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（開会１４時００分） 

○教育長 ただいまより、平成２８年第１１回田川市教育委員会９月定例会を開催いた

します。日程第１「平成２８年第１０回田川市教育委員会８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

ご質疑ありませんか。 

  ご質疑はないようですので、会議録を承認することについて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２８年第１０回田川市教育委員会

８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いたします。 

  次に移ります。日程第２ 議案第２４号「田川市中学校給食調理等業務委託契約の

締結について」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２ 議案第２４号「田川市中学校給食調理等業務委託契約の締結に

ついて」ご説明いたします。本案は、猪位金中学校を除く田川市中学校給食調理等の

業務委託契約を締結する候補者を選定したので市議会に提案するに当たり、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。件名は田川市中学校給食調理等業務でございます。業務委

託場所は、田川市立弓削田中学校ほか。契約金額は、１食単価５３５円に月の合計食

数を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た金額といたします。

受注者は、福岡市南区横手１丁目１２番５０号 株式会社はたなか 代表取締役 畑

中敬史でございます。契約期間は平成２８年９月議会の議決の日から平成３３年３月

３１日までとなります。資料の１ページをお願いいたします。田川市中学校給食調理

等業務委託契約の締結についての内容を示しております。１の候補者の住所・名称・

業務期間につきましては、先ほど説明をいたしましたので説明を省略をいたします。

２の主な委託業務内容でございます。「⑴ 食材の発注、受領・検収及び保管管理」、「⑵ 

給食調理及びランチボックスへの盛り付け・保温食缶等への配缶」、「⑶ ランチボック

ス・保温食缶等の学級単位の仕分け」、「⑷ ランチボックス・保温食缶等の配送・管理

及び回収」、「⑸ ランチボックス・保温食缶等の洗浄、消毒及び保管」、「⑹ 残菜の計

量及び処理」、「⑺ 配膳室の日常管理及び清掃」でございます。業者を選定するにあた

りまして、田川市中学校給食調理事業者選定委員会を開催いたしました。開催日は平

成２８年８月２４日（水）１３時から。選定基準及び配点につきましては、別紙１の
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田川市中学校給食調理等業務プロポーザル評価基準を添付しておりますが、この評価

基準につきましては、７月の定例教育委員会で説明をさせていただいておりますので

説明は省略させていただきたいと思います。選定結果につきましては、別紙２のとお

りでございます。別紙２をご覧ください。今回業者説明会におきましては、もう１社、

参加届出がありましたけれども提案書の提出日にその業者の辞退届が出されましたの

で選定業者の対象といたしましては、１社となりました。株式会社はたなかからの提

案について選定委員会で選定した結果、この表に示しますように合計で６０２点、平

均点８６点の評価点となりましたので契約候補者として選定されたものでございます。

そこにありますように学校給食の実績と考え方、運営体制、設備状況、衛生管理体制、

美味しい給食を実施できる技術能力、危機管理体制、見積額の７点について評価をい

たしまして、合計が６０２点という結果になっております。続きまして資料の２ペー

ジにお戻りください。年度別の年間委託料見込額をそこに挙げております。平成２９

年度から平成３２年度まで４年間の委託契約となります。１食単価は５３５円、これ

は消費税抜の金額でございますが、年度によって生徒等の人数が異なります。これは

教職員を含めた数でございますが、年度によって増減がございますけれども委託料は

４年間の合計で５億６千６８５万９千円となっております。この予算につきましては、

６月補正におきまして債務負担行為の設定を行っております。その金額が５億９千３

７１万９千円でございますので、その範囲内で委託料を見込んでいるところでござい

ます。以上でこの議案についての説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたし

ます。 

○教育長 今の説明に対して質問、意見等ありませんか。 

○神崎委員 同じ調理ラインで、田川市の給食だけでなく他の地区の分も調理されるこ

とになるのでしょうか。 

○推進室長 元々こちらの業者は仕出しや仕出し弁当を作ってらっしゃるんですが、今

回、学校給食ということでございますので、仕様書の中で田川市の分は、学校給食の

ラインとして別にするということを挙げておりました。当該業者は、別に専用の工場

を建てて、そこで田川市の学校給食を調理するということになっております。 

○星野委員 先日、試食をさせていただいたんですけれども、それを踏まえて食器類な

どの提案というのは、何かされたんですか。もう少しこういうふうに改善した方がい

いとか、目から食を楽しむという意味では、ちょっと色を変えた方がいいとか、こう
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いった色がいいんじゃないかとか、何か提案をされましたでしょうか。 

