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〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    ただいまから、平成２５年第１回田川市教育委員会１月定例会を開会いたしま

す。日程第日程第日程第日程第１１１１「「「「平成平成平成平成２４２４２４２４年第年第年第年第１７１７１７１７回田川市教育委員会回田川市教育委員会回田川市教育委員会回田川市教育委員会１２１２１２１２月定例会会議録等月定例会会議録等月定例会会議録等月定例会会議録等のののの承認承認承認承認につにつにつにつ

いていていていて」」」」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

疑はございませんか。 

ご質疑はないようですので、日程第１「平成２４年第１７回田川市教育委員会１２月

定例会会議録等の承認について」はこれを承認することとします。 

次に移ります。日程第日程第日程第日程第２２２２    議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号「「「「平成平成平成平成２５２５２５２５年度教育費当初予算年度教育費当初予算年度教育費当初予算年度教育費当初予算についてについてについてについて」」」」を議

題とします。事務局に説明を求めます。 

〇〇〇〇教育教育教育教育部長部長部長部長    それでは私から教育費全体の概略を説明したいと思います。それから、詳細

といいますか、各課長からある程度の各課の予算の内容の説明がありますので、私から

は概略だけを説明したいと思います。お手元の資料をご覧ください。平成２５年度教育

費当初予算について、１の総括表にありますとおり、まず、歳入です。平成２５年度、

２億４４２６万円ということで、昨年度から約９４００万円近く増えております。この

歳入の増については、今から説明いたしますが、歳出の補助事業等に伴うものが主な内

容ですので、歳入については細かいところは省略させていただきます。次に、歳出につ

いて説明いたします。平成２５年度、１９億６７７３万８千円の要求をしております。

昨年同比、約９億円近い増となっております。この内容の主なものだけを説明いたしま

す。ご承知のとおり２５年度は猪位金の小中一貫校の施設整備、それから新園の建設と

大きな事業がございますので、それだけで約７億近くを占めております。ただ、この２

つの施設整備につきまして、あとは備品等の関係がございます。それは、まだ当初予算

にはあげておりませんので、今後、現在ある備品等の調整をいたしまして、必要なもの

については９月補正予算で計上ということで今、準備しているところでございます。そ

れから、大きなものといたしましては、文化センターが昨年度、耐震診断をしましたの

で、その耐震診断の結果、耐震改修と併せまして一部改修を予定しております。これが

１億円程度でございます。その３つが金額的には大きな事業で、あとは大きい金額には

なりませんが、少人数学級を全学年実施などいろいろとございますので、詳細について

は今から各課長が説明いたしますので、よろしくお願いいたします。以上です。    

〇〇〇〇教育総務教育総務教育総務教育総務課長課長課長課長    それでは、教育総務課に関わります平成２５年度当初予算要求額の概要

について説明をいたします。まず、歳出の総額については、平成２５年要求額は１０億

３１６１万７千円で、昨年度と比較して７億６２６３万２千円の大幅な増額となってお
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ります。この主な要因は新園及び猪位金小中一貫校の建設費でございます。次に、歳入

の総額です。９１６１万６千円で、昨年度と比較して９１６１万５千円の大幅な増額と

なっております。この主な要因も新園及び猪位金小中一貫校の建設に伴う補助金による

ものでございます。次に、歳出の各事業について説明をさせていただきます。１１ペー

ジの上段、教育委員会人件費から１５ページの下段、幼稚園園舎改築事業費までの１０

事業の予算の要求をしておりますが、ここでは主な事業のみ説明をさせていただきます。

１３ページの下段、小学校施設維持管理経費でございます。この事業は小学校施設等の

維持管理や運営に関わる各種経費で、事業費は１億５９９０万２千円です。その主なも

のは給食調理員、事務補助員、学校司書員の賃金や電気料、校舎等修繕料等でございま

す。本事業では昨年度に比べて１５７０万５千円の増額となっておりますが、この主な

要因は各小・中学校に 1 名ずつ配置をしています事務補助員及び学校司書員の賃金の見

直しを行ったものです。現在の賃金は時給７２０円であり、最低賃金が昨年の改定によ

り７０１円になったことや、臨時職員の賃金と比較して、かなりの格差があることから

今回、見直しを行い、臨時職員の時間単価８２５円と同額とすることとしたための経費

です。また、回転釜や給湯用ボイラー等の給食用備品の老朽化が進んでいることから、

これらを今後、年次計画で更新していくこととしたためでございます。次に、１４ペー

ジ上段の小中一貫校整備事業費でございます。これは、今年度の設計業務に続き、平成

２５年度に施設整備を行うための各種経費で、事業費は４億７７３２万３千円で、この

主なものは、猪位金中学校敷地内に不足する施設の増築及び改修を行うための工事請負

費や、仮設校舎賃借料等でございます。次に、１５ページ下段の幼稚園舎改築事業費で

ございます。この事業も本年度の設計業務に続き、平成２５年度に新園の施設整備を行

うための各種経費で、事業費は３億１７０万２千円で、その主なものは新園建設や後藤

寺幼稚園園舎解体のための工事請負費でございます。２ページをお願いします。最後に

歳入でございますが、そのほとんどが新園及び猪位金小中一貫校建設に伴う学校施設環

境改善交付金で、９１５０万９千円でございます。以上で、教育総務課に関わります平

成２５年度当初予算の要求額の説明を終わります 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    それでは、学校教育課でございます。歳入は１億１６１万２千円で、２

