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平成２９年９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２９年９月５日（火曜日） 

開 会 １５時２７分 

閉 会 １７時２６分 

（２）場 所 直方市役所 ８階 第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 松野美知子 

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 

  学校教育係長 松本直生、こども育成課長 熊井康之 

  家庭支援係長 塩田礼子、文化・スポーツ推進課長 山部福美 

 

（２）書 記 

教育総務課長 安部静子 

 

４．会議式次第 

 

○教育長（田岡洋一） 

  それでは皆さん、こんにちは。９月定例教育委員会を始めさせていただき

ます。 
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  教育長報告ということで、座って報告を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。 

  先月、８月定例教育委員会が、７月８日に開催をされました。その後８月

１０日ですが、学校管理職研修会ということで、本市健康福祉課に勤務をさ

れ始めました、弁護士の真鍋さんにお願いをいたしまして、「学校へのクレ

ーム対応について」というテーマで、１時間講話をしていただきました。 

  次が８月１７日、教育長研修会が小郡市で開催をされました。当初は１７、

１８日の１泊２日の予定でしたが、九州北部豪雨災害の影響で１日に短縮し

て行われました。全体講演会で県教育委員会の教育次長の吉田法稔さんが、

「福岡県教育行政の推進と市町村教育委員会への期待」というテーマで、１

時間ほど話をされました。 

  校長会でも報告し、６月に新聞記事にもなりましたが、福岡県の新正規採

用の教員数、全国でワーストスリーと、逆に言うと、正規の教員が８７％ぐ

らいで、非常に少ないということで、県としてもこれを何とか解消したいと

いうことを特に話をされました。 

  ただこの中には産休代替とか病休代替の講師は入っていなくて、１３％ぐ

らいというのが、講師の数が多いので、すぐに少なくしたいと言っておられ

ましたが、どうも来年度はもっと増えそうだと。各市町村教育委員会へのお

願いとして、小学校の再任用希望者を増やしてほしいとか、定年退職は仕方

がないけど、早期退職とか普通退職者の数を極力減らせてほしいとか、そう

いうお願いがございました。 

  次は８月１９日、第６０回県民体育大会夏季大会結団式が、直方市体育館

で行われました。翌日に北九州市立文化記念公園プールで夏季大会が開催を

されたわけですが、この大会に出場をする選手４５名、全員参加ではありま

せんでしたが、その選手の皆さんに対して激励の挨拶をいたしました。 

  ８月２３日、直方市教育研究所、２年次研究員研究発表会ということで、

本来ならば２年次研究員も５名なんですが、１名転勤したということで、４

名の研究員が発表をされました。 

  それから８月２５日が、直方市学校保健会、中央公民館で開催をされまし

たが、開会行事で来賓の挨拶をさせていただきました。 

  ８月２８日、直方市人権教育実践交流会で、全体会があって、その後に文

科省推薦の映画で「みんなの学校」という映画が上映されまして、全体講演

は、数年前から有名になっているというお話でしたが、この映画に出てくる

学校の校長をしていました大阪市立大園小学校の初代校長の木村泰子さんと

いう方が、「みんながつくるみんなの学校」というテーマで講演をされまし

た。 
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  ９月４日、定例校長会ですが、学力向上を含め、２学期の指導の重点を全

教職員で協議して、しっかり決定し周知をするように指導をいたしました。 

  きょう、直方市保幼小中高連携推進協議会の第２回運営委員会がありまし

て、もうすぐ直方こども音楽祭、あるいは保幼小交流会等がこの協議会主催

のもとに行われますので、その内容等について協議をいたしました。 

  その後、きょう、９月定例教育委員会ということになっております。 

  裏をごらんください。 

  ９月行事予定、これは後ほど詳しく説明があると思いますが、そこに書い

ていませんが、９月７日に小中一貫教育推進本部会。それから同じく７日に、

直方市教育フォーラム実行委員会。１７日が、直方一中体育大会。１９日が

９月定例教育長会。そして２１日が、今度は県民体育大会秋季大会結団式、

同じく直方市体育館で予定をされています。 

  それから９月議会の一般質問が、９月２０日から２５日まで４日間の予定

になっています。そして９月２９日には、第１回学力向上検証委員会。３０

日にライオンズクラブの６０周年記念式典が予定をされています。９月いっ

ぱいまで説明して、教育長報告を終わらせていただきます。 

  何か御質問等ございましたら。 

  それでは次の協議事項に移ってよろしいでしょうか。 

 

（はいの声あり） 

 

○教育長（田岡洋一） 

  小学校のエアコン整備についての協議ということで、まず事務局のほうか

ら、お願いいたします。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  それでは本日お配りした「整備事業の概要」というＡ４の１枚物をごらん

ください。 

  今小中学校、例えば職員室、パソコン教室、保健室を除いた、いわゆる普

通教室はエアコンが設置されておりません。それを設置しようとするもので

ございますが、その方式といたしまして、ガスのエアコン、太陽光の利用と

いうこともいろいろ考えましたけれども、結果的に電気方式でやりたいとい

うふうに考えております。 

  先に５番の整備費用をご覧いただきたいと思います。 

  それぞれ工事が、電気設備、建築費、実施設計と別れますけども、総事業

費が５億５，６００万円でございます。これに対して補助金が８，５００万
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円ということで、持ち出しが４億７，１００万円という話になります。 

  本来でしたら一度に整備をしたいという思いはございますが、直方市全体

でも自由に使えるお金が５億から６億という中で、一度のこれだけの金額は

出せないということでございます。それともう一点は、一度に１５校が入り

ますと、直方市職員も電気技師はおりますが、１名と再任用１名。それから

その施工する事業者の数が、どうしても学校だけではなくて、片方では市営

住宅の工事等もあっているわけでございまして、回らないということで、こ

れを３カ年に分けて費用的に平準化した中でというふうに考えております。 

  それで、４番に戻っていただきまして、整備方針といたしまして、来年度、

平成３０年から３カ年かけてというふうに考えております。また後ほど９月

補正の予算の中で御説明申し上げますが、４中学校を先にやろうかというこ

とで予算取りはしているところでございますが、またこの件についても、御

意見をいただきたいと思っております。 

  それから設置台数といたしましては、普通教室、それから特別支援学級を

含めまして、１８７教室でございます。 

  仮にこの整備が終わって、つかない教室というのは何があるかというと、

いわゆる音楽室、技術家庭科室、特に中学校のほうが多いかもしれませんが、

そういった教室が今回これには入っていないということになります。 

  大まかな事業概要は以上でございます。 

  もう一つ新聞のコピーをお付けしていますが、近隣の筑豊地区のエアコン

の設置状況ということで、きょうちょうど出ておりましたので、お手元にお

届けしております。 

  以上でございます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  それで、国の補助がうまくつけばという条件もありますけど、一応３カ年

間で小学校、中学校、普通教室を中心に設置をしていきたいということで、

３０年度は一応まず中学校を先にやろうと。整備方針のところに書いてあり

ますが、３０年度に４中学校、それから３１年度、３２年度にこの２カ年間

で１１小学校に設置しようというふうなことで今考えを進めていますが、４

中学校はいいんですが、１１小学校を２つに分けて２年間で設置しなくては

いけないわけで、どの小学校を１年目にやって、残ったどの小学校を２年目

にやるのかということに関して、ちょっと御意見を伺えればと思って、きょ

うここに協議事項として出させていただきました。 

  何か理由がつくようでつかないような感じですけど、正直に申し上げて。 
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○教育総務課長（安部静子） 

  補足説明で、小学校で言えば、低学年からつけてはとかという意見も一部

でましたけれども、小学校１、２年は（授業の）コマ数が大体５時限目で終

わるというのもございますが、１つの学校を分けて工事をすることはできま

せん。というのは、大もとのキュービクルの工事は絶対に入らないといけな

い。実際にエアコンを取りつけるだけを分けるというのはできるんですけれ

ども、キュービクル工事というのは一度に入らないといけないので、１つの

学校を低学年とか高学年とかで分けることはできません。 

  ということで、一応中学校からということで考えております。 

 

○松野委員 

  お聞きしてよろしいでしょうか。これは３０年度、３１年度、３２年度と

金額が違うじゃないですか。何かを根拠にしてこういうふうに違っている、

それで言っているのだと思うんですけど、それはこの学校、この学校という、

何かがおありになるのですか。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  今説明しましたとおり、３０年度に関しては中学校からやろうという方針

