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（開会１４時３０分） 

○教育長 ただいまより、平成２９年第４回田川市教育委員会３月臨時会を開会いたし

ます。日程第１ 議案第８号「田川市教育委員会事務局処務規則及び田川市教育委員

会公印規則の一部を改正する規則及び田川市教育委員会事務局専決規程の一部を改

正する訓令の制定について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育総務課長 それでは、日程第１ 議案第８号「田川市教育委員会事務局処務規則

及び田川市教育委員会公印規則の一部を改正する規則及び田川市教育委員会事務局専

決規程の一部を改正する訓令の制定について」ご説明申し上げます。本案は、組織の

見直しに伴い、関係規則等の整備を行う必要が生じたため、田川市教育委員会事務委

任及び臨時代理規則第２条第８号の規定により教育委員会の議決を求めるものであり

ます。それでは、資料の１ページをご覧いただきたいと思います。まず、本件につい

ての経緯でございます。現行の組織を維持することを基本としつつ、諸般の情勢変化

を踏まえ、更なる事務事業の円滑な推進を目指した組織の一部見直しが平成２９年３

月議会において報告されました。これに伴い、教育委員会規則等に所要の改正の必要

が生じたため、次のとおり関係規則等の整備を行うものであります。まずは、今回の

改正の主な概要につきまして、ご説明申し上げます。下表をご覧いただきたいと思い

ます。まず、学校給食係の新設でございます。中学校給食及び公会計方式の開始にあ

わせ、学校給食に関する事務を一元的に処理する部署として、「学校教育課」内に「学

校給食係」を設置するものであります。下の段をご覧いただきたいと思います。新中

学校再編推進室です。こちらは、名称変更を行っております。「学校給食係」の設置に

伴い、「学校再編・中学校給食推進室」を「新中学校再編推進室」に名称変更し、中学

校再編に特化した部署にするというものでございます。一番下でございます。子ども

支援準備室の設置でございます。子ども支援等にかかる本市の中核的役割を担う「子

ども支援室」の早期設置を目指した準備組織として、「学校教育課」内に「子ども支援

準備室」を設置するものであります。続きまして、田川市教育委員会事務局処務規則

及び田川市教育委員会公印規則の一部を改正する規則につきまして、概略ご説明申し

上げます。まず、改正理由としましては、先程、ご説明申し上げました組織の見直し

及び所要の見直しに伴うものであります。主な改正内容の概要としましては、まず、

田川市教育委員会事務局処務規則につきましては、「学校教育課」に新設された「学校

給食係」の事務分掌を追加するものであります。２ページをご覧いただきたいと思い
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ます。これに併せまして「学校給食係」の新設及び「子ども支援準備室」の設置やそ

の他見直しに伴い、「学校給食係」の事務分掌に所要の改正を行うものであります。ま

た、「学校給食係」の設置に伴い、「学校再編・中学校給食推進室」を中学校再編に特

化した部署にするために「新中学校再編推進室」へ名称変更し、事務分掌に所要の改

正を行うものであります。さらに、「文化生涯学習課文化係」への世界記憶遺産関連事

務の移管に伴いまして、事務分掌に世界記憶遺産関連事務を追加するものであります。

続きまして、田川市教育委員会公印規則につきましては、名称変更に伴いまして、「学

校再編・中学校給食推進室長」の公印を廃止し、新たに「新中学校再編推進室長」の

公印を定めるものであります。いずれの規則におきましても施行期日は、本年４月１

日としております。参考資料としまして、田川市教育委員会事務局処務規則等の一部

を改正する規則（案）を３ページ以降にお付けしております。なお、１０ページから

２０ページにつきましては、新旧対照表を付けておりますので、そちらの方をご参照

いただければと思います。この３ページから２０ページまでの詳細の説明につきまし

ては、割愛させていただきます。続きまして、田川市教育委員会事務局専決規程の一

部を改正する訓令につきまして、概略ご説明申し上げます。改正の理由としましては、

組織の見直しに伴うものでありまして、改正等内容の概要としましては、田川市教育

委員会事務局専決規程におきまして「学校教育課」に「学校給食係」が新設されたこ

と等に伴い、「学校教育課長」の専決事項の一部改正等を行うものであります。また、

これに併せまして、「学校再編・中学校給食推進室長」を「新中学校再編推進室長」に

変更し、専決事項の一部削除を行うものであります。この訓令につきましても、施行

期日は本年４月１日付としております。参考資料としまして、田川市教育委員会事務

局専決規程の一部を改正する訓令（案）を２１ページにお付けしております。また、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

