

と４０％だろうとその金額は出て行く。 

 

○中村委員 

  そういう契約は何年間で契約されるんですか。 

 

○教育総務課長（安部静子） 
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  ５年間でございます。 

 

○中村委員 

  ９００食を作られて余ったものは廃棄ということですか。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  実際には９００食を作ってないということです。７００食ぐらいしか作っ

てないです。 

 

○中村委員 

  ２００食分は余計に払っている。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  委託料からすればそういう形になってます。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  業者提案をされるときに校外調理委託方式なので業者さんは当然、私ども

の給食を受注するために施設の整備をされますよね。例えば、１日９００食

をつくるための新しい投資をされるわけですよね。それを含めた金額を提示

していただいたということなんです。そのためには、９００食という、それ

が６０％だったのか５０％だったのかという話はありますけど、その施設整

備にかかる費用もこの中には当然入っているということなので、それを保障

しないと業者さんも設備投資ができないということもありましたので、そう

いう形になっているということでございます。 

  逆に言うと、６０％まではがんばらないといけないと言われてまして、そ

こは私どももまた努力していきたいと考えております。 

 

○中村委員 

  要保護の方々への周知はどのようにされてらっしゃいますか。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  学校現場ではなかなか個別ということはできませんので、保護課から各種

通知をお出しするときに、これ（給食）が（扶助の）対象になりますという

ことを書いた文書を折り込み同封していただいて、喫食をお願いしますとい

うことでの御案内は差し上げていますが、伸びておりません。 
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○澁谷委員 

  ちょっといいですか。学年別は書いてないんですけど、やはり１年生の喫

食率は高いんですか、今も。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  高いです。 

 

○澁谷委員 

  先日、中学校に入って新１年生の説明会に行って課長さんが一生懸命説明

されてましたけど、小学校から中学校に入ってくるときのステップが。慣れ

させれば、喫食率が少し上がってくるんじゃないかなと思います。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  それで、明日からでございますけど、小学校６年生に試食会を３日間開く

ようにしております。その中には保護者の方も８０名程度御参加いただける

ということで、御参加いただいて喫食率を上げたいというふうに考えており

ます。 

 

○清永委員 

  ちょっといいですか。私も喫食率を上げる方法を考えたんです。 

  市役所の人が食べるべきですよ。教育委員会の人が。食べてない御飯を率

を上げろというても味がわかんないやないですか。おいしい、おいしくない

と言われても食べてないものを聞いてもわかんないでしょ、誰も。実際、市

役所も食べてないですよね、毎日。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  栄養士は検食をしています。 

 

○清永委員 

  じゃなくて、一般的にもうちょっと食べるべきじゃないかなと思うんです。

運ぶのをどうするのかというのは問題があるかもしれませんけど、食べてな

いで、例えばおいしくないよと言われて、食べてない人が聞いてもわかんな

いやないですか。そうしたら食べておいしくないよねと本当に思えばその業

者にもうちょっと改善をお願いするとか何かしらできる。上げたいんですよ

ね、喫食率を。上げるんならそれぐらいのことをしてみてもいいんじゃない

かなと。ずっとじゃなくても、軌道に乗るまで、どんなものが出てるかわか
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んない人たちがこうやって論じてても上がんないと思うんですが。 

 

○澁谷委員 

  一番早いのは、保護者に食べさせる。保護者が食べて、これだったら（と

思わせる）。 

 

○清永委員 

  保護者のはあったんです、中学校、うち今度１年生に上がりますけど、そ

のときに保護者対象というのはあったんですが、１回食べても、あれって弁

当は冷たいですよね。御飯とみそ汁は温かい。冷たいもの、例えば、その日、

焼き肉みたいなのがあって冷たく冷やすと油って必ず固まりますよね。だか

ら、そんなん食べてるって皆さんは知らんわけですよ。何で上がんないんだ

ろうってこうなると、そうしたらこっちから改善を業者に言えるかなとかと

いうのは、食べてみらんとわかんないと思うんです。だからぜひ、市役所に

運んでくるのも現実的にできるか知りませんけど、ちょっとそういうこっち

側の工夫をしないと上がんないんじゃないのかなと。それと、保護の方々に

周知をするという２つぐらいでいかないと、じゃないかなと思います。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  この前お話したように、先に春日市が先行実施していますよね。あそこは

