
（１４時３０分開議） 

○教育長 ただいまから、令和元年第６回田川市教育委員会５月定例会を開会いたしま

す。日程第１ 「平成３１年第４回田川市教育委員会４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、送付していましたが、内容、文言等について、何

か、ご質問、ご意見等ございませんか。 

  ないようですので、会議録を承認することにご異議ございませんか。 

（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３１年第４回田川市教育委員会４

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 議案第１０号「田川市教育支援委員会委員の委嘱（交代）

について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長 日程第２ 議案第１０号「田川市教育支援委員会委員の委嘱（交代）

について」です。本案は、委員４名が交代するため、田川市教育委員会事務委任及び

臨時代理規則第２条第１２号の規定により教育委員会の議決を求めるものでござい

ます。２枚目をご覧ください。令和元年度の田川市教育支援委員会委員名簿でござい

ます。本年度、新任の方のみを、ご紹介させていただきます。田川児童相談所副長 毛

利亮子様、川崎特別支援学校教諭 小川博也様、中央中学校 塘田章雄校長、子ども

支援連携推進室 加藤育朗室長補佐、以上の方を新任として委員名簿にあげておりま

す。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

○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、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第２ 議案第１０号「田川市教育支援委員会

委員の委嘱（交代）について」は、原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第３ 議案第１１号「田川市公民館運営審議会委員の委嘱（交

代）について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第３ 議案第１１号「田川市公民館運営審議会委員の委嘱

（交代）について」ご説明させていただきます。本案は、４月の教職員の人事異動に

おきまして、中学校校長会から選出されておりました委員１名が交代するため、田川

市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１２号の規定により、教育委員会に
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議決を求めるものでございます。次ページをお願いいたします。田川市公民館運営審

議会委員名簿（案）でございます。新任として、中学校校長会から亀谷勝弘校長を選

定するものでございます。説明は以上でございます。ご審議の程よろしくお願いしま

す。 

○教育長 何か、ご意見、ご質問、ございませんか。 

  ないようですので、原案どおり可決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３ 議案第１１号「田川市公民館運営審議

会委員の委嘱（交代）について」は、原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第４ 議案第１２号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会委

員の委嘱（交代）について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第４ 議案第１２号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会

委員の委嘱（交代）について」ご説明させていただきます。本案は、４月の教職員の

人事異動におきまして、委員が１名交代するため、田川市教育委員会事務委任及び臨

時代理規則第２条第１２号の規定により教育委員会の議決を求めるものでございま

す。次ページをお願いいたします。田川市石炭・歴史博物館等運営協議会委員名簿（案）

でございます。新任の方のみご紹介させていただきます。後藤寺小学校から青木康弘

校長でございます。以上で説明を終わります。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

○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、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ご異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第４ 議案第１２号「田川市石炭・歴史博物

館運営協議会委員の委嘱（交代）について」は、原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第５ 議案第１３号「田川市図書館協議会委員の委嘱（交代）

について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第５ 議案第１３号「田川市図書館協議会委員の委嘱（交代）

について」ご説明申し上げます。本案は、４月の教職員の人事異動におきまして、委

員１名が交代するため、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１２号

の規定により教育委員会の議決を求めるものでございます。「田川市図書館協議会委
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員名簿（案）でございます。新任として、猪位金学園 木下勝典学園長を推薦してお

ります。以上です。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

○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、原案のとおり可決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５ 議案第１３号「田川市図書館協議会委

員の委嘱（交代）について」は、原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第６ 議案第１４号「田川市美術館協議会委員の委嘱（交代）

について」を議題します。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第６ 議案第１４号「田川市美術館協議会委員の委嘱（交代）

について」ご説明させていただきます。本案は、４月の教職員の人事異動におきまし

て、小学校校長会から選出しておりました委員１名が交代するため、田川市教育委員

会事務委任及び臨時代理規則第２条第１２号の規定により教育委員会の議決を求め

るものでございます。裏面をご覧ください。田川市美術館協議会委員（案）でござい

ます。新任として、後藤寺小学校 青木康弘校長を推薦しております。以上です、ご

審議の程よろしくお願いします。 

○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、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

次に移ります。日程第７ 議案第１５号「田川市立学校校舎使用料条例の一部改正

について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育総務課長補佐 日程第７ 議案第１５号「田川市立学校校舎使用料条例の一部改

正について」ご説明申し上げます。本案は、令和元年１０月１日から消費税率が現行

の８パーセントが１０パーセントに引き上げられることに伴い、施設の使用料につい

て、所要の改正をしようとするもので、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則

第２条第１０号の規定により、教育委員会の議決を求めるものでございます。概要に

つきましては、現行の使用料等は、平成９年に消費税５パーセントでの単価になって

いることから、今回消費税１０パーセントへの引き上げに伴う５パーセントの差額分

を加算し、消費税の増税に伴い使用料を引き上げるものであります。また、同時に語



 

