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（開会１４時３０分） 

○教育長 ただいまから、平成３０年第８回田川市教育委員会７月定例会を開会いたします。

日程第１「平成３０年第７回田川市教育委員会６月定例会会議録の承認について」を議題と

します。あらかじめ送付しておりましたが、内容、文言等について、何か、ご質問、ご意見

ございませんか。 

  ないようですので、会議録を承認することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、日程第１「平成３０年第７回田川市教育委員会６月定例

会会議録の承認について」は、これを承認することとします。 

  次に移ります。日程第２ 事務報告「田川市内小中学校ブロック塀にかかる緊急点検調査

について（中間報告）」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育総務課長 それでは、日程第２ 事務報告「田川市内小中学校ブロック塀にかかる緊急

点検調査の中間報告について」ご説明申し上げます。本件につきましては、本年６月１８日

に発生いたしました大阪府北部地震において、高槻市立小学校のプール沿いのブロック塀が

倒れ、登校中の児童が下敷きになりお亡くなりになるという痛ましい事故が起きたことなど

を受け、当課所管の市内小中学校施設等、全１７か所において、敷地内のブロック塀にかか

る緊急点検調査を実施したものであります。それでは、資料の１ページをご覧ください。緊

急点検調査の概要について、ご説明申し上げます。まず、１点目、緊急点検調査は６月１９

日から２０日まで、２日間にわたり実施いたしております。次に、調査対象施設は、当課所

管の１７施設であります。なお、カッコ内の「旧小学校施設」とは、旧船尾小学校のことで

あります。次に、調査方法としましては、目視によるブロック塀の外観調査を採用しており、

特に、建築基準法に準拠していない高さ２．２ｍを超えたブロック塀の有無、及びブロック

塀の高さ１．２ｍを超えるものについては３．４ｍ以内ごとに控壁を設置することとなって

いますが、このような形で適切に控壁が設置されているか否かに重点を置き、調査をとり行

っております。次に、調査結果でありますが、１７施設におきましては、９４か所、延長に

して２，１１０．５ｍのブロック塀が設置されておりますが、そのうち建築基準法に準拠し

ていない延長が１，７０４．３ｍあり、不適合率は約８１％に及ぶことが今回の調査で判明

いたしました。今後の対応といたしましては、今回行ったブロック塀の点検調査は外観のみ

の目視調査であるため、今後は、有識者や関係部署等の助言、指導を受けながら、内部の配

筋状況や基礎の根入れ深さといった構造の調査を引き続き実施したいと考えております。そ
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のうえで、建築基準法に準拠していないブロック塀については、国の動向等を見ながら、関