初年度が４割切ったというんです、喫食率が。さっきおっしゃったように、

次の小学校６年生が入ってくるときにぱかっと高くなって、その次がぱかっ

と高くなって、結局今の６割近くになるのに７、８年かかってるんです。い

ろいろやってますけど、今あったような御意見も含めて検討していきたいと

思います。 

  それから、要保護の数字が１００％もし注文していれば、５５％ぐらいい

くんですよね。 

 

○中村委員 

  うちもそうなんですけど、派遣のスタッフさんに手紙を送るんですけど、

手紙では見てらっしゃらない御家庭が多いんですよね。親宛てにいろんな物

で組みになって手紙一枚入れたとしても、見られてない可能性がとても多い

と思う。 

 

○澁谷委員 

  でも、何かしら食事はされてるわけでしょ。前みたいに、弁当持ってこな
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かった生徒はいない状況、現場はちょっとわからないんだけど。何かしら弁

当かパンは買ってやってれば、別に問題はないんですけどね。 

 

○清永委員 

  要するに、わかんないんだと思うんです。この間、私も説明行きまして、

すごく給食係の方が上手に説明してくれましたけど、パソコンでという説明

を一生懸命してくれたんですが、スマホを持ってある家庭はあると思うんで

す。でも、パソコンはない家庭はたくさんあると思うんです。パソコンでは

こうしますという説明があったわけです。その時点で、パソコンないしよく

わからんという話になるのかなとか、例えばパワーポイントとか使って、も

っと上げたいとすれば大変面倒くさいんですが、スマホの画面を出して、こ

こをこうやったらこの画面にいきますというぐらい、視覚に訴えてあげんと、

本当こんな紙、これに書いてください、これでいけますと言うても、本当に

中村委員さん言われるように、なかなか難しいかなという感じはありますね。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  もともと親が弁当を作ったものを持って行っていいわけですよね。それを

やめてまでこの弁当（給食）にする必要ないわけですよ。だから、学校はパ

ン注やめたいじゃないですか。一番欲しい数字は親の弁当じゃない、この弁

当（給食）じゃない、買ってきたパンとかを食べてる子がどのぐらいおるか

ということが一番問題だと思うんです。もしかしらた喫食率が５０％とする、

５０％親が弁当作ってくるとすると、永久にかわらんわけです。 

 

○清永委員 

  それはいいんですよね。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  いいと思いますよ。もしかしたらそこのデータをとったらもうちょっと働

きかける、パンを買ってきてる子に力を入れることが見えるんじゃないかな

という気がします。 

 

○中村委員 

  ですね。バランスがいい食事だから。 

 

○澁谷委員 

  お米が嫌いな子もいるしね。 
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○学校教育課長（小島啓一） 

  親の弁当ではなくて、パン買うなら頼んでよというのがコンセプトだろう

と思うんです。私は。 

 

○清永委員 

  要保護の人が１００％食べるというのはおかしな話ですね。それでも親が

持たせたいという親がおれば、それはそれでオーケーな話ですもんね。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  １クラス４０人として１０人ぐらいですかね、パン注してたの今まで。弁

当注文があったんですよ。直方二中の大きさで全校で１日、６つか７つです

もんね。ただ、この弁当（給食）になったのが大きいと思います、私は。数

字だけで見るよりも。パン注がなくなってこの弁当（給食）に移行した家庭

は大抵多いわけですよ。さっきも言った中間がどれぐらいかなというのを見

ると、喫食率に近い物がわかるんじゃないかなという気がします。 

 

○澁谷委員 

  ３年生が喫食率が低いと思います。 

 

○清永委員 

  どうしても、小学校のつくりたてを食べてる子たちにすれば、しょうがな

い部分ってあるんですよね。今まで熱々なのが出てきてたわけですから、ど

うしてもつくって、温度管理の問題があって、冷やして運ばないけませんと、

この間も説明受けましたけど、そうなればどうしても味は落ちるでしょうか

ら、なかなか難しいんでしょうが。５、６年かかって。 

 

