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平成２９年８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８月８日（火曜日） 

開 会 １５時３０分 

閉 会 １６時４０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、８月定例教育委員会を始めさせていただきます。 

  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。 
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  教育委員会行事報告という資料をごらんください。 

  ７月定例教育委員会が、７月１１日に開催をされました。７月１３日に、

７月定例の教育長会、教育事務所で開催をされました。これは、いろんな話

が出ましたが、中心は、本年度から本格実施となる給与への反映を前提とす

る校長以外の教職員の人事評価制度について、昨年度は、校長だけが人事評

価が給与等に反映し、一般の職員は、試行ということだったんですが、本年

度から一般の教職員も本格実施ということになりますので、昨年度の試行段

階からの制度の変更点について説明がありまして、８月中に校長に伝えてほ

しいという指示がございました。 

  次は、７月２５日、直方市・鞍手地区合同学校給食調理員夏期研修会とい

うことで、「ここち」（施設名）というところで１００名以上の調理員が参加

をされた研修会の開会挨拶を行いました。 

  翌日の７月２６日が、ユメニティで同和問題講演会、講師は、元西日本新

聞記者の馬場周一郎さん、「同和問題のこれまで、そしてこれから」という

演題で講演をされました。パワーポイントを使った大変わかりやすい内容で

した。 

  翌２７日が、要保護児童対策地域協議会、中央公民館で開催をされました

が、開会挨拶を行いました。７月３１日、第五区教科書採択協議会が宮若市

教育委員会で開かれまして、小学校教科道徳の教科書の選定に関する協議を

行いました。それを受けまして、同じ日の夕方に臨時教育委員会を開催をい

たしまして、小学校教科道徳の教科書の採択に関する協議を行いまして、結

果的には、光文書院の小学道徳「ゆたかな心」を採択することといたしまし

た。なお、本市以外の１市２町でも、第五区教科書採択協議会で選定をされ

た教科書がそのまま採択をされたというふうに報告を受けております。 

  そして、８月に入りまして、３日、４日、宮崎で行なわれました九州地区

市町村教育委員会連合会の総会並びに研究大会に出席をさせていただきまし

た。教育委員会の皆様方にも参加をいただいて、大変お世話になりました。

ありがとうございました。 

  ８月７日、まず、直鞍地区私立幼稚園教師研修会ですが、これは台風の影

響で中止になりました。その日の午後は、直鞍地区人権教育夏期講座、鞍手

中央公民館で開催をされましたが、この開会行事に出席をいたしました。そ

して、８月８日、本日が８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。８月の主な予定に触れておりますが、８月１０日、

学校管理職研修会が予定をされています。８月１７日には、小郡市で教育長

研修会ということで、最初は１７、１８、１泊２日の予定でしたが、朝倉地

区の豪雨被害ということで、１日だけということで変更になっています。 



 

－3－ 

  １９日が、直方市体育館で、県民体育大会夏季大会結団式に参加をする予

定です。２３日が、直方市教育研究所２年次研究員研究発表大会、２５日に

は、直方市の学校保健会が予定をされています。 

  ９月行事予定については、後で説明があると思います。 

  以上で報告を終わらせていただきますが、何か御質問等ございますでしょ

うか。 

 

○山内委員 

  ７月定例教育長会であった一般職員に対する人事評価、具体的にはそれが

給与とか期末勤勉手当に反映するという時期はいつになるのかですね。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  来年４月以降だと思います。 

 

○山内委員 

  来年４月以降。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  本年度の結果が来年度に。だから、昨年度、校長に対して本格実施しまし

たので、校長の場合は、給与は関係なくて、勤勉手当だけが上がるんですよ

ね。だから、ことしの６月のボーナスがそうなってると思います。 

 

○山内委員 

  一般職員は、給与も反映する。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  給与も勤勉手当も。 

 

○山内委員 

  それは当然、上がる人もいるけど、下がる人もいると捉えるんですか。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  そういうことです。 

 

○山内委員 

  それは、校長の評価に基づいて実施される。 
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○教育長（田岡洋一） 

  そういうことです、基本的には。 

 

○山内委員 

  厳しいですね。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  難しい時代になってるんですね。 

  では、議案のほう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） 

  議案第１０号、直方市児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則につい

て、お願いします。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  議案第１０号、直方市児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則につい

て。 

  直方市児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則について、別紙のとお

り提案する。 

  平成２９年８月８日。直方市教育委員会教育長 田岡洋一。 

  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２号の規定により提案する

ものである。 

  以下、掛けて説明させていただきます。 

  まず、就学援助の支払いについて、概要を説明させていただきます。現在、

就学援助の申請、決定した後に、支給方法についてですけれども、全費目に

ついて、保護者に直接渡すのではなく、全費目を学校長に振り込んでおりま

す。一部区域外等で市外の学校に行っている場合は除く場合がございますが、

全面的にそのような形をとっております。 

  今回、中学校給食の導入が２学期から始まりまして、その際に給食費の支

払い方法を検討しました結果、規則改正ということにいたしたいと思いまし

たので、今回提案をいたします。 

  実際に、規則改正なんですけれども、新旧対照表を見ていただくのが一番
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わかりやすいかと思いますので、１枚めくっていただいて、横長の新旧対照