○推進室長 今回、調理事業者が決まったことで、今後容器についても細かい仕様を定

めてまいります。あくまでも試食の際は、他の学校の学校給食ではない選択制の給食

の分をお借りしていましたので、あれとは別にうちが発注をして弁当箱を作るんです

けれども、今おっしゃったように色なども確かにもっときれいな色にできるかどうか、

今ちょうど協議をしている最中ですが、一つには、やはり田川市のそれぞれの学校の

配膳室で再加熱をいたしますので、再加熱に耐えうる耐熱性のものということになり

ますので多少色は限られてくるだろうということは聞いています。ただ、アレルギー

対応をいたしますので、アレルギーの除去食と一般の給食は弁当箱の色をまったく異

なる色にいたします。 

○教育長 今まで保護者向けに試食会をしましたが、その際にアンケートの意見等で今

委員が言われたような色とか弁当箱の形態等について要望はありましたか。 

○推進室長 色については特になかったと思います。ただ、試食会では汁物を個別に入

れたカップのふたが開きにくいということを皆さんおっしゃっていました。実際の給

食は、汁物については保温食缶で配送して、つぎ分けということになりますので、ふ

たは付きません。そのあたりは違ってくるということです。 

○毛利委員 二つおたずねします。一つは、私もあの時に後藤寺中で試食をしましたが

皆さんの評価はどうでしたか。それともう一つは、小学校の場合は、パンは確かフラ

ワーベーカリーから入っていると思いますが、今回の中学校は、ご飯の時はこの業者

から納めていただくというのはわかるんですが、パンはどうするのでしょうか。同じ

業者から納めていただくのですか。 

○推進室長 味の評価でございますが、やはりある程度個人の嗜好というのもあります

ので、「ちょっと味が濃いのではないか。」といったご意見も少しございました。特に

汁物につきましては、やはり夏場でございましたので、業者の方も普段より少し濃い

目の味にしていたようですので、そのあたりの評価はありましたけれどもおおむね、

「おいしい。」というご評価をいただいたところでございます。パンにつきましては、

この業者は自社の系列会社でパンの製造もしておりますので自前で納めることができ

るということを聞いております。 

○教育長 他に質問、ご意見ありませんか。 

○神崎委員 このお弁当の給食は、４年間継続される訳ですけど先日学校の設備にかか
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る費用を教えていただきましたが、その後のメンテナンスとか今回の委託料等を全部

含みましたら総額でこの給食にかかる４年間の費用はいくらになるんですか。 

○推進室長 委託料そのものは、先ほど説明いたしましたように約５億６千万になりま

す。あとは初期投資として今回配膳室のための改修費用と各校の配膳室の機器類等そ

れと弁当箱等です。 

○推進室課長補佐 ざっくりした計算ですが、約７億円になろうかと思います。今回９

月補正までの金額を合わせますと本年度の予算に挙げておりますのが約１億３千万円

程度だったと思いますので、それと今回お出しした４年間の委託契約料が５億６千万

ですので歳出見込みの総額では約７億円。ただし、保護者負担の給食費がございます

ので、単純にこの７億円全てが市からの持ち出し分ということにはなりません。 

○神崎委員 オーブン等は将来使いまわしができるそうですが。 

○推進室長 はい。調理器具として小学校の給食室で引続き使えるということです。 

○神崎委員 それで給食費を差し引いてオーブンなどもとりあえず入れたところで田川

市の負担は対象の子どもさん一人あたりに、いくらくらいになるのかというのも一応

出していただいておくとわかりやすいかなと思います。 

○教育長 では、推進室の方でよろしくお願いします。河底委員、何かありませんか。 

○河底委員 僕も試食に行っておいしいと思いました。その時に保護者の皆さんが言っ

ていたのは、デザートが何かあればということです。小学校の給食には、デザートが

あってそれが楽しみな子どもが結構多い。中学生だから食事自体が優先かなとは思い

ますけど、やっぱりデザートとして、何か果物でもゼリーでもプリンでもつけてもら

ったらと思っています。 

○推進室長 今回は試食でございますので実際に今、他の市町村で選択制で出している

お弁当をそのまま持ってきていただいておりますので、あのような形でございました

が、田川市につきましては、食材費をきちっと１人１食単価２２９円ということで挙

げておりまして、多分試食でいただいた給食よりも１食単価が上がってくると思いま

す。それでデザート等についても、また献立の中で出てくるものと考えております。 

○星野委員 私は後藤寺小学校でのメニューで試食させていただいたんですけれども、

その時は、和食で魚の切り身が出ていたのですが、容器に入ったまま食べるのか又は

ふたの上に置いて食べるのかどちらかにしないと狭くてちょっと食べにくいかもしれ

ないという印象を受けたのですが、田川市のほうで容器のことも考えられるというこ
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とですので、そこも考慮していただけたらと考えます。 