○中村委員 

  数字読まないかんけどね。 

 

○澁谷委員 

  まだ半年ですから。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  これだけでも話出したら時間かかりますから、先にいってもよろしいです

か。 
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  ７番の「小中一貫教育の基本方針の改定について」、学校教育課お願いし

ます。 

 

○学校教育課（小島啓一） 

  資料１０をごらんください。改定です。毎年改定するべきところは見るん

でしょうけど、特にことしで植木中学校が小中一貫教育の一期の発表会が終

わります。同時に直方一中から二期が始まってますので、その分について改

定いたしました。 

  まず１ページごらんください。下の赤い字がかわった部分です。「直方市

小中一貫教育第二期研究にあたって」ということが追記されました。それと

４ページの下の※印があります。第一期、第二期については、要するにＢ型、

分離型の小中一貫教育を目指すということになってます。予算がないので一

貫校は建ちませんけど、いつか条件がそろえば建つということは残っている

ということです。 

  ５ページの最初の３行の中に、「第二期」の小中一貫教育についてが追記

されました。 

  最後７ページ、「第二期の研究指定」が追記されました。以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  今、説明ありましたように、一期が来年度植木中学校校区で終わるので、

二期も始まりますので、主に二期の部分をつけ加えたというような形になっ

てます。 

  先にいってよろしいでしょうか。 

  次は８番、「直方市伝統文化振興事業補助金交付要綱の制定について」、お

願いします。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  資料１１をお願いいたします。「直方市伝統文化振興事業補助金交付要

綱」を平成３０年４月１日から施行するとしております。補助金の内容なん

ですが、伝統文化活動に対しまして、補助をしていこうという内容になって

おります。 

  補助団体が第３条に書いております、１番（１）と（２）の要件を満たす

ものといたしまして、直方市内で伝承される国、福岡県と直方市の指定する

無形民俗文化財の保護団体としております。こちらに該当するのが、日若踊、

三申踊、植木大名行列と多賀神社の御神幸、この４つの無形民俗文化財の保

護団体となります。補助対象の事業は、第４条に掲げております伝統文化活
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動ということで、伝統文化の伝承と普及、維持のために行う活動に対しまし

て用具の修繕だったり、（衣裳の）新調とか伝承者の養成事業、周知事業等

に対して、現在、直方市文化財保護事業補助金交付要綱と社会教育活動費補

助金というのがありますが、それに国とか県とかが認める補助金にならなか

った場合に何か補助できるものがないかということで、今困ってらっしゃる

浴衣でしたり着物、三味線、太鼓といった道具とかの修理とかに皆さん手出

しで自分たちのお金を集めた中でされてます。そういったものに補助をして

支援をしていこうというものでございます。 

  補助金の額は第５条に記載しておりますが、対象経費の２分の１で、当該

年度は１団体３０万円以内としております。３０年度予算として、４団体あ

りますので１２０万円計上させていただいております。 

  こちらは申請方式ですので申請があってから支援していくようになります。

先ほど言いましたこの附則として、平成３０年４月１日から施行するものと

しております。以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  従来より少し手厚く補助しようというような形で要綱ができてるみたいで

すね。 

  先に行ってよろしいですか。 

  次は9番、「水町遺跡公園条例の廃止について」お願いします。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  水町遺跡公園条例というのがございまして、都市公園法第１８条に基づい

て福岡県指定の文化財であります、水町遺跡群の保護と活用及び市民福祉の

増進を図るために、水町遺跡公園の設置及び管理運営に関して必要な事項を

まとめた条例となっております。このたび、平成２９年に都市公園法が改正

となりましたことから、直方市都市公園条例を改正することとなっておりま

す。その中で、直方市都市公園といたしまして水町遺跡公園、福智山ろく花

公園、その他の都市公園という３つの分類があるんですが、それぞれに条例

がありましたが、その１つとして、直方市都市公園としてまとめて改正があ

ったときには１本化で即座に改正ができるということを考慮して、今回、直

方市公園条例に含めるものとして水町遺跡公園条例廃止を提案させていただ

いております。 

  お手元に新しい直方市公園条例の全文がないんですが、その中に廃止する

という文言を謳っております。よろしくお願いいたします。 
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○教育長（田岡洋一） 

