
 

－1－ 

平成３０年３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３月６日（火曜日） 

開 会 １５時２７分 

閉 会 １６時２５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、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、 

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。おそろいですので、３月定例教育委員会を始めさせ

ていただきます。 

  最初に、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。 

  資料・教育委員会行事報告をごらんください。２月定例教育委員会が２月

１３日に開催をされました。 

  翌日の１４日、直方市学校保健研修会が中央公民館で開催をされまして、

開催の挨拶を行いました。 

  １７日の土曜日が、エクセレントガーデン迎賓館で石田一人元市会議員の

叙勲祝賀会が開催されまして、それに参加をいたしました。 

  ２０日が中学校教科等研究集会、植木中学校で開催をされまして、これも

開会の挨拶を行いました。 

  ２１日、初任者研修・新規採用栄養教諭の研修閉講式ということで、これ

は、北九州教育事務所管内の新採の先生方が集まったわけですが、これに参

加をいたしました。 

  翌２２日が延び延びになってました中間・宮若・直方の教育委員会の交流

会。 

  そして２３日、これは、直方市内の初任者研修閉講式、これを行いまして、

ここでは私が時間の関係で２０分ちょっとぐらいお話をさせていただきまし

た。その同じ日に、直方市小中学校校務運営研究会の懇親会が開催をされま

した。 

  ２５日の日曜日、山内前教育委員さんの叙勲祝賀会が、これはホテル日航

福岡で開催をされまして、それに参加をいたしました。 

  ３月に入りまして、１日が定例校長会議。これは人事異動に関するお願い

と、３０年度新規採用教員数等について報告をいたしました。 

  ３月２日、これは去年の新採教員に行なわなかったので、２年間の新採教

員を集めて駅前の毘沙門天で懇親会を行って。 

  そして、６日が今日ということで、３月定例教育委員会をやっております。 

  裏をごらんください。また詳しい説明、後であるかと思いますが、ざっと

見ていきますと、３月９日が市立中学校卒業式。 

  １１日には、“福地校区いきいきフェスタ２０１８”に参加をする予定に

なってます。 
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  あと、小学校卒業式が１５日、１６日。 

  １７日の土曜日は、これも後で御案内がございますが、筑農石炭鉱業組合

シンポジウムが中央公民館で開催をされます。 

  １９日は、教育研究所の２年次研究員修了式。 

  ２０日が、不祥事防止対策検討委員会。それから、直方市教育研究所運営

委員会が予定をされています。 

  ２１日の祭日ですが、ハートフル奨学金追加募集審議会が予定をされてい

ます。 

  ２３日が管内教育長会議ということで、まだ教育事務所は、はっきりとは

言わないんですが、おそらくこの日に内示があって、それを受けて臨時校長

会議ということになるかと思います。 

  ２９日が、長期派遣研修員修了式ということで、県教育センターに行く予

定です。 

  ３０日臨時校長会議。その他の行事が入ってます。 

  以上で報告を終わらせていただきますが、何か質問等ございましたら、お

願いいたします。 

  次にいってよろしいですか。 

  次は、予定では議案の審議ということになってますが、ちょっと都合があ

りますので、これ一番最後に回してもよろしいでしょうか。 

  それでは、協議事項から入りたいと思いますが。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  先進地視察でございますが、新年度予算ですので、議会の議決をいただい

てから正式なお話になると思いますが、あらかた候補地なり等をお伺いした

いということで、協議事項に挙げさせていただいております。 

  ２年に１回先進地視察ということで、場所としては関西以西ということで、

一部いろいろやりくりをしてちょっと遠くまで行っていただいたこともござ

いますけれども、１泊２日で先進地を視察するということでございます。大

体、諸行事等からいいましたら秋口、１０月ぐらいの日程で、１泊２日で組

んでるところでございます。 

  従来は施設を見る視察と、授業・ソフトの面を見る視察と交互に行ってき

たわけでございますけれども、先般からも申し上げましたように、新しく一

貫校なり、学校の施設をどうのこうのというのは今のところしないというこ

とになってますので、できればソフト面の視察ということで、どこか御希望

のところを候補地としておっしゃっていただければ、こちらの方でいろいろ

また調査をいたしまして絞り込みをさせていただきたいと考えておりますが、
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いかがでございましょうか。 

 