が一つありますので、これは４中学校の教室数であるとか、そういったもの

から試算した金額になります。 

  ただ残りの３１、３２年度に関しては、１１をとりあえず今のところは均

等といいますか、学校が１１校横並びで５校と６校に分けて、そこで金額が

平準化になるようであればということで、これを今入れております。 

  なので、ここはあくまでも目安ということで、今の時点ではっきりと順番

をつけているということではなくて、３１、３２で小学校と、それを便宜上

ちょっと分けているというだけです。 

 

○松野委員 

  これ、クラス数も違うじゃないですか。２クラスあるところとか、１クラ

スのところとかあるから、そういうのをあらかじめ予想を立てながら予算を

組まれたのかしらというふうに思いましたので。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  試算はクラスの状況、学校の状況でしている形です。２カ年の切り分けに

ついては今は目安的に分けているだけで、第１グループ、第２グループを今

明確に分けているということではないです。 
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○松野委員 

  それから、そのこととは関係がないんですが、空調というと、冬もお使い

になるということですか。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  そうです。設置を考えてるのはエアコンの設置ですので。冬も暖房として

もすぐに使える機能はついたものになります。 

 

○松野委員 

  近年の夏季が気温上昇とかと書いてあると、冬は使わないのかしらとか、

ちょっと思って。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  ただ目的としては、他市もそうなんですけど、やはり夏場のエアコンはク

ーラーの機能というのは大体メインで、冬場は運用によってどうするかとい

うのはあるかと思うんですけども、ただ機器の機能としては、暖房としても

使える機能はついています。 

 

○松野委員 

  それはそうしたら、その維持費といいますけど、電気代とかというのは試

算してあるのでしょうか。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  ランニングコストの試算はしています。夏場と冬場、それぞれ３カ月ずつ

使う、冬場も一応暖房として使うという想定をして、全小中学校に設置され

た場合、およそ１，０００万円程度かかるのではないかという試算はしてお

ります。 

 

○松野委員 

  はい、わかりました。ありがとうございます。難しいですね、そこにつけ

て、「あなたたちは来年よ」ということも。６年生とかがね。 

 

○山内委員 

  お尋ねの、その順番はどうするかということについては、判断をする基準

が何もないんです。だから南を先にとか、北は来年にとかということを言う
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根拠がない。私たちも、問われても。 

  そこはもう、学級数が予算の額というものに反映するわけだから、できる

だけどういう組み合わせが最初と次の年で平均化できるかというところが、

ベターなやり方なのかなと思います。 

  特にこの学校を配慮しなければいけないとか、特にこの学校には配慮する

生徒がいるとかというのには、この場合はならないのではないかなという気

もするんです。そこはもう、できるだけ平均化したいと。余り差がつかない

ように２年間それぞれしたいというのは、学級数の組み合わせで行かざるを

得ないのかなと思うんですけど。 

  それと話が別の問題なんですけど、校舎が古い、空調はつけるけど校舎が

古い。いずれ建てかえなくてはいけないというところは、全く置いておいて、

とにかく空調をつけようという考え方でいいんですか。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  現状老朽化がひどくて使っていない校舎というのは確か無い状態です。た

だ老朽化が進んでいますので、トータルで考えたときに建てかえが必要とい

う話も今後出てくる可能性もあるんですけども、今、国の方針としましても、

建物は建てかえではなくて長寿命化、要は設備を、配管であるとかというの

を全部リニューアルして、さらに１０年２０年使える環境にしなさいとなっ

ています。 

  直方市としても今後そういった計画をつくって、施設の延命化を図るとい

うような話になりますので、当然エアコン、実は１０年とか１５年とかとい

う寿命といいますが、その期間ぐらいは校舎としては建てかえる予定には恐

らくならないかというような予想です。 

 

○澁谷委員 

  今のは予想ですか。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  予想というか、予定です。 

 

○澁谷委員 

  予定で決まっているんですか。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  いや、明確に建てかえないということを決めているわけではないんですけ
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ども。 

 

○澁谷委員 

  建てかえるも建てかえないも決まっていないでしょう。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  そうですね。ただ現状では建てかえる予定にはなっていないと。 

 

○澁谷委員 

  では、建てかえる予定はないんですか。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  明確にどこの校舎を何年に建てかえるとかという予定では、今現時点では

なっていないと。 

 

○澁谷委員 

  現時点で。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  はい。 

 

○澁谷委員 

  わかりました。 

 

○松野委員 

  その金額は除いて、物理的には大丈夫なんですか、同じときにしても。そ

の工事に入ってというのが同じ年度内でも可能ですか、この百何十台とかと

いうのは。電気屋さんが設置するとかというのは。 

 

○澁谷委員 

  夏場に使うことを基準に考えた上では、要するに夏が終わって年度中にや

ると。そして期が変わって、春休みにやる。夏を基準に考えて、入れないの

ですか、それは。 

 

○清永委員 

  そうしたら差が出ないと。 
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○澁谷委員 

  年度が２つになるということで、結局取りかかっておけば、ことしはちょ

っとおくれたというような形でもとれるかもしれないけど。ただ夏休みを使

ってやるという話になると、ちょっと難しくなってきますね。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  費用面は抜きにして、単純にその工事ということだけで話をすれば、不可

能ではないと。 

 

○松野委員 

  不可能ではない。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  はい。 

 

○澁谷委員 

  ただ工事日程の問題でしょう。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  そうですね、ただ業者さんも、多くの業者さんを選んでといいますか、ど

ういう区割りにするかと、そのやり方というのはあるかとは思うんですけど

も、それ次第によって同一年度にまとめて工事をするという、工事だけを考

えれば。 

 

○澁谷委員 

  翌年度というか、年度が違うんですね。例えば、１０月に工事をやって、

来年の５月に。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  工事だけですれば、極端に言えば、夏休み工事ということだけでも、１５

校全部できないことはない。 

 

○清永委員 

  いやいや、言われていることが多分違うんです。質問と答の内容が。 
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○山内委員 

  だから先に、半分ずつに分かれてやるというような話、年度を分けてやる

という話。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  丸１年待たせるのではなくてということですね。 

 

○澁谷委員 

  そうです。夏の一斉運用にするために、１０月と５月にすれば、１年、小

学校はおくれるけれども、一斉に夏に使えるではないかという話です。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  工事だけで考えればその同一年度の中だけでも工事も可能で、翌年度から

まとめて使えるとかいうのは、つくれるんです。ただ、なぜ３カ年かという

一番大きなところで言うと、財政的な問題で、単年度でのその費用負担が難

しいと。その１５校分の費用負担が１年度で全て消化するのが。 

 

○澁谷委員 

  小学校は３年間かけて３回でやるということですか。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  いえ、中学校まで１年、そして小学校を２カ年に分けて、例えば６校、５

校というような形で。 

 

○澁谷委員 

  これでいくと４カ年かかる。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  いえ、一番最初のは設計委託。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  次の年のために設計を今年度にやっておりますので。 

 

○澁谷委員 

  だから中学校だから、極端に言って３０年度の予算でやる。 
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○教育総務係長（天野浩輔） 

  中学校をまず３０年度に。 

 

○澁谷委員 

  ３１年度の、例えば１０月に工事をやって、そして３２年度の５月か６月

ぐらいに工事をやれば、小学校に関しては３２年度の夏からは同時に使えま

すよという。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  その３２年度の夏前までに工事が終わるというのは、ちょっと難しいとい

うのはあります。理由としては、そのエアコン設置だけであれば可能なんで

すけども、その大もとのエアコンを稼動させるための高圧受変電設備という

のを増設しないといけないということもあるんですけども、その設備がやは

り発注をしてつくって納品するまで、おおよそであれば３カ月ぐらいの納期

は見ておかないといけないだろうなというのがありまして。 

 

○澁谷委員 

  それは、やり方の問題です。それは３１年度の予算に全部の分を組み込ん

でおいて、電気工事の部分だけは通常に分けてやったらどうなんですか。予

算分けの問題だと思うんです。 

  ではそれは年度内で使っていいお金というのは最初から決まっているので

あれば、配分と工事の内容を切り分けて、分散して工事をやれば同時に使え

るのではないかなとは思ったんですけど。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  そうですね。出し方の問題というのは確かにあるんですけども、一つ、前

期と後期という出し方でうまく出せればいいこともあるかもしれないですけ

ども、一つは業者さんの数で、どうしても一つの募集を出すときに、受けら

れる受けられないという話もあって、１１校分がなかなか難しいというとこ

ろもあって、今のお話で前期、後期で分けられないかという話でもあるので、

そこは。 

 

○澁谷委員 

  それは智恵を絞らないと。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 
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  ３１年度の利用をずらして、３２年に一斉稼働というのは、考え方として

はあると思います。 

 