４年度歳入に対しまして、４２万８千円の減額でございます。歳出は４億３３３３万８

千円で、２４年度歳出に対しまして、２２０９万６千円の増額となっております。３ペ

ージから歳入の内訳を示しております。１０の節での歳入を示させていただいておりま
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す。１６ページから歳出の内訳を示しております。総事業数は５４でございます。主な

事業についてのみですが、説明をさせていただきます。１６ページ下段、学力向上プロ

ジェクト事業費です。この中で事業内容及び実施方法等の欄につきまして、申し訳ござ

いませんが訂正がございます。下から３行目の学力テスト、括弧の中でございます。小

学校１、３、５年生と書いておりますのを小学校全学年に訂正をしていただきたいと思

います。従いまして、２５年度から中学校３年生を除きます全学年で、国語と算数、数

学のテストを実施いたしまして、学年ごとの学習結果をとることとしております。事業

費といたしましては２９７万２千円で、９０万２千円の増額でございます。続いて、１

８ページ上段の教育研究所経費です。厳しい状況に置かれました児童、生徒への対応を

関係機関と効果的に進めていくために、ＳＳＷと言われますスクールソーシャルワーカ

ーを嘱託職員として新規に配置を行いたいと思っております。事業費は１３５５万７千

円で３４６万１千円の増額でございます。続いて、２１ページ下段の育英資金貸与事業

費でございます。貸与生徒数の減員が見込まれまして、事業費が２７８８万２千円で１

６７万８千円の減額でございます。続きまして、２３ページ上段の小学校給食関係経費

です。現在、小学校ではアルマイト製の食器を使っておりますが、食育の観点などから

ポリエチレンナフタレート製の食器への全面入れ替えを予定しております。事業費は１

１３１万３千円で７９８万１千円の増額でございます。同じく２３ページ下段の小学校

少人数学級運営事業費です。児童数の推計で、小学校２年生以上の５学級の措置が予定

されております。事業費は２３５４万８千円で１００７万５千円の増額でございます。

続いて、３１ページ下段の中学校少人数学習指導事業費でございます。これも生徒数の

推計で中学校３学年で７学級の措置が予定されております。事業費は３５６５万円で５

９０万２千円の増額でございます。続いて、３４ページ上段の中学校教育用消耗器財費

でございます。１９３４万８千円で１２１４万２千円の減額となっております。これは、

教師用指導書や剣道の用具の購入が２５年度はなくなったためでございます。続きまし

て、３５ページ上段の中学校就学援助事業費です。修学旅行実施学年を３年生から２年

生に移行するにあたりまして、２５年度は２年生、３年生の２つの学年で実施すること

となっております。事業費は３２７１万４千円で６８７万６千円の増額でございます。

続いて、３８ページ下段の休日学習推進事業費です。中学生の希望者を対象に、隔週土

曜日に数学の学習を実施しておりましたが、加えて英語も実施することとしております。

事業費は４０７万６千円で１１６万７千円の増額です。続いて、４０ページ上段の海外



 

 ４

生徒等との交流事業費でございます。これは、これまで小学校で実施していたものを中

学校にまで広げたものでございまして、新規事業となります。事業費は１０万円でござ

います。以上が学校教育課の２５年度予算要求の主な内容でございます。よろしくお願

いいたします。 

〇〇〇〇生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習課長課長課長課長    それでは、生涯学習課の説明をしたいと思います。まず、歳入につきま

しては、１１６０万４千円で、７万３千円の増額です。それから、歳出につきましては、

１億８０７７万１千円ということで、７０４万６千円の増額です。主な理由は総合体育

館の屋根の塗装です。それでは、歳出についてご説明いたします。４３ページからにな

ります。事業数としましては２７事業です。それでは、４３ページ下段です。今年度は

今週の日曜日にありますが、成人式事業費です。事業費につきましては１５万５千円で

す。それから、４４ページ下段、子どもカルタ大会運営事業費です。事業費２９万９千

円です。それから、４５ページの下段、社会参加促進支援事業、事業費１６０万３千円、

これは公民館等の識字学級等の運営費です。４６ページ下段、教育集会所管理運営費、

事業費７２３万２千円で、主なものにつきましては今回、横島教育集会所の改修工事が

あります。４７ページ下段の地域活動指導員設置事業、現在、２名おります。事業費５

５３万９千円です。４８ページ下段の青少年対策事業費です。地域や関係機関、団体と

連携して子ども達を犯罪から守るというところで、事業費３６２万８千円です。５１ペ

ージをお願いします。ここからは公民館・スポーツ係となります。上段の市民会館維持

管理費です。事業費２７５４万５千円です。下段の市民会館運営事業費、公民館運営審

議会等にかかるものです。事業費２９０万８千円です。５２ページ上段の地域活動活性

化事業費、これは８校区分です。事業費２６１０万円です。それから、５３ページ下段

の公民館各種事業費、これは公民館まつりにかかる事業です。事業費１７万８千円です。

それから、５５ページ下段の県民体育大会参加事業費で、事業費３９万５千円です。最

後のページになりますが、５６ページ下段、市民体育大会事業費です。事業費６８万６

千円です。以上です。 

〇〇〇〇文化課課長補佐文化課課長補佐文化課課長補佐文化課課長補佐    今日は課長が出張しておりますので、私から説明させていただきます。

まず、文化課の全体事業費といたしましては、歳入が３９４２万８千円、昨年度と比較

して３４２万円の増加になっております。歳出が３億２２０１万２千円、、、、昨年との増減

額は１億２１０５万８千円の増加になっております。歳出のほうから説明させていただ

きます。文化課は５７ページから７０ページまで全２５事業ありますが、各館ごとに説
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明させていただきます。まず、５７ページからは図書館の事業となっております。５事

