
 

平成30年第9回 教育委員会会議 定例会 会議録 
 

1 日時  平成30年7月13日(金) 14時30分～15時00分 

 

2 場所  教育委員会会議室 

 

3 出席者 

委 員 上田敬子(議長)、大隈恵子、髙石双樹 

事務局職員 

教育部長(久原美保)、教育総務課長(山田哲史)、学校教育課長(小林広史)、 

学校教育課長補佐(森口ゆかり、森山和則)、学校給食課長(小柳朋之)、 

生涯学習課長(高瀬英一)、生涯学習課長補佐(原昭仁)、文化課長(久保山博文)、 

文化課文化財保護推進室長(毛利哲久) 

 

書 記 

教育総務係長(吉原康展)、教育総務係員(赤坂夏歩) 

 

4 案件 

(1) 議決事項 

議案第37号 飯塚市いじめ・不登校問題連絡協議会委員の委嘱 

議案第38号 飯塚市立学校通学区域審議会委員の委嘱 

議案第39号 飯塚市給食運営審議会委員の委嘱又は任命 

議案第40号 飯塚市図書館運営協議会委員の任命 

議案第41号 飯塚市社会教育委員の委嘱 

議案第42号 飯塚市歴史資料館運営協議会委員の委嘱又は任命 

(2) 報告事項 

 報告第34号 平成30年第2回飯塚市議会定例会の結果報告について 

報告第35号 小中学校敷地内ブロック塀緊急点検結果について 

報告第36号 平成30年度夏季休業期間の学校閉庁日の実施について 

 報告第37号 第39回飯塚市少年の船事業について 

報告第38号 第30回アジア太平洋こども会議(ＡＰＣＣ)・イン福岡について 

報告第39号 筑豊炭田遺跡群 目尾炭坑跡の国指定史跡について 

(3) 協議事項 

 ① 教育行政について 

 

 

 

 

教育長  西  大 輔        
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◆平成30年第9回教育委員会会議 定例会 会議録 

(開催日時：H30.7.13 14:30～15:00) 

 

○上田委員 

ただいまより平成30年第9回教育委員会会議 定例会を開会いたします。 

 

■議案第37号「飯塚市いじめ・不登校問題連絡協議会委員の委嘱」 

≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

 議案第37号「飯塚市いじめ・不登校問題連絡協議会委員の委嘱」についてご説明いたします。議案書

の1ページをお願いいたします。提案理由ですが、平成30年5月17日開催の教育委員会会議において空席

となっておりました飯塚市いじめ・不登校問題連絡協議会規則第4条第10号に規定する「教育委員会が特

に必要と認める者」につきまして、自治会連合会から推薦を受けましたので、委員を委嘱するために本

案を提出するものでございます。議案書の2ページをお願いいたします。今回委嘱する委員は自治会連合

会の理事として、地域の活動を積極的に行っており、児童・生徒をめぐる様々な問題について、学校、

地域、家庭が協力し合って取り組みを行っていくため、自治会連合会からの推薦を受け、委嘱するもの

でございます。議案書の3ページに参考として「いじめ・不登校問題連絡協議会」委員名簿を添付してい

ます。任期は議決後から2019年11月14日までとなっています。以上簡単ではございますが、議案第37号

についての説明を終わります。  

(質疑・討論なし、原案可決(全会一致)) 

 

■議案第38号「飯塚市立学校通学区域審議会委員の委嘱」 

≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

 議案第38号「飯塚市立学校通学区域審議会委員の委嘱」についてご説明いたします。議案書の4ページ

をお願いいたします。提案理由ですが、平成30年5月17日開催の教育委員会会議において空席となってお

りました飯塚市立学校通学区域審議会規則第4条第１項に規定する「自治会の長」につきまして、自治会

連合会から推薦を受けましたので、委員を委嘱するために本案を提出するものでございます。議案書の

５ページには、委嘱する委員を記載しております。また議案書の６ページには、飯塚市立学校通学区域

審議会委員名簿を添付しています。任期は2018年7月13日から2019年11月14日までとなっています。以上

簡単ではございますが、議案第38号についての説明を終わります。 

(質疑・討論なし、原案可決(全会一致)) 