○推進室長 ありがとうございます。参考にさせていただきたいと思います。 

○教育長 他にありませんか。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） 

  異議なしと認めます。よって日程第２ 議案第２４号「田川市中学校給食調理等業

務委託契約の締結について」は原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第３ 事務報告「田川市新中学校のあり方に関する審議会の最

終答申について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 それでは日程第３ 事務報告の「１『田川市新中学校のあり方に関する審

議会』の最終答申について」ご説明いたします。資料の１ページをお願いいたします。

田川市新中学校のあり方に関する審議会最終答申の答申日は平成２８年８月２６日金

曜日でございました。答申書は既にその日のうちに各教育委員さん方に配布をさせて

いただいたところでございますが、答申書につきまして簡単に説明をさせていただき

たいと思います。まず、最初に４ページに数字の修正がございます。４ページの１、

検討の前提となった基本事項のところで「⑵ 田川市の生徒数は２５年後に７９．８％

まで減少する」とあります。こちらは、３月の時には７７．７％という数字の表記に

なっておりました。この７７．７％と言いますのは、将来的な田川市全体の人口の減

少率でございまして、田川市の生徒数の減少につきましては７９．８％というのが正

しい数字でございました。このあと審議会の答申の中で扱っております、生徒数等に

つきましては７９．８％というこの数字ですべて将来推計等出しておりますので資料

についての訂正はございませんが、７７．７％という数字の表記のみを７９.８％と修

正いたしました。次にこの答申の内容につきましては、まず５ページにあります学校

の適正配置ということにつきましては、３月末に答申案が出ましたがその答申案のと

おり特に変更はございません。望ましい適正配置といたしましては、北中学校区と南

中学校区ということでそれぞれの通学校区を分けておりまして学校位置につきまして

は、現田川中学校敷、現鎮西中学校敷ということで、その理由につきましても敷地面

積や地理的な組み合わせ、生徒数、学級数のバランスということで考えておりますの

で、これにつきましても、変更はございません。次に９ページに「⑷猪位金学園につ

いて」ということと次の１０ページ、「⑸金川校区の請願について」という意見がござ
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います。これにつきましては、第２回の住民説明会の際にご意見が多かった事項に関

する検討結果としてここに加わったものでございます。猪位金学園につきましては、

現在の猪位金学園の小中一貫校としてのいろいろなことを教育全体、田川市全体の学

校教育に生かしていくべきというご意見はございますが、小中一貫校という形態その

ものは、小規模校の課題を根本的に解消する手段とはなっておりませんので将来的に

開校初年度の１年生が９か年の教育課程を修了する時期を目途に見直しを行うべきと

考えるというような意見が記載されているところでございます。また、１０ページの

金川校区の請願につきましては、中段から下になりますが金川校区のいろいろな取組

については審議会において何回か審議を重ねてまいりまして、その金川校区のいろい

ろな取組やその成果ということについては、非常に理解できるけれども子ども達が整

った教育環境の中でこれから必要とされる力を習得していくためには、金川校区も再

編に加わることが望ましい選択であると考えるという意見を述べられているところで

ございます。次に１１ページ、開校までの想定スケジュールを挙げておりますが、当

初審議会の答申が平成２８年５月に出る予定でございましたが、それが平成２８年８

月に答申が延びましたので若干のスケジュールの修正はございますが、平成３３年４

月の開校ということにつきましては、当初のスケジュールと変わらず、あくまで平成

３３年４月の開校を目指すという形でスケジュールが組まれているところでございま

す。その他のいろいろな学校、これからの中学校教育に望むものということにつきま

しては、特に３月の時点での審議会のご意見と内容につきましては変わっていないと

ころでございます。簡単ではございましたが最終答申については以上のような内容で

ございます。今後、市長に総合教育会議を招集いただく必要がございます。今回この

最終答申を受けまして、今後策定する基本計画案につきましては、学校の設置、管理

及び廃止に関するものでございますので、そういう校舎等の施設及び整備につきまし

ては、これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律で教育委員会の職務権限に属

するものでございます。したがって、この同じ地方行政の組織及び運営に関する法律

で２ページに参考として挙げておりますが、法第１条の４第４項です。「教育委員会は、

その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは地方公共団体の

長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができ

る。」とございます。この学校再編につきましては、ここにありますように地方教育団

体の長と協議すべきもの、協議する必要があると思料するものと考えますので、今回
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総合教育会議の招集を市長に求めたいと考えております。ここにあります協議すべき