○澁谷委員 

  前回は、英語教育というテーマがあって、それに向けて候補地選定をされ

たと思うんですけど。 

  今回のテーマを何にするかということが明確になってない。何を視察に行

くのかということを先にしたいと思っております。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  今日、ここですぐ決めるっていうことでなくてもいいわけですよね。 

  ただ、次の機会にテーマとしてはこういうものはどうでしょうかというよ

うなことを御相談したほうがよろしいかなと思うんですけど。 

 

○澁谷委員 

  いろいろあると思うけど。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  では、こちら事務局でも一応、幾つかテーマを考えておきたいと思います

が、特に教育委員さん方で、こういうことで行ってみたいというのがあれば、

またそのときに、御意見を伺えればと思いますが、よろしいですか。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  よろしくお願いいたします。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  それでは、報告事項に移りたいと思います。 

  「平成３０年３月定例会一般質問について」です。お願いします。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  では、資料３をごらんください。 

一般質問は先週４日間通じて行われました。 

  まず１番目、安永浩之議員の「２、中学校給食の現状について」、喫食率

をお尋ねになりました。４０数％いうことで、目標６０％に達していない、

その中で私どもがどういうふうな施策をとっていくのかというようなお尋ね

でございました。 

  それから４、松田昇議員でございますけれども、「今後の事業計画につい
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て」ということで、松田議員は植木にお住まいですので、かねてから植木の

事業にかかる天神橋、メカトロビジネスタウン、それから旧筑豊高校につい

てのお話でございました。 

  前回の教育委員会でお話ししたとおり、当面旧筑豊高校で小中一貫校を建

てることは難しく、その活用については今後検討していくという、これは市

長に直接お尋ねになられましたので、市長が答弁をされました。 

  ５、河野祥子議員でございますけれども、「小中学校の非常勤専門職員、

技術職員などについて」ということで、どういう職種があって、どういう方

たちが教育に携わっているか、県費職員、市職員を含めてどんな職種がある

かということ。その中で、スクールソーシャルワーカーをことし配置できな

かった。それについてのいろいろな御質問でした。 

  それから、次に中学給食の喫食率、残食率についてお尋ねになられました。

ここで、喫食率を学年ごとにお尋ねになりましたので、そのデータを答弁し

ております。やはり、３年生は低い、１年生は高いという結果が出ておりま

して、私どもも今度中学１年に入学する生徒さんに、できるだけ給食を食べ

ていただくような仕組みも考えていきたいとお答えしております。 

  残食率は、ほかに比べて副食の残食率がちょっと高くなっておりますので、

そこの部分も（調査が）必要かなと思っております。 

  それから渡辺克也議員の「高齢者政策について」ということで、タイトル

はこういうふうになってますけれども、私どもにお尋ねになられたのは、体

育館の卓球室の料金が割引にならないのかというようなことでした。１回１

６０円という金額なんですけれども、多分、支援者の方で年金収入だけしか

ない方が，もっと安くなったらねということもありますし、北九州市では６

５歳以上の方にいろいろな割引の施策をしているので、そこら辺で何とか高

齢者に対するいろいろな政策ができないのかということのお尋ねでございま

した。 

  それから、７、貞村議員でございますけれども、「４、社会教育・スポー

ツ施設の管理について」ということで、体育館の修繕等についてお尋ねにな

られました。その費用負担、それからどういう形でやっているのかというこ

とが主でした。 

  裏面お願いします。三根議員ですけれども。「直方市の教育政策について」、

これはいろいろな項目についてお尋ねになられました。最後に教育長にもお

尋ねになられました。大綱に沿ってどういう考え方でいくのかという御質問

でございました。 

  それから矢野議員でございますけれども、「直方の教育について」という

ことで、これは、主に学校教育の中身でございましたけれども、飯塚でやっ
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ている陰山メソッドについて、直方市では取り組まないのかというお尋ねも