これに併せ、２２ページに新旧対照表をお付けしております。詳細の説明につきまし

ては、割愛させていただきます。以上で説明を終わります。 

○教育長 今の説明に何か質問、意見等ありませんか。 

  ないようですので、原案に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１ 議案第８号「田川市教育委員会事務局処務

規則及び田川市教育委員会公印規則の一部を改正する規則及び田川市教育委員会事務

局専決規程の一部を改正する訓令の制定について」は、原案のとおり可決いたします。   
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次に移ります。日程第２ 議案第９号「田川市立学校修学旅行実施規程の一部改正

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２ 議案第９号「田川市立学校修学旅行実施規程の一部改正に

ついて」ご説明いたします。本案は、平成２９年度からの田川市立中学校の修学旅行

の経費を見直したことに伴い、実施に係る規程を一部改正する必要が生じたため、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。訓令の改正でござい

ます。田川市立学校修学旅行実施規程の一部を改正する訓令を次のように定めるとい

うことで、「田川市立学校修学旅行実施規程」がございますが、その一部を改正するも

のでございます。改正する部分につきましては、第３条の表の中の中学校の標準額の

欄、現行５０，０００円を５７，５９０円に改めるということでございます。これは、

文部科学省の規程に沿った額でございます。次のページが、田川市立学校修学旅行実

施規程の新旧対照表になっております。改正後が、ご覧のとおり枠内の中学校、 

５０，０００円が５７，５９０円になっております。次のページの実施規程（案）の

３条のところに標準額として中学校の分は、５７，５９０円にしているところでござ

います。以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

○教育長 今の説明に質問、意見等ありませんか。中学校現場から、「交通費や宿泊費等

が値上がりし、昔のままの金額の５０，０００円では、見学すべきところができなく

なったりするので、国の基準に合わせ周辺市町村並みにしてほしい」という要望が出

ていました。よろしいでしょうか。 

○毛利委員 かなり前から中学校の話でたくさん出てきているので、たしかにこれは懸

案だったと思います。中途半端な金額ですが、この金額には理由があるんですか。 

○学校教育課長 文部科学省の中学校修学旅行の基準に合わせて５７，５９０円となっ

ております。 

○教育長 国の基準ですか。 

○毛利委員 もう一点いいですか。第５条の引率教員の数についてですが、これは以前

からずっと市の規程の中に入っていますね。例えば、中学校は、１クラスに１．６を

乗じた場合、最少人数の３人ということになりますが、多分、引率者３人では行って

ないと思います。４人か５人で行っているのではないでしょうか。たしか、「１人プラ

スしたいので許可してください」というような文書が中学校から市に出ていたと思い
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ます。 

○学校教育課長 今、毛利委員も言われたように、これは中学校に限らず、学年によっ 

ては、特別支援等でより個別の対応が必要であったり、病気がちである生徒がいたり 

で、どうしても引率者の増員が必要だという場合には、各学校現場からの増員申請を 

受けまして１、２名の増員をして、実務的に問題のないように対応しております。た 

だ、ここにあるような規程の部分については、どう違うのか、必要なのかということ 

も今後、検討課題ということで私どもも勉強させていただきたいと思います。ありが 

とうございます。 

○教育長 では、県なりの基準も調べてまたわかったら報告してください。お願いしま 

す。他にありませんか。 

  では、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） 

  異議なしと認めます。よって日程第２ 議案第９号「田川市立学校修学旅行実施規 

程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３ 報告第２号「職員の処分について」を議題とします。事

務局に説明を求めます。 

○教育総務課長 それでは、日程第３ 報告第２号「職員の処分について」ご説明申し

上げます。本案は、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第３条の規定に基づ

き、教育委員会職員の処分について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。裏面をご覧いただきたいと思います。職員の