業ありますが、５９ページ上段の図書館耐震改修事業費です。事業費といたしましては

６７８万１千円です。昨年の計上は耐震の調査の委託料でしたが、今年度は設計等委託

料と工事費を計上させていただいております。続きまして、６０ページから６５ページ

の１１事業、博物館の事業となっております。主なものとしては６１ページの上段、教

育普及事業費です。こちらは博物館が３０周年を迎えましたので、３０周年記念誌の発

行等の事業費で２３２万円を計上させていただいております。６２ページ上段です。文

化財保護事業費、これは来年度、学芸員を新規採用する予定としておりますので、今ま

では手がつけにくかった文化財保護等の経費等を計上させていただいております。全体

事業費として８９万３千円です。６３ページ下段の世界記憶遺産情報発信・連携事業費

です。こちらは新規事業となっております。内容につきましては、九州国立博物館との

連携、それから、京都国立博物館との連携についての協議等、２４年の６月から１０月

に実施いたしました全国キャラバン展の報告書等の作成費用となっております。事業費

として１０４万３千円を計上しております。６４ページ上段、こちらも新規事業です。

世界記憶遺産研究機関設置・運営事業費、こちらは世界記憶遺産についての研究機関を

設置するにあたっての準備にかかる経費を計上しております。事業費といたしましては

１１４万９千円です。その下段の世界記憶遺産ガイド等拡充事業費です。こちらにつき

ましては、動態展示の視察、それからガイドの端末機、物といたしましてはパンフレッ

トをペンでタッチすると英語、中国語、韓国語等の音声案内ができるようなものを購入

する予定としております。事業費といたしましては６４７万２千円です。６５ページの

世界記憶遺産商品開発事業費、こちらも新規事業になっております。こちらは博物館の

オリジナル商品作成委託料を計上しております。中身につきましては、紙質によって現

在、作兵衛さんの作品等の色の質が変わることがありますので、色調整してから印刷す

るような委託料とクリアフォルダー、うちわ、オリジナルトランプ等を作成するよう予

定しております。事業費としては２９５万５千円です。続きまして、６６ページからが

文化会館の事業となっております。５事業ありますが、６６ページの下段、文化会館維

持管理費です。こちらは、後で事務報告いたしますが、指定管理者の委託料、それから、

来年度より、修繕料等につきましても指定管理者による修繕料として委託料を計上する

ようにしております。こちらの事業費が５６１５万１千円です。６７ページの下段、文

化会館耐震改修事業費です。こちらは本年度、文化センターの耐震調査をいたしました
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ので、来年度は設計等委託料、それから工事に関する経費です。それと来年度、青少年

文化ホールの耐震調査をしますので、その委託料を計上しております。事業費は４１７

９万６千円です。６８ページの文化会館改修事業費、こちらは文化センターの外壁のタ

イルが落ちておりますのでその経費と、トイレを和式から洋式に替えて欲しいという要

望等がありますので、その改修にかかります経費です。事業費としては６３１８万９千

円です。最後は美術館の事業で４事業あります。６９ページの上段、美術館企画展事業

費です。こちらは企画展を開催しておりますが、それにかかる経費で、来年度につきま

しては黒井 健の絵本原画展等を開催する予定としております。事業費といたしまして

は２０２４万６千円です。最終ページの７０ページ下段の美術館収蔵庫改築事業費です。

こちらは収蔵庫が手狭になっており、以前から懸案事項となっておりましたので、２階

の書庫を一部改築して収蔵庫とする経費です。事業費といたしましては７６７万７千円

です。最後に歳入です。９ページから１０ページ、文化課の各館の入館料や先程、説明

いたしました歳出にかかる補助金等です。以上です。よろしくお願いします。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    ありがとうございます。まとめてになってしまいましたが、ご質問、ご意見等

お願いします。これは、順を追ってではなく、ランダムに質問ということでよろしいで

すか。それでは、質問等ございませんか。 

〇〇〇〇教育長教育長教育長教育長    休日学習推進事業の講師謝礼金ですかね、あれが高いのではないかという話が

議員さんから出ていましたが、今度、改定か何かするのですか。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    減額いたします。初年度でしたので、どれだけ来てくれるかというのが

心配で３千円としていたのですが、それを減額して２千円にして、その分、英語もとい

うことでございます。 

〇〇〇〇公門委員公門委員公門委員公門委員    １時間ですか、１回３千円ですか。１時間３千円を２千円にするのですか。 

〇〇〇〇教育長教育長教育長教育長    高いです。 

〇〇〇〇公門委員公門委員公門委員公門委員    そんなことはないでしょう。 

〇〇〇〇教育長教育長教育長教育長    先日、豊後高田に視察に行ったのですが、あそこはボランティアなんです。ほ

とんどタダみたいなもので学習を教えているんですよ。議員さん達はそれを見たので、

田川市の謝礼金を比較すると高いのではないかという意見が出ました。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    そういうお話が出たんですね。 

〇〇〇〇教育長教育長教育長教育長    出ました。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    固定した方をずっとということではなくて、アルバイト的な形になりま
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すので、毎年、学生さんを中心としながら、一般の方もいますけれども、募集をかける

という形にしています。 

〇〇〇〇公門委員公門委員公門委員公門委員    何時からですか。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    ９時半から１２時、約３時間です。 