表をごらんください。 

  まず、現行、右側の「旧」の欄のほうなんですけれども、援助金の給付と

いうことで、第８条、「教育委員会は、就学援助の支給の決定を受けた保護

者（以下「被援助保護者」という。）の同意を得て、児童生徒の在学する学

校長へ援助金を支給するものとする。ただし、区域外就学等児童生徒の保護

者に対する援助金については、原則保護者へ直接支給する。」、第２項、「学

校長は、援助金の出納に関する書類を整備しておかなければならないものと

する。」、この条目について、左側のほうで改正をしたいと思っております。 

  援助金の給付。第８条、「教育委員会は、第５条の規定により」、第５条と

いうのは、審査の決定の条目です。「第５条の規定により就学援助の支給の

決定を受けた保護者（以下「被援助保護者」という。）に援助金を支給する

ものとする。」、第２項、「教育委員会は、前項の場合において、被援助保護

者の同意を得て、児童生徒の在学する学校長を経て、援助金（中学校の学校

給食費に係るものを除く。）を支給することができる。」、第３項、「教育委員

会は、第１項の場合において、被援助保護者の同意を得て、直方市学校給食

会会長を経て、中学校の学校給食費に係る援助金を支給することができる。」、

第４項、「第２項の規定により学校長を経て援助金を支給したとき、又は前

項の規定により直方市学校給食会会長を経て援助金を支給したときは、当該

学校長又は直方市学校給食会会長は、援助金の出納に関する書類を整備して

おかなければならないものとする。」、このように改めていきます。 

  次に、第１０条、この点については、新しく「直方市学校給食会会長」の

文言がふえましたので、その部分の整理といたします。 

  第１０条第２項、「教育委員会は、前項の規定により、就学援助の支給の

決定を取り消すときは、被援助保護者、学校長及び直方市学校給食会会長に

対してその旨を通知するものとする。」 

  次に、１枚めくっていただきまして、別表の中で変更がございます。 

  ７番、学校給食費、次のページのほうに載っておりますが、学校給食費が

２学期より変更になりますので、右側、「旧」の欄の月額、中学校１年から

３年生、「月額６００円」を「実費」というふうに改めます。 

  次に、すぐ下の備考欄です。１の欄ですが、こちらも文言の整理というこ

とで、１、「新入学児童生徒学用品費は、該当年度の４月末日までに申請し

た被援助保護者に対してのみ支給する。」 

  次に、様式の整理です。様式第１号、就学援助申請書、１枚めくっていた

だきまして、就学援助申請書の様式がございます。変更箇所は、赤いアンダ

ーラインを引いている箇所のみです。同意及び委任事項ということで、「た
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だし、中学校給食費受取り（振込先）の場合は、直方市学校給食会会長に委

任します。」、この部分を加えております。ほかの変更はございません。 

  この変更につきまして、１ページに戻っていただきたいんですが、附則の

部分、裏側にあるかと思います。「この規則は、公布の日から施行し、改正

後の様式第１号の規定は、平成２９年４月１日から適用する。」 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  中学校給食が始まることによっての変更ということです。何か御質問等ご

ざいましたら、どうぞ。 

 

○松野委員 

  直方市学校給食会会長というのはどなたなんでしょうか。教育長さん通し

てということになるんですか。 

 

○山内委員 

  中学校の給食費は、今まで月額６００円とはっきりしとったから、ああ、

６００円ねと渡す。小学校も完全給食やから、月幾らねって渡しますよね。

ここに、中学校は実費と書いてありますよね。この実費というのは、実際に

使ったお金。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  はい。１日３００円ということですね。個人の自由度が高く、注文する日

としない日があって、１人１人、月によって金額がばらばらになるので、そ

れを実施した後に、個別の生徒さんは幾らかかったということで、その金額

をそのまんまの額として支払いをする。 

 

○山内委員 

  後から実績分を支給しますよということ。なるほど、わかりました。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  追加説明、どうぞ。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  補足説明でございますが、小学校の給食費は校納金その他と一緒に学校に

１回納めていただいて、学校から給食会のほうにまたいただくようになって
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いるんですが、今度、中学校の分は、そういう学用品等は校長なんですけど、

給食費だけがその担当課から直接こちらにいただくようになるので、その受

け入れ先を学校給食会会長としております。 

  学校給食会の組織としましては、会長（＝教育長）、それから副会長が教

育部長と、事務局長 私でございまして、公金ではないので、あくまでも私

会計というか、直方市の決算とかに出てこないところで動く、いわゆる実費

でいただく金額ということで、そこで運営をしているもんですから、当然、

総会とかあって、決算報告なりはするんですけれども、そういう会の組織に

なっております。 

  それで、いただく給食費は食材分でございますので、年度末にはきっちり

と使い切っておくのが望ましいですけど、どうしても多少、残高があるとい

うような形になってるんですけど、それをそのまま年度も繰り越すという形

で、今、動いているところでございます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ほかに御質問等ございませんでしょうか。 

 

○山内委員 

  その学校給食会という組織が個人の給食費を扱うというのが、本来、給食

会の設置の趣旨とか活動内容とかから見て、適切な位置づけなんですかね。

いや、私、わからないですよ。わからないんだけど、学校給食会って、やっ

ぱり給食の円滑な実施のために県の給食会と連携しながら、食材の供給、安

く買ったりとかですね、献立を決めたりとかしている組織ですよね。そこが

個人の給食費に係る出納を扱っていくというのは妥当なのかどうか。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  申し上げましたように、私会計ですので、本来でしたら、公会計が望まし

いというのは示されているところでございますので、そうなりますと、当然、

議会の中での給食費の決算、予算という話になってくるんですが。 

 

○山内委員 

  なるほどね。公金になってしまって、出納会計を明らかにしなくちゃいけ

ない。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  はい。ということになりますと、結局、滞納、要するに未納者も、それな
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りに追いかけて、それなりに法的手続をして、差し押さえとかもしないとい

けないということが発生いたします。 

  私会計で、じゃあ、その追いかけをしてないかというと、それはそれでや

っぱりやってるんですけれども、どうしても税みたいに厳しくないですよね。

何かを差し押さえるとかまではやらないからですね、その辺のちょっと緩目

のところはあるんですけれども、一応、いわゆる食材分を一時預かって、出

すという基本的な考えの中で、そこで利益を生んだりとかはないので、そう

いう形にしておりますけれども、例えば小学校給食会計で申し上げますと、

１億６,０００万円ほどの年間予算を扱うことになります。ですから、望ま

しいのは公会計にしなさいということで、２年後その方向で進むように今、

走っているところでございます。ちょっとお答えになってないかもしれませ

んが。 

 