○澁谷委員 

  でも実際は３１年度の工事を、例えば４月からやっても、夏には使えない

という話ですよ、今の話は。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  あえて言うなら９月から、２学期の当初からは使えるという形。 

 

○澁谷委員 

  冷房に関しての話ですけど、暖房は使えるけども。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  冷房も一部９月からの分は早ければ使えるという可能性は。そこをおくら

せて、同一年で使える形をとるというのは、考え方としては一つあります。 

 

○澁谷委員 

  基本的な最初の話は、要は小学校をどう、半分ずつ分けてやるから、やら

ないといけないから、どうかしてうまく調整できないかという話なので、そ

の辺は工事の日程でも考えてやれば、何とか、寒いのは何とかなるんですけ

ども。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  ストーブもあるので、冬は何とかなるでしょうけども、あと、学校の行事

等の絡みで、どこに工事を持ってこられるかというのもあるかもしれません。

できるだけ不公平がないようにしたいという思いです。 

 

○澁谷委員 

  基準がないだろうからね。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  そうなんです。くじ引きかみたいな話で。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  これを極端に考えていくと、平等ということを考えると、１年目に仮につ
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きますね、小学校の第１グループに。でも使わせないで、２年目がついてか

ら使わせる。 

 

○清永委員 

  結局そうなりますよね。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  極端に考えたらそんなふうになるんですよね。 

 

○清永委員 

  あるのに使えないという。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  それもまたどうかなと思うんですけど。 

 

○清永委員 

  何かもうちょっとその工事の期間と、上手にその辺が。折り合いがつけば

ですね。 

 

○澁谷委員 

  業者の数もあると思うんです。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  どうしても、受変電設備を扱いますので、停電期間、全停電の期間という

のはどうしても取らないといけなかったりとか、あと、エアコンを設置する

となりますと、当然教室内の工事になるので、長期の休み期間をどう組み合

わせるかというところで、冬休みだけでうまく回るものなのかとかといった

ところもありまして、やはり工事の中心はどうしても夏休みという形になら

ざるを得ないところは、あるというのは一つございます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  我々も話し合った中で、例えば、特別支援学級が多い小学校を優先しよう

とか、ということもあったんですけど、学級数の多いところで、３クラスで

すか、感田小は５クラスですね。 

 

○松野委員 
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  一遍にお金は出せないんですか。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  財政を含めて内部協議をして、例えば中学校はして、小学校は１年で何と

かという話もしているんですけども、やはり財政としては、この費用を２カ

年で、小学校部分は単年度でというのもかなり厳しいと。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  我々も最初は２年間にしてくれと強く言いましたけど、財政的にやはりち

ょっと厳しいということで。 

 

○松野委員 

  業者さんに支払いを待ってもらうとかいうことはできないんですか。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  あと、国の補助金の活用ということが前提になっているところもありまし

て、国の補助の場合、年間の上限というのを定められるというもので、年間

のその工事費が２億円が上限となっています。そうなると２億円を超える部

分は無条件で市の費用を出さないといけないと。そういったところもあるの

はあります。そういったところも含めて単年度で、満額はちょっと厳しいと

いうのが財政サイドの考えです。 

 

○松野委員 

  ３２年とかになったら、もう（気温が）４０度とかなってるかもしれませ

んね。 

  今はもうすごいじゃないですか。最後はくじ引きとかですかね、じゃんけ

んとか。 

 

○澁谷委員 

  いや、実際もうそれしか（ない）。 

 

○松野委員 

  そう、もう仕方がないですもんね。子供も暑いですよね。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  根拠になるものないですよね。おっしゃったように。 
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○澁谷委員 

  当初のやり方としますとね、瀬切ればいいかなと思った。予算の取り方。 

 

○松野委員 

  いいと思ったんですけどね、工事のやり方で予算の取り方をね。一年間長

いですからね。 

 

○澁谷委員 

  工事の配分とか。要するに半年の間に１５件の、１０月から６月ぐらいま

でに、１５校分だけ工事できれば、年度またがるから、そのほうが、できる

んやないですか。うまくやれば９月からでもいいでしょうね。業者が少ない

もんね。 

 

○松野委員 

  けど、意外とエアコンないんですね、ここら辺（近隣の状況）は。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  飯塚市もうちと同じような状況で、ここに載っていますけど、先日、今の

担当とお話をしたんですけど、５年で整備するという話です。 

  その（キュービクルの）作製期間というのとが（関係してきます）。 

 

○澁谷委員 

  休みに工事して。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  どうしてもその設備自体ができてこないといけないという。 

 

○澁谷委員 

  だから結局、前半と後半にしたら後半が次の夏休みに設置を終えて９月か

ら使えるということか。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  そこが年度をまたぐと、工事としてその繰り越しになるというか。 

 

○澁谷委員 
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  うん、だから。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  同一工事。 

 

○澁谷委員 

  じゃ、３１年度の夏に最初の６校か７校かわかんないけど、そこの工事を

夏休みに終えてしまう工事をやって、翌年３２年の夏休みに工事が終われば、

少しでもタイムラグが（なくなる）。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  そうですね、一応考えてるのは、夏終わり、夏終わりになって、その翌年

でも２学期からは使いたいとは思ってるんですけど、今は予定ですね。 

 

○澁谷委員 

  それしかないな。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  だから、その前半部分がどうしても使えない。 

 

○澁谷委員 

  ６月から。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  ７月の半ばまで。 

 

○澁谷委員 

  ７月の夏休みの分だけが。 

 

○清永委員 

  エアコンついたら小学校は、３日ぐらい早く始めるとかね。夏休みを早や

く終わらせるとか。 

  そうしたら何となく、エアコンがないけど夏休みは長いなと。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  それはできない。 
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○清永委員 

  それはできないんですか。 

  何か不公平感がちょっと子供の中で、エアコン僕たちないけど、３日、４

日長いしな夏休みとか。何かこう、子供の中でプラスマイナス０なら。 

 

○澁谷委員 

  それは、どうだろうね。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  なかなかそれ、管理規則上難しいような気がしますけどね。 

 

○澁谷委員 

  後は、くじ引きで。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  そうですね。次の年の夏休みに入るまでの暑い期間が使えないという。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  そうですよね、でも、必ず２年目になったほうから不満は出るんですよね。

保護者の方からですね。 

 

○澁谷委員 

  何か理由づけがあるといい。ないんですけどね、理由が。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  今すぐ決めなくても。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  そうですね。きょう、ここで決めなくても。 

 

○澁谷委員 

  あと配分で、夏休み前に終わらせられる。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  我々も、もう少し検討してみます。 
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  それじゃ、報告事項のほうに移ってよろしいですか。 

  まず９月議会関係の議案につきまして、直方市教育委員会の権限に属する

事務の管理及び執行状況についての点検及び評価報告書ということで。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  それでは、これについて全体の話を私のほうからさせていただきます。 

  点検報告書についてはですね、今まで、後で出てきます点検評価シートに

ついての御意見を教育大の豊嶌教授からいただいておりました。去年ですね、

豊嶌先生のほうから、自分が一人で評価するのはいかがなものかという御指

摘もございまして、いろいろなところの点検報告書を見たわけですけれども、

まず、教育委員会の活動状況がその中に載ってなかったということもありま

して、あえて載せさせていただいています。 

  それから各課からの点検報告書、各事業の点検及び評価シートということ

で、今回、自己評価ということでＡＢＣＤの評価も自己評価をしたというと

ころが、前回と変わっております。また、豊嶌先生のその意見も踏まえて、

複数の御意見をということでございましたので、福岡大学の特任教授でいら

っしゃいます梅田保人先生、こちらはずっと県の高校教育畑の職員でいらし

て、県のアクシオン（スポーツセンター）にもずっと勤務をされてあったと

いうこともありますし、御自身もスポーツをずっとやってこられたというこ

とで、社会教育の分野を特に御意見をいただきまして、お二方から御意見を

いただいたというところが、主な変更点でございます。御意見をいただくに

当たっては、お二人に来ていただいて意見交換の場を設けたというところで

もございます。 

  まだまだ改善すべき点も多々あろうかと思いますけれども、できるだけ、

外部の方の意見に沿うように、いろいろやっていきたいなというふうには思

っております。 

  そしたら、１１枚、今回シートがありますけれども、何か委員のほうから

御意見があれば、伺いたいと思っております。 

 

○山内委員 

  長くなりますけど、いいですか。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  いいです、どうぞ。 

 

○山内委員 
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  この評価報告書の取り扱いなんですけど、今回多分９月議会に報告するの