処分について、ご説明申し上げます。まず、職員に関する事項でございます。所属は

教育部、職員区分は嘱託職員、年齢は５０代、性別は女性であります。処分の事由に

つきましては、次の二つの事項につきまして、平成２９年３月１５日に本人が事実と

して認めたためということでございます。まず、一点目が、市立中学校が牛乳代とし

て集めた現金約１２万円を平成２８年１２月上旬、生活費にあてる目的で窃盗したこ

と。これに併せ、平成２８年１２月９日、同中学校が管理する通帳１通を窃盗したう

えで、同年１２月１５日、当該通帳から不正に現金２９８，６０５円を引き出し、前

述の牛乳代の補てん等に使用したこと。この二点でございます。上記の行為につきま

しては、児童・保護者等市民の教育行政及び教育委員会に対する信用を失墜させる行

為であるということでございます。処分の内容につきましては、解雇であります。処
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分の年月日は、平成２９年３月１７日付でございます。今後の対応としましては、今

回の事案を重く受け止めまして、職員の服務規律の確保及びコンプライアンス意識の

向上に取り組んでまいりたいと、このように考えております。また、これに併せ、市

内全小中学校における現金及び通帳等の適正管理の徹底に務めてまいりたいと考えて

おります。以上で説明を終わります。 

○教育長 今の説明に対して質問、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４ 事務報告「田川市教育事務点検評価

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。 

○教育総務課長 それでは、日程第４ 事務報告「田川市教育事務点検評価委員会設置

要綱の制定について」ご説明申し上げます。要綱の主なもののみご説明申し上げます。

まず第１条の設置でございます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条

の規定に基づきまして、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行

うに当たり、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、今般、田川市

教育委員会に田川市教育事務点検評価委員会を設置するものであります。委員会の所

掌事務は、教育委員会が行う点検及び評価について意見を述べ、又は助言を行うとい

うものでございます。組織につきましては、委員６人以内で構成するものでございま

す。委員の任期は２年としております。また、委員長は互選により定めることとして

おります。第６条に会議について規定しておりまして、委員会の会議は委員長が招集

し、その議長となることとしております。なお、庶務につきましては、第７条で規定

しておりますとおり、教育委員会事務局の教育部教育総務課において処理することと

しております。第８条に委任につきまして規定してございます。このほか、必要な事

項につきましては、委員長が委員会に諮り、定めるとしております。なお、附則で規

定してございますとおり、施行につきましては、本年、６月１日から施行するとして

おります。また任期の特例につきましても、附則で定めております。この要綱の施行

の際、委任する委員の任期は、この規程では２年間と規定してございますが、この第

４条の規定にかかわらず、第１回目につきましては、本年６月１日から平成３０年５

月３１日までの１年間としております。この理由といたしましては、私どもが想定し

ております委員の中に社会教育委員がおられまして、その社会教育委員の任期が、２

年の任期で来年の５月３１日までとなっておりますので、それに合わせる形で今回、

初回だけ１年間の委員の任期といたしているところでございます。以上で説明を終わ



 

６ 

 

ります。 

○教育長 何か質問、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５ 事務報告「田川市教育委員会広報編

