
－1－

令和元年６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 令和元年６月４日（火曜日）

開 会 １５時００分

閉 会 １６時１５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

教育長職務代理者 山内健

委 員 澁谷昌樹 委 員 中村敬子

委 員 中野昭子

３．会議に出席した者の氏名

（１）事務局

教 育 部 長 安永由美子

教育総務課長 熊井康之、教育総務係長 船越健児

学校給食係長 宮崎達生、学校教育課長 川原国章

学校教育課管理主事 大塚泰信、こども育成課長 塩田礼子

文化・スポーツ推進課長 古賀 淳

（２）書 記

教育総務課長 熊井康之

４．会議式次第
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○教育総務課長（熊井康之）

本日、こども育成課が会計検査院の監査を受けているため、こども育成課

長が中座いたしますことを御了承ください。

それでは、山内委員、よろしくお願いいたします。

○山内教育長職務代理者

では、６月定例教育委員会を開会いたします。

教育委員会行事報告をごらんください。５月、６月の報告です。

５月１４日、定例の教育委員会。

５月１５日、福岡県市町村教育委員会女性教育委員研修会、中村委員、中

野委員に御出席いただきました。

１６日、木曜日、第２回第五地区教科用図書採択協議会を、第五地区の教

育長さん方にお集まりいただいて、直方市役所で協議会を開催いたしました。

第五地区というのは、直方市、宮若市、鞍手町、小竹町です。

５月１９日、中学校の体育会が、全中学校で開催されました。事故もなく、

無事に終了いたしております。

２１日、定例の教育長会議が北九州教育事務所で開催され、川原学校教育

課長に出席していただいています。

その後、第２回教科用図書調査研究協議会がありまして、私が出席させて

いただきました。

北九州教育事務所管内の教科用図書の調査研究を行う組織の会議です。

引き続き、北九州地区市町教育委員会連絡協議会総会、研修会がございま

した。これは私と中野委員で出席させていただきました。

２６日、日曜日、記載してある小学校で運動会が開催され、事故もなく無

事に終了いたしております。

６月２日、日曜日、文連のつどいがユメニティで開催され、子供たちから

お年寄りまで、それぞれ日ごろの活動の成果を発表されていました。

私、部長、関連のある部署の課長が出席いたしました。

３日、６月の定例校長会が開催され、終了後、学校給食会の総会を開催い

たしました。

本日が６月の定例教育委員会ですが、開会以前に第１回不祥事防止対策検

討委員会を開催して、この１年間の計画等について話し合いをいたしており

ます。以上が報告です。

予定です。６月６日、第五地区教科用図書採択事務説明会です。

各学校の先生にお集まりいただき、議会を編成して教科書の調査検収をし

ていただくという採択の準備がスタートする予定です。
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裏面、１４日の金曜日、直方市ＰＴＡ連合会の研修会です。