3 

 

句の修正、各条の見出しの追加、第４条に「委員会が使用料を減免することができる。」

となっていますが、使用料等の決定及び減免は市長の権限であるため、合わせて改正

を行う内容に変更するものであります。２ページに改正について、また、３ページに

は新旧対照表を添付しております。以上、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

○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、原案のとおり可決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７ 議案第１５号「田川市立学校校舎使用

料条例の一部改正について」は、原案のとおり可決いたします。 

次に移ります。日程第８ 議案第１６号「田川市中央公民館の設置及び管理に関す

る条例の一部改正について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第８ 議案第１６号「田川市中央公民館の設置及び管理に関

する条例の一部改正について」ご説明させていただきます。本案は、令和元年１０月

１日から消費税率が現行の８パーセントから１０パーセントに引き上げらえること

に伴い、所要の改正を行うもので、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２

条第１０号の規定より教育委員会の議決を求めるものでございます。次のページをお

願いいたします。１ 条例改正の理由は、先程の案件と同じですが、消費税の引き上

げについて改正するものでございます。２ 条例改正の概要は、平成２６年４月１日

に５パーセントから８パーセントへ引き上げられた際、市全体といたしまして、消費

税８パーセントへの引き上げへの対応はせず、１０パーセントへの引き上げに合わせ

て見直しを行う予定とされておりました。今回、１０月１日から消費税１０パーセン

トへの引き上げに伴いまして、差額分の５パーセント分を加算するという内容でござ

います。それとあわせまして、教育総務課の案件と同じように委員会とありましたも

のを、権限を市長と読み換える改正を行っております。資料２ページ以降は条例の改

正内容、それから４ページ以降は新旧対照表を付けております。ご審議の程、よろし

くお願いいたします。 

○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。日程第９ 議案第１７号「田川文化センターの

設置及び管理に関する条例の一部改正について」を議題とします。事務局に説明を求
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めます。 

○文化生涯学習課長 日程第９ 議案第１７号「田川文化センターの設置及び管理に関

する条例の一部改正について」ご説明申し上げます。本案は、令和元年１０月１日か

ら消費税率が現行の８パーセントから１０パーセントに引き上げられることに伴い、

施設の利用料金について、所要の改正をしようとするもので、田川市教育委員会事務

委任及び臨時代理規則第２条第１０号の規定により、教育委員会の議決を求めるもの

でございます。資料につきましては、次ページ以降ですが１ 改正理由は、今説明し

たとおりでございます。改正に伴う３ 効果としては、資料のとおり平成２８年度収

入ベースで試算したところ、田川文化センターでは約５７万円の増収が見込まれます。

２ページ以降は、「田川文化センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例（案）」、それから新旧対照表を添付しております。以上で、説明を終わります。

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

○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、原案のとおり可決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９ 議案第１７号「田川文化センターの設

置及び管理に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決いたします。  

  次に移ります。日程第１０ 議案第１８号「田川青少年文化ホールの設置及び管理

に関する条例の一部改正について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第１０ 議案第１８号「田川青少年文化ホールの設置及び管

理に関する条例の一部改正について」ご説明申し上げます。本案は、先程の田川文化

センターの設置及び管理に関する条例の一部改正にて申し上げましたとおり、令和元

年１０月１日から消費税率が現行の８パーセントから１０パーセントに引き上げら

れることに伴い、田川青少年文化ホールを利用する際の利用料金について、所要の改

正をしようとするもので、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１０

号の規定により、教育委員会の議決を求めるものでございます。次ページをお願いい

たします。先程と同様、改正に伴う効果としては、資料のとおり平成２８年度収入ベ

ースで試算したところ、田川青少年文化ホールでは約４５万円の増収が見込まれます。

以降、資料といたしましては、「田川青少年文化ホールの設置及び管理に関する条例
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の一部を改正する条例（案）」、また新旧対照表を添付しております。以上で、説明を

終わります。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

○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、原案のとおり可決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１０ 議案第１８号「田川青少年文化ホー

ルの設置及び管理に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決いたしま

す。 

  次に移ります。日程第１１ 議案第１９号「田川市美術館条例の一部改正について」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第１１ 議案第１９号「田川市美術館条例の一部改正につい