 

■議案第39号「飯塚市給食運営審議会委員の委嘱又は任命」 

≪説明：学校給食課長(小柳朋之)≫ 

 議案第39号「飯塚市立給食運営審議会委員の委嘱又は任命」についてご説明いたします。議案書の7ペ

ージをお願いいたします。提案理由としましては、飯塚市給食運営審議会委員の任期満了に伴い、飯塚

市給食条例第5条及び飯塚市給食条例施行規則第8条の規定に基づき、委員を委嘱又は任命するため提出

するものです。8ページをお願いします。8ページには飯塚市給食運営審議会委員名簿を掲載しています。

こちらには、今回委嘱又は任命をお願いする委員の方々の10名のお名前等を記載しています。なお、任

期は2020年7月31日までの2年間となっております。以上簡単ではございますが、議案第39号についての

説明を終わります。 
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(質疑・討論なし、原案可決(全会一致)) 

 

■議案第40号「飯塚市図書館運営協議会委員の任命」 

≪説明：生涯学習課長(高瀬英一)≫ 

 議案第40号「飯塚市図書館運営協議会委員の任命」についてご説明いたします。議案書の9ページをお

願いいたします。飯塚市図書館運営協議会委員の任期満了に伴う選出母体の改正により、図書館法第15

条及び飯塚市立図書館条例第10条の規定に基づき、委員を任命するため、本案を提出するものでござい

ます。10ページをお願いします。今回任命する飯塚市図書館運営協議会委員は、空席となっている1名で

ございます。社会教育関係者として、飯塚市公民館運営審議会による推薦により、平野善清氏を任命す

るものでございます。平野委員の任期は平成30年8月1日から2020年7月31日までの2年間とするものでご

ざいます。議案書の11ページに参考として、飯塚市図書館運営協議会委員名簿を添付しております。以

上簡単ではございますが、飯塚市図書館運営協議会委員の任命についての説明を終わります。 

 (質疑・討論なし、原案可決(全会一致)) 

 

■議案第41号 飯塚市社会教育委員の委嘱 

≪説明：生涯学習課長(高瀬英一)≫ 

 議案第41号「飯塚市社会教育委員の委嘱」についてご説明いたします。議案書の12ページをお願いい

たします。本案は、飯塚市社会教育委員の任期満了に伴い、社会教育法第15条及び飯塚市社会教育委員

会条例第4条の規定に基づき、委員を委嘱するため、本案を提出するものでございます。議案書の13ペー

ジをお願いいたします。委員定員数が10名以内でございます。学校教育関係者として、飯塚市小中学校

校長会から1名、社会教育関係者として関係団体から推薦をいただいた4名、学識経験のある者として関

係機関より推薦いただいた2名、家庭教育の向上に資する活動を行う者として飯塚市小中学校PTA連合会

から1名、そして公募により選出された2名の合計10名を委嘱するものでございます。なお委員の任期に

つきましては、2018年8月1日から2020年7月31日までの2年間とするものでございます。以上、簡単では

ございますが、飯塚市社会教育委員の委嘱について説明を終わります。 

 (質疑・討論なし、原案可決(全会一致)) 

 

■議案第42号 飯塚市歴史資料館運営協議会委員の委嘱又は任命 

≪説明：文化課長(久保山博文)≫  

議案第42号「飯塚市歴史資料館運営協議会委員の委嘱又は任命」についてご説明いたします。議案書

の14ページをお願いいたします。提案理由といたしましては、飯塚市歴史資料館運営協議会委員の任期

満了に伴い、飯塚市歴史資料館条例施行規則第10条の規定に基づき、委員の任命を行うため、本案を提

出するものです。議案書の15ページの候補者名簿のとおり、本年8月1日から2020年7月31日までの2年間

で、名簿のとおり9名の方を委嘱・任命するものでございます。この中で学識経験者の近畿大学九州短期

大学三木教授につきましては新任で、その他8名の方は再任でございます。以上、議案第42号の説明を終

わります。 

(質疑・討論なし、原案可決(全会一致)) 