２１日、金曜日に６月定例議会の告示があって、２８日から議会が開会い

たします。

２８日が提案説明、１日から３日が一般質問、５日が質疑、８日の月曜日

から委員会というスケジュールで進行していく予定となっております。

７月１日が定例校長会議、９日が定例の教育委員会です。

以上ですが、よろしいでしょうか。

議会が６月２８日から開会をいたしますが、恐らくこの議会の中で新しい

教育長の人事等が決せられるものと推測されます。

今のところはわからないのですが、この先、一定の短い期間の中で話が進

んでいく可能性があり、各教育委員には急遽お集まりいただくような場合も

想定されます。

その折には事務局から連絡をいたしますので、いろいろお忙しいと思いま

すがよろしく御協力をお願いいたします。

それに伴って、７月定例教育委員会は９日開催予定ですが、変更の可能性

もあるということをお知りおきください。

以上で報告を終わらせていただきます。では、議案に入ります。

まず、議案第７号、令和元年度６月補正予算について。

○こども育成課長（塩田礼子）

こども育成課、６月補正について御説明いたします。

３款２項２目児童措置費でございます。消耗品費、役務費、備品購入費、

扶助費ということで、補正額１３４万１，０００円を計上させていただいて

おります。

説明のほうに書かせていただいておりますが、未婚の児童扶養手当受給者

に対する給付費が、１０月の消費増税に合わせて一回だけ交付されることに

なっております。

対象は、児童扶養手当の支給を受けている父または母で、基準日である令

和元年１０月３１日に婚姻をしたことがない者、戸籍上結婚をしたことがな

い人、また基準日において事実上婚姻関係と同様の事情にない者に対して支

給される給付金でございます。

額は１万７，５００円。申請受け付けは８月の児童扶養手当の現況届と同

時に行いまして、１１月の児童扶養手当の支給のときに同時にこの手当てに

ついても支給を行うものとなっております。

３款２項６目保育事業費の委託料では、電算システム改修委託料といたし

まして、１０月の保育料無償化の対応のためシステムの改修を行う必要がご
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ざいまして、２５０万３，０００円の計上をさせていただいております。

○学校教育課長（川原国章）

学校教育課、１０款３項中学校費３目の教育指導費です。

県の学力向上重点校を、今年から３年間、直方第三中学校区が受けました。

１年目、県からの研究費が１０万円出ますけど、その補正です。

研修会等講師謝金が６万６，０００円、研修資料・参考図書が消耗品とし

て３万４，０００円となっています。

○文化・スポーツ推進課長 古賀 淳

４項２目公民館費１１節需用費で１１万５，０００円を計上いたしており

ます。

昨年６月大阪北部地震を契機にブロックの安全点検を行いまして、今回、

予算が獲得できましたので改修しようとするものです。

場所は、公民館と藤や食堂さんとの間の県道に面したところ、１２目の文

化施設では、谷尾美術館の裏とアートスペース谷尾の境酒屋さんとの間、そ

れから歳時館の駐車場の周りを修繕しております。

費用の内訳といたしましては、１００％が起債の充当になりまして、その

うちの交付税処置が７０％と優位な状況になっておりますので、山部の野球

場と社会福祉協議会の間のブロック塀、今は事故が起こらないようにその手

前にフェンスを置いて用心しておりますけれども、来年度はそこの改修を考

えております。

１９目文化財費におきまして１６８万２，０００円を計上いたしておりま

す。１点目は、８９万円を直方市古町の個人住宅建設に伴う埋蔵文化財の試

掘でございます。場所は、前田園さん、古町のちょうど十字路になっている

ところに江戸時代の町屋のでこぼこ柱の跡とか水路の跡とか出ております。

もう一点は、はな公園の先のほうに直方市の指定遺跡、永満寺宅間窯跡と

いうのがございまして、そこの土地が市に寄贈されましたが、そこにフェン

スを作製することと草刈委託費の合計７９万２，０００円の補正要求をいた

しております。

以上、議案７号について説明いたしました。よろしくお願いいたします。

○山内教育長職務代理者

質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

（はいという声）
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○山内教育長職務代理者

それでは、採決に移ります。令和元年度６月補正予算について、承認され

る委員の方は挙手をお願いいたします。

（挙手）

○山内教育長職務代理者

承認されました。続いて議案第８号、結核対策委員会委員の委嘱について。

○中村委員

承認後にすいません。歳入項目の一番下にある中央保育園出資金返還金と

は何でしょうか。

○山内教育長職務代理者

質問ですね。回答お願いします。

○こども育成課長（塩田礼子）

こども育成課所管の直方市立中央保育園の指定管理者が４月に一般財団法

人から社会福祉法人になったことにより、直方市から一般財団法人に出資し

ていた６３０万円を返していただくこととなり、その金額を計上しています。

○中村委員

わかりました。

○山内教育長職務代理者

先ほど承認されましたので、次の議案第８号、結核対策委員会委員の委嘱

について。お願いします。

○学校教育課長（川原国章）

資料２をごらんください。議案第８号、結核対策委員会委員の委嘱につい

てです。

提案理由は、結核対策委員会規則第３条の規定により提案するものであり

ます。座って説明させていただきます。

３枚目の補足資料の結核対策委員会規則をご覧ください。

結核対策委員会規則の第３条、委員会の委員は、次に掲げる者のうちから

直方市教育委員会が委嘱するとなっております。
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福岡県において結核対策を所轄する部署等の職員、直方鞍手医師会から選