で、１回９月議会の議案として一括して報告の中に取り上げられてますけど

も、報告という取り扱いであるという、報告事項というのは、教育委員会の

事務局が業務を行っていく上で、これは教育委員に報告したほうがいいやろ

ねと思われるようなことを報告したり、あるいは、教育長に委任された事務

の経過なりについて教育長が報告する場合に、ある項目がこの報告事項だと

思うんですね。ところがこの点検評価報告については、教育長に実は委任さ

れてないんですね。これは、教育委員会の議決事項であろうかと思います。

私も私なりに調べましたけど、議決として、この会が挙げてるところもあり

ます。それから、協議事項として素案の段階で挙げて、教育委員の意見を吸

い上げて、そこに結果として教育委員の意見が反映された評価報告書を成案

としてつくり上げていく。そして、議会に報告する。 

  いずれにしても、前段で教育委員の意見が反映されるという手順を踏まれ

ることが、まず適切なのではないかなというのが１点目です。それが大枠で

すね。多分、ことしはもう、これは仕方ないと思いますね。もう９月議会始

まるので、戻ることはできないので、後、内容の関係ですが、「直方市教育

委員会の権限に属する事務の管理」となって、目次に行くと「教育に関する

事務」と、これ変わってますよね。これは、なぜなのかというのが１点目の

質問です。 

  それから２ページ目、まず大きな１、２、３とあって、その下の書き出し

の頭がですね、１と２と３とばらばらなんですよね。ずれてる。ここは、議

会に出されるなら整理されたほうがいいかなというのが一つです。 

  それから、議会に報告して公表することがもう既に、義務づけられてるん

ですけども、直方市の場合は、公表がなされてない。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  ホームページ上ですか。 

 

○山内委員 

  はい。平成２４年まで、２２、２３、２４までは、市民に公開されてるけ

ども、２５、２６、２７は市民に公開されてない。ということはですね、こ

の義務を怠ってるということになるんですよね。だからやっぱりそこは、き

ちっと今年度からでも公表されたほうがいいのかなというふうに思います。 

  それから３ページ目、教育委員の名前が載ってますけども、これ平成２８

年度だから、私の欄の上にですね、前任の山内教育委員の名前も必要ではな

いかというふうに思うんですよね。そこは、任期を明示すれば、ああ、ここ
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で入れかわったんやねというのがわかりますので、やはり山内委員の名前を

記載すべきではないかというふうに思います。これは意見ですね。 

  それから後、活動状況がこうありますが、平成何年といったときに、

「度」がついてるのとついてないのがあるんですよね。それなりに一定のこ

うきちんとした理由があればいいんですけど、もし、落ちがあったらいけな

いので、そこはもう一度できれば点検をよろしくお願いいたします。 

  それから評価シートの件なんですけど、もう、総括的に言います。１つは、

読んでの印象はですね、なぜこれがＡなのか。なぜこれがＢなのか。わから

ないっていうことです。わからない、読んでいて。つまりそれは、到達目標

が明確に示されてないから。ここまで達したらＡだよねってこうする、ある

と思うんですけどね。ところがそれが示されてないのに、Ｂであったりとか、

Ａであると。これ何、この根拠はというふうに、読んだ時にはですね、その

印象がやっぱりぬぐえません。で、中はこう終始一貫してないのもあります。

見たときにですね、突然、評価の今後の方向性のとこから何か、そんなとこ

に、新しいことがポンと出てきたりとかですね。一貫してないのがあるので、

まさに一番最後のページに梅田先生が、全体的な感想として挙げられてます。

ここが、やっぱりこのとおりやねって読んだときに、ここら辺がはっきりし

てないから多分、公開しても市民の方が読んでも、評価シートの評価の意味

合いが多分、伝わらないだろうと思うんですね。だからそこは、やっぱり教

育委員会内部で、もう一回、来年に向けてですね、点検・改善されたほうが

いいのではないかというのが、私の意見です。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ありがとうございました。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  もうまさしく、梅田先生から同じように聞いておりました。指標が極めて

きちんと書かれてないので、そこに到達してるかどうかが、本当にわからな

いという御意見でしたので、来年度に向けて、それはしっかりやっていこう

と思っています。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ほかに御質問、御意見等ございませんか。 

  次に行ってもよろしいですか。 
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（はいの声あり） 

 

○教育長（田岡洋一） 

  専決処分事項の報告について。はい、お願いします。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  資料２をごらんください。 

  交通事故に係る損害賠償の額の専決処分書でございます。 

  １００万円以下の損害賠償では専決処分が可能でございますので、今回議

会に報告するものでございます。 

  賠償額といたしまして、８３万１，２０１円でございます。 

  賠償の相手方は資料に記載のとおりでございます。 

  事故の概要でございますけれども、３月３日、北小学校で要件を済ませて

本庁に戻ってくる途中の事故でございまして、普段は北校から一回、土手に

上がって堤防をずっと帰ってきてたんですけれども、ちょうど舗装工事があ

っていたので、ここの地図に記載のように、本庁に帰るためには北校の裏門

から出て、伊達鮮魚店があるところです。あそこから出てきたときに、右車

線に入らないといけないんです。真っすぐが日出橋のラインなので。車線が

２つに分かれてるんですけど、そこで、自転車に乗った歩行者というか、相

手方とぶつかりまして、左足のすねを負傷させたという事故でございます。 

  後の処理としましては、本人に、ここは一時停止の場所でもございますの

で、いま一度そういった交通ルールの徹底と、それから１カ月ほど運転の禁

止をしております。狭いルートはできるだけ通らずに、広い道を通って帰る

ようにということで、指導を行ったところでございます。 

  以上でございます。 

 

○山内委員 

  この方、お幾つの方なんですか。老人の方ですか。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  相手方ですか。 

 

○山内委員 

  相手方。 

 

○教育総務課長（安部静子） 
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  相手方は、６５歳。 

 

○山内委員 

  僕ぐらいですね。若いね、まだ。 

  パッと素人見で、これで何か８３万円って大きな金額やなと思ってですね。

救急車も動いたんですか。動いたでしょうね。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  いえ、救急車で搬送はしておりません。 

  車に乗れるということでしたので、すぐその場で、西尾病院に運びまして。 

 

○松野委員 

  私、この１０割っておかしいなって思いますね。 

  １０割っていうのは、過失が全くないっていうことじゃないですか。自転

車の方の。動いているものに対して何かがぶつかったときに、１０、０って

いうことは、あるんだろうかって。歩いてるのに。 

 

○澁谷委員 

  あります。弱者救済で。自転車ですもんね、相手は。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  車同士だったら、そこら辺は過失相殺するんです。相手が自転車なので、

もう。 

 

○澁谷委員 

  弱者が強いです。 

 

○松野委員 

  弱者が強いんですか。ゼロ、１０、そしてこれ保険は使ってなおかつ、慰

謝料と治療費がこれだけ。 

 

○教育総務係長（天野浩輔） 

  払ってるのは保険で。 

 

○松野委員 

  保険で払ってるわけですか。慰謝料は保険で出ないでしょ。 
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○教育部長（秋吉恭子） 

  いや、出ます。市が入っている保険で。全て慰謝料まで。 

 

○澁谷委員 

  ある程度、出ますよ。契約内容によって。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  まあ、ここまで、長引くと思ってなかったんですけれども。ずっと病院に

通われて。 

 

○清永委員 

  そんなに長い期間。（事故が起こったのは）３月やね。 

 

○澁谷委員 

  要するに、けがして治療が長引いた。 

 

○松野委員 

  どんな負傷だったんだろう。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  安部課長、多分、現認されてある。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  本当に、救急車を呼びましょうかっていったら、いや、もう乗れるって言

われたので、その公用車にお乗せしたぐらい。流血は、あってなかったんで

すけれども。自転車は、当然、壊れてました。 

 

○松野委員 

  壊れた。 

 

○澁谷委員 

  かなりの衝撃やね。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  それで、自転車も新しく買ってお渡しして、というかそれをすごく急がれ
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てあったんで、すぐ直るかなと思ってたんですけど。完全に治癒されるまで

は、時間かかった。 

 

○松野委員 

  すごいですね。と思って。 

 

○山内委員 

  これ１つお尋ねしていいですか。これって、専決処分で８３万１，２０１

円の金額を市の予算から支出するということになるんですか。そういうこと

ではない。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  結局、保険会社からお金は出るので、市の歳入歳出を通って出るお金では