具体的事項につきましては、今般、田川市新中学校のあり方に関する審議会の最終答

申が出ましたということについての報告、また今後田川市新中学校創設基本計画(案)

策定に関する連携の申入れということについて協議すべき具体的事項として市長に総

合教育会議の招集を求めたいと考えているところでございます。以上が田川市新中学

校のあり方に関する審議会の最終答申についての事務報告でございます。 

○教育長 今の事務報告に関する質問やご意見をお願いします。 

○神崎委員 答申が出たばかりなので詳しいことは一つも判らないと思いますが、とり

あえず今の予定、答申のとおりに学校を２校作るとしたら今の予算はどのくらい必要

なんだろうかと一般市民の方は、まずお考えになると思うんですけど、そのあたりの

試算はできているのでしょうか。 

○推進室長 財政課で長期財政見通しを出しておりますが、それによりますと２校再編

で新築すると考えて１校あたり２９億程度、２校で５８億円程度を長期財政見通しの

中で予定をしているところでございます。 

○神崎委員 １１ページの開校までの想定スケジュールを拝見しますと、たぶん東京オ

リンピックと並行してのスケジュールとなっていくと思われますので人件費や資材が

高騰するということもあるでしょうし、人手不足ということも考えられていくように

なると思いますけど、実際に予算の補填というのは可能な状況にあるんでしょうか。 

○推進室長 そこにつきましては、教育委員会として今はどうということはなかなか返

事がしにくいものでございまして、そういう予算的な面そういうものも含めて当然総

合教育会議の中で協議しながら合意をしていくというような形になろうかと思います。 

○教育長 他にありませんか。 

○神崎委員 この中学２校にというような答申をいただくまでに平成１７年から最初の

適正化審議会が始まりまして長い時間がかかっていますけれども、これはもう一足飛

びにここまでたどり着いたわけではなく、最初の船尾・弓削田小学校の統合の問題か

ら始まったわけでありまして、当時の担当者をはじめとする学校教育課の皆さん方の

努力と地域の皆さんに理解を求めて回られた結果として、やっとここまでたどり着い

たと思っておりますので、これから先もどうかよろしくお願い申し上げます。 

○教育長 そういう市長や議会や住民や保護者、いろんな人の願いが入っているわけで

すけど、また今までそういう過去というか、ずっと積み重ねた方の思いも入っている
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ので本当に教育委員会、心していきましょう。他に質問や意見は、ありませんか。 

○星野委員 補填というので気になったんですが、過疎債を使うのですか。それはいつ

くらいにわかるのですか。それが下りるというのは決まっているのですか。 

○推進室長 決まったわけではありません。 

○星野委員 いつくらいに決まるんですか。期限がありますよね。 

○推進室長 今のところ過疎債の期限が平成３３年位ではないかということで、それも

財政的な面も含めてそれくらいまでに再編を目指さないと財政的に厳しいんではない

かというような考えではあります。ただ、それが実際その過疎債等がこの後また平成

３３年くらいにもう完全に適用が無くなるのかどうかということについてはまだわか

りません。 

○教育長 私が聞いたところでは延びたということでしたが、違いますか。 

○教育総務課長 過疎対策事業債という名称なんですが、この制度は一応期限が定めら

れておりまして、平成３２年度までとうかがっております。ただ、これも今まで延び

て延びてという形になっておりますので、現行の制度が延長されるかどうかは、まだ

正式には決まっていないという状況です。恐らく推進室は現行の過疎対策事業債の適

用を受けることを目指しているということですので、そういう事もあって平成３２年

度中に建設を完了する予定ということだと思います。 

○教育長 いいですか。 

○星野委員 ありがとうございます。 

○教育長 他にありませんか。 

  ないようですので、次に移ります。「２中学校再編に関する小学校保護者懇談会につ

いて」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 それでは資料の３ページをお願いいたします。中学校再編に関する小学校