〇〇〇〇公門委員公門委員公門委員公門委員    ３時間で３千円ですか。１時間が３千円ですか。 

〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    １時間が３千円ですよね。公務員の単価からしたら高くはないかもしれませ

んが、一般の事業者の単価からしてかなり高いと思います。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    それだけのスキルを持った先生が、来られているかどうかということもありま

すので、学生さんの場合もあるのでしたら、少し考えたほうがいいですね。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    減額いたします。 

〇〇〇〇公門委員公門委員公門委員公門委員    それはもう決めたのですか。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    そういう形で予算要求はしております。 

〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    パートで働きはじめた人は７２０円ぐらいですよね。学生さんだったら、普

通はコンビニでも良くて８００円ですよね。 

〇〇〇〇公門委員公門委員公門委員公門委員    学生さんは県立大の学生さんが多いのですか。 

〇〇〇〇学校教学校教学校教学校教育育育育課長課長課長課長    県立大、それから、通学の場合だったら近畿大学ですね。 

〇〇〇〇公門委員公門委員公門委員公門委員    近畿大学の方とかだったら、自分で車とか公共機関で来るわけですよね。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    交通費は出しておりません。 

〇〇〇〇公門委員公門委員公門委員公門委員    出していないんですよね。その辺も考えたら、どんなものなんですかね。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    ３千円を維持すべきだというお考えということですか。 

〇〇〇〇公門委員公門委員公門委員公門委員    維持するべきかどうかは判りませんが、もし、その方達が実際に家庭教師か

何かをしたとしますよね。そしたら、今の時給はどのくらいが相場なのでしょうか。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    家庭教師の場合は２千円から３千円だと思います。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    家庭教師の場合はマンツーマンだからですね。 

〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    プロの方もいらっしゃるでしょうし、学生さんでもいろいろと雇う側が条件

等を出しているでしょうね。 

〇〇〇〇公門委員公門委員公門委員公門委員    土曜塾を見せていただいたことがないから、どういうものかよく分かりませ

んので、一度見せていただいてから発言をさせていただきたいと思いますが、これはい

つごろまでに決めるのですか。すぐに決めないといけないのですか。 

〇〇〇〇教育長教育長教育長教育長    ３月議会で承認をもらって、その予算で４月から実施となるので、それまでで
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すよね。 

〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    市民会館でやっているのは隔週の土曜日という形ですけれども、議員さん達

が視察に行かれたところは各学校でやってらっしゃるのですか。 

〇〇〇〇教育長教育長教育長教育長    豊後高田は放課後、それぞれの公民館に子ども達を集めて、そこに指導する人

が行って教えています。 

〇〇〇〇公門委員公門委員公門委員公門委員    これも家庭教師なのでしょうけど、よほどのことがない限り、子どもが待っ

ているから行かなきゃなりませんから相当な圧迫感だと思いますよ。 

〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    ただ、市民会館にわざわざ土曜日に来られるお子さんしか受けられない授業

なんですよね。ですから、できれば各学校とか地域の公民館で放課後とかにできるよう

になれば、もっと平等に各子どもさんに同じように能力をつけることができますけれど

も、ある一部の方だけにしか、今のところは不可能な形なので、それでしたら、英語も

習いたいという方がいらっしゃるのなら、そちらのほうに配分するのもいいのかなと思

います。 

〇〇〇〇毛利毛利毛利毛利委員委員委員委員    約１年間が経ちましたが、生徒の増減はどうなのですか。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    当初の申し込みが５３名ございまして、最初から来ないという子が数名

おりました。ただ、４４、５名は基本的にずっと最後まで続いたという状況です。途中

から入るという、そういう意味のプラスの子は出てきておりませんでした。 

〇〇〇〇毛利委員毛利委員毛利委員毛利委員    １年契約かどうかも分かりませんが、その指導者は次はどんなふうですか。

次もしたいということなのでしょうか。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    そこら辺はまったく分かりません。まだ、意思確認も含めてしておりま

せん。 

〇〇〇〇公門委員公門委員公門委員公門委員    みなさんでご審議いただいたら結構だと思います。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    ほかにご意見はございませんか。 

〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    学校教育課です。１８ページの上段、スクールソーシャルワーカーを導入す

るということでしたが、具体的にはどういう目的ですか。 

〇〇〇〇学学学学校教育校教育校教育校教育課長課長課長課長    スクールカウンセラーという名前と、スクールソーシャルワーカーとい

う名前が出てまいります。スクールカウンセラーというのは、基本的に子供の心、心理

的な部分にケアを行っていくというのが仕事でございまして、一方でこのスクールソー

シャルワーカーというのは、現在、子ども達を取り巻く環境がかなり多様化しておりま

すが、そういった取り巻く環境に対して働きかけを行っていくというのが仕事になって
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まいります。例えば、問題が生じた場合、家庭と子育て支援課であるとか、児童相談所

であるとか、そういったところとの調整を行いながら、子どもの成長を促していくとい

う、そういった仕事になります。今はそれをほとんど学校または子育て支援課でしてい

たような形でしたので、このスクールソーシャールワーカーという方がコーディネート

していただいて進めていくというものでございます。もともと国の事業として措置され

ていたものでございますが、田川市はモデル事業が終わった時点でこの措置がなくなり

ました。議会のほうからの配置要望がかなり強かった事業でございます。 

〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    似たような感じで児童民生委員さんとかいらっしゃいますが、そういう方と