係課と協議を行ったうえで、箇所ごとに補強若しくはフェンスの再設置等の方針を立て、可

能な限り早期に改善策を講じてまいりたいと考えております。なお、２ページに学校ごとの

調査結果表を、また、その後ろには、学校ごとの平面図を、それぞれお付けいたしておりま

す。平面図上には、今回点検調査しましたブロック塀を明示しており、建築基準法に準拠し

ているブロック塀は青色で、また、建築基準法に準拠していないブロック塀は赤色で、それ

ぞれ表記いたしております。以上で説明を終わります。 

○教育長 今の説明に対して、何か、ご質問、ご意見等ございませんか。 

○河底委員 全部、金網にするんですか。それとも下は少し残して、上だけ金網にするという

工事になるんですか。 

○教育総務課長 今、検討中でございますが、基本的にはブロック塀を残さずに、擁壁の上に

フェンスを設置する方向で検討を行っております。 

○河底委員 分かりました。ありがとうございます。 

○毛利委員 ブロック塀の高さというのは、下のコンクリートを基礎としてその上を測ってい

るわけですか。１番下から測っているわけではないんですか。どうなんですか。 

○教育総務課長 大藪小学校のように擁壁の上にフェンスが立っている場合、擁壁から測るよ

うな形になっております。ですので、大藪小学校の下り坂の所は擁壁がかなり高いですよね。

その上にブロック塀が設置されていますので、あの箇所は建築基準法に準拠していないとい

うことになります。 

○毛利委員 例えば、一つ一つの学校を見ても、結局、該当する箇所は、主にプールなんです

ね。やはり、これは目隠しということが目的だったんだろうと思うんですよね。それが今度

は金網になるんですよね。 

○教育総務課長 １つの例で申し上げますと、大藪小学校は、公道に面したところにプールが

ございますので、当然ながらプライバシーなど色々と配慮すべき問題がございますので、そ

ういった箇所については、例えばフェンスでも目隠しフェンスといったものがございますの

で、そういったことも踏まえつつ、それぞれの箇所ごとに、今後、検討していかなければな

らないと考えております。 

○毛利委員 どこの市か忘れましたが、ブロック塀は全部早急に、緊急に外してしまおうとい

う市がありますよね。田川市の場合はそこまでしないで、調査をしてから対応するというこ

とですか。 
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○教育総務課長 私の記憶では名古屋市の教育委員会だったと思います。もう少し調査する必

要がありますが、外観上、建築基準法に準拠していても、していなくても全てのブロック塀

を取り壊すという考え方を出された教育委員会もあるようです。いずれにいたしましても、

本件の対応にあたっては、専門的な知識が必要となりますが、ブロック塀に関しては、専門

的見地を有するブロック塀診断士という方がいらっしゃいます。市内にも何人かいらっしゃ

いますが、その中のお一人に先日来ていただきまして、話を伺いますと、ブロック塀の中に

鉄筋が組まれているか否かについては金属探知機で把握できるということですが、その鉄筋

のうち、縦向きの縦筋と横向きの横筋が、きちんと結束されているか否か、あるいはそうい

った配筋された状態で、モルタルの充填が適切になされているか否かについては、把握する

ことが難しいとのことでありますので、私どもも、これからさらに研究を深めて参りますが、

現時点では、最大限、安全性に考慮し、名古屋市の教育委員会のように、基本的には全ての

ブロック塀をフェンス等に差し替えることが妥当との思いでおります。 

○毛利委員 ブロック塀が倒れたところは壁だけで、控壁がなかったんですよね。だから、控

壁がないのは、早く何とかしてほしいなと思いまして。控壁がないブロック塀があったかど

うか分かりませんが、あれば、早急に対応してほしいなと思います。 

○教育総務課長 それで今、見ていただきましたとおり、２千ｍを超える延長のブロック塀が

全１７か所で存在しております。その中には、もう１日も早く改善策を講じないといけない

箇所があります。地震等が発生した際、危険と思われる箇所もございます。そういった箇所

に優先順位を付けまして、今後、早急に改修計画を立てたいとこのように考えております。 

○教育長 では、専門家の意見等も取り入れながら子どもの安全を中心に早急な取り組みをお

願いしたいと思います。他に、ご質問、ご意見ありませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第３ 事務報告「通学区域の見直し方針について」 

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 通学区域の見直し方針につきまして、新中学校再編推進室と学校教育課合同で報

告させていただきます。１ページをご覧ください。１点目の本市の小学校及び中学校におけ

る特例区の一覧でございます。特例区と申しますのは、書いてありますとおり、保護者の申

出により区域外就学を認めている以下の地区になっております。今回、それぞれの地区につ

きましては、左側に記載しております小学校及び中学校の区域を通学区と定めておりますが、

これらの区域は保護者の申し出により右側に記載しております小学校及び中学校の通学域

を選ぶことができる地域となっております。今回、この見直しにつきましては、２番目に当
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たりますが、以下のとおりに考えています。今回の新中学校の創設におきましては、１小学