○山内委員 

  わかりました。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ただ、中学校は選択なので、ちょっとそれは難しいところがあるというこ

とで。小学校のほうは、何年か後にはその方向にということで今、検討して

おります。 

 

○山内委員 

  ちょっと話がそれてもいいですか。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  どうぞ。 

 

○山内委員 

  中学校の給食の今、統計がありますよね。全国的に中学校の給食の実施率

はとか、いろいろな調査統計があるときに、直方はどんなふうに位置づけら

れるんですかね。給食をやってますとか、あるいは、選択制とかでやってま

すとか、直方の中学校給食の位置づけって、全国レベルで言ったらどんなと

ころに入る、聞かれたときに、直方は中学校給食やってるんですかって聞か

れたときに、ええ、やってますよと、そこら辺の分類というか。 

 

○教育長（田岡洋一） 
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  選択制の完全給食ということですよね。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  はい。 

 

○山内委員 

  選択制の完全給食。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  完全給食っていうのは、一部が給食を食べてるとか、そういうことでなく

て、説明お願いします。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  完全給食が牛乳、主食、おかず、この３点セットが完全給食で、注文とい

うか、いわゆる選択制というのはつきますけれども、実施してるという分類

には入ります。 

 

○山内委員 

  じゃあ、教育長言われた「選択制の完全給食です」というのが正しい答え

と。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  そうです。 

 

○山内委員 

  わかりました。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  先ほどの就学援助費の議案がありましたけれども、就学援助の給食費を出

す、出さないというのは、直方市が学校給食だと位置づけるということが条

件だったんです。例えば、学校でお弁当注文して、それが給食になるのかと

いうと、決してそうではないと。直方市としてきちんと学校給食として位置

づける、選択制ではあるんだけれども、学校給食だと位置づけるということ

で、就学援助費の対象にもなっているということでございます。 

 

○教育長（田岡洋一） 
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  ほかにございませんか。 

  次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） 

  議案第１０号に御賛同いただける方は、挙手をお願いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ありがとうございました。議案第１０号は可決されました。 

  それでは、次、協議事項になっておりますが、これ、ちょっと一番最後に

回したいと思いますが、よろしゅうございますか。 

 

（はいの声あり） 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ありがとうございます。それでは、報告事項のほうに参ります。 

  中学校給食の予約状況について、お願いします。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  資料２としておりますけど、今回、資料はお渡しできておりません。日々

動いておりますので、口頭で御説明を申し上げたいと思います。 

  昨日、締めの段階で、２９年９月分の中学校給食ですが、提供日数が１９

日ございます。生徒数が１，３５２人、職員数が１３０人、合わせて１，４

８２人でございます。 

  それで、延べ提供食数ということになると、２万４，６７６という形にな

るんですけれども、今、生徒が６，４２６食、職員が８０４食、これ、具体

的にどういうふうになるかというと、生徒の場合は、１日３３８食程度の注

文になっております。 

  それで、生徒だけで申し上げますと、現段階で２８．６４％の注文、喫食

率というふうになります。職員のほうが、同じような計算方法で行きますと

３５．９４％の喫食率でございます。 

  今回、この給食を始めるに当たりまして、総数１，５００人の６０％、９

００食を目標にということでしておりましたけれども、今、生徒、教職員合
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わせましても２９．３０％という結果でございます。 

  これは、今、給食の注文で、別に牛乳だけの注文という形ができるんです

けれども、おうちからお弁当を持ってきて、今までどおりに牛乳だけを頼む

という方法がありますが、それも、延べ本数で行きますと１，２４８本だけ

注文があってる状況でございます。 

  私どもの見込みとしましては、就学援助等を受けられる家庭だけでも頼ん

でいただければ、３２％なりはクリアできるというふうに考えておりました

けれども、今申し上げた数字にとどまっているところでございます。 

  よくよく調べましたら、就学援助の方でも１食も頼まれてない方が２２０

名、まだおられます。それから、生活保護の方でも２８名おられます。合計

で２４８名が１食の注文もないということでございまして、学校からは、そ

の方だけにお手紙をというのは、ちょっとできないということでございまし

たので、昨日、学校教育課から、就学援助者に対しては、こうやって何回も

お伝えしてるんですけど、無料で食べられるからというのはおかしいですけ

ど、こういう取り扱いになっているので、注文忘れないですかということで

お手紙を差し上げておりますし、生活保護のケースワーカーには、担当者に、

こうやってまだ頼んでない方がおられるから、もう一回言ってほしいという

ことで、課を通じてお願いしてい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） 

  はい、どうぞ。 

 

○松野委員 

  その就学援助と保護以外の家庭はどれぐらいの人数を考えてますか。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  これが、ちょっと分類ができてないんですけど。 

  両方（保護と就学援助）で大体４００名ちょっとの人数はおられるんです

が、それからすると、半分ぐらいがそれ以外ということになります。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  春日市も始めたときは、３０％前後で最初は低くて、その後、伸びてきた

ということがありますね。 

 

○松野委員 
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  これ、少ないと業者さんのところが採算がとれないとかいうことはあるん

ですか。それは全然関係ないのですか。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  調理委託業務の契約が、１日９００食までは３３万４，８００円をお支払

いしないといけないんです。それで、９月分でいいますと、提供日数が１９

日ございますので、６３６万１，２００円はお支払いしないといけない額で

ございます。ですから、今のように、１日の注文が少ない数字であっても、

もうそれは保障している金額ですので。 

 