は全然違うんですよね。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    違いますね。 

〇〇〇〇適正規模推進室長適正規模推進室長適正規模推進室長適正規模推進室長    ちなみに、飯塚市、嘉麻市はいわゆる国の事業でスクールソ－シャ

ルワーカーを配置しておりました。それで、国の事業が終わった時点で、それぞれの市

で単独で雇用されております。田川市だけが事業が終わった時点で一度切れているとい

う状況です。近隣ではそういう状態ですので、議会からのご指摘もございましたが、間

があきましたけれども、田川市としてもスクールソーシャルワーカーを雇用して、子ど

も達の環境改善に努めたいということでございます。 

〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    いれば安心というものでもないでしょうけれども、制度が切れてしまって問

題が起こってきましたか。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    実際問題として、子どもの問題を解決するのに、以前は家庭と子どもと

の３者ぐらいで話をしていって解決できていたものが、やはりなかなかそうはいかない

状況です。先程も言いましたように、子育て支援課やら、児童相談所やら、いろいろな

ところに連絡をとりながら、進めていかないといけないということでも、結果的に、そ

の間、子どもへの対応が遅れてしまうということで、影響がかなり出てきているという

ふうには感じております。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    ＳＳＷの方というのは何人ぐらいの予定ですか。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    １人です。 

〇〇〇〇毛利委員毛利委員毛利委員毛利委員    １２月議会のときに質問が出たという食器の切り替えのことです。今のアル

ミの食器を替えたらどうかというのは、そうとう昔から言われてきたところだけれども、

今までこれはどうだろうか、これはどうだろうかと出てきた候補が、子どもに害がある

のではないかというものが熱とかによって漏れ出すのではないか、危ないのではないか
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ということで、今の食器のままでずっときた経緯があると思うんですよね。今までずっ

と研究を重ねてきて、研究してきたところでこういう形になっていたのに、今度は食器

が替わるということは、そこのところはどうなのでしょうか。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    当然、衛生面、安全面に関しましてはチェック済みでございまして、そ

の中でも安全基準の一番高いものというのが、このポリエチレンナフタレート製でござ

います。一部の小学校において、一カ月間ですけれども、試験的に導入をして、実際に

子ども達、それから調理員さん、担任等の評価も得ておるところでございます。安全基

準の一番高いものということでございます。 

〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    それは食器洗い機等で、高温で毎回処理することになると思うのですが、ま

た、すごい頻度で使用するものだと思うのですが、５年とか１０年とか使用しても大丈

夫という結果は出ているんですよね。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    耐用年数といいますか、それは５年から６年ということで聞いておりま

す。一番破損のしにくいものでもあるということでございます。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    熱にも強いということですね。どんなものか見たことがないので、今日でなく

てもかまいませんので見せていただけたらと思います。 

〇〇〇〇毛利委員毛利委員毛利委員毛利委員    この予算にはあがってないかもしれませんが、以前、学校図書館の書籍につ

いて、市の図書館のようにパソコンで、バーコードですぐわかるというようなシステム

を導入するようなことをお聞きしたと思うのですが、どうですか。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    ナノシステムというのを小、中学校全校に一昨年入れさせていただいて

おります。バーコードによって、個人の借りている冊数が見えるとか、本の管理ができ

るシステムにはしています。ただ、それと田川市の図書館とはつながっていない状態で

す。 

〇〇〇〇毛利委員毛利委員毛利委員毛利委員    学校ではバーコードで貸し借りが簡単にできるようになっているんですね。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    はい、そうです。 

〇〇〇〇毛利委員毛利委員毛利委員毛利委員    わかりました。 

〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    １９ページの下段ですが、不登校児童・生徒カウンセリング及び指導事業費

ということですけれども、これはサウンドスクールに関する予算でしょうか。サウンド

スクールの現在の状況を教えてください。 

〇〇〇〇教育研究所長教育研究所長教育研究所長教育研究所長    常時、来ているのは４名です。そのほかに入っているけれども来れてい

ないという子が２名います。入っているけれども、まだ一回も来られていない状況です。 
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〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    実質４名で４６０万円ぐらいの予算ということですよね。もっとサウンドス

クールを利用できる方がおられたら、この予算の中でもっと活用できるのではないかと

思うのですけれども、その辺はどうなのでしょうか。 

〇〇〇〇教育研究所長教育研究所長教育研究所長教育研究所長    不登校は増えてきてはいますので、中学校の補導の先生の集まりとか、

校長会等の場所では声はかけています。声をかけて親が行くと言って来てはみたけれど

も、子どもは車から出られないという状態の子もおります。無理に引きずり出しても逆

効果になることもあります。 

〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    ひきこもりの子どもというのは親と子どもの世界だけしかいられないので、

一番効果的なのはちょっとした居場所といいますか、デイケアのようなものといいます

か、たまに第三者の中の人に入っていくというのがとても効果的だと聞いておりますの

で、この予算がかかっているのであれば、もっと何かほかの形でそういった子どもさん

達が活用できるように工夫をしていただきたいと思います。 

〇〇〇〇教育研究所長教育研究所長教育研究所長教育研究所長    そういうようなことで、行事があったら連れてきたりとか、見に来ても

らったりとかいうのはしょっちゅうあります。親もやはりどういうところかは来て見な

いと分からないので、来ていただいて説明をするなど、いろいろとしてはいます。 

〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    サウンドスクールで待っているばかりではなくて、いろいろな形で不登校の

子どもさんとのコンタクトのとり方というのも、発想を変えてみたらあるかもしれませ

んので、この予算をもっと活かすということもできるかもしれませんね。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    先生は何人ですか。 