て」ご説明いたします。本案は、先程の田川文化センター、田川青少年文化ホールの

設置及び管理に関する条例の一部改正について申し上げたとおり、令和元年１０月１

日から消費税率が現行の８パーセントから１０パーセントに引き上げられることに

伴い、田川市美術館を利用する際の利用料金について、所要の改正をしようとするも

ので、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１０号の規定により、教

育委員会に議決を求めるものでございます。１ページをお願いいたします。３ 効果

といたしましては、資料のとおり平成２８年収入ベースで試算したところ、田川市美

術館では約４万７千円の増収が見込まれます。資料として別紙に、「田川市美術館条

例の一部を改正する条例（案）」、新旧対照表を添付しております。以上で、説明を終

わります。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

○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、原案のとおり可決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１１ 議案第１９号「田川市美術館条例の

一部改正について」は、原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第１２ 議案第２０号「田川市小学校給食調理等業務事業者選

定委員会設置要綱の制定について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長 日程第１２ 議案第２０号「田川市小学校給食調理等業務事業者選定
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委員会設置要綱の制定について」です。本案は、田川市教育委員会事務委任及び臨時

代理規則第２条第８号の規定により教育委員会の議決を求めるものでございます。次

のページをお願いいたします。第１条 設置についてです。田川市立後藤寺小学校、

大藪小学校及び田川小学校３校の給食調理等業務を委託するにあたり、調理事業者の

選定を公正かつ適正に行うため、田川市小学校給食調理等業務事業者選定委員会を設

置いたします。第２条 所掌事務でございます。選定委員会は、次に掲げる事項につ

いて調査及び審議を行う。⑴ 募集基準及び選定基準に関すること。⑵ 提案書その

他選定に必要な事項に関すること。⑶ 前２号に掲げるもののほか、選定に関し必要

な事項に関することです。第３条 組織についてです。選定委員会は、委員７人で組

織し、次に掲げる職にある者をもって充てる。⑴ 教育長、⑵ 教育部長、⑶ 教育

部教育総務課長、⑷ 教育部学校教育課長、⑸ 田川市立小学校校長会会長、⑹ 田

川市立弓削田小学校栄養教諭、⑺ 教育部学校教育課学校給食係技術主査、以上でご

ざいます。第４条 委員長及び副委員長についてです。選定委員会に委員長及び副委

員長を置き、委員長は教育長の職にある者を、副委員長は教育部長の職にある者をも

って充てます。２ 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。３ 副委員長

は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。第５条 会議についてです。選定委員会の会議は、委員長がこれを招

集する。２ 委員長は、会議の議長となる。３ 会議は、委員の過半数が出席しなけ

れば、開くことができない。次のページをお願いいたします。第６条 庶務について

です。選定委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。第７条 委任につ

いてです。この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が会議に諮り定める。附則でございます。１ この要綱は、令和元年５月１６日

から施行する。この要綱の失効でございます。２ この要綱は、田川市立小学校３校

の給食調理等業務に係る委託契約の締結の日限り、その効力を失う。以上で、説明を

終わります。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

○河底委員 今回は、とりあえず、この３校のみ委託するということですか。 

○学校教育課長 現在、実際には既に４校委託しておりまして、今回は第２回目の委託

として３校になっております。 
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○教育長 第１回目に委託を行った学校はどこですか。 

○学校教育課長補佐 弓削田小学校、伊田小学校、鎮西小学校、金川小学校でございま

す。 

○河底委員 今回の委託で全校完了するんですか。 

○学校教育課長 まだ大浦小学校、猪位金学園の２校が残っております。 

○教育長 猪位金学園は、現在自校方式で学園全体の給食を作っていますよね。それを

どうするかというのはこれから審議していくんですか。 

○学校教育課長 猪位金学園は、最後まで自校方式で残ります。中学校で自校方式を行

った実績が、新中学校の給食のあり方についての資料になると思いますので、猪位金

学園は委託をせずに、このまま残しておきます。 

○毛利委員 なぜ全校一斉に委託を行わなかったのですか。 

○学校教育課長補佐 給食調理の委託に関しましては、職員の退職に伴って随時委託し

ていくという形になりますので、現状で言いますと、まだ委託していない学校につき

ましては、職員の調理員がまだ残っておりますので、職場の確保のため委託を行って

おりません。 

○教育長 他に、何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

ないようですので、原案のとおり可決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１２ 議案第２０号「田川市小学校給食調

理等業務事業者選定委員会設置要綱の制定について」は、可決いたします。 

  次に移ります。日程第１３ 報告第４号「田川市教育委員会職員の任免異動につい

て」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育総務課長補佐 日程第１３ 報告第４号「田川市教育委員会職員の任免異動につ