ございました。 

  それから、１つ入学時の小学校の体操着の負担等についても飯塚市はもう

指定がなく、上は白、下は黒、その中で御自分で調達されるので、直方市は

指定をしているので、その分金額が高いということもあって、入学費用につ

いての考え方などもお聞きになられました。体操着については小学校の校長

会でも既に議論をされているという報告を受けております。 

  それから、渡辺和幸議員でございますけれども、「生活保護制度の改定と

その影響について」いうことでございます。生活保護制度が改定になりまし

て、基準が厳しくなるということでございます。これは単に、生活保護を受

給されている方だけにとどまらず、その制度を基準とした他の制度、例えば

就学援助制度、保育料もそうですけれども、いろんなところに影響してくる

わけですけれども、前回、２５年にはほかの制度には影響しないようにとい

う国からの通知がございましたので、それに影響されない基準で今支給して

いるということでございまして、そこら辺の考え方を聞かれてありましたけ

れども、これも国からまだ通知が来てませんので、はっきりとしたことが申

し上げられませんけども、多分、その方向で、影響がないような取り扱いが

できるのではないかと思っております。 

  以上が私どもに関係する一般質問でございました。 

  以上でございます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  何か御質問等ございましたら、どうぞ。 

  次にいってよろしいですか。 

  それでは、報告事項の２番目で、「筑豊石炭鉱業組合シンポジウムの開催

について」、お願いします。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  カラー刷りの資料４でございます。３月１７日土曜日に筑豊石炭鉱業組合

のシンポジウムを開催いたします。 

  前回、御報告いたしましたが、今直方市教育委員会では石炭記念館の国史

跡指定に向けて文化庁へ働きかけを行なっております。 

  まず、今回こういったシンポジウムを開催することで、多くの市民の方に

直方市が全国に誇るべき文化遺産の価値について知っていただきたいという

思いでこのシンポジウムを開催いたします。 

  これの他に昼食を挟んで、学芸員とのまち歩き、また石炭記念館館長から
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の解説等もございますので、もしよろしければ足を運んでいただけましたら

と思い、今日、御案内をいたしております。 

  基調講演は小島立（りゅう）先生にお願いしております。先生は感田小学

校から二中そしてラサール高校、東大と進まれ、現在九州大学准教授でいら

っしゃいます。市報でも御紹介いただいてる先生による、まちづくり、石炭

記念館、石炭産業が直方を支えて、それが全国に広がってるっていうような

お話も聞けるかと思いますので、そういったところも聞いていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  何かございませんか。 

  それでは次にいかせていただきます。「子どもの読書活動充実事業の実施

について」、お願いします。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  引き続きカラー刷りの資料５になります。「うちどく」のすすめを始めま

しょうというチラシになっております。こちら、県の補助金をもらってして

るんですが、子供の読書活動充実事業としまして、今年度もうちどくのすす

めという形で講演会を行います。３月２４日土曜日１４時からになっており

ます。中央公民館大会議室で行います。今回も直方市立図書館・野口館長に

来ていただいて、講演と読み聞かせの実演、本の紹介等をしていただきます。

「うちどく」といいまして、家庭での読書はいろいろな仕方があるんですが、

講演の中で、手法について御紹介させていただきたいと思います。 

  もう一つ、中学生の読書活動サポーター養成事業ということで、３月１６

日金曜日に第一中学校で図書委員の方にも野口館長が出向いての講演会等を

する予定としております。是非、お時間がありましたら、来ていただきたい

と思いまして、紹介をしております。よろしくお願いいたします。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  それでは、次にまいります。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、はい、お願いします。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  資料９をごらんください。直方市立中学校部活動外部指導者派遣要綱制定

について報告でございます。 

  前回の教育委員会で小島課長からその制度について概要の説明がありまし



 

－8－ 

たが、それが要綱として仕上がりましたので御報告いたします。 

  これは予算の支出を伴いますので、要綱という形で市長決裁の分類に属し

ますので、報告という形でございます。 

  まず、１ページ目の（目的）第１条 この要綱は、直方市立中学校におけ

る部活動の活性化並びに教員の負担軽減及び超過勤務縮減を図るための部活

動外部指導者を有償で派遣することを目的とする。 

  飛びまして、第３条（委員会の設置）後ほど６条で上がりますが、学校長

からの推薦がまず初めにありまして、それを受けた形で外部指導者の候補者

を挙げてもらって、その挙がった方々について審議をする機関として委員会

を設置いたします。 

  第６条に飛びまして、次のページの（１）から（５）、的確であるかとい

うことの判断で、このような内容で推薦をしていただくという形になります。 

  具体的な部分になりますが、第９条の（２）を見ていただいたら、派遣時

間については１回２時間から５時間。１週における回数は３回を上限としま

す。土日のいずれかで１回、土日以外で２回、これで上限３回といたします。 

  第１１条、１回につき１，０００円を支払うものとし、一月１万２，００

０円を上限とするということでございます。 

  以下、様式等をおつけしております。 

  このような形で要綱を作成しております。 

  以上です。 

 