〇〇〇〇学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長    ２人です。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    ２人では、１人が出ている間に１人が何かをするというのも少し難しいでしょ

うね。 

〇〇〇〇教育研究所長教育研究所長教育研究所長教育研究所長    ２人とも場所をはずすことができないし、２人とも嘱託ですから毎日２

人いるとは限りません。子ども側からすると、迎えにいって連れてきてもらわなければ

いけないということもあります。近くであれば来られるけど、猪位金校区とか、金川校

区とか少し離れたところで、親が時間をとって送り迎えできない場合もあります。 

〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    それも固定化した場所にあるとか、いろいろなことが問題になっていると思

います。もう少しいろいろな発想を取り入れて考えてみてください。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    それぞれの学校と少し連携が密にとれて、例えば、学校で対応しているお子さ

んもいるでしょうから、そういうお子さんが今日はクラスには入れないけれどもという
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ときに、臨機応変にといいますか、今のところは固定ではありますけれども、そういう

ときにお世話になれるとか、そういう状態があるとありがたいですね。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    現在は学校のほうから申請があって、学校教育課長の決裁で入所という

形になります。はっきり言えば、そこで白か黒かということをしておる訳ですけれども、

今のお話ではもう少しそこら辺を緩やかにできないかということですよね。安全上の問

題とか、いろいろとあるのはあると思いますけれども、要は子供が楽しく学校生活を送

れる手助けがどこまでできるかということでございますので、その辺はまた研究所のほ

うと検討をさせていただきたいと思います。 

〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    田川市には県立大学にも不登校センターがありますけれども、それを頼りに

し過ぎるといけないので、それはそれとしてありながら、こちらはこちらの不登校対策

という予算がとられているのですから、一生懸命やらなくてはいけないと思います。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    ５２ページの上段、地域活動活性化事業費でお尋ねですが、これは各地域活性

化に均等に配分でしたでしょうか。 

〇〇〇〇生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長    人員と公民館数で案分して支出しています。去年までは、いかに一年間、

がんばったかということを点数表につけていましたが、今はほとんどががんばって温度

差もなくなってきていますので、２５年度からはその辺の５％は、その分だけは均等割

にして支出しています。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    使われ方が少し気になったものですから、やはり金額的なものもあるし、すご

く盛んにやってらっしゃる地域もたくさん見せていただきましたので、内訳としてどの

くらい各地区に予算があって、どんな使われ方をしているのかなと思いました。 

〇〇〇〇生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長    上は３３０万ぐらいだったと思います。下は２００万ぐらいだったと思

います。 

〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    ４０ページの上段、海外生徒等との交流事業費というのは、どんな内容です

か。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    小学校の海外児童等との交流事業費というものが実はございまして、こ

れはそもそもが後藤寺小学校と韓国との交流ということでつけさせていただきました。

一方で、小学校のみの措置だったのですが、昨年、韓国の中学校が猪位金中学校を訪問

するということで一つの事業が出てまいりました。そういったことも踏まえて、小学校

のみではなく、中学校との海外交流も随時行われていくということでございますので、

こういった事業の新設をさせていただきました。 
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〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    決まった校区だけではなくて、いろいろな校区にこの予算は使われるという

ことですか。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    なかなか各学校が年度当初から今年のいつ、どこと交流するとかいうこ

とが、後藤寺小学校以来できにくいです。一方で突発的に入って交流していくというこ

とで、予算に係わるということがございますので、各学校のほうに周知をして必要なと

ころには上限１０万円ということで考えています。また必要であるならば補正等も考え

ていきたいと思います。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    後藤寺小学校の場合は、吐月小学校にこちらからも子ども達を送ったりもして

おりますけれども、中学校の場合はどうなりますでしょうか。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    中学校はこういう形で定例的な交流というのは、まだできておりません。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    こちらに来たいのですけれどということに対する予算ですね。 

〇〇〇〇教育長教育長教育長教育長    今、福岡県としてアジアの国々からの観光客とか、お客さんを呼びたいんです

よね。特に、韓国とかの修学旅行の子ども達に福岡県に来てもらって、それで見てもら

いたいというのがあります。そのときに、九州国立博物館を見学したついでに、ここに

来て見学したりとか、筑豊地区を廻ったりとか、そういうふうなことも考えているらし

くて、ときどき県のほうから韓国から中学生がくるんだけれども、こっちで交流会をも

てないかというそういう問い合わせはあります。そんなときにすぐに対応できればいい

のですが、なかなか対応できないので、その都度、その都度、お願いをして受け入れを

してもらっているので、こういう予算があれば、何か話があったとき受け入れやすいの

ではないのかなというふうに思います。ちなみに、今まで交流があったのが金川中、伊

田中、そして猪位金中ですね。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    中学生の場合、もしかしたら、言葉も英語で通じるという子ども達も多いと思

います。アジアの子ども達と接してみて一番気がかりといいますか、感じることは韓国

だったら、韓国の子ども達は小学生でもこんな歴史がありましたというようなことをよ

く口にしますよね。それに対して、日本の子ども達は何かそれに対する勉強などはどん

なものでしょうか。 

〇〇〇〇教育長教育長教育長教育長    大まかな歴史の流れはいいのでしょうけど、だからといってそういう歴史的な

ところは政治的な絡みが出てくるので、受け入れるときにそういうところは日本の中学

生としては少し考えますね。交流会をするときは、韓国の歴史があって自分達が住んで

いる町の産業とか、そういう文化の紹介をして、それで、筑豊は筑豊炭田を紹介したり
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とか、田川市を紹介したりとか、そういう交流の仕方ですね。少し気を遣うところはあ