 

■報告第34号 平成30年第2回飯塚市議会定例会の結果報告について 

≪説明：教育部長(久原美保)≫ 
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報告第34号「平成30年第2回飯塚市議会定例会の結果報告」につきましてご報告させていただきます。

議案書の16ページをお願いいたします。平成30年第2回飯塚市議会定例会は、平成30年6月15日から平成

30年6月29日までの15日間開催されました。そのうちの教育委員会関係の議案及び一般質問事項を17ペー

ジから18ページにかけて掲載しております。17ページの「1 議案」は、補正予算に関するもの、それか

ら放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、国の基

準が平成30年3月30日交付、4月1日施行されたことにより、本市条例を平成30年3月30日付で専決処分を

行ったことについて議会の承認を得るための議案、そして公益財団法人飯塚市教育文化振興事業団の平

成29年度決算と平成30年度の事業計画及び予算について報告し、議会の承認を得るものでございます。

いずれの議案に付きましても、原案のとおり可決あるいは承認をされております。一般質問につきまし

ては、一般質問事項に記載のとおりお二人の議員からそれぞれ質問がありました。市議会会議録が完成

しましたら配付させていただきますので、詳細につきましてはその折にご確認くださいますようお願い

いたします。以上簡単ではございますが報告を終わります。 

(質疑なし) 

 

■報告第35号 小中学校敷地内ブロック塀緊急点検結果について 

≪説明：教育総務課長(山田哲史)≫ 

報告第35号「小中学校敷地内ブロック塀緊急点検結果について」ご報告いたします。議案書の19ペー

ジをお願いします。本件は6月18日に発生しました大阪地震を受け、翌19日市内各小中学校あてにブロッ

ク塀の緊急点検を行うよう文書発出し、各学校及び教育委員会、建築課で行いました緊急点検結果につ

いて報告するものです。はじめに1の緊急点検月日ですが、これは各小中学校あてに文書発出を行った日

から、各学校での調査報告、そしてその報告を取りまとめ、取りまとめに基づき教育総務課職員、建築

課職員で学校現場で緊急点検を行い、その結果について概要をまとめるのに要した期間です。緊急点検

については、2の緊急点検内容にあります項目を学校において調査報告していただきました。緊急点検を

行ったものは3の緊急点検実施者に記載のとおりです。4の緊急点検の結果ですが、一貫校は小中同じ施

設で同じ敷地内ですので、中学校の区分に含めています。点検の結果についてですが、小学校でブロッ

ク塀があった学校が6校で、そのうち3校が現状不適格、一貫校小学部を含む中学校でブロック塀があっ

た学校が5校で、そのうち4校が現状不適格という結果でした。この現状不適格というのは、現在のブロ

ック塀施工基準となる前の基準で作られているため、ブロック塀を作った当時は良かったが、現在のブ

ロック塀の基準に照らすと基準を満たしていないといったもので、今後、早急に取り壊し、ブロック塀

からフェンスへ切り替えていくようにしています。以上簡単ですが、報告を終わります。 

○髙石委員 

 これから工事がなされるということですが、安全確認を終えて工事に入るのはいつ頃になりますか。 

○教育総務課長 

 本来早いところでは今週にでも着工の予定でした。ところが大雨の関係で着工時期が遅れまして延び

たため、早くても来週、遅くても夏休み入った以降についてはフェンスへの切り替えの工事を行いたい

と考えております。 

 

■報告第36号 平成30年度夏季休業期間の学校閉庁日の実施について 

≪説明：学校教育課長(小林広史)≫ 

報告第36号「平成30年度夏季休業期間の学校閉庁日の実施について」ご説明いたします。議案書の20ペ
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ージをお願いいたします。教職員の長時間勤務の改善に取り組むために、教職員の働き方改革の一環と