出された医師、結核の専門医、直方市立小中学校の学校医の中から、直方市

立小学校校長、直方市立中学校校長、直方市立小学校の養護教諭、同じく中

学校の養護教諭にて構成され、任期は１年、再任は妨げないというのが４条

になっております。

結核対策委員会委員名簿ですが、ここに掲載している８名を委員として承

認していただきたく提案しております。

今回、各学校の校長代表や養護教諭からの選出が遅れたため、この時期の

承認をお伺いすることになりました。申しわけございません。

○山内教育長職務代理者

結核対策委員会の委員の委嘱について、御質問、御意見等ありませんか。

よろしいですか。

（はいという声）

○山内教育長職務代理者

採決に移ります。委員の委嘱について、賛成の委員は挙手をお願いいたし

ます。

（挙手）

○山内教育長職務代理者

承認されました。

続いて、議案第９号直方市公民館条例の一部を改正する条例について、議

案第１０号直方市体育施設条例の一部を改正する条例について、議案第１３

号直方市公民館条例施行規則の一部を改正する教育委員会規則について、議

案第１４号直方市体育施設条例施行規則の一部を改正する教育委員会規則に

ついて、一括で提案をお願いします。

○文化・スポーツ推進課長（古賀 淳）

議案第９号、１０号、１３号、１４号については、一括で説明させていた

だきます。

提案理由は、直方市教育委員会事務委任規則第２条第１項第２号の規定に

よるものでございます。

本件は、本年１０月に予定されている消費税の引き上げに伴う施設及び附
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属設備等の使用料を改正しようとするものでございます。

各条例及び条例施行規則の新旧対照表において改正前及び改正後の使用料

の詳細を示しておりますので、お開き下さい。左側が新で右側が旧でござい

ます。

公民館条例施行規則におきましては、関係様式も改正いたしております。

附則といたしまして、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な

改革を行うための消費税の一部を改正する等の法律第３条の規定の施行日か

ら施行するとしております。

経過措置として、議案第９号及び第１０号では、この条例による改正後の

条例の規定にかかわらず、この条例の施行日の前に施行日以後の使用につい

て許可を受けたものの納入するべき額については、なお従前の例によるとい

たします。

議案第１３号及び１４号では、この規則の施行前に改正前の直方市公民館

条例施行規則の規定によって行った処分または手続は、改正後の直方市公民

館条例施行規則の規定による処分または手続とみなすということにいたして

おります。

以上、９号、１０号、１３号、１４号について御説明をいたしました。

○教育部長（安永由美子）

資料番号が間違っておりまして申しわけございません。

資料３の公民館条例の一部を改正する条例についてのあとにつけておりま

す資料が直方市立図書館条例一部を改正する条例の資料となっております。

○山内教育長職務代理者

議案第９号の資料は、どこにあるのでしょうか。

○文化・スポーツ推進課長（古賀 淳）

差しかえの時間をいただけないでしょうか。

○山内教育長職務代理者

では、議案第９号は後に回します。

議案第１０号、体育施設条例の一部を改正する条例、議案第１３号、公民

館条例施行規則の一部を改正する教育委員会規則について、議案第１４号、

体育施設条例施行規則の一部を改正する教育委員会規則について審議いたし

ます。
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○中村委員

端的に言うと、消費税額が変わることによる改正でしょうか。

○文化・スポーツ推進課長（古賀 淳）

１０月から消費税が増税されるという見込みで動いておりまして、それに

伴う使用料等の見直しでございます。

経過措置として附則については、この規定にかかわらず既に許可を受けた

ものや納入すべき額については、現行の規定によるという意味でございます。

○中村委員

わかりました。

○山内教育長職務代理者

採決は一件ずつ行います。

議案第１０号、直方市体育施設条例の一部を改正する条例について、賛成

の委員は挙手をお願いいたします。

（挙手）

○山内教育長職務代理者

議案第１３号、直方市公民館条例施行規則の一部を改正する教育委員会規

則について、賛成の委員は挙手をお願いいたします。

（挙手）

○山内教育長職務代理者

引き続き議案第１４号、直方市体育施設条例施行規則の一部を改正する教

育委員会規則について、賛成の委員は挙手をお願いいたします。

（挙手）

○山内教育長職務代理者

議案第９号については、後に回します。

では、議案第１１号、直方市営駐車場条例の一部を改正する条例について、

議案第１２号、直方市立図書館条例の一部を改正する条例について、議案第

１５号、直方市立図書館条例施行規則の一部を改正する教育委員会規則につ
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いて、これらも一括で提案をお願いいたします。