校から２中学校に通う校区を解消することにしております。そこで併せまして、同一区域か

ら別々の学校に通える特例区を廃止したいと考えております。考え方といたしまして、まず、

「⑴ 新中学校の開校時期に併せ、特例区を廃止する。ただし、現に通学する児童・生徒を

考慮し、経過措置の期間を設定する。」「⑵ 一つの地区において、その地区から二つの小中

学校に通学する児童・生徒が存在することは避ける。」「⑶ 小学校区については、第一に児

童の安全性確保が必要である。このことから、小学校までの距離（近接性）に関し、十分な

配慮が必要。」「⑷ ただし、特例区の適用により、現に校区外通学を行っている児童・生徒

数や今後の推計について考慮する必要がある。また、特例区を廃止することで、特に小学校

の児童数の偏りについても考慮する必要がある。」「⑸ 特例区の廃止については、当該地区

の住民及び保護者の意見を踏まえ、通学区の設定を見直す。また、この機会に見直しを実施

しなければ、将来にわたり現状のままとなることが思慮される。」「⑹ 本市においては、地

区の文化的な繋がりやコミュニティの醸成が図られており、今般の新中学校創設に際し、こ

れまでの中学校区から小学校区ごとの活性化協議会になることが見込まれる。」２ページを

ご覧ください。３点目の実施時期についてです。新中学校の開校時期に併せ、この特例区に

ついては、廃止をしたいと考えております。４点目のその他についてです。現在、通学区域

の一覧表の表記につきましては、地区名、組名及びアパート名等の混在が見られております。

併せて、特別区の廃止に合わせまして地区名標記に改めることにしたいと考えております。

説明につきましては、以上でございます。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見はございませんか。 

○毛利委員 教えてください。例えば、後藤寺校区の平松・西平松がありますよね。あそこは

今のところ、どちらの学校にいっているんですか。 

○推進室長 後藤寺校区からは毛利委員がおっしゃっていただきました、平松・西平松につき

ましては、後藤寺小校区でございますけども、中学校につきましては中央中学校区になって

いる状況です。 

○毛利委員 今度は、あそこは後藤寺校区になるんですよね。 

○推進室長 今回の中学校の再編につきましては、それぞれの小学校が新しい中学校に全員が

通うように考えておりますので、後藤寺校区の生徒については、仮称の西中学校の校区内に

したいと考えております。 

○教育長 私も教育現場にいる時に１つの小学校から１、２人だけが別の中学校に行って、保
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護者含めて大変きつい思いをしている状況を目の当たりにしたことがあります。それから、

もう１つは同一地域から別々の学校に通える特例区があることで、新入生の人数が確定しな

くて学級数がどうなるか分からないという課題もあります。そういった面でも学校運営に大

きな影響がありました。ぜひ、新中学校の開校に併せ、今まで地域からの要望もたくさん出

ておりますので、このようなねじれは解消していきたいと思っておりますので、また随時、

報告をお願いいたします。 

他に何か、ご質問、ご意見はございませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第４ 事務報告「田川市新中学校教育課程等研究

会の設置について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 日程第４ 「田川市新中学校教育課程等研究会の設置について」ご説明させてい