  先にまいります。 

  １０番、１１番一括しますか。お願いします。 

 

○こども育成課（熊井康之） 

  それでは、１０番から１４番まで一括して提案させていただきたいと思い

ます。これにつきましては、直方市立若草保育園の園舎の譲渡に係る分でご

ざいます。資料といたしましては、資料１２から１６までとなっております。 

  まず、譲渡事業の概要、保育士、保護者への説明の意見等の結果、これを

簡単に私のほうから説明させていいただきまして、その後、それぞれの条例

及び規定の改正について担当係長のほうから要点を説明させていただきたい

と思います。 

  まず、譲渡事業の概要ですけど、直方市立若草保育園、こちらから東勘六

橋を渡りましてちょっと行った右手にございます、ハローデイの向かいぐら

いになるんですけど、園舎昭和５３年に新築されておりまして昭和５４年４

月から直方市立若草保育園として開設されております。昭和５６年には園舎

増設しておりますけど、開設当初から管理運営につきましては財団法人直方

児童福祉会というところがやってきております。また、平成２８年８月から

はその財団法人から社会福祉法人直方児童福祉会へと代わりましたけど、こ

れまでずっと同法人がこの運営を行ってきているところでございます。 

  現在、建物、土地についても直方市の所有となっておりますけど、今後考

えておりますのは、建物につきましては無償で当該法人に譲渡、土地につい

ては無償で貸借するということを考えております。理由といたしましては、

園舎の老朽化が厳しく、これを実際に建て替えるといたしますと見積もりし

まして６億近い金額が上がっております。ただ、実際これにつきまして補助

金等全くございませんので、現在の直方市でその金額を請け負うのは厳しい

という中で方策を考えましたけど、社会福祉法人に移管することによって、

国の補助金がかなりの金額出ます。１億数千万円あります。市のほうも６，

０００万ほどこの補助金に合わせることで、社会福祉法人に５年以内に建物

を建て替えてもらう方向で進めていこうということになりまして、今回譲渡

を議案にさせていただくものでございます。 

  次に、保育士との説明会について報告させていただきます。１１月６日ま

たは１６日に保育士の方にまず説明をしております。法人の雇用の保育士で

すけど、市から意図等について説明する中で、最も心配されていたのは処遇

が大幅に変わるのではないかというところでございますけれど、ここについ

ては市からも法人といろいろ口添えする中で、お互い要望書を出しあって、
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今回確認をとって無理な運営はしないと、また保育士の処遇を余り下げるよ

うなことはよほどの社会情勢の変化がない限りしないということで一定まと

まっているところでございます。 

  最後に保護者説明会です。まず、１２月２日に役員約１０名に対して説明

を行いました。続きまして１４日、１９日、２１日、３日間で全部で５４名

の保護者の方にこの内容について説明をさせてもらっております。質問とい

たしましては保育料や入所手続の変更が公立から私立にかわることであるの

かということでございますけど、これは保育所制度として統一されたもので

ございますので、全く変更がないということを報告しております。 

  もう１つは保育士が大幅に代わるのじゃないかということですけど、これ

も現在、当初から運営してきてもらってる法人に譲渡するということで、保

育士も基本的にはかわらないということでそこも安心いただいているところ

でございます。 

  最後には、建て替え時期はいつかという質問も出ましたけど、一応市とし

ましては５年を目処にこの建て替えを譲渡を受けた法人にしていただきたい

ということで、提案するということをお伝えしているところでございます。

意見としましては１点だけで、本来は市がしっかりお金を出して建て替える

べきではないかという意見がございましたけど、今回こういう動きをするに

至った経過を合わせまして、一応呑んでいただいているところでございます。

そういう中で、法人との協議も整いましたので３月議会に議案を上程させて

いただきたいと思っております。 

  それでは、議案の中身につきましては係長から説明させていただきます。 

 