いて」ご報告いたします。本件は、教育委員会職員の任免異動を行うもので、田川市

教育委員会事務委任及び臨時規則第３条の規定により臨時に代理したため、第４条第

２号の規定により教育委員会に報告するものであります。次ページをお願いいたしま

す。１ 平成３１年４月３０日付退職者が１名です。教育部教育総務課長 綿施茂樹

が３０日付で退職しております。２ 令和元年５月１日付異動で教育部長 矢野俊昭

が教育部長兼教育総務課長となっております。以上で、報告を終わります。 
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○教育長 選挙後の正式な人事異動があっていませんので、兼任という形になっており

ます。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１４ 報告第５号「田川市放課後児童健

全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題と

します。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長 日程第１４ 報告第５号「田川市放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部改正について」です。本件は、新元号への改元

に伴い田川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

改正を行う必要が生じたため、所要の改正を行うもので、田川市教育委員会事務委任

及び臨時代理規則第３条の規定により臨時に代理したため、第４条第２号の規定によ

り教育委員会に報告するものでございます。次のページをお願いいたします。１  改

正理由についてです。平成３１年５月１日の新元号への改正に伴い、当条例も改正を

行う必要が生じたため、所要の改正を行うものでございます。２ 改正内容につきま

しては、次のページの新旧対照表のとおりでございます。以上で、報告を終わります。 

○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。日程第１５ 議案第９号「田川市新中学校創設

基本計画（案）について」を議題とします。本案につきましては、前回の４月臨時教

育委員会において審議いたしましたが、非常に重要な内容ですので、５月定例会にお

いても再度審議することとなっております。では、事務局に説明を求めます。 

○推進室長 今、教育長から説明がありましたとおり、前回の４月臨時教育委員会の際

に事務報告とあわせまして、ご説明をさせていただいたところでございます。今回改

めまして、最終の「田川市新中学校創設基本計画（案）」を事務局として取りまとめ

させていただいたところでございますので、内容等でご指摘がありましたら、ご意見

等いただけたらと思います。以上でございます。 

○教育長 前回の臨時教育委員会で今までの経過等含めて説明があり、最終案の一部改

正等の説明がありました。教育委員のみなさんから文言等含めて、何か、ご質問、ご

意見ございませんか。 

○毛利委員 前回聞き損ねた部分がありまして、伊田中学校の仮設校舎は旧田川東高校

跡地に建てるとおっしゃっていましたが、後藤寺中学校の仮設校舎はどうなりますか。 
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○推進室長 前回ご説明させていただきましたが、校舎建設中の教育環境についてでご

ざいますが、今ご指摘いただきましたとおり、伊田中学校につきましては仮設校舎を

旧田川東高校跡地であり、現在の情報センター前にあります空き地に建設をし、体育

科の授業及び部活動等につきましては県立大学の体育施設等を活用させていただこ

うと考えております。後藤寺中学校につきましては、現校舎の配置上、体育館を残せ

そうでございましたので、後藤寺中学校のグランド部分に仮設校舎を建てまして、開

校までの体育科の授業及び部活動等につきましては、現在ある体育館を中心に行って

いただこうと思っております。ただし、仮設校舎以外に教職員の駐車場の確保が必要

になってきますが、グランドにつきましては、一部生徒の体育科の授業等に活用でき

るような配置や工夫等を執り行いたいと思っております。それ以外の文化祭及び体育

祭等につきましては、学校現場と協議をいたしまして市の所有する総合グラウンド等

を活用できればと考えておりますが、そこにつきましては、関係部署等と検討しなが

らできるだけ、学校現場の意見に沿えるように取り計っていければと思っております。 

○教育長 後藤寺中学校は、体育館等の設計上、現地のグランドに仮設校舎を建設する

という見通しということです。 

○毛利委員 現在の校舎を解体して、新築にするということですね。 

○河底委員 体育館についてはどうなりますか。 

○推進室長 体育館は新校舎の隣に新しいものを建設いたします。既存の体育館は開校

後に取り壊して、そこをグランドとして活用できるように整備し直したいと思ってお

ります。 

○教育長 両中学校とも体育館も含めて新築を計画しているところです。 

○毛利委員 後藤寺中学校の場合、運動はどこでするんですか。 

○推進室長 先程も申し上げましたとおり、体育館を中心に行うことになろうかと思っ

ております。また、学校行事のメインとなります体育祭につきましては、事務局とし

ては当初後藤寺小学校のグラウンドが市内の小学校の中で最も大きく、中学校並みの

広さがありますので、そちらの活用を考えておりました。しかし、学校現場の考えも

ございますので、学校現場と協議を行いながらできるだけ学校現場の意見に沿ってい

きたいと思います。また、体育祭だけでなく、部活動もあります。先程、後藤寺中学

校長とお会いしまして、本年度から野球部が単独で活動できるようになったというこ
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とで、そういうのに十分配慮ができるようにしていきたいと思っております。  