保護者懇談会についてでございます。そこに実施目的として、「田川市新中学校の創設

にあたり、新中学校開校時に該当する現小学生保護者からの意見・要望等を聴取・懇

談等することを通して、中学校再編への理解を得るとともに『田川市新中学校創設基

本計画(案)』の作成の参考とする。」としております。第２回の住民説明会を開催いた

しました際は、各小学校区で夜間の開催でございましたので、その時のアンケート等

にも「なかなか低学年の小学生の保護者の方は、参加がしづらい」とか、「もっと参加

しやすいような方法を考えていただけないだろうか」とかまた「時間的な制約があっ
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たので十分保護者の意見を言えなかった」とか、そういういろんなご意見がございま

したので、今回の保護者懇談会につきましては、各学校の方でＰＴＡの方々と相談し

ていただきまして、各学校の行事に合わせまして保護者の方々が集まりやすい時間帯

にしましたので、各学校の日程を記載しておりますが、曜日も時間帯もバラバラでご

ざいます。対象者につきましては、猪位金学園を除く各小学校の保護者ということで

す。猪位金学園につきましては、今回、他の学校と同じように学校とＰＴＡの方々に

ご相談していただきましたけれども、「基本計画案策定後の開催で結構です。」という

お返事をいただきましたので、今回は猪位金 学園では開催しないこととなりました。

周知の方法につきましては、既に２学期の始業日に各小学校で児童に配布をさせてい

ただいているところでございます。実施の方法といたしましては、田川市新中学校の

あり方に関する審議会の答申が出ましたので、最初にその答申の簡単な説明を行う予

定です。ただ、答申書に沿って説明したのではとても説明の時間が足りませんので、

まだ資料作成の最終版はできていないんですけど、この中身を簡単にいたしました資

料を使いまして１５分程度で簡単な説明を行い、なるべく保護者の方からの意見を沢

山いただくような会にしたいと考えているところでございます。各学校のいろんな行

事に合わせての開催でございますので大体１時間くらい、弓削田小学校につきまして

は、４５分程度しか時間をいただいていないところでございますので、なるべく説明

は簡単に保護者の方からの意見をたくさんいただけるような会にしたいと考えている

ところでございます。以上で説明を終わります。 

○教育長 住民説明会には、私ももちろんすべて出席したのですが、会が終わったあと

帰っていたら、保護者の方から、「地域の方の学校に対する愛情はあるということでた

くさんの地域の方からの意見が出たけど、子どもを実際に通わせる保護者がなかなか

質問や意見を言う時間が足りないので、できたら保護者に限定した説明会を開催して

もらえないか。」というご意見をいただきました。こういった声は個別にはかなり聞き

ましたし、アンケート等にもたくさん出ていたそうで、そういった趣旨でたくさんの

保護者のご意見を最終答申について出していただいて、やはりその保護者のご意見を

基本計画に活かすのは、かなり大事になってきますので推進室でこういう会議を主催

するということです。この保護者懇談会についての質問とか意見ありましたらお願い

します。 

○毛利委員 今の説明では保護者対象ということですから、住民説明会のように一般市
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民というかいろんな市民の皆さんが入るということは、今度はないと考えていいんで

すね。もう一つは、住民説明会では同じ方がいろいろ複数の会場に来られたりなどあ

りましたが、学校への案内はどういう形で出しているんですか。 

○推進室長 前回は住民説明会でしたので広く周知をいたしましたが、今回は保護者対

象ということでございますので、学校にしかお知らせをしておりませんので、外部の

方の参加はまずないと思います。ただ、新聞等で記事にしていただきましたのでご興

味のある方はいらっしゃるかもしれませんが、基本、保護者懇談会とさせていただき

たいと思っております。 

○毛利委員 わかりました。 

○教育長 だから広報紙等にも出していないのですね。 

○神崎委員 １０ページの「⑸金川校区の請願について」というところの下の方に地域

行事の際の授業の公欠的扱い等を検討するなどという文言が答申の中に入っておりま

すけど、多分これをご覧になった他の地域の方々も地域に対する思いは同じだと思い

ますので、「うちの校区で地域行事がある時はどうなるんですか。」というご質問が出

るかもしれないんですが、このあたりはどういうふうになるんですか。 

○推進室長 これにつきましては、金川校区としてこういう書き方をしておりますが、

それは他の地域についても同じように地域の活動を大事にするということについては

変わりはございません。 

○教育長 他にございませんか。 

ないようですので次に移ります。日程第４ 事務報告「田川市石炭・歴史博物館追

加改修工事について」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４「田川市石炭・歴史博物館追加改修工事について」