○松野委員 

  じゃあ、運動せないけんですね。もともと、お昼ごはんを食べられない子

供が多いから、ぜひ給食にというような考え方で、学校現場のほうから、早

く早くっていうことでスタートしたと思うんだけれど、現実的には違うんで

すね。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  さっきの統計の中で、１年生のほうが多いらしいです。やっぱり、今の３

年生の子供さんというのは、御家族もお弁当も作り慣れてきてあってという

のもちょっとあるのかなというふうには思いましたですね。だから、来年、

１年生に上がってくる子供たちが、そのまま給食を食べてくれたらいいなと

いうふうには思ってますけれども。 

 

○澁谷委員 

  まだ始まってないので、様子見だと思うんですよ。これから、例えば１０

月になって、１カ月見て動き出したらだんだん増えてくるし、先ほど就学援

助の方が少ないというのは、多分、周知が伝わってないんじゃないかなと。

だから、結局、案内を出しました、じゃあ、それを読んでるかどうかもわか

らない。もし読まれたとしても、頼み方がわからない。頼み方がわからなか

ったら、ちゃんと個別指導できるような形をとってるのか、それはちょっと

疑問なんです。やはりもう少ししっかりと周知してくれれば、もう少し上が

ると思うんですけどね。５０％までは行かないと思いますけど。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  御指摘のとおりだと思います。注文するのに個人のＩＤ、パスワードが要

るので、７月にもう配ったんですけど、そのパスワードをどう使っていいか
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わからないというか、それをもう捨てしまったと、再発行してくださいとい

う電話がここのところかかってきてまして、やっぱりそこのところの周知が、

十分説明ができてなかったかなというのが反省でございます。 

 

○澁谷委員 

  やっぱりなれてないと、私でもめんどくさいと思うぐらいですから。やっ

ぱり実地訓練じゃないですけど、やはり実地で指導していくと。最初はちょ

っと戸惑うでしょうね。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  どうぞ。 

 

○松野委員 

  関係ないかもしれませんけど、給食費を出してる子供と出してない子供と

いうのは、学校の中でわかるような感じなんですか。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  子供さん同士ではわからないように。そういう配慮はきちんとしています。 

 

○松野委員 

  中学校に行っても、援助してる子供たちだけ、何かが違うとかいうことも

ないんですよね。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  ないです。小学校においても同じですね。それはお互い、子供さん同士で

はわからないし、親御さんも、自分が言わなければ、他人にはわからないと

思いますね。 

 

○澁谷委員 

  今は全部、振り込みですからね。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  引き落としというか。 

 

○澁谷委員 

  引き落としですね。小学校も。だから、お金を持ってくることはないので。 
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○教育部長（秋吉恭子） 

  現金のときも、空の封筒をやりとりしてたという、そういう配慮をされた

ということは聞いています。 

 

○松野委員 

  たくさん頼んでくださることを期待しながら。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  次に行ってよろしいですか。 

 

（はいの声あり） 

 

○教育長（田岡洋一） 

  直方市小中学校の超過勤務縮減に向けたアンケート結果について。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  資料をお配りします。 

  学校現場が超過勤務、マスコミではブラック企業と言われながら、その超

過勤務縮減と負担軽減が社会問題となっております。それを受けて、６月に

直方市独自でアンケートを行いました。 

  １枚、中を開いてもらうと、グラフがついた小学校と中学校と二つあると

思います。小学校が１５項目、中学校が１６項目についてアンケートをとっ

て、もちろん、市内の小中学校全職員ですが、管理職は入っておりません。

その集計結果をそこにグラフでまとめたものです。 

  過去にも、福岡県、また、文科省がこういう調査をやってたんですけれど

も、１冊の冊子になって、学校には配付されたりすることがあるんですが、

自分たちのものになってないといいますか、今回は、各小中学校の全職員の

アンケートをとって、この集約をしておりますので、間もなく各全職員には

サイボーズ（学校連絡専用回線）を使って送信したいと思います。 

  それと、「分析・通知内容」というのが外に１枚あると思いますけども、

これについては、校長に配布して説明しながら、一応、留意事項８項目あり

まして、この８項目については、特に学校のほうで取り組んでいただきたい

と。基本は、教育委員会からあれこれいうことでなくて、学校全体でいろん

な会議をしながら意見を聴取しながら、学校独自で超過勤務負担軽減等、方

針を決めて、主体的に取り組んでいただきたいということです。半分提案、
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半分、これをしなさいというような意味合いを持って、これを使いました。 

  それと、「分析・通知内容」の最初の文、「なお、平成２８年３月」云々と

あります。最初にですね。「なお、平成２８年３月に示された」というもの

があります。この時期に、公立学校における教職員の超過勤務縮減に向けた

業務改善ハンドブックというのが福岡県から配布されておりまして、その中

に、細かい改善の提案といいますか、いろんなアドバイスがありまして、そ

れを十分参考にして、また、私どもが出したこの８項目を考慮して、各学校

で取り組み始めていただきたいというものであります。 

  ９月の校長会議で正式には指導していって、それから定期的に取り組み内

容、成果、課題については学校から報告を受けて、また、２学期が終わった、

もしくは１月、３学期始まったころに、同じような調査を行って、どのよう

な改善がなされたか、また改めて情報収集をしたいと思ってます。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  今配ったばかりなんですけど、何か質問等あればどうぞ。 

 

○松野委員 

  これ、例えば部活動がすごく大変みたいですけど、これは各学校が解決で

きることは可能なんですかね。 

 