○毛利委員 伊田中学校については、現在校舎が建っている場所に新校舎が建つんです

か。 

○推進室長 両中学校の校舎建設場所につきましては、日照の関係や周囲の状況等を昨

年１年間かけまして、専門家に聞きながら協議をいたしました。例えば、伊田中学校

ですとグランドの南側に５階建の県営住宅がございます。やはり、そちら側に校舎を

建てますと両方の建物に圧迫感がございますし、学校の教室から相手側のお部屋が見

える形になります。また、北側は段差になっておりまして、そちらが下がっている状

況になっておりますので盛り土をしましても、グランドを大きく使うのは厳しく、ま

た日照の関係もございまして校舎が４階建てになりますので、グラウンドが校舎の北

側になりますと雨の後のグラウンドの渇きが悪いということも考えられますので、専

門家と協議をいたしまして、現在考えている場所が良いということで、現在の校舎も

建設されているようですので今回の建て替えにつきましても、同様の位置で行いたい

と考えております。後藤寺中学校につきましても同様でございます。申し訳ありませ

んが、事務局側から「田川市新中学校創設基本計画（案）」の最も重要な部分の文言

を修正させていただければと思います。５ページの⑴ 計画の基本的な考え方のとこ

ろの「通学の安全確保及び負担軽減に配慮するため、公共交通機関の利用やスクール

バスの運行を検討します。」の「公共交通機関の利用」の前に「自転車通学の許可、」

を附記させていただければと思っております。現在、検討しておりますのが自転車通

学の許可、公共交通機関の利用及びスクールバスの運行を検討しております。また、

５ページの⑵ 再編の枠組みと学校位置（配置）の①「今なお、伊田地区、後藤寺地

区を中心とした枠組みがあること。」の「伊田地区、後藤寺地区」を「旧西区、旧東

区」に記載を変えさせていただければと思います。 

○教育長 今回西区になっている大藪小学校校区の場合、神幸祭等の行事は伊田にあわ

せて行われているので、大藪小学校区は旧東区ではないかという意見がありますが、

その点はどうですか。 

○推進室長 こちらにつきましては、今回通学区域を大きく西区東区と分けたことへの

理由の説明でございますので、今、教育長がご指摘いただきました田川小学校校区に

旧西区旧東区が混在してある大藪小学校校区も含まれますが、今回の再編につきまし
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ては、通学区域をそれぞれ旧西区と旧東区で分けておりますが、もう１つ各小学校単

位での進学を具体的に入れておりますので、大変申し訳ありませんけれども大藪小学

校校区と田川小学校校区につきましては、混在している校区でございますのでそこを

分断してそれぞれの校区に通っていただくということは、当初の教育委員会の考え方

とそぐわないところがございますので、これまでどおり、小学校単位で同じ中学校へ

進学するという形でいきたいと考えております。 

○加治委員 今回のことを再編期間に通う子どもを持っている親として考えたときに、

子どもが仮設校舎で学校生活を送るということに対してのケアというか、仮設校舎だ

からこそ味わえたというような、そういった配慮があれば良いなと思いました。それ

を文書にするのは難しいと思うんですが。 

○推進室長 仮設校舎に通われる生徒の教育環境の配慮ということでございますけれ

ども、その部分に関しては教育長からもよく言われておりますし、やはり仮設校舎に

通うことで不利益を被るようなことはあってはなりませんので、他の学校に先立ちま

して仮設校舎に入っていただく学校につきましては、仮設校舎の時から冷暖房の完備、

エアコンの設置をしたいと考えております。それぞれの教室につきましても、できる

だけ学校現場の意見を取り入れた配置及び設備にしたいと思っております。当然、費

用の面もありますので全ての意見を取り入れることは不可能とは思いますが、できる

だけ取り入れて子どもたちにとって遜色ない、それ以上に他の学校の子どもたち以上

に仮設校舎で良かったと思ってもらえるような形にしたいと思っております。現在、

近隣の川崎町が仮設校舎を使って授業を行っておりますので、既に小学校のＰＴＡ役

員の方につきましては、希望者を募りまして仮設校舎を実際に見てもらいまして、「思

っていた仮設校舎ではなく、冷暖房が完備されていて防音防熱がされているので、安

心」という声も頂いております。もし良ければ先進地の見学を設けれるように配慮し

たいと思っております。できるだけ不安を無くすような形に持っていければと思って

おります。 

○加治委員 私たちも見学に行かせていただき、「仮設校舎でも、ここまでできるんだ」

と思いましたが、建物がプレハブという現実を考えると大変だろうなと思います。そ

こで、仮設校舎だったからこそ味わえたというものがあれば良いのかなと思いますね。 

○教育長 これは、私の個人的な意見ですが、例えば伊田中学校であれば仮設校舎が旧
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田川東高校跡地に建つので、県立大学との話し合いがうまくいけば、県立大学の体育