ります。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    中学生だと少し深くなるのかなとか、心配といいますか、それが良いことでも

あるかもしれませんし、何とも言えませんね。でも、交流することによって自分達の国

のこととか、地域のことをもっと知る、相手にお知らせするという意味で勉強すると思

いますので、交流があるということはいいことだと思います。 

〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    韓国とかばかりではなくインドネシアとか、そういったところのお子さん達

との交流もいいことだと思います。もし、福岡に来られることがあれば、そういう機会

があれば、いろいろな国の方と交流する受け入れ体制もですね。生活的にはとても大変

なんだけれども、日本人が忘れたような心遣いを持っている子どもさん達、そういう中

で一生懸命、勉強している子どもさん達、そういう子どもさん達もたくさんいらっしゃ

るので、身近に接するというのはとてもいいことだと思います。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    ほかにございませんか。 

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） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第２ 議案第１号「平成２５年度教育費当初予

算について」は、原案のとおり可決いたします。 

１時間を過ぎましたので、これより１０分間の休憩とします。 

（休 憩 １５時０５分） 

（再 開 １５時１５分） 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    ただいまから会議を再開します。 

日程第日程第日程第日程第３３３３    議案第議案第議案第議案第２２２２号号号号「「「「学校適正規模学校適正規模学校適正規模学校適正規模についてについてについてについて」」」」を議題とします。事務局に説明を求

めます。 

〇〇〇〇適正規模推進室長適正規模推進室長適正規模推進室長適正規模推進室長    日程第３ 議案第２号「学校適正規模について」説明させていただ

きます。前回までは平成２４年の議案番号で議案第２０号として審議いただいておりま

した。１２月定例会で審議いただきました基本方針（案）につきまして、いただきまし

たご意見にそって修正をいたしております。修正をした点についてご説明したいと思い

ます。まず、１ページをお願いします。Ⅰの１、基本方針策定の趣旨については、２行

目の基本方針を策定するというところが、前回は実施方針となっておりましたので、基

本方針に訂正しております。次に２、基本方針策定の背景と目的につきましては、４行
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目、国は１２学級から１８学級というところが、小学校であるか、中学校であるかが分

からないということでしたので、後に（小中学校共通）と入れさせていただいておりま

す。そして、１７小中学校のうち１３校が１１学級以下の小規模校でとしておりました

のを、特に中学校は全校が小規模校であるためと変更しております。そして、下の３行

につきましてはメリット、デメリット等を書いておりましたが、少し縮めましてメリッ

トについて比較をしたということに変更しております。次に、３、校区再編の進め方に

つきまして、中学校区の再編について特に行うということを強調してほしいということ

でありましたので、１行目から、全校が小規模校である中学校について、早急に取り組

みが必要であると判断し、今回の基本方針は中学校のみを対象とすることとしたが、今

後の少子化の進行や、学校をとりまく環境の変化などを注視しながら、小学校区につい

ても、検討を継続するということを最初に入れております。２ページをお願いします。

ここに意見を聞くという中で地区住民や保護者、その他詳しく書いておりましたのを、

表現を弱くしたほうがいいというご意見をいただきましたので、前回は５行くらい詳し

く書いておりましたのを３行にして、広く市民からの意見を求めという表現のみにして

おります。Ⅰ基本方針策定にあたっては以上でございます。次に、Ⅱ田川市の現状でご

ざいます。表１と表２を逆にしております。前回は表２に人口が入っておりませんでし

たので、田川市人口の推移についてもこの表の中に入れております。それと、将来の予

測も入れてもらいたいということでこございましたが、それにつきましては、次の４ペ

ージに田川市の人口推計ということで、２、人口というところを追加しております。こ

れは、平成１７年度住民基本台帳人口からで本庁のほうで作っておりました人口推計を

もらいまして、それを元に作っています。０～１４歳の小計を間に入れて、中学生以下

の人口がどのように推移するかを見られるような形で作っております。次に、Ⅲ適正規

模の推進についてでございますが、特に意見はございませんでしたので、５ページ、６

ページは前回とそのままでございます。次に７ページです。Ⅳ小規模校・適正規模校の

メリットです。これにつきましては、前回、小規模校のメリット・デメリットという形

でメリットとデメリットをこの表の中で書いておりましたが、デメリットではなく小規

模校のメリットと、適正規模校のメリットを比較すべきであるというご意見をいただき

ましたので、小規模校・適正規模校のメリットについて定義させていただいております。

上の文章につきましても、メリット・デメリットではなく、規模の小さい学校のメリッ

トについては、規模の大小にかかわらず、あらゆる学校で取り組んでいかなければなら
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ないことである。一方、適正規模校のメリットについては、規模の小さな学校では物理

的に実現することが難しいものが少なくないという形にしております。次に、前回はⅤ

で校区再編のメリット・デメリットということを入れておりましたが、それは不必要な

部分が多いというご意見でしたので、校区再編についてのメリット・デメリットは今回、

外しております。それで、Ⅴが前回のⅥの田川市立学校における適正規模についてとし

ております。小学校への接続という表現を前回は使っておりましたが、接続という意味

が分かりにくいということで小学校との連携という言葉に、置き換えさせていただいて

おります。再編基本方針（案）についての修正は以上のとおりでございます。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    ありがとうございました。ここからはより具体的な話に入りたいと思いますの