集会議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。 

○教育総務課長 それでは、日程第５ 事務報告「田川市教育委員会広報編集会議設置

要綱の制定について」ご説明申し上げます。要綱の主なもののみご説明申し上げます。

平成２９年度から田川市教育委員会が独自に広報紙を発行するということは、先般か

らご説明申し上げておりますが、その編集に当たりまして、事務局の内部に広報編集

会議という組織を設置するというものでございます。第１条に設置について規定して

ございます。本市の教育行政に関する広報を適正かつ円滑に推進するため、田川市教

育委員会広報編集会議を置くとしております。所掌事務につきましては、第２条第１

号から第３号に掲げる事項でございます。先程、ご説明申し上げました教育委員会が

独自に発行いたします広報紙に併せまして、田川市のホームページにおきましても、

教育行政に関する部分の編集につきまして、この組織が担任するというものでござい

ます。組織は委員５人で構成することとし、教育委員会事務局にあります３課１室の

それぞれから１人ずつ、計５人を選出して組織することとしております。また、この

組織に１人リーダーを置くこととし、リーダーは互選で定めるとしております。この

リーダーは、会議を総理し、代表するとしております。なお、庶務につきましては、

教育委員会事務局の教育部教育総務課において処理することとしております。第６条

に委任につきまして規定してございます。このほか、必要な事項につきましては、リ

ーダーが会議に諮り、教育長の承認を受けて定めることとしております。以上で説明

を終わります。 

○教育長 今の説明にご質問、ご意見ございませんか。 

  保護者とかＰＴＡを含めた市民の皆さんは、例えば新中学校の再編について、どこ

まで進んでいるのか、今後どうするのかを知りたい等、もっと情報がほしいという気

持ちだと思います。教育委員会としても教育改革で隂山メソッドやＩＣＴ教育、英語

教育等、いろいろと行っているのですが、やはり市の広報紙だけでは、なかなか具体

的な子ども達の姿を伝えられない面があります。この教育委員会の広報紙で少しでも

市民の皆さんに教育委員会、学校現場、また社会教育のがんばりや成果を知ってもら

いたいし、再編についても正しく理解してもらうことが必要なので、そういった活用
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を考えております。いいでしょうか。 

○毛利委員 二点、ご質問します。一点目は、ホームページに掲載する以外にどのよう

な方法で配布するかということ。二点目は、配布の時期、回数についてです。教育委

員会から何かを知らせたいという時に配布をするのか、それとも年間に回数を決めて

配布をするのか、わかりましたら教えてください。 

○教育総務課長 まず一点目のご質問につきましては、田川市が発行しております広報

紙に折り込む形で配布させていただきたいと考えております。二点目の発行につきま

しては、年３回の発行予定ということで考えております。基本的には定期的に発行し

たいと、このように考えております。ただし、３月議会におきまして、議員から年３

回の発行で良いのか、あるいは、紙面のスペースが足りるかなど、この１年間を通し

て十分検証するようご意見をいただいておりますので、実施していきながら、それら

の点について検証してまいりたいと、このように考えております。 

○教育長 事務局としては、計画的に考えているということです。  

○毛利委員 わかりました。 

○教育長 他にありませんか。 

  また、できあがれば、ご意見など伺いますのでよろしくお願いいたします。次に移 

ります。日程第６ 事務報告「田川市奨学金給付条例施行規則の制定について」を議 

題といたします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長 それでは、日程第６「田川市奨学金給付条例施行規則の制定について」

事務報告をさせていただきます。２枚目をお願いいたします。先般、田川市奨学金給

付条例が制定されたことに鑑み、規則をここに公布するものでございます。趣旨を第

１条に挙げております。この規則は、田川市奨学金給付条例の施行に関し、必要な事

項を定めるものとします。受給資格基準等については、第２条、３条、４条に挙げて

おります。まず第２条では、学業成績についての基準、５段階評価に換算して３．５

以上、高等学校の３年の学業成績の平均が３．５以上を有している者とする。第３条

では、第２条第５号の経済的な理由は、本人及び本人と生計を一にする者の市町村民

税所得割額の合計が３０４，２００円未満であることをもって困難な状況であると認

めるものとするということで額を示しているものでございます。それから第４条では、

条例第２条第６号の規則で定められる使用料等は、本市に関する保育料、市営住宅家

賃、水道料金及び学校給食費等々、こういったものが未納であれば、受給資格はない



 

８ 

 