館を使って卒業式をするとか、大学生と合同で文化祭をするとか、後藤寺中学校だっ

たら西田川高校の体育館を使って卒業式を行ったり、文化祭を合同で行ったりと仮設

校舎の時期だからこそ体験できることを企画してもいいのではないかと思います。現

場との兼ね合いもあり、難しいこともあると思いますが、そういうことも１つ検討課

題として協議してみてください。そうすると、保護者と子どもたちも１つ夢ができる

かなと思います。 

○加治委員 大学とのコラボレーションもあるし、例えば週に１回曜日を決めて、お昼

休みに生のコンサートが聞けるというシステムを作るとかすれば、仮設校舎期間中の

いい思い出ができるのではないかなと考えました。 

○教育長 推進室長が言うように、学校現場の教職員や子どもたちの意見を聞いて、仮

設校舎においても、少しでも有意義な学校生活が実現できるような手立てを教育行政

も打っていきましょう。 

○毛利委員 川崎中学校の現状が分からないんですが、来年度開校予定ですが一部の地

域の子どもたちがそちらに行くということはないんですか。 

○推進室長 そこまでの情報収集を行っておりませんので、川崎町の教育委員会に問い

合わせをしたいと思います。 

○柴田委員 保護者として質問なんですが、昨年の８月に先進地の若宮市と川崎町に行

かせていただいたんですが、その時に各学校の役員及び母親代表、ＰＴＡ役員の方が

参加されて、「仮設校舎が思ったよりも良かったな」という声があり、私自身もそう

思いました。昨年より、新中学校についても具体化されてきているので、昨年のよう

に日にちを決めてバスで行くとすると、参加できない方も出てくるので、もし単独の

ＰＴＡで日にちを調整して、行きたい学校があれば募って行けるような声掛けをして

いただければなと思います。私も仮設校舎期間に通う子どもと新校舎に通う子どもを

持つ親として、そういう声掛けをしていただければ、現に前回の視察に行きたかった

という保護者の方もいらっしゃるので、ぜひお願いいたします。 

○推進室長 仮設校舎に該当する伊田小学校校区、後藤寺小学校校区の保護者が対象だ

と思いますので、小学校を含めお声かけをさせていただきまして、教育委員会の方で

取りまとめをいたしまして、相手方の中学校及び教育委員会に事前に話を通したうえ
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で許可をいただいて、また開催をさせていただきたいと思います。私たちとしても保

護者の皆様の不安を変えれば、こちらとしても助かりますので、今の意見をいただき

ながらお声かけをさせていただきたいと思います。 

○教育長 今後、各常任委員会で説明し、たくさんの意見をいただくと思いますので、

それらを踏まえたうえで６月の定例教育委員会おいて、再度、最終的な検討を行いた

いと思います。 

  他に、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１６ 事務報告「平成３０年度田川市美

術館企画展「英展」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。 

○文化生涯学習課長 日程第１６ 事務報告「平成３０年度田川市美術館企画展「英展」

の実施報告について」ご説明いたします。文化生涯学習課の美術館の基幹事業であり

ます、長年行われておりました「英展」につきましては、対応を大きく変えておりま

す。実施につきましては、あり方についてのご説明と期日をお知らせしていましたが、

事後になりますが大きく変わった内容について、再度詳しく説明させていただきたい

と思います。それでは、１ページをお願いいたします。１ 開催目的として、画壇の

新鋭発掘・育成、俊英作家の顕彰ならびに地元美術界の高揚を掲げ、実施するものあ

り、２ 開催履歴は、平成４年から平成２８年度まで毎年開催し、２５回を数えてお

ります。しかしながら、３ 課題にありますように、美術の専門家である推薦委員が

招待作家を推薦し、各年度「自然・風景」、「人物・風俗」、「抽象・幻想」のいずれか

一つのテーマで出品依頼をしてまいりました。しかし、推薦・テーマ制や毎年開催で

あることから生じる同一作家の複数回の出品が見られる状況となりました。そのため、

平成２６年度から、新たなテーマに変更しました。しかしながら、それだけでは出品

点数は横ばいであり、課題が残されたままとなっておりました。別紙１には、これま

での各展覧会のテーマを掲載しておりますので、後程ご覧いただけたらと思います。

美術館運営協議会等で協議いたしまして、４ 英展のあり方について検討結果では、

⑴ 多くの若手作家の発掘や育成のためには、公募制により広く門戸を開くことが望

ましいこと。⑵ 作家の構想や意欲に充分な時間を確保でき、展覧会の質や内容の充

実が期待されることから隔年開催とすることが望ましいこと。⑶ テーマを決めない

ことが望ましいなどのご意見がございました。これまでの意見を踏まえて、５ 第１



 