して、学校業務の閑散期に学校閉庁日を設けることを試行的に実施します。この実施により、教職員の

休暇取得の推進や、地域活動に参加しやすい体制の構築、学校施設の省エネの推進を目指しています。

今回の学校閉庁日の閉庁期間については、平成30年8月13日から8月15日までの3日間を予定しております。

学校閉庁日は原則として学校施設の開放は行わず、また部活動も実施しない予定です。教職員の服務に

ついては、年次休暇や夏季休暇を取得していただくことになるため強制はできませんが、できるだけ学

校閉庁期間中に休暇取得をするように奨励していただくようにしています。また地域や保護者への周知

につきましては学校や教育委員会から行い、関係者の理解を図るようにしています。学校閉庁期間中の

緊急連絡先については、学校教育課が窓口となって対応します。なお、次年度以降の学校閉庁日につき

ましては、校長会等で意見を参考にしながら、本格的な実施に向けて計画していきたいと考えています。 

以上簡単ですが、報告第36号の説明を終わります。 

(質疑なし) 

 

■報告第37号 第39回飯塚市少年の船事業について 

≪説明：生涯学習課長(高瀬英一)≫ 

 報告第37号「第39回飯塚市少年の船事業について」ご報告いたします。議案書の21ページをお願いい

たします。本事業は、飯塚市の明日を担う青少年と熟年者が一同に介し、レクリエーションや研究活動

等の団体生活を通して様々な世代の人々と触れ合うことで、社会性を培うとともに仲間作りを推進する

目的で実施いたしております。また、沖縄の歴史風土と戦争の悲惨さを学ぶことで、平和の尊さを認識

する研修でもございます。日程でございますが、今月7月27日から31日までの4泊5日で研修地は例年通り

沖縄県でございます。移動手段でございますが、往路に飛行機を利用し、復路にフェリーでの船上研修

を実施いたします。本年度参加者でございますが、子ども団員が48名、ジュニアリーダー、シニア団員、

役員等が35名で合計83名となっております。また名誉団長として髙石教育委員にご参加いただき、生涯

学習課職員が事務局職員として随行いたしますので、総勢85名で本研修を行ってまいります。議案書の

22ページには少年の船事業の資料を掲載しております。後ほどご覧いただきたいと思います。なお追加

の加筆がございますので、7の事前研修で本件集に向け4階実施とありますが、3回目が7月8日で実施して

おります。第4回は7月16日開催予定となっておりますので追加していただければと思います。以上簡単

ではございますが報告とさせていただきます。 

○髙石委員 

 子どもたちののびのびとした成長を見せてもらい、シニア団員や指導員の方々と一緒に無事に事故や

怪我の無いように帰ってきたいと思います。 

 

■報告第38号 第30回アジア太平洋こども会議(ＡＰＣＣ)・イン福岡について 

≪説明：生涯学習課長(高瀬英一)≫ 

 報告第38号「第30回アジア太平洋こども会議(ＡＰＣＣ)・イン福岡について」説明させていただきま

す。本事業は1989年に福岡市で開かれた「アジア太平洋博覧会」の記念事業の1つとして、国際理解や相

互理解を目的としてスタートした事業です。飯塚市はボランティアグループ「地球っ子ネットワーク」

と協働して、毎年アジア太平洋地域から11歳の子ども達を「こども大使」として受け入れ、ホームステ

イや学校登校を行っています。日程についてですが、今月7月12日から24日までの13日間で、7月12日か

ら16日までは海の中道・青少年の家(福岡市)に宿泊し、7月17日から24日までは飯塚市でホームステイに
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なります。今回の受け入れ国はトンガ王国で、4名の子ども大使と1名のシャペロン(随行者)の計5名で、

大分小学校区のホストファミリー宅にそれぞれ宿泊し、学校へ登校するものでございます。なお、7月17

日(火)午後5時から大分小学校においてウェルカムセレモニーを行う予定といたしております。以上簡単

ですが報告とさせていただきます。 

○髙石委員 

 毎年このホームステイの受け入れがあるということですが、受け入れる学校はどのように決まるので

すか。 

○生涯学習課長 

 事前に校長会に諮って、各学校からの推薦で決まっています。決まらない場合は、個別に教育委員会

からお願いをします。 

 