ただきます。１ページ目をご覧ください。「１ 設置の経緯、目的」でございます。新中学

校創設を実現するためには、様々な課題があり、これらの課題に対し、地域や保護者の意見

や要望、また同時に協力や支援が必要となります。新中学校創設基本計画を策定したのち、

地域住民や保護者、教員等で構成する「新中学校開校準備協議会（仮称）」を設置し、よ

り良い環境整備、生徒や保護者の負担や環境変化に配慮した方策等、再編に関する課題を協

議・検討していくこととしております。しかしながら、新中学校創設基本計画の基となる同

計画（案）につきまして、地域住民や保護者に対し、十分な理解が得られていないことから、

同計画の策定並びに準備会の設置が遅延しているのが現状でございます。このことから、「新

中学校教育課程研究会」を設置し、協議会で協議・検討すべき課題のうち、学校教職員

が課題解決の中心となる、新中学校にふさわしい教育課程や生徒指導などの在り方について、

あらかじめ研究し、協議会の議論や新中学校の開校に影響が生じることがないにようしてい

きたいと考えています。「２ 研究会の組織等」でございます。まず、全体会に会長・副会

長を置き、教育課程部会、生徒指導部会、交流・特別支援教育部会の３部門を設置したいと

考えております。それぞれの部会につきましては、記載のとおりでございます。なお、事務

局につきましては、我々、新中学校再編推進室が担当したいと考えております。委員構成に

つきましては、小学校長会から推薦された教職員、中学校長会から推薦された教職員、その

他教育長が推薦する教職員からの選定とさせていただきます。２ページをご覧ください。

「３ 研究事項」につきましては、「⑴ 新中学校における教育課程の在り方に関すること」

「⑵ 新中学校における生徒指導の在り方に関すること」「⑶ 児童の開校前の交流及び特

別支援教育の引き継ぎに関すること」「⑷ その他、教育委員会が新中学校において教育上
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必要と認める事項」でございます。「４ スケジュール」につきましては、記載のとおりで

ございます。今月７月から開催していきたいと思っております。なお、添付資料といたしま

して「⑴  新中学校教育課程等研究会設置要綱」及び「⑵ 新中学校教育課程等研究会委

員名簿」を添付させていただいております。以上、説明を終わらせていただきます。 

○教育長 今の説明に対して、何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第５ 事務報告「平成３０年度田川市石炭・歴史

博物館春季原画企画展『米騒動と筑豊』の実施報告について」を議題とします。事務局に説

明を求めます。 

○文化生涯学習課企画官 日程第５ 事務報告「平成３０年度田川市石炭・歴史博物館春季原

画企画展『米騒動と筑豊』の実施報告について」ご説明いたします。１ページをお願いいた

します。企画展の概要ですが、名称は、「平成３０年度田川市石炭・歴史博物館春季原画企

画展『米騒動と筑豊』」です。次に趣旨は、１９１８（大正７）年、米価高騰に反対する民

衆運動である米騒動は、富山県に端を発しまして全国へと広まり、石炭産業で栄えておりま

した筑豊地方にも波及しました。この時のことが山本作兵衛の炭坑記録画に描かれておりま

して、この米騒動から、ちょうど１００年を迎えることから、春季原画企画展「米騒動と筑

豊」を開催しました。会期は、平成３０年４月２４日（火）から５月２０日（日）までの２

７日間です。この間、５月１２日、１９日の土曜日には学芸員によるギャラリートークを開

催しております。この企画展の広報としましては、記載のとおり記者レクの実施、広報たが

わ４月１５日号や市ホームページ、博物館ブログへの掲載、各博物館・美術館・観光協会、

道の駅、田川市郡の小中学校へポスター・チラシの配布を行っております。特に、市内小中

学校に対しましては、全生徒・児童分の部数を配布しております。また、風治八幡宮川渡り

神幸祭におきましても、チラシを配っております。新聞への掲載状況は２ページ⑻のとおり

でございます。最後のページ、別紙２にその時の記事を掲載しております。別紙１は、展示

いたしました炭坑記録画の一覧でございます。さて、入館者数でございますが、総数    

２,１７７人でございました。参考までに平成２６年度から２９年度までの人数を記載して

おりますが、２９年度は再オープン記念事業として実施したものであります。２つの企画展

と比べまして入館者数は、半減しております。その理由としましては、山本作兵衛コレクシ

ョンが記憶遺産になって年数が経過し、印象が次第に薄くなってきているということ、また

改修工事のために２７、２８年度の企画展が未開催だったということから、団体客が他の館

へ流れていったこと等が考えられます。そこで、今後の対応としまして、周知のための広報
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期間を確保するため、展覧会の内容をできるだけ早く決めて、団体客を扱っている旅行会社

等に周知・案内を行います。また、展示や解説にも工夫をし、子供向け、大人向けといった

専用解説シートの作成等を改善策として計画しております。また、入館者の方々が、どのよ

うなニーズを持っておられるのか、どのような企画展を希望されているのか、時期を見て一

度、アンケート調査の実施も行ってみようと思っております。以上でございます。 

○教育長 今の説明に対して、何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第６ 諸般の報告「教育委員会に係る６月議会の