○学校教育課長（小島啓一） 

  この「分析・通知内容」の留意事項の７番になると思います。大きくそこ

に４つ書いておりますが、１.週１日のノー部活デーというのは、もう既に

どの学校もやっております。２．特に複数顧問制をやっておりますので、交

代で部活の指導に当たるということ、それと、３.土日の公式戦の、もしく

は練習試合等、土日を部活に充てた場合は、翌日の月曜日を休養日にしまし

ょう、それと、４.最低月に一度は、土日どちらかを休養日にしましょうと、

そういうふうに一応、提案、指導はしております。 

  また、来年度からは、私どもにも提案しておりますけど、外部指導者の派

遣制度を進めておりますので、学校が外部指導者をどんどん導入すれば、少

ないんですけれども、謝礼金を払いながら、学校に指導に来てもらうと、そ

の間は、教職員は、例えば教材研究だったり、事務処理だったり、帰宅する

なり、そういうふうな取り組みも来年度から始めるようにしております。 

  何分、学校の勤務時間というのは、本当に曖昧で、７時、８時、９時、１

０時、学校によっては、教師によっては残って勤務しておりまして、残業手
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当もないし、何となく中途半端にずっと残された過去がありまして、今、マ

スコミも出てますけども、改めて勤務時間、超過勤務を縮減しようというこ

とになってますので、私も指導しながら取り組んでもらおうと思ってます。 

  また、後でも来ていただいて、いつでも質問なり、学校の新しいまた変化

等ありましたら、またお知らせしますので、よろしくお願いします。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  それでは、その他に参ります。 

  ９月の行事について。 

 

○管理主事（右田清二） 

  Ａ３の月行事をご覧ください。 

  それでは、１日金曜日、小中学校始業式があります。４日月曜日、中学校

給食開始、午前中、定例校長会があります。５日火曜日、小学校で給食開始。

午前中に保幼小中高連携推進協議会、これについては、子ども音楽祭と、そ

れから、保幼小中交流会について審議を行います。 

  ７日木曜日、小中一貫教育推進本部会、これは、１０月２７日に三中校区

で発表会がありますので、それを中心に審議を行います。午後、直方市教育

フォーラム実行委員会、１１月１８日土曜日に開催するフォーラムについて

話し合いをします。１４日木曜日、小中一貫教育推進委員会、これは、本会

を受けて話し合いを行います。１７日日曜日、一中体育会があります。 

  ２９日金曜日、学力向上検証委員会が午後からあります。これは、５月の

全国学力・学習状況調査の結果から検証を行っていきます。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  質問等ございませんでしょうか。 

  次の定例の教育委員会は９月５日ですかね。ということは、そこで一中の

体育大会等の出席等もご案内するということですね。 

 

○管理主事（右田清二） 

  ５日の日に、体育会の駐車場とか、そういったものを準備します。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  そうですね。一中からまた、教育委員さん全員に御案内という形ですかね。 
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○学校教育課長（小島啓一） 

  そうなると思います。確認します。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  よろしいでしょうか。 

 

（はいの声あり） 

 

○教育長（田岡洋一） 

  それでは、協議事項のほうに戻りまして、旧筑豊高校跡地利用と施設一体

型小中一貫校についてということでお願いします。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  こちらも何度か教育委員会の中で話をしてきましたし、議員さんからもい

ろいろ一般質問されております。旧筑豊高校に施設一体型の小中一貫校を建

設するということがありまして、あの土地、建物を県から無償譲渡していた

だいたという経緯がございます。 

  現在、学校の維持管理は、シルバー人材センターに委託をして維持管理を

お願いしておりまして、草刈り、それから目的が、行政財産の目的外使用と

いうことで、地域の方とかがあそこを有料で使われるわけですけれども、そ

の受付等の事務等をお願いしておりまして、光熱水費と合わせますと、年間

に５９０万程度の支出を毎年しているところでございます。 

  議会でもどうするのかという御質問に対して、学校再編の基本的な考え方

の４条件というのがございまして、①通学区域審議会の答申に合致すること、

②建設の適地があること、③地域の合意が整うこと、④財政的に可能なこと

という４条件がクリアできれば建設ができるのではないかということで答弁

してまいりましたけれども、実際、地元の合意というのも半分程度、地域の

区長さん等からは御理解をいただいていると伺っておりますけれども、何せ、

財政的に非常に厳しいということを財政当局のほうからは言われております。 

  最初に小中一貫校を建てるというときに、補助金が半分程度期待できるの

ではないかということの試算があったようですけれども、実際は、補助金も、

５０％の補助率ではないということ、それで、建設費が他市町村の建設費を

見ますと３０億から５０億かかるということで、今の状況では、建設費を出

しにくいということは、財政のほうからも言われております。 

  その中で、３月に市長からは、この１年かけてきちんとした方針を出すよ

うにという指示を受けております。教育委員会として、小中一貫校を建設す
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るという目的で施設を頂いたわけですけれども、本当に建てることができる

のか、そして、それをずっと財政的に厳しい、厳しいと言って今までずっと

何年も引き延ばしてきたわけですけれども、それも、先ほど言いましたよう

に、年間５９０万の予算を投入しているということが、このままずっと続く

ことは、決して直方市にとってもよくないんではないかということで、そこ

ら辺の結論をできるだけ早く出すようにという指示をいただいております。 

  今までそういう形で外に言ってきましたし、その旗をおろすこともまた非

常に厳しい状況になるというふうには思っておりますけれども、一方では、

学校の施設改善に今、冷房施設も含めてかなりの予算を投じてきております

ので、そこら辺も勘案して、教育委員会としてどういう話に持っていくのか

というのをちょっと御検討いただきたいという、非常に、御検討いただくと

いいながら、財政的に厳しいよというふうに財政から言われているというと

ころもあって、非常に、これをお話しすることさえも厳しい状況でございま

すけれども、そこら辺について御議論いただければというふうに思っており

ます。 

 

○澁谷委員 

  何を検討するんですか。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  そうですね。 

 