■報告第39号 筑豊炭田遺跡群 目尾炭坑跡の国指定史跡について 

≪説明：文化課長(久保山博文)≫ 

 報告第39号「筑豊炭田遺跡群 目尾炭坑跡の国指定史跡について」ご報告いたします。議案書の25ペ

ージをお願いいたします。去る6月15日に国の文化審議会は文部科学大臣に対し、目尾炭坑跡を筑豊炭田

遺跡群の一つとして、国指定の史跡とする答申がなされております。今回の答申は、飯塚市の目尾炭坑

跡、田川市の三井田川鉱業所伊田坑跡、直方市の旧筑豊石炭鉱業組合直方会議所及び救護練習所模擬坑

道の3箇所が同時に筑豊炭田遺跡群として指定されるものでございます。目尾炭坑跡は飯塚市目尾に所在

し、遠賀川の左岸に立地し、1881年(明治14年)に杉山徳三郎がスペシャルポンプと呼ばれる蒸気機関に

よるポンプ揚水に成功し、筑豊炭田の近代化の道を開いた炭坑跡地でございます。国指定予定面積は

11,814.52㎡で、飯塚市教育委員会では平成20年から27年にかけて近代遺産の一つとして、内容確認調査

を実施しています。27ページの調査成果の通り煉瓦積台座、煙突、発電所跡、煉瓦基礎の建物跡を検出

し、竪坑の扇風機の設置等が確認されております。28ページ文化財的価値に記載の通り、この目尾炭坑

跡につきましては、明治5年(1872年)に開坑され、明治13年(1880年)に配水機械化に成功し、筑豊地区の

近代化の先駆けになったことが近代化遺産としての高い評価を得ているところであります。29ページに

地図、30ページに指定範囲及び配置図、31・32ページに発掘調査時の写真を掲載しております。なお、

調査後は現在検出した煉瓦積台座の坑道部分につきましては保全のため土嚢やシートで覆った後、現在

は埋め戻している状態でございます。以上簡単ではございますが、報告第39号についての報告を終わり

ます。 

(質疑なし) 

  

■教育行政について 

○大隈委員 

 大雨の影響について学校、施設、通学路のこと等、分かる範囲でかまいませんので報告があればよろ

しくお願いします。 

 

○教育部長 

 それでは7月6日からの大雨による飯塚市の災害の状況について説明した後に、教育委員会の対応につ

いてご説明させていただきます。 

今回の大雨によりまして飯塚市では460mmを超える大雨が降っております。本市では家屋におきまして
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は600軒近くの家屋が床下又は床上浸水の被害をうけておりまして、現時点では310軒を超える床上浸水