○教育・保育施設担当係長（松崎祐一） 

  私からお手元の資料につきまして御説明をさせていただきます。 

  資料１２及び資料１３に関しましては、若草保育園譲渡に係ります財産の

無償譲渡より無償貸し付けの御説明。資料１４から１６につきましては、同

じく若草保育園譲渡に関連しております条例及び規定の一部改正についてと

なっております。 

  まずは資料１２をお願いいたします。資料１２、「財産の無償譲渡につい

て」です。これは若草保育園の譲渡に係ります園舎等建物を無償譲渡するこ

とについて、次の３月議会で提案する内容となっております。資料の１枚目

をお願いいたします。１、無償譲渡の相手方及び２、無償譲渡する財産の表

示につきましては記載のとおりとなっております。３、無償譲渡の時期、平

成３１年４月１日です。資料２枚目、３枚目は無償譲渡する建物の平面図と

なっております。 
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  続きまして、資料１３をお願いいたします。「財産の無償貸付について」

です。これは若草保育園譲渡後の保育園用地として土地を無償貸し付けする

ことについて、次の３月議会で提案する内容となっております。資料１枚目

をお願いいたします。１、無償貸し付けの相手方及び２、無償貸し付けする

財産の表示につきましては記載のとおりとなっております。３、無償貸付期

間、平成３１年４月1日から平成３６年３月３１日まで。ただし無償貸付の

相手方が当該土地を保育所用地として使用しなくなった場合は当該契約を解

除するものとしております。 

  １につきましては、資料２枚目、３枚目をお願いいたします。黒色で表示

している部分が、無償貸し付けしようとする部分でございます。 

  続きまして、資料１４から資料１６につきまして若草保育園譲渡にかかわ

ります条例及び規定の一部改正である、同様の内容になっておりますので一

括して御説明させていただきます。 

  まずは資料１４と資料１６をお願いいたします。資料１４につきましては、

「直方市立保育所条例について」、資料１６につきましては「直方市教育委

員会教育施設等防火管理規程について」でございます。直方市立保育所条例

につきましては、直方市立となっている公立の保育園について、その設置や

運営、保育料などについて規定しているものになります。 

  「直方市教育委員会教育施設等防火管理規程」につきましては、「直方市

教育員会に属する、学校その他の教育施設等の防火管理の徹底を期しもって

火災等による被害を軽減すること」を目的とされた内容が書かれておる規定

となっております。 

  では、それぞれの資料１枚目をお願いします。それぞれ表中の名称、直方

市立若草保育園、１、直方市大字下境３０７５番地を削ります。資料１４の

２枚目と資料１６の３、４枚目につきましてはそれぞれの新旧対照表となっ

ております。左側が新、右側が旧となっております。 

  次に資料１５をお願いいたします。資料１５につきましては、「直方市立

保育所施設整備基金条例について」でございます。「直方市立保育所施設整

備基金条例」につきましては、直方市立となっている公立保育園について施

設維持管理及び施設更新の資金に充てるため、基金を設置しその管理運用に

関し必要な事項を規定しているものになります。資料の１枚目をお願いいた

します。第１条中「直方市立若草保育園及び」を削ります。資料１５の２枚

目は新旧対照表となっております。左側が新、右側が旧となっております。 

  資料１４から資料１６のいずれも附則といたしまして平成３１年４月１日

から施行するとしております。 

  また附則説明としまして、若草保育園譲渡に係る今後の手続等に関しまし
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て御説明しておきます。現在、移管先法人は財産の無償譲渡及び無償貸し付

けについて仮契約を締結中でございます。次の３月議会にて同意議決が得ら

れましたらそれをもって本契約の締結を行います。そして平成３０年度中に

移管先法人には私立保育園としての設置認可申請を行ってもらい、認可が得

られれば平成３１年４月１日から私立の若草保育園が開始されるということ

になります。 

  以上、資料１２から資料１６につきましての御説明となります。よろしく

お願いします。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  よろしいですか。 

 

○中村委員 

  １つ質問いいですか。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  はい。 

 

○中村委員 

  貸付の期間が５年となってるんですけど、これ５年ごとに契約してるんで

すか。 

 