ないんです。ただし、市がそういう保険を使っても、相手に対して何らかの

保証をするということに関しては、議会の同意がいる。先ほど、安部課長が

言いましたように、交通事故の場合、１００万円というのがそのラインで、

１００万円を過ぎると報告では済まないんです。議案として挙げなければい

けない。議決をもらって、相手と示談をしなければいけないんですけれども。

専決だと相手と示談をして、その報告をするということに。 

  だから８０何万円なので、そういう事前に示談をして、議会に報告をする

というわけです。 

 

○山内委員 

  なるほど、わかりました。 

 

○澁谷委員 

  １００万やったら報告で済むと。１００万超えたら、議案として。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  はい。議決をもらわないと。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  では、次に行ってよろしいですか。 

  平成２８年度決算について、お願いします。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 
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  お手元に決算書があると思います。 

  １枚目、２款１項１０目、男女共同参画推進費でございます。こちらは、

男女共同社会の実現に向けた、講座の開催や男女共同参画フェスタの開催、

またＤＶ法の相談業務を行っておりまして、それの男女共同参画推進にかか

る経費となっております。 

  主なものといたしまして、まず、第１節報酬では、非常勤職員２名分の人

件費並びに男女共同参画審議会委員７名の報酬となっております。 

  次に１１節需用費でございますが、センター及びセンター別館「えみく

る」の電気料等の光熱水費と後、事業費に係る消耗品費と後、修繕費等にな

っております。 

  次のページで委託料でございますが、男女共同参画センターと別館の休日

夜間をシルバー人材センターに委託をしておりますので、そちらの管理業務

委託料が主なものとなっております。 

  １５節工事請負費でございますが、２８年度に参画センター２階の軽運動

室に空調機を設置した費用となっております。 

  以上です。 

 

○こども育成課（熊井康之） 

  ３款１項５目、お願いいたします。 

  母子家庭に対する費用になっております。特に、２０節扶助費につきまし

ては、母子家庭に対する職業訓練に対する補助金額となっております。これ

が１２名分と終了した方６名分に対して授業費を支出しています。 

  続きまして３款２項１目、児童福祉総務費になっております。これの大き

なものといたしましては、学童クラブの運営委託料１３節が上がってきてお

るところでございます。例年、人数が増えてくることに伴いまして、費用の

ほうも増えていっているところでございます。 

  続きまして３款２項２目、児童措置費、母子家庭のＤＶ等によります施設

への避難措置に対しての費用になっております。これは、現在のところ１家

庭のみの対応となっておるところです。 

  続きまして３款２項３目、児童福祉施設費、これは地域子育て支援センタ

ーの事業及び維持管理費となってきております。支出につきましては、例年

とほぼ変わらない金額が出ているところでございます。 

  続きまして３款２項５目、児童センター費は、児童センターの事業の委託

費の支出となっておるところでございます。 

  ３款２項６目、保育事業費、直方市内１４の保育所に対する施設型委託費

の支出が主なものとなっております。 
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  ７６ページをお願いいたします。 

  ３款７項１目、母子保健事業費でございます。子供の予防接種、妊婦検診

等の委託料が大きくなってきておるところでございます。２８年度につきま

しては、直方市の特徴的な事業といたしまして、産後ケア事業というのを始

めました。これは、新水巻病院の横にあります出産施設におきまして事業を

しておりますけれども、当初１９０万円ほど予算を上げておりましたが、な

かなかまだちょっと周知が進まないというのと、遠方にあるということで、

執行率が３０％を切るようなところになってきております。これの利用を促

進していくことが、今後の課題というふうに考えているところでございます。 

  以上でこども育成課、終わらせていただきます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  １０款のほうでいいですかね。はい、お願いします。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  １０款です。９１ページでお願いいたします。 

  １０款１項１目です。教育委員会費です。１３節はこの会議のテープ起こ

し、議事録作成費用でございます。２目事務局費、２節から４節まで職員、

再任用職員、特別職を含む給料でございます。１節の執行があっておりませ

んが、これは「いじめ問題専門委員会」を開催する事案がなかったため未執

行でございます。 

  以上です。 

 

○こども育成課（熊井康之） 

  幼児教育振興費につきましては、平成２８年度より、こども育成課のほう

で所管するようになりました。これにつきましては、幼稚園の就園奨励費の

金額になっております。９１ページ記載の金額のほうを市内の８幼稚園対し

て支出しております。また市外の市外２区の方たちの児童に対しても支出し

ておるところでございます。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  ９３ページお願いします。 

  まず１０款１項５目の奨学金費ですが、ハートフル奨学金に要した経費で

す。 

  それと１０款１項７目、教育支援委員会費、主に１節の新入学予定者及び

在学中の児童生徒のうち、障害のある幼児児童生徒と、その保護者の就学相
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談を行う委員会及びスクールソーシャルワーカーに要した報酬と、８節、特

別支援教育総合推進事業における巡回相談の報償費です。 

  １０款１項９目、教育研究所費ですが、主に１節、直方市教育研究所研究

主事の報酬。８節、学習支援員、図書室支援員及び放課後学習支援員の報償

費。１３節、学力検査の委託を利用した経費です。 

  次に１０款１項１０目、適応指導教室費です。これは主に１節、適応指導

教室の指導員の報酬に要した経費です。 

  ９４ページをお願いします。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  １０款２項１目、小学校の学校管理費です。ここでは、学校の配置の用務

員、給食調理の関係が全て入ってきます。 

  ８節は小学校３年への進級時の国語辞典の贈呈。卒業記念として英和辞典

を送っている経費でございます。１１節は、主に学校の施設の草刈り修繕が

主なものでございます。１２節、役務費は電話料・通信料・その他浄化槽清

掃手数料が主なものでございます。１３節委託料は、警備、浄化槽管理、消

防設備管理、電気工作物保安業務、エレベーター管理、廃棄物処理等々、そ

ういった点検管理業務の委託料でございます。 

  １５節、執行があっておりません。これは、いつも緊急的なものというこ

とで、予算をいただきます。どうしてもお金がなくて、もう壊れてそのまま

次の補正予算まで待てないので、座取りいう形でつけていただいているんで

すが、今回そういう事例が発生していませんでしたので、全額執行残として

おります。 

  １８節備品購入では、特別支援教室等の増加等に伴う教室の整備等々に要

した備品の購入でございます。 

  ２目、教育振興費でございます。パソコン管理料はじめ教材備品購入、給

食調理業務と扶助費が主なものでございます。 

  １１節では、学校給食に係る消耗品、燃料費、修繕料として１，２５３万

４，２１６円を支出しております。その他、学校の簡易修繕でございます。 

  １３節では、今、調理業務まだ３校が直営ですけど、８校が委託業務です。

その委託費用が６，２４４万２，８３８円。そのほかに小学校の給食の厨房

機器の点検、生ごみ処理の保守委託料として、１２９万５，１００円等をお

支払いして、そのほか昨年度初めて屋外の遊具点検を実施いたしました。そ

れからパソコン運用保守、情報通信機器操作等支援業務委託料への支払いで

ございます。 

  １４節では、給食に係る生ごみ処理機リース料、真空冷却機リース料とし



 

－28－ 

て、４４３万３，２８０円他を支出いたしております。 

  １８節では、授業に使用する教材の備品購入費。それから、給食の例えば

保存食の冷凍冷蔵庫ですとか、そういったものを購入いたしております。 

  １９節は、小学校の米飯給食に対する補助金でございます。今、植木小学

校だけが、自校炊飯でそこでお米を炊いてますけれども、ほかの学校は、一

人ずつパックに入った御飯が配送になってますが、それとの差額がどうして

も生じますので、保護者に負担をかけないための補助金でございます。 

  ２０節は、扶助費でございます。これは学用品から、自然教室費扶助まで、

７項目扶助をしておりますが、今回対象児童数９０９人でございます。見込

みよりも少なかったことによって、不用額が生じております。 

  ２１節は、小学校給食の運転資金として、お借りしましたけれども、返済

済みのため不用額となっております。 

  以上でございます。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  １０款２項３目、教育指導費です。主に１節、市内１１小学校の学校医４

０人分及び特別支援教育支援員２３人分の報酬。 

  ２節、３５人学級編成に係る任期付教育職員３人分の給与。 

  １３節、１５小中学校教職員の健康診断等にかかる委託料、及び１９節、

教育研究や教育活動での補助金となっています。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  ９５ページの４目、学校建設費でございます。小学校のほうの学校建設費