○澁谷委員 

  お金がないことを検討するんですか。議題にはならないんじゃないんです

か。財政が厳しいということで、私たちに何を検討するんですか。県から譲

渡いただいた条件として、直方市が決めたということで県からいただいたん

ですよね。で、お金がないからというのが、最初の譲渡の条件が、おかしい

内容で譲渡したということということになるんです。 

  そうすると、よその地域から見たら、やると言ってもらっておいて、お金

がないから、できないから返すという話、それは筋が通らないですよ。そん

な話になってくると、教育委員会としての問題じゃないと思うんですよ、私。

教育委員会としてできることは、かなりやったんですよ。 

  それで、財政でお金がない、だからできない、何を議論しろというんです

か。市長部局で検討してくださいよ。教育委員会、方向性は、２年前ですか

ね、出しましたからね。４つの条件で、３つまで整いましたと。やりました。

４つ目の財政がないからできない。白紙に戻して、今さらあそこの土地を返
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すということもできないですよね。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  澁谷委員のおっしゃるように、本当に教育委員会だけの問題かということ

はあるかと思います。あの土地を、じゃあ建てないときにどうするのかとい

う話もあると思いますので、そこはおっしゃってあるように、教育委員会だ

けの問題ではないとは思います。 

 

○澁谷委員 

  その辺、県との掛け合い、何をやったか僕は詳しくは知らないですけど、

結局、あそこに、直方市の学校、形はどうであれ、建てるということで、県

との掛け合いでもらってるはずなので、そのときの県の掛け合いがどこでど

ういうふうに内容を詰めてやったのかというのは、僕たちはわからないんで

すけど。掛け合った人たちは、多分、そういう気持ちで掛け合ったんでしょ

うし。今さらどうのこうの、ここで言われても、難しい問題ですね。 

 

○松野委員 

  前提条件が、あそこに施設一体型の小中一貫校を建てると、そしたら、最

初は何なんですかね、小中一貫校の話をしてましたけれど、最初は、新しい

から植木中の近くで小学校を新入と植木を一緒にして、あそこに建てたらと 

ていう話だったような気がするんです。そしたら、突然、筑豊高校の跡地が

もらえるようになったということで、じゃあそこにということで、教育委員

会は、その当時の部長なり教育長なりが公民館に何回も何回も行って、地元

の承認というか応援のお願いに行って、ああ、そういうことであれば、子供

たちのために自分たちも協力しましょう、いいですよっていうふうになった

と思うんですね。 

  だから、その当時の市長さんもいらっしゃらないし、本当に前提条件とし

ては、もう、ゴーゴーだったんですよね。 

 

○澁谷委員 

  こっちから言わせたら、その譲渡したときの議事録か何か持ってきてもら

ったほうがいいです。 

 

○松野委員 

  そのときのね。 

 



 

－20－ 

○澁谷委員 

  筑豊高校の跡地の。教育委員会として、私たちかかわってないですよ。話、

ここに出てきてませんよ。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  そうなんですか。 

 

○松野委員 

  そういうことになりましたということで、無償譲渡をしてもらうようにな

りましたということで、市長さんと。 

 

○澁谷委員 

  譲渡できるようになりましたという話からです。 

 

○松野委員 

  そうそう。そして、じゃあ、そういうふうにしましょうということで、当

時の教育長、部長、それから、そこら辺の皆さんが、メンバー違いますけど

ね、お役所の方たちが。 

 

○澁谷委員 

  市長と当時の教育長ぐらいは知ってたかもしれないけれど。この委員会に

も議事録、多分残ってると思うんだけど。話、出てきてないと思いますよ。 

 

○松野委員 

  教育委員会が、あそこをぜひにと言って持ってきた話ではないです。 

 

○澁谷委員 

  詳しいその内容、僕も知らないですけど。 

 

○松野委員 

  審議会で、小中一貫校をやりましょうというところまでは、教育委員会主

導で審議会をやったと思います。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  そうですね。 

 



 

－21－ 

○澁谷委員 

  だから、あそこ、小中一貫校じゃなくて、学校じゃなくて、ほかで利用で

きないのかと言ったら、いや、譲渡条件でそういうふうになってるというふ

うに聞いたんですけどね。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  そうですね。無償で譲渡いただく条件として、契約書の中では、学校教育

施設など、公益的施設の用に供するためという文言が契約書の中にはあるの

で、これからすると、やっぱり小中一貫校とか、そういう教育的目的の施設

だろうというふうには思います。 

 

○松野委員 

  議員さんの質問というのは、どうするのということなんですか。早くこう

しろとかいう方針は出さないんですか。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  そうですね。どうするのかという質問でした。 

 

○松野委員 

  それで、どうしたらいいのかということはない。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  そうですね。建てなければ、ほかの施設もあるやろうという言い方はされ

ました、その議員はですね。無理なら、ほかの目的もあるんじゃないかとい

うような言い方はされましたけれども。 

 

○松野委員 

  じゃあ、使いましょうということですね。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  そうですね、はい。 

 

○澁谷委員 

  だけど、できない。 

 

○松野委員 



 

－22－ 

  広いですもんね。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  ７万。 

 

○松野委員 

  あそこで市民運動会をしようったって。それはもう整備せないかんし。ス

ポーツ大会しようとしてもやっぱり整備しないとですね、スポットがいっぱ

いあるし、グラウンドも広いし。 

 

○山内委員 

  駐車場はないですもんね。 

 

○松野委員 

  駐車場は、土地はいっぱいあるから。 

 

○澁谷委員 

  整備すれば、駐車場はできるんですけど、それ以前の問題ですもんね。 

 

○清永委員 

  私も、質問の意味がよくわからないんですよ。問いかけられて、じゃあ、

建てましょうってここでみんなで決めてですよ、教育委員会がこれで行きま

すって、そしたらお金がないってひっくり返すんでしょう。それが議案なわ

けですよね。議案自体がちょっと。 

 

○澁谷委員 

  協議やからね。 

 