○教育部長（安永由美子）

議案第１１号、直方市営駐車場条例の一部を改正する条例について、以下

１２号、１５号の３議案を一括で提案いたします。

提案理由は、直方市教育委員会事務委任規則第２条第１項第２号の規定よ

るものであります。

資料は５、６及び９でございます。座って説明をさせていただきます。

本条例は、直方市立図書館南側に設置されております直方駅西口広場駐車

場について、市営駐車場から外して図書館駐車場として位置づけようとする

ものでございます。

当該駐車場につきましては、利用者の大半が図書館の利用者であったこと

から、平成２７年度に、土木課から当時の教育総務課に移管されておりまし

たが、関係条例が未整備であったため改めようとするものでございます。

新旧対照表にて御説明いたしますので、資料５をごらんください。

左側が新で右側が旧でございます。

別表第１、別表第２、別表第３それぞれから直方駅西口広場駐車場にかか

る部分を削除いたしております。

続きまして、資料６の直方市立図書館条例の一部を改正する条例の新旧対

照表をごらんください。

第２条の２を新設いたしまして、図書館施設の構成を図書館の建物と駐車

場と明記し、第８条において、駐車場の管理を規則で定め使用料を徴収する

ことを規定しております。

第１２条において、利用料金を指定管理者の収入とすることができるとし

ており、その場合は使用料を利用料金と読みかえることができるとする条文

を新設しております。

続きまして、資料９の直方市立図書館条例施行規則の一部を改正する教育

委員会規則の新旧対照表をごらんください。

駐車場の利用にかかる規定を第１５条第１項から第５項まで新たに定めま

して、第１６条で指定管理者による管理を新設いたしております。

附則といたしまして、令和元年８月１日から施行するといたしております。

議案第１１号、１２号及び１５号について説明いたしました。よろしくお

願いいたします。

○山内教育長職務代理者

質問、意見がございましたらお願いします。よろしいですか。
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（はいという声）