が確認されております。その関係で昨日飯塚市は災害救助法の適用を受けることになりました。現在災

害復旧のために7月10日から本庁2階に被災者の相談窓口を設けまして、各種の対応をさせていただいて

おります。今回教育委員会が大雨によってとりました対応についてですが、7月5日の時点で7月6日未明

の大雨が予測されておりましたので、学校関係におきましては、大雨時の休校等の判断は各学校で行っ

てもらうよう前日から学校に指示していたところです。そのことを踏まえて、各学校鯰田小学校、飯塚

鎮西小学校、八木山小学校、穂波校区の全校、頴田校区、幸袋校区の学校は5日から6日にかけての早朝

に、休校の対応をとっていました。6日の7時すぎからかなりの雨が降ってきまして、7時20分ごろには本

市において災害対策本部が設置されております。それも踏まえて子ども達の登下校の危険性が予測され

たところから、前日には各学校で自主判断するようにしておりましたが、6日の7時25分に教育委員会で、

飯塚市内の全小・中学校の休校を判断したところです。それから休校の指示を行っていない学校に対し

ましては、至急連絡をとって、登校している児童・生徒についてはまず学校で待機させること、それか

ら下校の際は保護者に確実に引き渡してくださいということ、児童クラブについては準備が出来次第開

所するのでそれまで学校で待機させることについて各学校に指示をしたところです。しかし、ちょうど7

時25分は児童・生徒が通学する時間帯でありましたので、今回の対応につきましては、各学校や保護者

の方々にもかなりのご心配、ご迷惑をおかけしたことと思います。今回の対応については、教育委員会

でも反省し、今後の教訓に活かしていきたいと思います。子ども達の状況ですが、児童クラブにおきま

しても当日夕刻までにはすべての子どもさんを保護者の方に引き渡すことができました。それから学校

が再開した月曜日には、すべての子どもさんが元気に怪我無く登校しておりますが、数名の子どもさん

は自宅の後片付けの関係でお休みをとられている子どもさんがいましたが、怪我をされた子どもさんは

いませんでした。ただし、今回は非常に全域に被害が渡っておりますが、特に頴田校区、幸袋校区に被

害が集中しておりました。今でも避難者の方が幸袋地区と頴田地区の避難所で数名ほど生活をなさって

いるという状況を聞いています。通学路に関しましては、学校が月曜日から始まるため、頴田校区、幸

袋校区については夕方通学路の点検を行い、特にゴミなどが歩道にある状況が見受けられましたので、

各学校に指示をし、朝子ども達を安全に通学させるように、各学校で対応していただくよう指示をして

いたところです。それからスクールバスについては、筑穂地区のほうで土砂崩れなどが見受けられまし

て、一箇所通行止めでスクールバスを利用できない子供さんがいらっしゃったので、そちらの方に対し

ては、前日より学校と連絡を取り、その方は保護者の方に学校まで送っていただくように対応をとって

おりましたが、それ以外のスクールバスについては、特に問題なく月曜日から運行できております。そ

れから学校の被害ですが、今回雨漏り等ございましたが、幸いにも大きな被害はあっておりません。 

学校の子ども達への対応につきましても、今回床上浸水している家庭もあると思いますので、教科書や

文房具など紛失したりした子供さんに対しては、教育委員会で対応できる旨を至急月曜日には各学校に

通知をしておりますし、今回の災害でかなり動揺されている子供さんもいらっしゃることが想像されま

したので、スクールソーシャルワーカーの派遣などについても対応しております。文化財につきまして

は、先ほど説明しましたとおり頴田地区の被害が大きく、今回頴田支所でも床上浸水しています。頴田

支所の裏にあります松喜醤油屋も幸い少し高いところにありましたので大きな被害はなく、屋根の漆喰

が若干欠落した状況であります。また旧伊藤伝右衛門邸につきましても大きな被害はありませんでした。

頴田地区の鹿毛馬神籠石については、土砂が流れ込んで遊歩道が若干欠落している状況ではありますが、

こちらの方も大きな被害はあっておりません。生涯学習課関連の施設に付きましても、大きな被害はな

く、今回の水害についてはなんとか耐えることができております。しかしながら冒頭で申し上げていま
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したとおり今回特に学校の対応に付きましていろいろ反省すべき点も多いと思っておりますので、今回

の経験を教訓にしまして、次の災害の時には子供の命を守る、それから保護者、児童、地域の方々から

信頼されるような学校を作るために、今からもう一度これまでの対応を振り返りながら次の災害に備え

たいと思っております。またこの対応につきましては、次回の委員会の中でもきちんとご報告させてい

ただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○大隈委員 

 ありがとうございました。本当に予測の付かないことがたくさんあります。今回不手際があったこと

も次回の教訓として、その都度その都度子ども達の安全を考えながらやっていただきたいと思います。

しばらく雨は降りませんが、これから先台風もやってきますし、いつどんなときに災害が起こるか分か

りませんので、もちろん大人の対応もそうですが、子ども達の危機管理、自分たちの身を守るという教

育の方もやっていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

(継続審議) 

 

以上をもちまして、本日の全ての議題の審議は終了いたしました。 

これをもちまして、平成30年第9回教育委員会会議 定例会を閉会いたします。 

なお、次回定例会は8月20日(月)14時から開催しますのでよろしくお願いします。 