ということで挙げております。第５条に奨学金の給付の申請について必要な書類を挙

げているところでございます。第６条では、申請の受付期間を挙げています。受付期

間は、４月１日から４月末日までとしております。ただし、特別な事情があると市長

が認めるときは、この限りでないとしております。次のページをご覧ください。奨学

生選考委員会の会議についての規定でございます。第７条では、条例第５条に規定す

る田川市奨学生選考委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となります。会議

は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができません。会議の議事は、出席委

員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。これは、市

町村ごとの委員会が設置されて、その中で先行されていくということになっています。

第８条に奨学生の決定についての通知書等について挙げております。第９条では、給

付時期ということで支度金につきましては、１００，０００円でございますが、これ

は初年度の６月に支払い、修学資金は、６月、９月、１２月及び３月の４期に、それ

ぞれ分けて払うということにしております。提出書類につきましては、１０条で挙げ

ております。１１条に異動の届出が出ております。次のページをお願いいたします。

奨学金の給付の停止につきましては、１２条に挙げております。「条例第７条の規程に

よる奨学金の給付の停止は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。⑴ 休学した

とき。⑵ 留年したとき。⑶ 第１０条第２項の規定による確認により奨学生及び奨学

生と生計を一にする者の市町村民税所得割額の合計額が、３０４，２００円以上であ

ると認めたとき。⑷ 第１０条第２項の規定による確認により奨学生又は奨学生と生計

を一にするものに市税又は使用料等の滞納があると認めたとき。」というものが、給付

の停止規定でございます。第１３条では、奨学金の給付停止の解除、第１４条では、

奨学生の決定の取消し、そして最後のページになりますが、第１５条では、委任につ

いて定めています。この規則は、平成２９年の４月１日から施行するものでございま

す。以上でございます。 

○教育長 今の説明に対して質問、意見等ありませんか。 

  この奨学金制度は平成２９年度から実施されます。田川市郡全体で全国に先駆けて

行うとても期待の大きい取組なので、是非、子ども達が希望を持って大学等行けるよ

うに活用してもらいたいと思っています。 

  他にないようですので、次に移ります。日程第７ 事務報告「平成２９年度田川市

立幼稚園の入園申込み状況及び定員について」を議題とします。事務局に説明を求め
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ます。 

○子育て支援課長 それでは、「平成２９年度田川市立幼稚園の入園申込み状況及び定員

について」ご説明申し上げます。お手元の資料の裏面をご覧ください。現在の市立幼

稚園は、後藤寺幼稚園と伊田幼稚園を統合して、平成２６年度から新園として開園し

ており、その開園を機に３歳児保育を開始しております。市立幼稚園の定員は３歳児

２０名、４歳児４０名、５歳児４０名であり、総定員は１００名となっております。

１「平成２９年度 田川市立幼稚園の入園申込み状況」で表を記載しておりますが、

これは二次募集を終了した時点での状況を載せております。上から５歳、４歳、３歳、

定員は４０名、４０名、２０名ということで総定員は１００名です。３歳児が２０名

というのは、公開抽選をした結果２０名になるものでございます。最終的な申込みは

総定員が８９名という状況で、二次募集をしても４歳児・５歳児が集まらなかったた

め、急遽、定員等見直しすることといたしました。２「田川市立幼稚園の定員につい

て」ご説明いたします。市立幼稚園では総定員１００名に対し、新年度の入園申込み

は、８９名でございました。３歳児については、定員２０名に対し、申し込みが２９

名となりましたが、１月末に公開抽選を実施して入園の優先順位を決定しております。

しかしながら、４歳児からの新規の入園申込みが少なかったことから、総定員から見

れば定員割れの状況になっていました。このことを受けて、３歳児で申し込みのあっ

た２９名のうち公開抽選の結果で定員枠外となった９名に対しては再度入園案内をし

たところでございます。結果的には、３歳児の人数は２６名となりますので１３名の

２クラス編成ということにしております。なお、今後は、３歳児の定員を他の年齢と

合わせる方向でも検討していきたいと考えております。これに関しましては、二次募

集が終わって、こういう状況になったということを受け、急遽、保育所連盟との会議

を開催していただきました。その際に今回の状況等を報告して、こういう対応をさせ

てほしいという話をさせていただき、その場でご了承をいただいたところです。その

後、市長、副市長、議会等に報告を行ったところでございます。タイミング的には、

前回の定例教育会議で報告すべきところでしたけれども、ちょうど厚生委員会と時間

的に重なっており、その厚生委員会でこの内容を説明させていただいたところです。

ご報告が遅れたことをお詫びいたします。以上でございます。 

○教育長 今の説明に質問等ありませんか。 

○星野委員 では、４歳児のクラスは１クラスで５歳児クラスは２クラスということで
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すか。 