の事務報告をさせていただきます。１ページをお願いいたします。１概要です。石炭・

歴史博物館では、「山本作兵衛コレクション」のユネスコ世界記憶遺産登録を受けまし

て、当該コレクションを将来に向けて適切に保存・管理するための展示室や収蔵室等

の環境整備、また築３３年以上が経過しました博物館の経年劣化に伴います空調やエ

レベーター等の設備改修を行うために、平成２８年１月から改修工事を実施しており

ます。しかしながら、現在行っている改修は、博物館の保存環境や経年劣化している

設備は更新、充実されますが市民や来館者が見学する展示空間等の抜本的な見直しは

行われておりませんでした。そこで、来館者に対しての改修の内容が伝わりにくいの
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ではないかと考えられること並びに更なる博物館の展示機能充実のために入札等の予

算残を活用させていただきまして、博物館１階ホールと２階廊下に新たな展示ブース

を設け、１階の博物館出入口の正面にある壁に情報発信機器を設置いたしまして、博

物館機能に汎用性を持たせるとともに、施設及び展示の更なる充実を図り、今後の来

館者増につなげていこうとするものであります。２追加改修の内容についてでござい

ます。別紙１をご覧ください。まず博物館１階のホールです。左側が１階のレイアウ

ト案になります。上の方が出入口です。入って右側、現在、山笠を展示している前に

移動ができる組立式の展示パネルを設置しまして、炭坑写真等の資料を展示いたしま

す。ミニ企画展という位置付けで１、２か月に１回程度、更新をしていく予定として

おります。また将来的には市民ギャラリーとして市民への開放も検討していきたいと

思っております。次に博物館の出入口から正面の壁です。ここにはサイネージシステ

ムを導入しましてデジタル化された資料、写真、動画、炭坑節等の音楽並びに館内情

報や市のイベント情報などを大型モニターで発信いたします。展示機能の汎用性の拡

大ができるものと思っております。別紙２には、サイネージシステムについての参考

資料を添付しております。また、後ほどでもご覧いただけたらと思っております。次

に事務室、受付のところに販売什器を設置いたします。これによりまして、販売物の

販売促進効果を高めようと思っています。次に博物館２階です。別紙１の右側をご覧

ください。「山本作兵衛コレクション」を展示する第２展示室、歴史民俗考古資料を展

示する第３展示室の間のところですが、ユネスコ世界記憶遺産の保存環境や取組につ

いての理解と関心を高める展示、また今回の改修工事の概要説明などについての展示

を行うところにしております。「山本作兵衛コレクション」を保存する収蔵庫の特徴、

これを観覧者に理解していただけるように解説パネルと共に収蔵庫の部分断面模型や

鳥瞰模型を展示いたします。企画展開催時には導入部分としての展示を行える場所に

できるものと思っております。企画展開催時にと申しましたのは、今後、企画展を当

博物館で行う場合においては、第３展示室の展示物を出した後の第３展示室の中でし

か特別展ができない、企画展ができないという状況ですので、この第３展示室に入る

前の部分に企画展の時には導入部分をと考えております。３改修期間は平成２８年１

０月初旬から平成２８年１２月末までを予定しております。４改修に係る経費は、概

算で１千５２３万４千円です。５予算措置につきましては、平成２８年度の当初予算

です。一般会計８款４項６目 市街地整備事業費、事業名が石炭・歴史博物館改修事
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業費 １５節工事請負費 ２億４千６３３万１千円となっております。以上で報告を

終わらせていただきます。 

○教育長 保存環境と経年劣化した設備の更新のためにということで説明がありました

が、なにか質問、ご意見ありますか。 

○神崎委員 サイネージシステムというのはプロジェクターのようなものですか。 

○文化生涯学習課企画官 そうです。テレビ画面のようなものです。 

○神崎委員 そこでのソフトの内容は、どのようなものですか。 

○文化生涯学習課 内容は自由に組替ができるものを、うちと業者とで作り込むように

しております。 

○神崎委員 作るのにソフト料金がかかるんですか。 

○文化生涯学習課企画官 いえ、そのあとは自分たちでできます。 

○教育長 他にありませんか。 

ではないようですので次に移ります。日程第５ 事務報告「市立幼稚園の臨時休園

措置の取扱いの変更について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○子育て支援課長 本日は、貴重な時間をいただきましてありがとうございます。子育