○学校教育長（小島啓一） 

  最後に同じ資料９ということで、２月末に朝日新聞で掲載された内容です。

「県教委は、新年度、すべての市町村立中学校に部活動指導員１人を置

く。」ということで決定したようです。 

  これは土日どちらか３時間以上、土日という限定です。１回４，８００円、

年に３５回から４５回ということで考えてるようです。 

  大きく違うのは、県は非常勤ということで派遣すると。そして、中体連は

この県が派遣する部活指導員に限って単独で引率を認めるというところで、

少し直方の外部指導者とは違うようになっております。これ、またどういう

ふうに配置されるかというのは、正式な文書がきておりませんので、内容に

応じて学校と連携して進めていきたいと思ってます。 

  以上、お知らせです。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  何か質問ございませんか。 
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○澁谷委員 

  金額が１回１，０００円というのは、これは統一金額なんですかね。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  １，０００円とした理由は各学校にはいろんなボランティアがあって、学

習支援員、図書ボランティア、放課後学習、これ全て１回１，０００円にな

っておるので、差が出ないように同じ形で設置します。 

 

○澁谷委員 

  そういう意味合いですか、わかりました。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ほかにございませんか。 

  それでは、その他にまいります。 

  「４月行事について」、お願いします。 

 

○学校教育課管理主事（右田清二） 

  資料７をごらんください。 

  ４月２日月曜日、臨時校長会議、１４時から。大会議室で、一般人事の辞

令交付を行います。 

  ３日火曜日、定例校長会議、１０時から行います。 

  ６日金曜日、小中学校とも、始業式です。 

  １０日火曜日、入学式（中学校）。 

  翌日、小学校の入学式です。 

  １２日木曜日、小中一貫教育推進本部会を１４時から行います。 

  １３日金曜日、チャレンジ・ウィーク、職場体験の担当者会を１５時３０

分から行います。 

  １６日月曜日、直方市初任者研修開講式１６時から、これはまだ予定にな

っております。 

  １７日火曜日、全国学力・学習状況調査、国語、数学、国語、算数、理科

が、来年度は中学校はあります。 

  １９日木曜日、第１回小中一貫推進委員会が１５時３０分。 

  ２３日月曜日、生徒指導主事研修会１５時からございます。 

  ２６日、特別支援学級に関する就学担当者会を１５時から行います。 

  以上です。 
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○教育長（田岡洋一） 

  １７日の全国学力・学習状況調査は、小学校も理科が入るんやなかったか

な、確か。国語、算数、中学校が国語、数学、どっちも理科がなかったかな

と私個人的にそう思ってましたけどね。 

 

○学校教育課管理主事（右田清二） 

  今まで小学校、理科があったことないですね。 

  それ、ちょっと確認します。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  質問ございませんか。 

  それでは、会議録の署名委員についてお願いします。 

 

○事務局（安部静子） 

  ３月の会議録の署名委員を山内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） 

  卒業式については、特別に説明しなくていいですか。 

 

○管理主事（右田清二） 

  小中学校の卒業式に出席するということについて、先月お話ししましたよ

うに、集合時間と来賓駐車場の場所を確認して、全て提示しますということ

でお配りをしております。よろしくお願いします。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  それでは、議案の審議に戻りたいと思います。 

  「議案第１６号直方市立保育所条例施行規則の一部を改正する規則につい

て」お願いします。 

 

○こども育成課長（熊井康之） 

  それでは議案第１６号直方市立保育所条例施行規則の一部を改正する規則

について、資料１について説明させていただきます。 

  説明は座ってさせていただきます。 

  まず、この直方市立保育所条例ですけれども、この条例につきましては、
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直方市立保育所の定員及び職員の職務内容、保育の内容等を規定している規