一般質問について」を議題とします。 

○教育部長 日程第６ 諸般の報告「教育委員会に係る６月議会の一般質問」についてご報告

いたします。お手元に配布させていただいた資料の「平成３０年（第２回）６月定例会一般

質問」及び「平成３０年（第２回）６月定例会一般質問答弁（概要）」についての資料をご

覧ください。今回、６月議会の一般質問につきましては、６月２１日と２２日の２日間行な

われております。質問議員は、陸田議員以下全９名の議員のうち教育委員会に関しましては、

８名の議員から一般質問があっております。教育委員会に関する質問事項には、朱書きで備

考欄に教育委員会と記載をしています。その概要について、ご説明をいたします。一般質問

答弁（概要）についての資料をご覧ください。まず、質問順１番の陸田孝則議員からは、「２

学校教育について」の質問があっております。要旨は、「⑴ 学力には、非正規雇用率や離

婚件数などとの相関関係があり、教育者や家庭指導を超えた困難な課題が指摘されている。

経済状況の改善を含め、根本的に角度を変えた施策も検討すべきではないか。見解を問う。」

という主な内容でございました。その答弁につきましては、「昨年度の全国学力・学習状況

調査の結果は、学習意欲の改善に見合ったものではないが、就学援助率が高い学校において

も平均正答率が、全国平均を上回るという結果がみられた。これは、隂山メソッド・小河式

などの成果だと考える。学力調査結果の数値のみに一喜一憂するつもりはないが、結果を

様々な角度から分析・考察していくことを重視し、教育と福祉の連携、地域ぐるみでも学力

向上の取組を推進していく。」との答弁を行ったところでございます。次に「⑵ 知識偏重

ではなく、社会に貢献する多種多様な選択肢を提供することも必要と考えるが、見解を問う。」

という内容の質問がございました。その答弁におきましては、「各学校では、子ども達が『生

きる力』及び『社会力』を身に付け、将来、社会に貢献できる社会人になれるよう指導を行

っている。」との答弁を行っております。２ページをお願いいたします。２番目の柿田孝子

議員からは、「２.子育て支援について」の質問があっております。要旨は「⑵ 放課後児童
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クラブの利用料について、ひとり親家庭を利用料減免の対象に戻すべきと考えるが、見解を