○山内教育長職務代理者

採決に移ります。

議案第１１号、直方市営駐車場条例の一部を改正する条例について、賛成

の委員は挙手をお願いいたします。

（挙手）

○山内教育長職務代理者

続いて、議案第１２号、直方市立図書館条例の一部を改正する条例につい

て、賛成の委員は挙手をお願いいたします。

（挙手）

○山内教育長職務代理者

続いて、議案第１５号、直方市立図書館条例施行規則の一部を改正する教

育委員会規則について、賛成の委員は挙手をお願いいたします。

（挙手）

○山内教育長職務代理者

３議案は承認されました。

次に、議案第１６号、直方市立中央保育園指定管理者の再指定について。

○こども育成課長（塩田礼子）

議案第１６号、直方市立中央保育園指定管理者の再指定について、提案理

由、直方市教育委員会事務委任規則第２条第１項第５号の規定により提案す

るものであります。座って説明させていただきます。

本案は、直方市公の施設にかかる指定管理者の指定手続等に関する条例及

び直方市立保育所条例に基づきまして、直方市立中央保育園指定管理者の再

指定を行うものでございます。

平成２７年１２月議会におきまして、平成２８年４月１日から平成３３年

３月３１日までの５年間、一般財団法人直方市福祉会を中央保育園の指定管

理者として指定し、現在まで同保育園の管理運営を行っていただいておりま

すが、このたびこの一般財団法人が解散いたしまして社会福祉法人へ移行す



－11－

ることとなるため、移行後の社会福祉法人を指定管理者として再指定するも

のでございます。

それでは、議案について御説明いたします。２ページ目をごらんください。

平成２７年１２月１０日議案第９７号で議決を得た直方市立中央保育園指

定管理者を、次のとおり再指定する。

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称、直方市立中央保育

園に指定管理者となる団体の名称代表者及び住所または所在地、社会福祉法

人直方中央福祉会、理事、中村優子、住所、直方市知古一丁目７番１６号、

指定管理者に管理を行わせようとする期間、令和元年８月１日から令和３年

３月３１日までの１年８カ月とするものでございます。

よろしくお願いいたします。

○山内教育長職務代理者

議案第１６号、直方市立中央保育園指定管理者の再指定については、平成

２７年１２月１０日議案第９７号で議決を得た直方市立若草保育園が、中央

保育園に修正されて提案されたということです。

質問等ございましたらどうぞ。

○中村委員

若草保育園はもう市立ではないのですか。

○こども育成課長（塩田礼子）

そうです。

○中村委員

社会福祉法人でも市立の保育園の指定管理を受けられるということですか。

○こども育成課長（塩田礼子）

そうです。

○中村委員

若草保育園は法人に譲渡し、もう市立ではないと思いますが、その理由を

おしえてください。

○こども育成課長（塩田礼子）

若草保育園は、指定管理者に建物や土地などを直方市が提供して、公設民
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営という形で運営を行っていました。

建物を譲渡した社会福祉法人の子育ての里福祉会に、公設のときから管理

運営をお願いしていた形です。

中央保育園については、現在管理運営しているのは一般財団法人ですが、

今回、その一般財団法人は社会福祉法人に形態が変わりますが、直方市が建

物や土地を提供するという状況は変わりません。

しかし、若草保育園と同様、将来的には民設民営という方針は持っており

ます。

○中村委員

出資金を返還されたりしていますが、建物や土地は直方市のままというこ

とでしょうか。

○こども育成課長（塩田礼子）

直方市のものでございます。

○中村委員

法人の経営はどうなるのですか。

○こども育成課長（塩田礼子）

民間の法人です。その法人の形態が一般財団法人から社会福祉法人にかわ

ります。

一般財団法人には直方市から出資金を出していましたが、新たな社会福祉

法人には出資金を出さないため、返していただくことになっています。

○中村委員

今までは教育部長が理事になっていましたが、今後は役員に入らないとい

うことですか。

○教育総務課長（熊井康之）

一般財団法人のときは、教育部長が業務執行理事として入っておりました

けれども、今後は新しい社会福祉法人が選任した理事の方々が法人の運営を

行っていくことになります。

出資金についてですが、出資をすることで運営にかかわる権利を持ってい

ましたが、社会福祉法人になったことで、独立した法人として運営を行って

いくことになります。
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○中村委員

わかりました。

○山内教育長職務代理者

では、議案第１６号、直方市立中央保育園指定管理者の再指定について、

賛成の委員は挙手をお願いいたします。

（挙手）

○山内教育長職務代理者

承認されました。続いて４議案を一括で提案お願いします。

○教育部長（安永由美子）

議案第１７号、直方市社会教育委員の委嘱について、議案第１８号、直方

市立図書館協議会委員の委嘱について、議案第１９号、直方市公民館運営審

議会委員の委嘱について、議案第２０号、直方市男女共同参画審議会委員の

委嘱についての４議案について、直方市教育委員会事務委任規則第２条第１

項第１０号の規定により提案いたします。

資料は１１から１４をごらんください。着座にて説明させていただきます。

４月の直方市議会議員選挙に伴いまして、教育民生常任委員会より選出の

委員に変更がありましたことから、新たに委員の委嘱を行なおうとするもの

でございます。アンダーラインを引いている委員が新たに委嘱したい委員と

なっております。

議案第１９号、直方市公民館運営審議会委員につきましては、５月３０日

の直方市自治区公民館連合会総会において会長が交代したため、新たな委員

候補として選出されたところでございます。

今回の任期は、それぞれの残任期間となっております。

以上、第１７号から２０号までの４議案について御説明いたしました。

○山内教育長職務代理者

議案１７号から２０号まで、質問等がございましたらお願いいたします。

よろしいですか。

（はいという声）

○山内教育長職務代理者
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議案第１７号、直方市社会教育委員の委嘱について、賛成の委員は挙手を