○教育・保育施設担当係長（松崎祐一） 

  当初の５年間に条件としまして建物の建て替え、先ほど課長の説明にもあ

りましたが、５年以内に建て替えてくださいというのを契約の文言の中に入

れております。そのため、５年後に一旦見直しをさせていただいて建て替え

が終わっていれば、そういった文言はない状態で再契約をさせていただきた

いということで、一旦まず５年ということで設定させていただいております。 

  当然、５年後そういうことがきちんと守られていれば更新しますというこ

とは、契約上入れております。 

 

○中村委員 

  わかりました、ありがとうございます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  それでは、報告事項１５はないんですが部長のほうからその他ということ



 

－37－ 

でつけ加えさせていただきます。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  報告事項の追加で、きょう実は庁議がございまして、旧筑豊高校の活用に

ついて今年度いっぱいに結論を出すということになっておりましたので、教

育委員会としても今財政的なめどが立たない中でそこをずっともち続けるこ

とは難しいだろうということで、当面、旧筑豊高校に小中一貫校を建てると

いうことは厳しいという結論に達したところでございます。県からは財産を

無償でいただいておりまして、それは学校教育用地として無償でいただいて

いるということもございますので、その後の県との協議については、また市

長部局等でいろいろな協議を行っていくと思いますけど、まず教育委員会と

しては地元の皆様にそこの説明をきちんと行わなければならないというふう

に考えております。期待を持たせてしまってこういうふうな結論になってし

まったということを、まずは植木校区・新入校区の役員の皆様から説明をし

ていきたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ほかにございませんか。 

  それでは、その他のほうにいかせていただきます。 

  ３月行事について。 

 

 

○管理主事（右田清二） 

  資料１７をごらんください。Ａ３の予定表になっております。 

  一番左側が市の行事となっております。３月２３日終業式の後に臨時校長

会議を入れております。ここは毎年内示があるんですが、ことしはまだはっ

きりしていません。予定ということで入れております。以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ３月の定例教育委員会は。 

 

○教育（安部静子） 

  ６日です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ６日ですね。それは入ってないんですね、ここは。 
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○管理主事（右田清二） 

  毎月入れてないんです。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  そうですか。 

  ３月の予定よろしいですか。 

  それでは、次は３月議会です。資料１８、お願いします。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  資料１８をごらんください。３月議会、実は今週末に告示が行われるよう

になっております。告示後、開会日は２３日でございます。来週の金曜日で

ございます。一般質問が翌週の２７から３月２日までの４日間。休日を挟み

まして５日には主に現年度分、２９年度分の関係予算、関係条例の質疑が行

われます。この質疑を受けて６日、７日に委員会が開かれます。その後、８

日にはこの２９年度関係予算、条例に関しての採決が行われて、同時にこの

日に３０年度分、主に新年度予算関係の議案の提案説明が行われます。議案

考査２日間とっておりまして、１３日にこの３０年度関係の質疑が行われて、

委員会３日間、１４から１６まで、そして休日を挟みまして週明けの１９日、

月曜日が採決という予定になっております。 

  以上でございます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  それでは先に行かせていただきます。 

  「平成２９年度の卒業証書授与式出席表について」。 

 

○学校教育課（小島啓一） 

  資料１９をごらんください。出席についての分担をさせていただきました。

委員さん方の出席される当該学校も記載しているんですけど、これでよろし

いでしょうか。これでよろしければ、よろしくお願いします。 

  式の始まり等については下に書いてあるんですが、集合時間、来賓駐車場

については、次（の教育委員会）が６日になりますのでそのときにお知らせ

ということでよろしいでしょうか。そのときで、駐車券とセットしてお渡し

したいと思います。 

 

○教育長（田岡洋一） 
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  ここにある待機者というのは。 

 

○学校教育課（小島啓一） 

  待機者というのは、中村委員だけは初めてですので、随行をということで

後はもし何かあった場合には、委員会のほうで待機してますので緊急の場合

は御連絡ください。一番下に連絡先を書いてますので。待機者がかわって行

きますのでよろしくお願いします。 

 

○山内委員 

  もう１回確認ですけど、この集合時間等については次回のときに入ったも

のをくれるということやね。 

 

○管理主事（右田清二） 

  はい。それと駐車券もお渡しします。学校から。 

 