14 

 

回タガワアートビエンナーレ「英展」の開催をいたしました。ちなみにビエンナーレ

とは、イタリア語で２年に１回開催される博覧会を示すそうです。平成３１年１月１２

日から２月３日まで開催されまして、同企画展の概要については、記載のとおりです。

⑵ 応募者・応募作品数についてですが、公募制への移行など「英展のあり方」を変

更することによりまして、全国から４３５人の応募があり、全国各地から６３０点の

作品の応募がありました。これについても、別紙１の中に内訳等を記載しております。

⑶ 受賞作品については、大賞は鳥越一輝の「ＦＡＣＥ」ほか全入賞９点、入選５２

点となっております。詳細は、別紙２のチラシをご覧ください。２ページをお願いい

たします。⑷ 審査員については、３人の先生方にお願いしております。美術家であ

る上條陽子氏、イラストレーターである黒田征太郎氏、美術家である田島征三氏です。

なお、過去の英展及びタガワアートビエンナーレ「英展」の開催実績は、別紙１に詳

しく記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。また、⑼ 美術館協議

会委員の感想として、「第１回タガワアートビエンナーレ「英展」は圧巻であり、美

術館スタッフも大変努力していた。今後も全国公募を行えば、田川のイメージアップ

につながると思う。」との感想をいただいております。ついては、今回のタガワビエ

ンナーレ「英展」を継続して、この形で開催し、課題等を把握・改善しながら、その

役割を果たしていきたいと考えております。以上で、事務報告を終わります。 

○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。日程第１７ 事務報告「田川市部落差別の解消

の推進に関する条例について」を議題とします。なお、本日は、市民生活部より人権・

同和対策課の佐藤課長補佐に出席してもらっています。では、事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第１７ 事務報告「田川市部落差別の解消の推進に関する条

例について」ご報告いたします。田川市におきまして平成８年に人権擁護条例におき

まして、全ての差別を解消するための基本な方針を定めておりましたが、国の部落差

別の解消の推進に関する法律の制定を受けまして、田川市におきましても行政の責務、

取組の姿勢等の明確化等を目的といたしまして、条例を新たに制定することとなって

おります。所管しております、市民生活部人権・同和対策課から詳しく説明していた

だきます。 

○人権・同和対策課長補佐 それでは、先程、説明がありました「田川市部落差別の解
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消の推進に関する条例の制定について」、今般、田川市では条例を制定しております。

まず、１ 制定理由でございます。部落差別の解消の推進に関する法律では、部落差

別が今なお存在することを示し、その解消に向けた施策の実施を地方公共団体に求め

ております。本市では、部落差別解消推進法の制定を受けまして、部落差別は決して

許されないものであり、その解消のための施施策を講じていくことが市の責務である

との姿勢を明確にし、その具体的な取組を定めるため田川市部落差別の解消の推進に

関する条例を制定いたしました。２ 条例制定に向けたこれまでの経過でございます。

まず、平成２８年１２月１６日に、「部落差別解消推進法」が施行されております。

そして、平成３０年９月７日に市議会９月定例会の一般質問において、市長より条例

整備について検討する旨の答弁があっております。それを受けまして、平成３０年１１

月６日、平成１１月１９日、平成３０年１２月１７日に「田川市部落差別解消推進条

例」の制定にかかる関係課会議を３回開催いたしまして、条例の内容について検討を

進めました。そして、平成３１年１月１５日に、庁議において条例制定について審議

していただき、承認をいただいております。さらに、平成３１年２月６日、閉会中の

田川市議会厚生委員会において、条例制定について事務報告を行っております。そし

て、平成３１年３月議会において、条例制定について上程、審議、議決を経て公布と

なったものでございます。条例の施行日については、平成３１年４月１日となってお

ります。４ 条例についてです。条例の中身についてですが、まず、資料１として⑴ 

田川市部落差別解消推進条例を添付させていただいております。全９条からなる条例

でございますが、その逐条解説を資料２として５ページ以降に添付させていただいて

おります。⑶ 主な内容のみご説明させていただきます。ア 今なお、部落差別が存

在しその解消のために必要な事項をこの条例に定めることにより、部落差別のない田

川市を実現することを条例の目的とすることとして、第１条に規定しております。イ 

国、県との役割分担により、市に部落差別の解消に関する施策を講じる責務があるこ

とについて第２条で規定しております。ウ 市民に対してお互いに基本的人権を尊重

して、市が実現する施策に協力することにより部落差別の解消に努めることを求める

ことを第３条で規定しております。エ 部落差別の解消に関する教育、啓発ついては

第４条に規定しております。オ 部落差別の解消に関する、国や県、部落差別の解消

に取り組む団体との連携について第５条に規定しております。カ 部落差別の解消に
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関する相談体制の充実について第６条に規定しております。キ 部落差別解消に関す