お願いいたします。

（挙手）

○山内教育長職務代理者

続いて、議案第１８号、直方市立図書館協議会委員の委嘱について、賛成

の委員は挙手をお願いいたします。

（挙手）

○山内教育長職務代理者

議案第１９号、直方市公民館運営審議会委員の委嘱について、賛成の委員

は挙手をお願いいたします。

（挙手）

○山内教育長職務代理者

議案第２０号、直方市男女共同参画審議会委員の委嘱について、賛成の委

員は挙手をお願いいたします。

（挙手）

○山内教育長職務代理者

４議案は承認をいただきました。

次に、議案第２１号、直方市立学校施設等使用条例の一部を改正する条例

について。

○教育総務係長（船越健児）

議案第２１号、直方市立学校施設等使用条例の一部を改正する条例につい

て説明させていただきます。

資料は１５番をお願いいたします。着座にて御説明させていただきます。

直方市立学校施設等使用条例の一部を改正する条例は、直方市立学校施設、

運動場、会議室、調理室、また運動場の照明を利用する際の使用料について

定めたものでございます。

３枚目の新旧対照表をお願いいたします。
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これも今回の消費税増税に伴って変更をかけるものでございます。

新旧対照表をご覧ください。右側が旧で左側が新になっております。

旧の条例では、消費税５％の金額の設定となっておりますが、今回、左側

の新にありますように、外税方式に変更いたします。

よって、旧の料金を１０５％で割ってもともとの原価を定めたものが、左

側別表の４、上からの１６０円、８０円、３３０円、３５０円となっており

ます。

これに新たな消費税率で１１０％をかけると、運動場は１７０円、会議室

は８０円と変わりませんが、調理室が３６０円、運動場の照明は３８０円と

変わることになります。以上です。

○山内教育長職務代理者

質問はございませんか。どうぞ。

○澁谷委員

屋内運動場とは体育館のことでしょうか。

○教育総務係長（船越健児）

はい、体育館です。

○澁谷委員

わかりました。

○山内教育長職務代理者

ほかにございませんか。

（ないですという声）

○山内教育長職務代理者

では、採決に移ります。議案第２１号、直方市立学校施設等使用条例の一

部を改正する条例について、賛成の委員の方は挙手をお願いいたします。

（挙手）

○山内教育長職務代理者

承認いただきました。



－16－

○山内教育長職務代理者

修正された議案第９号の資料が配付されました。

先ほど説明はございましたので、再度、目を通していただいて、質問等が

あればお受けしたいと思います。

○山内教育長職務代理者

よろしいでしょうか。採決に入ります。

議案第９号、直方市公民館条例の一部を改正する条例について、賛成の委

員は挙手をお願いいたします。

（挙手）

○山内教育長職務代理者

以上で、議案は全て終了いたしました。協議事項にはいります。

平成３０年度直方市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況

についての点検及び評価報告について。

○教育総務課長（熊井康之）

平成３０年度直方市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況

についての点検及び評価報告について説明させていただきます。

本日は、報告書の構成について説明させていただき、次回の教育委員会に

て意見をいただきたいと考えております。

その後、速やかに２名の評価委員に内容を点検、評価いただきまして、８

月の教育委員会で最終確認をし、９月議会に提出してまいりたいと考えてい

ます。

それでは、資料１６をお願いいたします。

２ページには、法律における報告書の位置づけ、点検・評価の対象及び方

法、評価基準の考え方などについて、記載しているところでございます。

３ページ、４ページ、５ページは、平成３０年度の定例、臨時の教育委員

会の開催日時、議題、報告についての内容を記載しています。

また、３ページには、教育委員の名簿を掲載しております。

６ページから先は各課の評価シートとなっており、９ページまでが教育総

務課、１０ページから１９ページまでが学校教育課、２０ページから２３ペ

ージまでが文化・スポーツ推進課、２４ページがこども育成課となっており

ます。

２５ページ以降は、事務事業評価シートの関係分を添付しています。
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この後に、評価委員２名からの意見書を添付するようになります。