○清永委員 

  いや、協議というか、でも、建てましょうっていうのがもともとの思いで

すよね。 

 

○松野委員 

  責任をとる人がいなくなっちゃったんですよ。 

 

○清永委員 



 

－23－ 

  でも、建てましょうっていう意見は、どうも何か、お話を聞いてると、ど

うなんかなっていう感じはあるんですよね。一貫でやりたいというのがもと

もとの流れで。 

 

○松野委員 

  そうそう、やりたいということで。だから、あれでもう途中で頓挫してし

まったから、教育委員会の信用がもう本当になくなってしまったんですよ。

まあ、それはいいとして、こっちで、あそこが欲しいから、もらってくださ

いって申し上げた話ではないんですよね。小中一貫校ができるといいね、こ

うしてできるといいねというところまでですね。 

 

○澁谷委員 

  もともとは、一中校区の話からのスタートなんで。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  そうです。小中一貫校自体もいろいろ、本当に一中校区でやれないかとい

う、前教育長は、やはり学力の問題もあって、一中校区でできないかという

強い気持ちを持ってあって、そこに振られたというところで、一中校区でい

ろいろあったんですよね。ですから、あそこを取り下げて、じゃあ、次の一

手はというと、もうあそこしかないなということで、多分。 

 

○澁谷委員 

  いや、それは違いますよ。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  違うんですか。 

 

○澁谷委員 

  はい。一中校区、だから、４つの条件が整うところというところで、まず

委員会としては、一中校区をやろうとしたんですよ、委員会としてはですね。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  一中校区はもう、一中と下境。 

 

○松野委員 

  一中と下境で。 



 

－24－ 

 

○澁谷委員 

  そこにもう小中一貫校、コストもかからないでできるということで、そこ

をやってたんですけど、結局、地元の調整がとれないということで、４つの

条件から外されたと思うんです。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  とれなくて。そうですね。 

 

○澁谷委員 

  で、４つの条件のうち３つ、財政の、お金の問題以外で全部そろうところ

が、土地から、もともとの土地があって、地元の合意がほぼとれたというこ

とで、そういう条件が整ったところで、整いましたと出しました。そしたら、

実際のところ、財政はノーを出したので、だったら、最初から財政がノーを

出しとけばいいんです。 

 

○松野委員 

  そうそう。 

 

○澁谷委員 

  地元調整とかやるために、どれだけ皆さん動いたと思う。 

 

○松野委員 

  そうそう。 

 

○澁谷委員 

  あらかたの建設試算も出してたはずですよ。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  そうですね。ただ、その金額が、やはり実際にはちょっとはね上がる感じ

だったということは、後から伺ったということはあります。 

 

○澁谷委員 

  はっきり記録しといてください。教育委員会じゃなくて、市長部局で話し

てくれ、財政の話です。 

 



 

－25－ 

○教育部長（秋吉恭子） 

  わかりました。 

 

○澁谷委員 

  それで、それがだめでしたら、あの土地は県に戻してくださいと、要りま

せんので。それしかないですよ。 

 

○松野委員 

  戻してくださいと言ったら、教育委員会が戻してくださいと言ってますと

いうことになります。 

 

○澁谷委員 

  私が言います。 

 

○松野委員 

  だから、そこのところは、ちゃんと責任をとれる人が判断しないと、教育

委員会が、じゃあやめましょう、戻してくださいということではない気がし

ます。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  そうですね。 

 

○澁谷委員 

  これ、本当に突っ込んで話していくんであれば、あそこをもらったときの

経緯も、流れを知らないと、話ができないですよ。 

 

○山内委員 

  要するに、どなたか市長部局のどこかの部門のどなたかが直接の交渉担当

として県と話をされてるわけでしょう。 

 

○松野委員 

  市長ですよ、やっぱり。当時の。 

 

○山内委員 

  そうですか。でも、市長は最後の詰めでしょうから。 

 



 

－26－ 

○教育部長（秋吉恭子） 

  そうですね。契約書は当然、財産のことなので、市長と県知事の間で交わ

されてることがありますけど。 

 

○山内委員 

  どっかが窓口になってますよね。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  その手前ですね。筑豊高校が移転した後に、あそこ、いろいろ県もお荷物

だったんですよね。県としてはですね。なかなか地元に運営を委託してると

いうところもあって、それで、あそこをどうしなきゃいけないかという議論

はあったわけです。小中一貫校にするとかしないとかいう以前の問題で、県

があのまんまあそこを所有していること自体、県としても非常に、８００万

ぐらいの予算かけて維持管理をされてあったということで、県からは何とか

ならないかなっていうような話はあったと思います。というか、いつも県は

そうやってこぼしておられたというのは、私も政策（推進課）にいました

（在籍していました）けれども、伺ってます。 

  その中で、最終的には、やっぱり直方市にもらってもらうのがいいとは、

県は思ってあったと思うんですけれども、そんなの、有償では絶対だめです

よという話は、一方ではあったと思います。その中で折り合いつけてという

のはあったかもしれないと思いますね。無償にできる条件というのは、もう

教育施設しかなかったというところはあったんじゃないかなと思いますけれ

ども。 

 

○山内委員 

  市長がいわゆる１年以内に結論出すようにというのは、教育委員会として

結論出すようにということは、教育的な用途として小中一貫校じゃなければ、

ほかの用途はどうするかっていうことを、結論、話して出しなさいっていう

意味なんですか。 

 

○松野委員 

  じゃないと思う。 

 

○山内委員 

  じゃない。 

 



 

－27－ 

○松野委員 

  じゃないと思う。要りませんって教育委員会が言いなさいということだと

思う。 

 

○澁谷委員 

  そういうことですよ。 

 

○松野委員 

  でも、そうなったのは教育委員会の責任じゃないんです。もともとの。 

 