です。これは、いわゆる躯体のほうの耐震工事は終わってるんですけれども、

今度は非構造部材の耐震化事業、トイレ改修工事を行っております。直方南、

北、西、下境小学校の建具改修。それからトイレは、南、西、新入で実施し

ております。 

  １０款３項ここから中学校費です。 

  １０款３項１目の学校管理費でございます。４中学校の施設管理費でござ

います。１１節では、主な工事としまして、二中のフェンス修繕工事という

ことで、上り坂のところのフェンスの修繕をしております。それから一中の

屋上防水修繕工事。植木中の体育館倉庫のドア工事等を行っておりまして、

そのほかは光熱水費等でございます。 

  １２節、役務費は通信料、浄化槽清掃手数料等が主なものでございます。 

  １３節では、設備の管理・保守点検に要する費用でございます。 

  １８節では、中学校給食に向けました配膳室のエアコン設置ほか、校用器
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具の購入をしております。 

  ２目、教育振興費でございます。１１節では光熱水費、各種修繕でござい

ます。 

  １３節では、パソコン運用保守管理委託料、外国語指導業務委託料、成績

管理システム保守委託料等がございます。 

  ２０節、扶助費でございます。ここでは、対象生徒数が４７３名というこ

とで、見込みより少なかったことにより、不用額が生じております。 

  ２１節は、これは中学校、今までミルク給食でございましたが、運転資金

として１００万円をお借りしましたけども返済が終わっております。 

  それから９６ページの４目、学校建設費でございます。今回は、二中の内

部工事、三中のトイレ改修工事を行っております。なお、国庫補助３分の１

でございます。直方第二中学校の校舎トイレ改修に伴う実施設計も行ってお

ります。 

  以上でございます。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  １０款４項１目、社会教育総務費です。社会教育にかかる職員の人件費が

主なものになっております。 

  次のページをお願いいたします。 

  主なものといたしまして、２節給料から４節共済費までは、職員８名分の

人件費となっております。 

  １３節、委託料は遠賀川水辺館の管理運営委託料となっております。 

  ２目公民館費です。中央公民館の維持管理及び自治区公民館への補助金が

主なものとなっております。 

  １１節、需用費ですが、館の電気料等光熱水費と施設の修繕費で、１３節

の委託料は、公民館のシルバーに委託しております休日夜間の管理の委託料、

清掃、エレベーターの保守点検経費委託料が主なものとなります。 

  １８節、備品購入費は、公民館の学習用折り畳みの長机と折り畳みの椅子

とロビーのチェアを新しく購入いたしました。 

  １９節、補助金、負担金補助及び交付金は、自治区公民館連合会補助金が

主なものとなっております。 

  ３目、社会学級費です。こちらは、公民館主催講座の運営に関する経費と

なっております。主なものといたしまして、１節報酬と４節の共済費は、社

会学級にかかる非常勤職員２名の人件費となっております。 

  １２目、文化施設費です。「ユメニティのおがた」「図書館」「歳時館」「美

術館」「石炭記念館」の文化施設５館の管理運営にかかる経費となっており
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ます。主なものといたしまして、１１節、需用費は修繕料が主なものとなっ

ております。こちらは、旧筑豊石炭鉱業組合救護訓練模擬坑道修繕工事とな

っております。 

  １３節の委託料は、文化施設５施設を指定管理に出しておりますので、そ

ちらの指定管理委託料と、先ほどの旧筑豊石炭鉱業組合直方会議所及び、救

護訓練坑道の保存対策調査業務を行いました。その委託料と美術館収蔵庫新

設に伴う工事管理委託料となっております。 

  なお、美術館収蔵庫新設に伴いまして、工事を行うときに周りの家屋の事

前調査というのを行っております。その後、工事が終わりましたら事後調査

というのを行いますが、工事の完了が３月末となりましたので、今年度２９

年度に、家屋の事後調査を調査委託料を繰り越しております。 

  次のページをお願いいたします。 

  １５節、工事請負費ですが、こちらは美術館収蔵庫を新設いたしました。

それに伴います電気設備、付帯設備、昇降機器設備等を施工いたしました。

不用額は執行残となっております。こちら、美術館収蔵庫の工期が３月中旬

となっていましたが、工期延長をいたしまして３月末に美術館収蔵庫ができ

上がっております。それに伴いまして、床貼りまで本当は２８年度に行う予

定でございましたが、床貼りができませんでしたので、次年度２９年度、床

貼りをするよう繰り越して、現在、床貼りも終わっております。 

  １８節、備品購入費ですが、「ユメニティのおがた」の大ホール舞台昇降

制御装置等、ユメニティの設備の購入費用でございます。 

  １３目、文化振興費です。市民文化祭等、文化振興にかかる経費となって

おります。主なものといたしましては、１３節の文化祭委託料を支出してお

ります。 

  １４目、青少年対策費です。成人式にかかる経費や、青少年育成会議等青

少年育成団体の活動助成にかかる経費となっております。主なものといたし

まして、１節報酬と４節共済費は、非常勤職員であります地域活動指導員２

名分の人件費です。 

  １３節委託料は、主な支出といたしまして、福智山ダムの警備、浄化槽の

委託料等となっております。 

  １９目、文化財費です。文化財の発掘調査、文化財作業室の維持管理に要

する経費となっております。１節、報酬は、文化財専門員と非常勤職員１名

の人件費でございます。２節、３節、４節は職員１名分の人件費となってお

ります。 

  １１節、需用費ですが、こちらは発掘調査にかかる消耗品と、文化財作業

室の光熱水費、昨年度、平原池ノ上遺跡発掘調査報告書の印刷製本費として
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使っております。不用額は、印刷製本費等の印刷残が主なものでございます。 

  １３節の委託料は、昨年度、直方市バーチャル博物館をホームページ上で、

開設いたしました。それの構築業務委託と、水町遺跡の維持管理委託、文化

財資料室の警備委託が主なものとなります。 

  １４節、使用料及び賃貸料ですが、発掘試掘調査にかかる重機の借上料と 

発掘調査作業員のためのトイレの借上料等となっております。 

  不用額は重機借上料の執行残となっております。 

  １８節、備品購入費は、発掘調査のときに使用します光波距離計を今回購

入させていただきました。 

  次のページです。１０款５項１目、保健体育総務費です。こちらは、スポ

ーツ振興にかかる経費となっております。主なものといたしまして、１３節

では、県民体育大会の選手出場委託料や、プール利用券助成等を行っており

ます。不用額は、プール施設使用料助成委託料の執行残が主なものとなって

おります。 

  次に、２目、体育施設費です。こちらは、体育施設６施設ありますが、そ

ちらの指定管理委託料にかかる経費となっております。 

  以上です。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  ９６ページに戻ってもらっていいですか。９６ページの１０款３項３目、

教育指導費です。これは主に、１節の市内４中学校の学校医１９人分及び特

別支援教育支援員５名分の報酬等、１３節、生徒、教職員の健康診断にかか

る委託料及び１９節の教育研究や教育活動への補助金等です。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  一応全部説明は終わりましたよね、これで。 

 

○山内委員 

  聞いてもいいですか。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  はい、どうぞ。 

 

○山内委員 

  これ、印象として、流用がいっぱいあるじゃないですか。流用、何々から
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流用とか、何々へ流用。これ、流用って何か規定がありますよね。この範囲

内やったらしてもいいとか、どんな規定でしたかね。大きくつけかえること

はできないんですよね。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  報酬等の人件費から、工事費からは持ってこられないという禁止項目がご

ざいます。 

  あとは、流用する額によりまして、最終決裁者が市長になる場合もござい

ますし、財政担当部長で終わることもございますが。 

 

○山内委員 

  これは、ふつうの感じなんですかね。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  それと、項はできない。項間はできない。款、項、目、節でありまして。 

 

○山内委員 

  項間はできないですよね。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  項のところの流用が人件費だけしかできないんですよ。その目内での流用

が、目を飛び越えた流用までは、一応所管ではできます。 

 

○山内委員 

  僕、印象だけですよ。いっぱいあったから多いなという印象を感じただけ

で、これってふつうなのかなと。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  はい、どうぞ。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  当初予算の組み方がどうだったかというところにも、波及してくるかと思

いますけれども、そうでなければ、今度の９月補正みたいに、片方では、余

っていて、片方では、新たな要求をすることになると、ちょっと歳入がそれ

に伴ってこないと、補正がつけられないので、今、割り振っている中で、流

用して使ってほしいという財政当局のお願いでもあります。 
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  ですから、場合によっては、私どもも手数料で払えるものが委託料でつい

ていたりするので、目（もく）が変わる場合もございます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  よろしいでしょうか。 

 

○山内委員 

  はい。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  次に行ってよろしいですか。 

  はい、平成２９年度の９月補正予算について。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  それでは、１ページと２ページは、総括表でございますので、３ページの

債務負担行為からの御説明とさせていただきます。 

 