教育委員の皆様には、次回の教育委員会にて、報告書の内容に対する意見

をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○山内教育長職務代理者

目を通していただいて、７月の定例教育委員会で教育委員さん方の意見を

集約していきたいと思います。

続いての報告事項、中学校給食牛乳の経過について。

○学校給食係長（宮崎達生）

中学校給食牛乳の経過について報告いたしますので、資料１７をごらんく

ださい。座って説明させていただきます。

昨年度、定例教育委員会で何度か報告申し上げた内容をまとめたものとな

っております。

中学校給食が選択制給食ということで、福岡県の学校給食会から牛乳の供

給がされず、昨年４月から直方市がニシラク乳業と直接契約を結び対応して

おります。

そのことにより、４７.１７円が６０円となっております。

福岡県と何度も協議いたしましたけれども、記載のとおり、全員飲用が前

提でないと福岡県学校給食会からの提供はできないと県からはっきりと言わ

れております。

農林水産省にも問い合わせをしましたが、最終的には県が決めることと言

われましたので、我々としては、これ以上の譲歩を引き出すことはできない

状況です。

昨年度は、ニシラク乳業と随意契約をしましたが、できるだけ安く提供し

ていきたいということで、３月に冷蔵食品卸業者と合わせて入札を行いまし

た。

結果、ニシラク乳業にさらに価格を下げていただき契約いたしましたが、

単価は５５円でありまして、平成３１年度、令和元年度の県給食会の牛乳単

価が４７．８２円ですので、依然として差額はあります。

令和元年度予算において補助金予算措置をしておりますので交付をする予

定でございます。以上、簡単ではございますが説明は終わります。

○山内教育長職務代理者

報告は終わりました。質問等はございませんか。
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○中村委員