則でございます。 

  今回の改正の趣旨としまして、１つ目はこの条例の９条から第１１条まで

に規定されております保育所の入所、選考、退所につきましては、直方市立

と私立の手続は全く同じものであり、直方市保育の必要性の認定基準及び保

育所利用に関する事務要綱等で、統一した形で規定していきたいと思ってお

ります。そのための整理が１点でございます。 

  もう一点につきましては、本３月市議会に議案として提案しておりますけ

れども、直方市立若草保育園が平成３１年３月３１日で、社会福祉法人に譲

渡される予定でございます。その該当部分について削除を行うというこの２

点が、今回の改正の目的でございます。 

  それでは中身の説明をさせていただきますので、３枚目の新旧対照表のほ

うをよろしくお願いいたします。右側が旧、左側が新でございます。第９条

（入所）から第１０条（選考）、第１１条（退所）の分までは先ほど説明い

たしましたとおり私立と内容は変わりませんので、この分については削除し

ていきたいと考えておるところでございます。 

  第９条につきましては、この削除に伴う条例でございます。それに対する

対応でございます。 

  次のページをお願いいたします。様式につきましても削除に伴う様式の号

数のずれにより、欠けているところでございます。旧で第１５条、新で第１

２条等につきましても、様式の号数が変わることによる変更でございます。 

  次に、別表第１をお願いいたします。ここにつきまして、来年度末をもち

まして、法人に譲渡する予定でございます若草保育園、この認定区分、あと

年齢、入所人数の予定等の部分について削除していきたいと考えておるとこ

ろでございます。 

  最後のページをお願いいたします。この部分につきましても先ほどと同様

に様式等の号数の変更がございますので、その分を反映させているところに

なっております。 

  最後に附則におきまして、この規則につきましては、告示の日から施行す

ることといたしまして、ただし、別表第１の改正規定、若草保育園部分の削

除につきましては、平成３１年４月１日から施行するとしておるところでご

ざいます。 

  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。 
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  採決してもよろしいですか。 

  議案どおり原案に御賛成いただける方は挙手をお願いします。 

  はい、ありがとうございました。議案第１６号は可決されました。 

  次は、「議案第１７号直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実

施に関する条例施行規則の一部を改正する規則について」、よろしくお願い

します。 

 

○こども育成課長（熊井康之） 

  次に、議案第１７号直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施

に関する条例施行規則の一部を改正する規則について説明させていただきま

す。 

  資料２をお願いいたします。 

  それでは説明は座ってさせていただきます。 

  まず、この規則につきましては、直方市の幼稚園、保育園等に通う子供た

ち対象の保育料、その設定とその算定方法について規定しているところでご

ざいます。 

  今回の改正の趣旨といたしましては、現在の状況でいきますと、平成３１

年度そして３２年度に向けて幼児教育の無償化、完全無償化が段階的に進ん

でいくという状況になっておる中で、来年度より、年収約３６０万円未満相

当の利用者負担軽減が実施されます。この基準でいきますと、１万４，１０

０円が１万１００円に減額になる予定でございます。 

  本市におきましては、この年収約３６０万円未満相当世帯につきましては、

現在市独自で軽減をかけまして、１万３，０００円にしてるところでござい

ますけれども、それを市としましては、９，３００円に変更していきたいと

考えておるところでございます。 

  それでは新旧対照表のほうをよろしくお願いいたします。 

  この右側が旧、左側が新でございますけれども、この表の中の真ん中、第

３階層、この部分につきまして現在、市民税所得割額の世帯の合計が７万７，

１００円以下の部分が１万３，０００円でございますけれども、国の改正を

受けまして左側の第３階層、ここの部分を９，３００円に変更していきたい

と考えておるところでございます。 

  なお、附則において、この規則につきましては、平成３０年４月１日から

施行して行きたいと考えております。 

  当面、適応になりますのは直方市外の一部認定の幼稚園に通うお子様と、

１園 直方に認定こども園がございますけども、そこに行く園児について対

象になることになります。 
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  以上で説明を終わらしてもらいます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  採決でよろしいですか。 

  原案に御賛成いただける方は挙手をお願いします。 

  はい、ありがとうございます。議案第１７号は可決されました。 

  次は、議案第１８号直方市体育施設指定管理者の不利益処分に係る聴聞手

続についてということで、この案件につきましては、お手元の資料の個人情

報も含まれますので、教育委員会会議規則の第１１条第１項により、秘密会

にしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  では、まず秘密会にすることに御賛同いただける方は挙手をお願いします。 

  はい、ありがとうございます。 

  この件に関係のない職員の皆様、退席をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

（署名） 

        直方市教育委員会教育長 

           

          田 岡 洋 一 

 

 

     （署名） 

        直方市教育委員 
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