○山内委員 

  学校から個別に案内状がくることはないですか。 

 

○管理主事（右田清二） 

  いつもきてますか。 

 

○山内委員 

  きてるんですよね。だから変な状況になってて、我々よりも学校のほうが

我々がどこに行くかを知ってる。 

 

○澁谷委員 

  いや、みんなに出してるんじゃないですか。 

 

○山内委員 

  中学校１校しか来てません。 

 

○中村委員 

  どちらから来ましたか。 

 

○山内委員 

  ある中学校からきました。 
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○中村委員 

  私のところにも来てるんですけど、私違うところ。あれっと思いながら。

でもこっちでいいんですよね。 

 

○山内委員 

  だからこれ老婆心ながら先に教育委員会で示したのちに校長会議をかけた

ほうがいいと思う。去年よりこれ１か月遅いんよね、提案が。去年は１月に

かかってた。ことしは２月やから校長先生のほうが御存じで、今度来てくれ

るんですねと言われるわけ。あ、あなたのとこに行くのとか、あるいは案内

状が来て、私ここに行くんやねと。それはちょっと改めたほうがいいかなと。 

  それから、下に書いてあるけど、その他の学校は午前１０時開式と書いて

あるけど、これは去年はそうじゃなかったもんね。違う学校が感田以外あっ

た。行って驚いた。そんな時間に始まるのかというのが。部長さんにも去年

お話しましたけど、ここは確認して書いたほうがいいと思う。 

 

○管理主事（右田清二） 

  わかりました。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  中村委員さんのところおかしいですね。 

 

○中村委員 

  わかんないです。私の読み間違いだったのかもしれませんけど。 

  あと、植木小学校からも何か３月３日、案内状が来たんですけど。 

 

○山内委員 

  それは別のもの。来てました。 

 

○澁谷委員 

  あれは何かお別れ何とか集会。 

 

○中村委員 

  何とか集会。集会なんだと。それも皆さん行かれる。 

 

○山内委員 
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  最初、卒業式の案内状かと。私、植木行くんやねと思って開けたら違った。 

 

○管理主事（右田清二） 

  そこ確認して。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  はい、いいですかね。 

 

○管理主事（右田清二） 

  はい、わかりました。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  そしたら、その他の下から２番目ですね。「学校教育課に配置される職員

の職務について」ということでお願いします。 

 

○こども育成課（熊井康之） 

  前回設けまして、学校教育課に新しく職員を１名配置するという件なんで

すけど、これにあわせた件もございますので簡潔にどういう職務で配置する

かということを資料にて説明させていただきます。資料２０もう見ていただ

いていると思いますけど、簡潔に言いますとスクール・ソーシャルワーカー

の業務と、もう一つ、最後のページに今後目指したい方向性は書かせてもら

ってますけど、就学相談やそれに伴う発達支援の体制づくり、この２つをメ

インの業務として学校教育課に配置したいと考えております。特に新しいこ

とをするわけではなく、現在、大塚指導主事が中心になって取り組んでいる

こと、これをより効率的に充実させていこうという目的でございます。加え

まして家庭等の相談をする非常勤職員の指導主事もあわせて学校教育課に１

人配置されますので、人数としては２名、こういった業務にかかわる職務が

増えるということでかなり充実する方向に行くと思いますので、その件を報

告させていただきます。以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  よろしいですか。 

 

○山内委員 

  要するに２人増えるということですか。スクール・ソーシャルワーカーと

指導主事と。 
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○学校教育課長（小島啓一） 

  正規と非常勤が１名、１名入ります。 

 

○山内委員 

  どっちが正規。ソーシャル・ワーカーが正規。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  はい。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  先に、会議録の署名委員の指名についてお願いします。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  ２月会議録の署名委員を清永委員にお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  それでは、議案審議が残ってますので、そちらのほう最後にさせていただ

きますが、教育委員さん方と部長と学校教育課長以外の方、お引き取りいた

だいて結構です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（署名） 

        直方市教育委員会教育長 

           

          田 岡 洋 一 
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     （署名） 

        直方市教育委員 

          

          清 永 智 教  

 

 