て支援課では、平成２８年４月１日より組織の見直しということで市立幼稚園に関し

て移管を受けて運営管理を行っているところでございます。それでは市立幼稚園の臨

時休園措置の取扱いの変更についてご報告させていただきます。資料の１ページをお

願いいたします。１経緯でございます。市立幼稚園は、台風、大雨、大雪等の場合、

その状況を踏まえ、学校教育法施行規則第３９条及び第６３条の規定に基づき、園長

が臨時的な休園措置を行ってきたところでございます。一方、公立３保育所について

は、台風、大雨、大雪等の場合でも保護者の就労状況を考慮し、休所せずに運営を行

ってきております。つきましては、平成２８年４月１日から幼稚園の運営管理が保育

所を所管する子育て支援課に補助執行されたこと、また、同一施設内に中央保育所と

市立幼稚園が設置されていること、さらには就労している保護者の状況を考慮し、取

扱いの変更を行うものでございます。２変更案でございます。左側が変更前でござい

ます。台風、大雨、大雪等で臨時に休園する場合は、市内の小中学校と同様の措置を

行ってきております。変更後でございますが、台風、大雨、大雪等でも就労している

保護者の状況を考慮し、幼稚園も市立保育所と同様の措置を行う。原則、休園しない

ということでございます。３変更理由でございますが、幼稚園の管理運営が教育委員
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会から市長部局である子育て支援課に補助執行されたため、保育所と一体的な取扱い

を行うためでございます。４効果です。保育所と同様の措置を取ることにより、就労

している幼稚園の保護者にとって仕事を休むことなく園児を幼稚園に通わせることが

できるというものでございます。５実施開始年度ですが、平成２８年度から公立保育

所と同様の取扱いを行うこととしております。原則、休園は行わないということでご

ざいます。６保護者宛て周知ですが、市立幼稚園を通じて保護者に通知を行うものと

しております。既に行っているところでございます。７参考として学校教育法施行規

則第３９条、第６３条の条文を記載させていただいております。８その他です。平成

２８年度から幼稚園は大雨、台風、大雪等の場合でも保育所と同様に休園は行わない

ということでございます。ただし、この措置は学校教育法施行規則第６３条の規定を

適用することを拒むものではなく、あくまでも就労している保護者の状況に鑑み、原

則休所措置をとらない保育所と同様の措置を行うものでございます。以上で説明を終

わります。 

○教育長 質問、ご意見ございませんか。 

○神崎委員 先日の台風の日、月曜も幼稚園は通常通り朝から運動会の練習などをして

いましたので、働いている親御さんにとっては非常に助かるだろうなと思いました。

ただ、幼稚園の子が鍵盤ハーモニカなどをやりながら運動会の練習をしているのに、

中学生は今日は休んでいると思うと複雑な心境になりました。色々な規則等で早めに

学校は休校を決めないとならないのでしょうが、朝からそよりとも風が吹かない状態

で幼稚園は開いているのに、なぜ中学校は休んでいるのだろうと。実は私の家の隣は

幼稚園ですので鍵盤ハーモニカの音を聞きながら素朴な疑問を感じました。今は保護

者もスマホなどお持ちで連絡手段はいくらでもあるのではないかと思いますが、子ど

もの安全ももちろん鑑みながら、そのあたりが難しいのだなと一日幼稚園のお子さん

たちの声を聞きながらもどかしい思いをいたしました。 

○学校教育課長 今回の台風による休校措置ですが、日程的に特殊な状況がございまし

た。土日を挟んでいたということです。また、３校時の日でした。したがって金曜日

の時点で近隣の市町村に昼過ぎに調査をかけたのですが、８割くらいはその時点で休

校を決めておりました。郡の３町くらいが、未定とか３日の土曜日に判断するとか、

日曜日に判断するということでした。田川市としては遅くなっても日曜の昼までには

判断しようということでギリギリの状況まで待っていた次第ではございますが、日曜
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日の午前中も天気予報では福岡を横切るという状況で、これはやっぱり万が一のこと