る国の実態調査への協力や、市が実施する部落差別の解消に関する調査の実施につい

て第７条に規定しております。ク 部落差別の解消に関する審議会の設置について第

８条に規定しております。ケ この条例に定める事項以外の必要なものは、市長が別

に定めることを示すことを第９条に規定しております。施行日につきましては、先程

申し上げましたように平成３１年４月１日となっております。５ 制定による影響及

び成果でございます。まず、⑴ 田川市部落差別解消推進条例の制定により、部落差

別は決して許されないものであり、その解消のための施策を講じていくことが市の責

務であるとの姿勢を明確にして内外に示すことができるというものでございます。次

に、⑵ 部落差別解消に向けた諸施策の実施について、条例による根拠に基づくこと

により、本市の実情に応じて柔軟に対応することができるというものでございます。

続きまして、６ 条例制定後に制定が必要な規則についてでございます。こちら、資

料３として９ページ以降に添付しておりますが、田川市部落差別解消審議会規則（案）

の制定が、今後必要となってきます。と言いますのが、先程説明させていただきまし

た第８条において、審議会設置について規定をしておりますので、その条例での規定

を受けまして、審議会規則の中で規定することになっております。７ 添付資料につ

いてでございますが、⑴ 資料１として田川市部落差別解消推進条例を３ページ以降、

⑵ 資料２として田川市部落差別解消推進条例の逐条解説を５ページ以降、⑶ 資料

３として田川市部落差別解消審議会規則（案）を９ページ以降、⑷ 資料４として部

落差別解消推進法を１１ページ以降に添付しております。田川市部落差別解消推進条

例につきましては、部落差別解消に特化した条例ということで法律の制定を受けて、

実際に各自治体において条例整備等が行われている状況でありますが、この部落差別

解消推進に特化した条例といいますのは、情報収集をした限りで田川市は兵庫県の２

市に次いで全国で３例目になるのではないかと思います。以上で報告を終わります。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  田川市部落差別解消審議会規則の中で「審議会の委員は、１５人以内をもって組織

し」で⑴ 部落問題に関し識見を有する者、⑵ 関係団体の代表者、⑶ 市及び関係

行政機関の職員と書かれていますが、いつごろ正式な審議会の答申が出るんですか。 

○人権・同和対策課長補佐 まずは審議会を立ち上げてから、審議会の中で検討してい
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くのですが、現在、この審議会規則について早急に制定に向けて、事務を進めており

ますので審議会自体は、少なくとも今年度中には立ち上げまで向かうことになるとか

と思います。そして、審議会が立ち上がった中で、審議会において部落差別解消推進

に向けた答申と言いますか、審議会規則にございますように、審議会が市長に答申す

ること以外に積極的に提言するような審議会を想定させていただいておりますので、

そういった取組も考えているところでございます。 

○文化生涯学習課長 補足させていただきます。この条例の制定につきましては、制定

検討の段階から、人権・同和対策課が中心となりまして、教育委員会も部長以下参画

いたしまして、中身や取組を作って参りました。今のご意見にもありましたように、

審議会等の中身も教育委員会が積極的に関わっていく内容となっておりますので、今

言った審議等の中身につきましても、教育委員会の意見も私どもを通じて反映してい

きたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○教育長 私たちは、同対審答申を受けて学校教育や社会教育等で色んな取組を行って

きました。この審議会が作成する答申が今後の田川市の人権教育の方向性を決める非

常に重要なものになりますし、市民のみなさんが注目をしていると思いますので、い

つ頃どんな形で答申が出るか、情報提供もぜひよろしくお願いいたします。 

  ないようですので、次に移ります。日程第１８ 諸般の報告「５月行事予定につい

て」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

（各課長から教育長及び各課の行事予定を説明） 

  次に移ります。「６月定例会の日程案について」を議題とします。 

○教育総務課長補佐 それでは、６月定例会の日程案につきましては、６月１７日、月

曜日でいかがでしょうか。 

○教育長 よろしいでしょうか。ご異議ないようですので、６月定例会は、６月１７日、 

月曜日、１４時３０分に決定いたします。他に、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、令和元年第６回田川市教育委員会５月定例 

会を閉会いたします。 

（１５時４８分閉会） 

 

 