問う。」という内容でございました。その答弁におきましては、「これまで、生活保護世帯及

びひとり親世帯に対して減免を実施してきたが、本年４月から、内容の見直しを行い、生活

保護世帯と市町村民税非課税世帯を減免対象とすることとした。今回の見直しは、制度の公

平性を保つ観点から行っているため、当面減免対象の変更は行わず、現在の運用を継続した

い。」と答弁を行っております。また、「３.地区公民館について」の質問で、「⑴ 地区公民

館は地域コミュニティの場としての活用だけでなく、災害時の避難場所としても必要不可欠

であるため、新築、補修及び耐震診断に係る補助金の増額・新設が必要と考えるが、見解を

問う。」との質問でありました。その答弁では、「地区公民館の現状について、検証を進めな

がら、実態に合った見直し案を現在検討している。」と答弁を行っております。次に４番目

の香月隆一議員からは、「３.地区公民館の改修について」の質問で、「⑴ 地区公民館の改

修等への助成の内容について問う。」という内容で、「また、高齢者の生涯学習環境づくりを

進めるために、トイレの洋式化等への助成制度の充実が必要と考えるが、本市の対応につい

て問う。」という内容でございます。その答弁では、「現制度では、小規模改修工事には、利

用が難しい助成制度となっている。また、新築・新設にかかる費用を、地域が捻出すること

が難しい実態も踏まえ、制度設計の見直しについて総合的な検討を今後進めて行きたい。」

という答弁を行っております。次に５番目の原田誠議員からは、「１.本市におけるＷｉＦｉ

環境の整備について」の質問で、「⑴ 観光対策、防災対策及び行政サービス拡充の面から

も、公共施設等を含めた市内におけるＷｉＦｉ環境の整備が必要と考える。本市の施設にお

ける現在の整備状況及び今後の整備方針について見解を問う。」という内容でございました。

その答弁としましては、「教育施設のＷｉＦｉ整備ついては、整備を進めていく方針で、今

後、前向きに検討して行きたい。」という答弁を行っております。続きまして、６番目

髙瀬冨士夫議員からは、「１.小・中学校におけるエアコン設置について」の質問があってお

ます。要旨といたしましては、「⑴ 本市に残された深刻な行政課題の解決に向けた道筋と

して、本市小・中学校における普通教室内のエアコン設置について、市長の考えを問う。」

という質問でございました。その市長答弁では、「本件は、未だ残された行政課題として重

く受け止めている。現在、普通教室等にエアコンを設置した場合の概算事業費の積算作業を

行っている。『するかしないか』といった検討段階ではなく、『いつ、どのようにして実施す

るのか』といった段階に達していると認識している。」と答弁を行っております。４ページ

をお願いいたします。次に、７番目の佐藤俊一議員からは、「３.中学校再編について」の質
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問で要旨は、「⑴ 教育委員会が『審議会』案と異なる学校設置の計画案を提示後、いくつ

か問題点を指摘してきたが、今後の進め方について問う。」という内容でございました。そ

の答弁では、１つ目の課題について、「校区の特例区について、保護者及び地域の意見を聞

きながら、新中学校の開校までに、解消を目指したいと考えている。」２つ目は、「改築期間

中のグラウンド使用について、県立大学にお願いしたところ前向きな回答を得ている。」３

つ目は、「猪位金学園については、新中学校への再編ありきではなく、地域、保護者、関係

者と十分協議を行っていきたい。」との答弁を行ったところであります。次に、８番目の石

松和幸議員から、「２.乳がん検診に係る取り組みについて」の質問で要旨は、「⑺ 中学校

におけるがん教育についての現状と今後の取り組みについて問う。」という内容でありまし

た。その答弁では、「本市においても中学校における、がん教育充実のために本事業の内容

を精査し、来年度から実施を検討している。」との答弁を行っております。最後の９番目の

藤沢悟議員からは、「１.中学校再編について」の質問があっております。「⑴ 中学校再編

に係る住民及び保護者への説明会において、課題となった点及びその対応策について問う。」

「⑵ 中学校再編に係る住民との合意形成のあり方について、見解を問う。」「⑶ 新中学校

創設基本計画（案）の現状と課題について問う。」「⑷ 中学校再編を段階的に進めていく場

合の現時点における課題及び対応策を問う。」「⑸ 平成３４年度の新中学校開校の見通し及

び明確な工程について問う。」という質問内容でありましたが、この質問では、「特に開校ま

でのスケジュールについて、現在の住民同意が十分に得られていない状況では、計画案から

大幅に遅れているので、どう考えても開校が間に合わないのではないのか、開校の見直しを

今の段階ですべきではないのか。」との強く問いただす意見等があっているという状況でご

ざいます。その答弁といたしましては、「新中学校創設に関して、住民の皆さんに十分な理

解を得られたとの判断には至っておらず、説明会の開催や懇談会を現在実施しているところ

である。今後については、実際の学校建設に係る工程において短縮可能な工程を組み直し、

改めて開校までのスケジュールの見直し、修正を行いたい。」との答弁を行ったところでご

ざいます。以上、６月議会での一般質問について概要報告を終わらせていただきます。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

ないようですので、次に移ります。「７月行事予定について」を議題とします。 

（各課長が教育長及び各課の行事について説明） 

  次に移ります。「８月定例会の日程案について」 

○教育総務課長 それでは、８月定例会の日程案につきましては、次回８月９日、木曜日でい
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かがでしょうか。 

○教育長 ご異議ないようですので、８月定例会は８月９日、木曜日、１４時３０分に決定い

たします。 

  ほかにご質問、ご意見ございませんか。 

ないようですので、以上をもちまして、平成３０年第８回田川市教育委員会７月定例会を

閉会いたします。 

（閉会１５時１８分） 

 

 