○澁谷委員 

  だから、教育委員会では建てると。お金がない、だから戻るという。 

 

○松野委員 

  だから、もう財政的に無理だから、市としては、もうこれを返納したいと

いう、言えるのは市長さんしかいないと思います。そのときに、“教育委員

会ができません”と言いましたというのは、ちょっと筋が違うような気がし

ますね。 

  市長さんも困りますよね。前の市長さんのときだからね。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  そうですね。 

 

○松野委員 

  お立場はよくわかります。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  私、ちょっと話を聞いてて、とらえ方が違うんですけども、今のところ、

市の財政を考えると、小中一貫校を建てるのは難しいと、そして、難しい、

難しいといいながら、ずっと引っ張っておくわけにはいかないので、仮に小

中一貫校でなければ、学校の用に供するっていうふうな目的で、ほかに何か

教育的な施設なり、そういうことも含めて検討しなさいというふうに言われ

てるのかなと思いますね。 

 

○松野委員 

  それなら、いいと思います。行かれたことあります、筑豊高校。 



 

－28－ 

 

○教育長（田岡洋一） 

  あります。 

 

○松野委員 

  あれをどういうふうに生かしていくか、そして、そこで予算をつけていた

だいて、何か市民のためとか子供たちのためとか、教育のために生かすこと

ができるのは、それがやっぱり理想的だと思いますよ。あれだけの広大な土

地と施設を使って。それは何か、歴史資料館でもいいし、その中にいろいろ

魁皇の資料館の予算もあるだろうし、それとか、高取焼の資料とか、全部、

資料館を、あれ１個は広過ぎるので、幾つかつくって、行ったら一遍にいろ

んなものが見られるとかね。そういうことであれば、５９０万払っても。ど

う。 

 

○澁谷委員 

  話は戻りますけど、ここで検討しても、お金がないってまた断られるんじ

ゃないんですか。財政がないと。根拠がないから、財政の。ここで議論でき

るようなことは、ないですもん。できません。極端な話、体育館でもつくら

れたらどうですか、あれだけ広い土地だし。あの（市の）体育館も老朽化し

てます。公式の試合なんてできません。あそこは駐車場も狭い。ちょうどい

いですよ、スペースと駐車場。少しはインカムとれるかもしれないですけど。

そういった話をしても財政がないってまた言われるので、話できませんよね。 

 

○松野委員 

  そういったことだったら、国に補助金とかは申請できるんですか。 

 

○澁谷委員 

  ここであらかたのたたき台をつくる話ならいいですけど、ここで決定する

というのは難しい。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  確かに、決定までできないと思いますし、実際、体育館の話は、地元の議

員からも出てまして、体育館をあそこに誘致できないかとかいう話はされて

あって。 

 

○松野委員 



 

－29－ 

  いいですね。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  ですよね。ただ、学校がだめで、じゃあ体育館かっていう話も一方ではあ

るんでですね。そうなると、もう体育館といえども、教育委員会だけでは決

定できないだろうとは思います。 

 

○松野委員 

  じゃあ、教育委員会としては、あの施設を利用して、何か使えるようなこ

とで可能性のあることはないかということを言ってましたということになり

ますかね。無理ですか、それも。もう戻すと。 

 

○澁谷委員 

  もともと建物が古いということで。だから、あの建物はもう使えないとい

うことですね。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  はい、使えない、もちろん体育館も使えないと思いますし、おっしゃるよ

うに、公式の大会ができるような体育館でないと移す意味がないですよね。

冷房も今、効いてませんしですね。 

 

○澁谷委員 

  宮若市の体育館なんて、立派なもんで。 

 

○松野委員 

  宮若市は合併債があるからね。トヨタもあるでしょうけど。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  では、そういう、できればそういう教育的な施設に資するものができれば

というような御意見があるという。 

 

○松野委員 

  その可能性を探してほしいと。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  わかりました。よろしいですか。それぐらい言ってもいいですか。 



 

－30－ 

 

○松野委員 

  もう返していいですよということじゃいけんと思いますよ。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  よろしいですか。 

 

（はいの声あり） 

 

○教育長（田岡洋一） 

  そしたら、その他に戻りまして、会議録の署名委員の指名についてお願い

します。 

  松野さんということで。 

 

○松野委員 

  わかりました。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  そしたら、あと一つ残ってる美術館の収蔵庫の内覧につきまして。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  現在、市が所有してます美術品は、現在の美術館の中の収蔵庫と、美術館

の隣、同じ並びにあります旧篠原邸という古民家を改築した建屋に保管して

おります。スペース等が老朽化してますので、適切な室温管理ができていな

いのが現状です。 

  それを踏まえて、今後、市民の方に鑑賞に供するために、良好な環境をと

いうことで、２８年度に新しく収蔵庫を建てました。建てたところが、直方

市庁舎第２別館といってました、旧シルバー人材センターがあったところで、

ＮＴＴの裏側ですね。そこに鉄骨の２階建てで、延床面積が８４０平方メー

トルの建屋、収蔵庫を建てております。 

  今年度に入って、収納棚を今、設置しておりますので、室温、クーラー等、

温度、室温管理をしているところです。 

  今後、美術品を搬入いたしまして、その後、薫蒸をして、そういう手続に

入っております。きょう、この後、皆様に一度見学していただきたいと思い

ます。 

 



 

－31－ 

○教育長（田岡洋一） 

  もう直接よろしいですか、終わり次第。 

 

○松野委員 

  見学に行くということ。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  はい。中を見ていただいたらと思いまして。ちょっと暑い中ですけれども。 

 

○松野委員 

  歩いて行って、歩いて戻ってくる。車は置けないですもんね。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  そうですね。すみません。 

 

○松野委員 

  大丈夫です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  それでは、以上で８月の定例教育委員会を終了いたします。 

  ありがとうございました。 

 

１６時４０分閉会 
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