○子育て支援課長 そのとおりでございます。 

○教育長 今後、３歳児の定員を他の年齢と合わせる方向で検討していきたいというこ

とは、将来的に３歳児の定員を４０名にして、４歳児、５歳児を合わせて１２０名定

員にすると考えているということですか。 

○子育て支援課長 今後も、先程お話した保育所連盟等との協議は、当然続けないとい

けないということにはなりますが、現時点では総定員が１００名の中で、平成２９年

度に関しては４歳児２１名という状況がございますので、総定員が１００名を越すと

いうことは、平成３０年度までないと予測しております。その先を見越して３歳児の

定員枠を上げて、総定員枠も上げていきたいということについて、今後協議をさせて

いただきたいという話も保育所連盟とはさせていただいております。 

○教育長 今までにも議会から要望が出ていましたよね。議員個人の意見と思いますが、

３歳児だけが定員２０名で４、５歳児が４０名ずつというのではなく、一貫した３か

年幼稚園教育が必要なのではないかということでした。 

○子育て支援課長 おっしゃるとおりでございます。ただ、開園と同時に３歳児保育を

スタートさせるということもあって、定員枠の中で４歳児、５歳児が入ってくること

を勘案して、３歳児はちょっと少なめに定員を定めておいた方がいいのではないかと

いうことで、こういう変則的なスタートをして動いてきたようですが、現状としては

二次募集をしても４歳児、５歳児は入ってこないという状況です。３歳児の定員をこ

のまま２０名で維持してしまうと各年齢で一クラスのままということが起きてしまう

ので、幼稚園を維持するというところからいけば、今の定員では少ないのかなという

ことを考えた次第でございます。 

○毛利委員 それはよくわかりました。４歳児の定員が４０名で、３歳児の定員は２０

名で、その子たちが上に上がっているわけでしょう。新しく入ってきた子どもはいる

のか、そのまま３歳児の２０名が４歳児クラスに上がっているのか、そこのところは

わかりませんか。 

○子育て支援課 ほぼ３歳児の子どもが、そのままスライドして上がっていっておりま

す。平成２９年度４月からの入園の申込みは３歳児を行っており、当然４歳児、５歳

児の募集も行っております。しかしながら、今回４歳児にいたっては、二次募集をし

ても来なかったということです。 
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○毛利委員 ということは今、４歳児の子ども達は３歳児のときに定員２０名で入って

きて、４歳児になるときにも人数が増えなかったという形なのですか。 

○子育て支援課長 はい、そのとおりです。 

○毛利委員 ということは、やはり３歳児を少し増やさないといけませんね。４０名が

だめならば３０名にしておけば、その子達は、そのまま３０名で上に上がっていくと

いうことが想定できますね。 

○子育て支援課長 そのとおりだと考えております。先程お話ししたように、揃えると

いっても各５歳、４歳、３歳児のクラスが４０名にするのがいいのか、３０名ずつで

揃えるのがいいのかは、当然、今後の協議で、それぞれのところで検討していきたい

とは考えているところでございます。 

○毛利委員 ということは、そのまま上がっていくということを想定すれば、来年度の

５歳児は２０名ということですよね。 

○子育て支援課長 クラスが上がる際には、当然募集をするわけですけど、入って来な

ければ２１名のまま、５歳児クラスに上がってしまうという状況になります。 

○毛利委員 まあ、保育所連盟との関係もありましょうけど、下のクラスを多くしてお

けば、そのまま上がっていく可能性というのは出てくるわけですよね。 

○星野委員 子ども達を４歳よりも３歳から幼稚園に入れたいというお母さん方は多い

と思います。３歳で入れなければ、他のどこかに通わせて４歳から市立幼稚園に入れ

るということは少ないかもしれませんので、３歳から入園しやすいように定員を増や

すのはいいことだと思います。 

○教育長 保護者側からしてもということですね。 

○星野委員 そうですね。 

○教育長 ３か年の幼稚園教育の計画的な面からも、途中から入ってくることでそこで

揃えなければいけないという課題等も出てくるのかとは思います。 

では、本日の日程は以上です。何か全体通して質問、ご意見等ありませんか。 

ないようですので、以上を持ちまして平成２９年第４回田川市教育委員会３月臨時

会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                           （閉会１５時２０分） 