が起こったらまずいということでギリギリに判断はしたのですけど、月曜になってみ

ると登校できたのではないかとは思いましたが、結果的には、大きな被害も出ずに良

かったと思います。確かにメール配信等で届くところが増えて非常に楽になっていま

すが、休みの日に担任が連絡を入れたり、わざわざ学校に来て連絡したりするという

こともあります。一番いいのはその日の朝にサッと決まってすぐに連絡が取れればい

いのですが、不徹底になる部分があります。それによって登校している子、登校でき

てない子、連絡が付く子、付かない子があったら問題なので前日の判断ということに

今回はさせていただきました。 

○教育長 幼稚園は、ずっと長く学校と同じようにやってきたわけですよね。こういう

措置を早速月曜日にされたわけですが、保護者の反応で何か今までとは違うやり方に

ついて、もちろん働いている保護者が助かったという声もあると思うんですが、その

辺りはどうでしたか。 

○子育て支援課長 この休園措置の考えについてなんですけど、中央保育所、合築させ

ている施設なんですけど、そこに一時保育等々がございます。何らかの形で幼稚園の

休園、代休みたいなことになった時にそちらの方に預けたいという場合も過去にあっ

たし、正式な団体からの申し出ということではないんですけど、こちらの方には、そ

ういう臨時に休園になった時に預けるところがあるという声は、ちらほら伺っており

ました。そういうところで合築した施設になって保育所は過去そういう状況であって

も休所ということは、行っておりません。当然、職員等も来ている状況ですので、同

じ子育て支援課で所管するようになったということで、片や開けている、片や閉めて

いるという状況でいいのかなというのは、平成２８年度４月当初から子育て支援課の

中では検討してきたところなんですけど、当然働いて預けられたほうがいいという声

もちらほらあったので、この際、保育所と同じような取り扱いがいいのではないかと

いうことを考えて、そのようにした経緯でございます。 

○教育長 保護者の方からは、特にその事について問い合わせはなかったですか。 

○子育て支援課 特にはありませんでした。一応９月のはじめに正式に案内文というこ

とで市長の決裁を取った後になりますけど、いろんな案内通知等は配らせていただい

ております。ちなみに９月５日の台風が接近した日は、結果的には皆さんもご承知の

ような状況でしたが、その日の登園の状況は、園児９３人のうち、５９人です。当然、
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保護者が送迎するので、可能だということだと思います。兄弟に小中学生のお子様が

いるところは連れてこないという判断をされたんだと思うんですけど、休園は３０人、

あとは病気のため来れないという方が４人でした。 

○教育長 ９３人中５９人が登園したということですね。 

○子育て支援課長 はい。 

○教育長 他にありませんか。 

○毛利委員 これとは直接関係ないかもしれないですが、幼稚園と保育所は時間的には

違うかもしれませんが、幼稚園は文部科学省の教育要領としてきちんと作ってますよ

ね。保育所は幼稚園と同じような形にしていますが、その事についてはどうしてるん

ですか。 

○教育長 教育課程みたいなものが幼稚園と比較して保育所はどうなんだろうかとそう

いう意味ですか。 

○毛利委員 はい、そうです。 

○子育て支援課長補佐 保育所も指針を定めてそれに則って保育を行っています。先ほ

どの関連なんですけど、幼稚園は学校教育法の学校ということであります。今年度か

ら所管が補助執行ということで市民生活部に移っています。今回の措置を取ることを

考えたときに幼稚園は基本的に園児が３、４、５歳児で歩いてひとりで来るというこ

とはなく、小・中学校は、そこの状況が違うので今回こういった措置を導入しました。

先ほどの質問ですけど、厚生労働省の保育所の指針があります。それに基づいて田川

市も行っているということでございます。 

○毛利委員 もう一点いいですか、変更案を四角で囲んでいますが、これは形としては

事務報告だから問題ないとは思うけど、四角の中の左側の変更前は「市内の小中学校

と同様の措置を行っていた。」という表現は過去形で書いているため、「措置を行う。」

が正しいのではないかと思います。 

○教育長 言われる意味は、わかりますね。 

○子育て支援課長 はい。 

○教育長 他にありませんか。 

  ないようですので、次に移ります。 

（各課長が教育長及び各課の行事予定を説明） 

○教育長 次に移ります。「１０月定例会の日程案について」を議題とします。 
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○教育総務課長 それでは、１０月の定例会の日程につきましては、１０月１１日火曜

日ということでいかがでしょうか。 

○教育長 ご異議ないようですので、１０月の定例会は１０月１１日火曜日、１４時開

会に決定いたします。 

  他にご質問、ご意見等ございませんか。 

○教育長 ないようですので、以上を持ちまして平成２８年第１１回田川市教育委員会

９月定例会を閉会いたします。 

（閉会１５時１５分） 