○家庭支援係長（塩田礼子） 

  第２表の債務負担行為補正の説明をいたします。放課後児童健全育成事業

委託料としまして、期間平成２９年から３１年度まで３億５，０３７万円を

計上させていただいております。これは学童保育の３０年から３１年までの

契約分の補正予算として挙げさせていただいております。 

  歳出３款２項１目、児童福祉総務費でございます。設計委託料といたしま

して、３０９万４，０００円となっております。これは、北小学校にありま

す学童保育所の１棟分増設の設計委託料として挙げさせていただいておりま

す。 

  ３款２項６目、保育事業費といたしまして、中央保育園改修委託料といた

しまして、３３１万７，０００円を計上させていただいております。これは、

直方市立中央保育園のサッシが老朽化いたしまして、取りかえる必要がござ

います。２階の４カ所、１階１カ所でこの金額になっております。 

  以上です。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  ５ページをお願いします。１０款３項１目、学校管理費のうち、工事費で

２４９万７，０００円をお願いしております。これは、三中の正門の左側に、

住宅が建ちますから、フェンスが途中で切れて、正面入ってぎりぎりまでフ
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ェンスがなくて、そこまでフェンスを伸ばすための工事でございます。 

  ４目の学校建設費は、先ほど申し上げました中学校のエアコンの設計委託

料でございます。 

  以上です。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  １０款４項２目、公民館費です。１９節、負担金補助及び交付金の補助金

で９０万円を計上させていただいております。これは、直方市公民館類似施

設設置助成金で、同交付要綱に基づきまして、頓野西尾公民館の改築に対し、

助成するものでございます。 

  改修内容は、公民館内装のクロスの張りかえ、炊事場の床の張りかえ、ト

イレ玄関工事のバリアフリー工事等で、改修見積金額は、３１７万９，２６

６円となっております。直方市公民館類似施設設置助成金交付要綱第４条に

よりまして、助成金の交付基準及び額は、改築工事金額が、３００万以上２

００万円未満のものの助成額は、９０万円以内と定められております。今回、

申請があった場合のみ、補正予算に計上するものとしております。 

  次のページです。１０款５項２目、体育施設費では、１１節、需用費の修

繕料で１９４万８，０００円を計上させていただいております。こちらは、

中泉市民球場擁壁応急工事でございます。ことしの７月の下旬に球場北側の

側面を中心に１塁側スタンドと、隣接しております特別養護老人ホーム愛和

園側の階段にかけて、擁壁の一部に空隙や空洞化を確認いたしました。この

まま放置いたしますと劣化が進行し、大雨や地震の際には壁面が剥がれ落ち

る可能性も否定できないこと、また、応急な対応が必要であることから、応

急工事をするものでございます。 

  現在、定期的に空隙の切れ目の距離を計測し、劣化の進行ぐあいを確認し

ておりますが、現在のところ、変動がございません。 

  また、老朽箇所に近隣住民が近づかないようにするために住民の立ち入り

は制限する周知と、コーン等を置いて、立入禁止を制限しているところござ

います。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  よろしいですか。 

  じゃあ、次は報告事項の大きい２番目ということで、ＮＲＴ結果について。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 
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  まず、学力をはかるテストが３種類あります。一つは、ＮＲＴテストとい

うもの、それと、福岡県の学力調査、それと、全国学力・学習状況調査があ

ります。 

  まず、小学校２年生から４年生までは、ＮＲＴテストを受けています。そ

れと、小学校５年生は、県の学力調査を受けています。 

  そして、小学校６年生は、全国学力調査を受けます。これは全部国語と算

数だけです。 

  それと、中学１、２年生については、県の学力調査を受けます。これは国

語と数学です。そのほかの教科、社会と理科、特に中２は英語については、

ＮＲＴテストを受けます。 

  そして、中学３年生は、全国学力調査を受けます。ＮＲＴテストの結果と

全国学力・学習状況調査の結果が出ていますので、その部分について現在の

状況を御報告いたします。 

  まず、今、配りました１番、棒グラフのものがあると思いますが、これは、

現在の小学校２年生のＮＲＴテストの国語、算数の結果です。本日のデータ

は全て県の平均を偏差値５０としたときの各小学校の偏差値になります。 

  小学校２年生は、比べるものがありませんので、ことしの結果、棒グラフ

となります。 

  次は、折れ線グラフがついたものです。これは、現在の小学校３年生です。

現在の小学校３年生の、２年生のときのＮＲＴテストと、ことしの３年生と

してのＮＲＴテストの経年のグラフになっています。 

  よろしいでしょうか。 

  次のページは、現在の小学校４年生の２年生、３年生、現在の４年生の３

年間の経緯をあらわしたグラフになっています。 

  いいでしょうか。 

  じゃあ、もう１枚あると思いますが、小学校５年生は、県の学力調査が出

ていますが、結果は出ていませんので、データがありません。 

  次にあるものは、右の上のほうに、説明があると思いますが、平成２８年

度、県の学力調査と、平成２９年度、ことしの全国学力・学習状況調査の経

年変化になっています。下境小学校のとこに、ちょっと注釈が入っています

けど、こういうふうに見ていただいたらいいと思います。 

  平成２８年度の県の学力調査の平均を１００としたものと、ことしの全国

学力・学習状況調査の県の平均を１００としたときのデータを並べて書いて

います。 

  だから、青が一昨年前の県の調査、緑と黒がことしの全国の調査、どちら

もレベルを合わせるために、県の平均を１００としてその到達度をあらわし
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ています。だから、Ａ小で行くと、ことし６年生は、去年の県の学力では、

１１６％とっていると、で、緑は、国語Ａと、茶色が国語Ｂですけども、全

国学力の県の平均を１００としたときの到達度１１７％、１０５％というこ

とになります。 

  あと、１１小学校について、グラフを並べています。 

  次のページは、今と同じ、今度は算数について、去年の県の学力調査を県

の平均１００％としたときと、ことしの全国の調査の県の平均１００とした

ときのグラフです。いいでしょうか。 

  じゃあ、次のページに行きます。直方市中学校平成２９年度、これは、並

べるものがありませんので、棒グラフになっています。ＮＲＴテストの１年

生の社会、理科の結果と、下にあるものが、２年生の社会、理科、英語のＮ

ＲＴテストの結果です。 

  次、行ってもいいでしょうか。 

  最後のページ、これが、現在３年生です。まず左側が国語についてです。

２年生のときの県の学力の国語の結果、県の平均を１００としたときの到達

です。それと、右側の緑と茶色については、ことしの全国の学力調査の福岡

県の平均を１００としたときの到達率を書いています。右側が、数学につい

て書いています。なかなか県の平均には到達していませんけど。 

  一応、これが現在のところの小学校２年生から中学３年までの経年変化と、

県の学力、昨年度の県の学力調査です。それとことしの全国について報告い

たします。 

  何か質問がありましたら、どうぞいろんな見方がありますので、見にくい

と思いますが、追って県の学力調査が来ましたら、また、そのとき教育委員

会で報告したいと思います。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  経年変化を見ることができるデータがある場合には、同じ児童なり生徒の

集団の１年間で、伸びたのか、あるいは逆に、下がっているのかというのを

見ていただいて、そういう比較のデータがない分は、ことしの分だけ並べて

いますと。それでいいですね。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  はい。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  小学校に入るまで、ここ１年間の変化が激しい気がしますね。 
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○山内委員 

  この資料は、今月２９日に、学力検証委員会がありますよね、そのときに、

提出されて使われる資料ですか。 

 

○管理主事（右田清二） 

  いえ、違います。これは、２９日は、全国学力状況調査のみです。 

 

○山内委員 

  あ、なるほど。これについての教育委員会としての分析は、いずれ出して

もらえる。とらえ方、考え方、どこに問題があるのか。 

 

○管理主事（右田清二） 

  それについては、直方の教育の中で全般的な状況の説明をする。 

 

○山内委員 

  深いものはない。じゃあ、この資料は、どこに生かせるんですか。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  これは、今度、学力の学校別の面談がありますので、校長に提示しながら、

改善等、また、学校の研修で生かすようには話をするつもりです。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  去年から、こういう経年比較ができる分の資料をつくり出したんです。校

長の業績評価始めましたけど、１年間たって、お宅の学校は全体として同じ

子供を見たとき伸ばしていますよとか、全体に下がっていますけどというこ

とで、評価の一つの材料にしますというので、とり始めたんです。 

 