この補助金は、おいくらなのですか。

○教育総務係長（船越健児）

３０年度で１５０万。３１年度、令和元年度についても予算上では１５０

万ですが、若干１５０万を切れるのではないかなと思います。

○中村委員

わかりました。この方向性は今後も続く予定ですか。

○教育総務課長（熊井康之）

この方向性は変えるべきと考えておりますが、まず教育委員会事務局で考

え方を整理し、教育委員の皆様にお諮りしていきたいと思っています。

早速、明日、部長と私と係長で県に挨拶に行きますが、改めて協議をお願

いしてまいります。

○中村委員

ありがとうございます。

○山内教育長職務代理者

この件は、改めてお話があるということですね。

次に、公益財団法人直方文化青少年協会の経営状況について。

○教育部長（安永由美子）

公益財団法人直方文化青少年協会の経営状況について、資料１８をごらん

ください。

公益財団法人直方文化青少年協会は、文化施設６施設の指定管理を行って

おります。この件につきまして、地方自治法第２４３条の３の第２項の規定

により議会に報告する義務がございますので、今回報告させていただきたい

と考えております

資料は、３０年度事業及び決算の報告、令和元年度の事業計画、予算とな

っております。

３０年度は、市民と連携した事業展開や管理する施設の特徴を生かした事

業に取り組むとともに、ハード面の整備を行い、利用者増を目指してまいり

ます。詳細につきましては、後ほどお目通しいただければと思います。

よろしくお願いいたします。
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○山内教育長職務代理者

文化青少年協会の経営状況についての説明がありましたが、いかがでしょ

うか。

○教育部長（安永由美子）

持ち帰ってお目通しいただいて、意見等ございましたら反映させてまいり

ますので、ご連絡ください。

○山内教育長職務代理者

次に、一般財団法人直方市福祉会の経営状況について。

○こども育成課長（塩田礼子）

一般財団法人直方市福祉会の経営状況報告について、資料１９をごらんく

ださい。

地方自治法２４４条の５による経営状況の報告でございます。

中央保育園の平成３０年度事業報告と決算、令和元年度の事業計画と予算

について記載させていただいております。

本件についても持ち帰ってお目通しいただき、意見があれば連絡ください。

○山内教育長職務代理者

この場ですぐ意見と言われても難しいため、意見等あれば連絡していただ

くということでお願いいたします。

続いて、直方市男女共同参画センター条例の一部を改正する条例について、

並びに直方市男女共同参画センター条例施行規則の一部を改正する規則につ

いて、一括でお願いいたします。

○文化・スポーツ推進課長（古賀 淳）

直方市男女共同参画センターの管理運営に関することは、市長の権限に属

する事務を委員会の事務を補助する職員に執行させる補助執行業務となりま

すので、報告事項とさせていただきます。

直方市男女共同参画センター条例の一部を改正する条例及び直方市男女共

同参画センター条例施行規則の一部を改正する規則についてを一括して説明

させていただきます。資料番号は２０番、２１番でございます。

今回の改正も消費税率の引き上げに伴い施設及び附属設備の使用料の一部

を改正しようとするものでございます。

条例及び条例施行規則の新旧対照表において改正前及び改正後の使用料金
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を示しておりますのでごらんいただきたいと思います。

新旧対照表の左が新で右が旧です。

改定分の税率を掛けまして１円の端数を削っていることから、金額は変わ

らないところと、１０円、２０円変わるという部分がございます。

附則といたしまして、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な

改革を行うための消費税の一部を改正する等の法律第３条の規定の施行の日

から施行するとなっております。

消費税増税が何らかの影響で延びた場合に連動するということと、もう一

つは手続として既に使用料を払ってしまっている場合は新たに負担を求めな

いという附則になっています。

○山内教育長職務代理者

よろしいですか。その他に移らせていただきます。７月行事です。

○学校教育課管理主事（大塚泰信）

令和元年度７月行事予定について説明いたします。

１日、定例校長会議を、中央公民館で１５時３０分から行うようにしてい

ます。

９日、定例教育委員会を予定していますが、教育長の関係で流動的な状況

です。

１１日、臨時教育委員会を市教委訪問の後行うように設定しておりますが、

場所は下境小学校を予定しておりますが、まだ決定ではございません。

１１日の直方市教育委員会訪問は、時間が決まりましたら委員の皆様に連

絡いたしますのでよろしくお願いいたします。

１６日から１８日まで教育長面談です。学校長が出す教育活動表に基づい

て教育長と学校長が面談するようになっております。

１９日が終業式、２９日は読書リーダー養成講座を市立図書館で行います。

３０日、３１日が小学生英語ひろばということで、昨日の定例校長会議に

おいて通知しているところでございます。以上です。

○山内教育長職務代理者

７月行事ですが、よろしいですか。

続いて、九州地区市町村教育委員会研修大会の参加について。

○教育総務課長（熊井康之）

前回の教育委員会で提案させていただきました、８月１日、２日、大分県
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大分市で開催されます市町村教育委員会研修大会でございますけれども、予

算の関係上で２名しか参加できません。

そのうち１名は教育長となるため、教育委員は１名となります。

御都合のつく委員はいらっしゃいますか。

○澁谷委員

行ってもかまいませんが。

○山内教育長職務代理者

澁谷委員、お願いできますでしょうか。

○教育総務課長（熊井康之）

教育長が着任いたしましたら、改めて調整させていただきます。

よろしくお願いします。

○山内教育長職務代理者

次に、会議録署名委員の指名について。

○教育総務課長（熊井康之）

６月は山内委員の順となっておりますが、職務代理者として署名していた

だくことになりますので、順番を変えて中村委員にお願いします。

○中村委員

はい、わかりました。

○こども育成課長（塩田礼子）

里帰り出産中の家族が、この要綱で風しんの予防接種を受けることができ

るかどうかについて、報告させてください。

前回、持ち帰り調べた結果、広く予防をということで受けることができま

すことを報告させていただきます。

○中村委員

手続きも合わせて、周知はどのように行っていかれる予定ですか。

○こども育成課長（塩田礼子）

市報とホームページに掲載し、周知してまいります。
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○教育総務係長（舩越健児）

長寿命化計画ですが、冊子となりましたので、皆様に一部ずつお配りして

おりますので、お目通しいただければと思います。

○山内教育長職務代理者

議案第２２号の教科書関係については、関係職員で審議していきたいと思

いますので、いったん会議を区切らせていただきます。

（議案第２２号の審議は非公開）

署名）

直方市教育委員会教育長職務代理者

山内 健

（署名）

直方市教育委員

中村 敬子