○山内委員 

  いまいちピンとこないんやけど、ここに出した意味は、教育委員さんに経

年変化を含めた直方市の小中学校の学力の実態を知ってもらうという主旨で

すか。それが一つね。これをどう生かしていくのか、今の、教育長が言われ

た校長面談の話は、ちょっと置いておくとしてね。学力の実態として、こう

いうのがデータとして出てきたときに、今後どう生かしていく考えなのかと

いう。 
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○学校教育課長（小島啓一） 

  先ほど言いましたけど、きのう校長会でも応答しましたが、県の学力実態

調査も出ておりますので、その結果を受けて、校内で分析して、どういう学

力向上に取り組んでいくかという面談がありますので、そのときに提示をし

ながら、これはよく見ると、どのタイミングって、行き当たるんですよね。

それも含めて、今後の事業改善等に生かしていただきたいという面談です。 

  ただ、あくまでも、これは、表に出しませんし、ほかの教員も目につきま

せんので、校長と事務局だけで、活用するといいますか、そういうふうに考

えています。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  よろしいですか。 

 

○山内委員 

  はい。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ほかにはございませんか。 

 

○松野委員 

  学力向上推進委員会というのは随分前からやっていますね。県から３年間

依頼があって、それが終わってからもまだ引き続き学力向上のための検討と

か推進とかの委員会をしているし、いろんな取り組みをなさっているけれど

も、ほとんど余りよくならないし、よかったと思った子が急にすこんと落ち

たりするじゃないですか。Ａ校はずっといいですけど、以前は、Ｂとかすご

くよかったじゃないですか。それが、またどんどん下がったりとかいうよう

な現実を踏まえて、どういうふうにもっていったら、学力が上がるか、学力

向上というのを重要課題にしていますというのは、いつもあるんですね、テ

ーマとして。 

  ところが、何か取り組みをしている割には、成果が見えないと、私は感じ

るんですが、それは、どういうふうに、ただ、頑張れっていうしかないんで

すかね。家庭の教育が足りないからですというしか、もうないんですかね、

ここら辺の筑豊地区の子供の学力が伸びない原因というのは、どんなふうに

お考えですか。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 
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  検証委員会は、言われたように学力向上推進地域に指定されたところにつ

いて検証委員会があって、３年が終わりまして、ことしが、２期の１年目に

なります。（通算）４年目になると。 

 

○松野委員 

  全学校ですよ。最初は、学校の数が少なかったじゃないですか。中学校は

２校と小学校が何校とか、今も全部で１５校出てきて、検討して推進のため

に取り組んであると思うんですが、成果が余り見られていないと感じるんで

すけれども。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  一つは、検証委員会で出るデータというのは、毎年、小６と中３で同じ対

象ではないというのが一つあるんですけど、取り組みは、どの学校も同じよ

うに、また改善しながらやっているんですが、もちろん、小学校１年生から

の積み上げで、中学校は、そのとき生徒に言うけれども、９年間も考えたと

きに、同じ取り組みでやっているんですけども、どうしても、そのときの、

例えば、子供たちの状況とか、教員の状況とかで、結構。 

 

○松野委員 

  ９年間というよりも、その学年で見ていかんといけんと思うんですよ。何

年前がどうで、ああでこうでじゃなくて、何年生としてはどのくらいの力を

持っているとか、そういうものじゃないかなと思うんですけどね。ことしの

子供たちは、ようないよとか、ことしは、いいよとか、そういう言い方では

なくて、全体の何年生の力というのは、大体このぐらいで、平均的について

いってほしいと、行くべきではないかと感じるんですよね。 

  だから、そこら辺のところをよろしくお願いいたします。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  検証委員会には、結果を見ていろんな学校の取り組みを出しながら。 

 

○松野委員 

  熱心ですよね。話し合いをみてたら。 

  そして、あんなに点数がよかったＢが、どうして落ちるんだろうというの

を私はとても不思議なんですね。学校間でも昔､Ｃ小学校がとてもよかった。

それが、がくっと落ちた。でも、また上がってきている。こういうのって一

体、何なんだろうと思うんですよ。指導力の問題なのか、子供の質がとか言
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われても、そうですね。だから、頑張っていただきたいということです。そ

れに関連して、今回、これ（直方の教育）を見て、身体能力も低いんだなと

びっくりしましたね。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  体力のことですか。 

 

○松野委員 

  田舎の子供だから、しっかり運動しているかと思ったら、身体能力という

のも、何ですかね、いろいろ項目があるじゃないですか、ボール投げとか、

どうのこうのとか、そういうものもすごく劣っている感じがしましてね。こ

れで、体力向上のために取り組みをやっていきたいと、これを、市報に入れ

て、皆さんにこういうふうに直方の教育としてはこういうことを頑張ってい

ますよというお知らせする、このお知らせをしているというのは、とてもす

ばらしいなと思います。それも、また重ねてですけど頑張っていただきたい

と思います。 

 

○山内委員 

  関連して、私もこの前まで学校現場におった人間やから、そちら側から言

われることもよくわかるし、松野委員さんが言われるの、本当そうでね、長

い間同じことで一生懸命学力向上を重点として取り組みながらも、成果が出

てない。ことしはよかったよねといったら次の年なったら落ちてるよねとか

ね。特にちょうど私がやめるかやめないころは中学校はよく頑張ったと言わ

れたんですよ結果として。そのころ小学校悪かった。その小学校が今中学校

にきてる。で中学校が陥没してる。で小学校が上がってる。だからそんなこ

とを繰り返してる状況でね。何かね、今までやってきた方法が本当によかっ

たのかどうかという、何かね大前提もう一回立ち返って学力向上の取り組み

のプランニングを例えば１０年計画でやっていくとかね、そんな長いスパン

の中で本当に何をやっていったらいいのかというのをもう一回検証していか

ないと、直方はかつては本当に学力の直方やったのに、今や本当に寂しい限

りで、かつては市内でも有数の学校やったとこが今陥没してるとかね。そん

なこう惨憺たる状況を改善するためには、やっぱりもう１０年とかいうスパ

ンで、こう１年１年やっていくんではなくて、１０年間見通した中でどんな

ことを最初３年は重点にやるかとか、次の５年間はとか。そういうプランニ

ングがいいんじゃないかと思うよね。学校にわっと驚くようなものを打ち込

んでいかないと行き着くところは、個々の教員の指導力の問題にもやっぱり
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返っていくだろうと思うんですね。だからそこら辺を、言うは易く行うは難

しとは非常によくわかってるんですけど、何かどっかで１回リセットしてや

るときじゃないのかなという気はします。他市の例なんかを参考にしてもい

いんじゃないかなと思うんですよね。以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ではその他にまいります。１０月の行事について。 

 

○管理主事（右田清二） 

  Ａ３の縦の１０月行事をごらんください。 

  １日、日曜日。感田小、植木小の運動会があります。２日、月曜日定例の

校長会午前中にあります。４日、水曜日、第９回保幼小中交流研究会。１０

時から新生第２保育園です。５日木曜日、植木中学校区中間報告会（新入

小）であります。１７日火曜日から、２０日金曜日まで、就学時健康検診が

１２時から中央公民館であります。それと同時に就学相談会も行います。２

７日金曜日、直方第三中学校区小中一貫教育研究発表会が北小で行われます。

２９日日曜日、ハートフル奨学金審議会が１２時からあります。 

  ２７日金曜日の、直方第三中学校区の研究発表会はＡ３用紙をごらんくだ

さい。３番の日程をごらんください。この中で今までの小中一貫教育の発表

会と一番違うところは、分散会場ではないと。北小１会場で行うということ

です。５番の公開授業の中に、義務教育の９年間が全て様子が見られるとい

うことで、小学校１年生から中学校３年生までの子供の姿を見ることができ

るというところが今までの発表会と違うところです。それと、日程の中に児

童生徒会の交流活動というのがあります。これは、児童会と生徒会の話し合

いの中で挨拶運動に取り組んでますので、それについての成果と課題を出し

合いながら改善をしていくという様子が見れると思います。それから１４時

３０分から１４時４０分にアトラクション三中合唱を聞いていただきます。

これは３年生が参加すると思いますので、義務教育３年間の一番最後の姿が

ここで見られるのではないかと思います。５番の公開授業の内容としては、

一番メインのところは真ん中にあります、合同授業。５年１組、それから三

中の１年３組の外国語活動、外国語科というところが今までにない内容とな

っております。これは来年度から小学校も英語、外国語の科になっていきま

すので、それに向けての１つの検証授業というところが見られると思います。

以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 
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  特に質問はありませんか。 

  それでは最後ですが、会議録の署名委員は渋谷委員よろしいですか。 

 

○渋谷委員 

  わかりました。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  はい、今日はどうも遅くまでありがとうございました。以上で教育委員会

を終了いたします。 

 

１７時２６分閉会 
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