で、適正な意思決定や事務の執行に著しい支障が生じる恐れがあるものとして田川市教

育委員会会議規則第１４条の規定により、ここから非公開としたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

ご異議ないようですので、これより非公開とします。 

・ 

・ 

・ 

次に移ります。ここからは通常のとおり公開といたします。日程第日程第日程第日程第４４４４    事務報告事務報告事務報告事務報告「「「「指指指指

定管理者定管理者定管理者定管理者のののの指定指定指定指定についてについてについてについて」」」」を議題といたします。事務局に説明を求めます。 

〇〇〇〇文化課課長補佐文化課課長補佐文化課課長補佐文化課課長補佐    日程第４ 指定管理者の指定についてです。田川文化センター・田川

青少年文化ホールの指定管理者が決定しましたのでご報告いたします。１ページをお願

いします。１指定された管理者は東京都港区の株式会社ケイミックスです。指定期間は

平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日までの３年間です。２選定までの経緯に

つきましては、１１月定例会の事務報告以後についてです。１１月１２日、選定委員会

が開催されました。選定の基準は別紙につけておりますが、それに従って、ケイミック

スを候補者として選定いたしました。その後、１２月議会のほうに上程させていただい

て、１２月１９日、議会で原案どおり可決いたしました。１２月２６日には指定の告示

をいたしまして、指定管理者へ通知を行いました。３指定管理者の概要及び事業計画等

です。施設の運営については現在運営している類似施設が全国で１８施設あります。別

紙３に一覧表をつけております。管理運営の基本方針はＰＰＰの基本に則して公共施設
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の管理運営者として市の方針に沿うとともに、ノウハウを最大限に駆使し、柔軟な発想

で積極的に魅力的な施設づくりを行うということです。サービス向上のための方策です。

(ア)から(ケ)まで示しておりますが、接遇に関する研修や利用時間の柔軟な対応、魅力

あるホームページやメールマガジン等の活用、２４時間オンラインチケット販売サービ

スの導入などです。それから、介護士の配置、授乳室の設置等、高齢者や障害者への配

慮も行っております。利用者等の要望把握につきましては、アンケートの実施やインタ

ーネットによる意見受付、ご意見箱の設置等を行うことになっております。利用者トラ

ブルの未然防止と対処方法につきましても、全スタッフを対象に苦情処理や未然防止に

対するマニュアルなど、防止に努めるということです。事業実施計画についてですが、

平成２５年度から平成２７年度の事業実施計画を別紙４につけておりますが、２５年度

につきましては子ども向けのコンサートや伝統芸能、それから、優れた文化人による公

演や TAGAWA ゆかりのアーティストのコンサート、田川市の達人を探そうという企画や

市民にホールを開放してコンサート等を予定しております。５今後のスケジュールです

が、本日、ケイミックスと現在の指定管理者との顔合わせを行いました。現在のスタッ

フの雇用を重視したいということで、来週末までに履歴書を提出いただいて、その翌週

には面接を行いますということです。また、田川からの雇用についても積極的に考えて

いくとのことでした。２月までに引継ぎ、それから協定内容についての協議を行いまし

て、３月中には今後の運営方針等により必要に応じた条例等の改正、協定書の締結を予

定しております。以上です。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    ありがとうございます。何かご質問、ご意見等ございませんか。 

別紙３にケイミックスが運営している施設があるのですが、北九州市立黒崎文化ホー

ルというのは、黒崎ひびしんホールのことですか。ケイミックスに代わった途端に、こ

れだけの事業ができるというのは、そこが持っている予算とかでやるのでしょうか。 

〇〇〇〇文化課課長補佐文化課課長補佐文化課課長補佐文化課課長補佐    先程の予算でもありましたが、年間委託料としては４３００万円ぐら

いです。それから、入館料とかもあります。その中で運営するということです。今の指

定管理者に関してもあまり変わりないぐらいの金額にはなっています。全国展開してお

りますので、そういう事業が企画できたり、たくさんの施設を運営していますので、そ

こはノウハウだったりでできるようです。 

〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    著名な方の公演があったりとか、面白そうな企画がたくさん出ていますけれ

ども、これは実施できるということで出されているのですか。 
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〇〇〇〇教育部長教育部長教育部長教育部長    今、具体的に提示があっているものは提案書の中に入っていましたので、や

るようです。ここのやり方は、例えば、一人の方にいくらで全国２０箇所を回ってくだ

さい、お願いしますということのようです。だから、１箇所あたりはかなり安いようで

す。 

〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    ただ、田川でそれだけ集客ができるのかというのは、このケイミックスさん

の努力次第ということになるんですよね。 

○○○○教育部長教育部長教育部長教育部長 もちろんです。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    オンラインチケットがあるということは、よその地区の方も来やすいというこ

とですよね。 

〇〇〇〇教育部長教育部長教育部長教育部長    チケットの購入がしやすいからですね。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    ズーラシアンブラスとかを、もし、田川市で子ども達に提供できるのなら素晴

らしいなと思いました。近辺にはよく来ていますが、田川では聞いたことがなかったの

でですね。 

〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    もし、いろいろな地区から集客ができるのであれば、文化センターは独立し

て建っているので、そこに、石炭記念博物館に行くルートとか、道案内とか、そういっ

たものもいろいろと併設していただいて、田川市の観光といいますか、いろいろな施設

の活性化も、これを機会にできるものでしたら、少し欲を出したいと思います。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    連携できそうな魅力を感じましたので、ぜひ、よろしくお願いいたします。 

〇〇〇〇教育部長教育部長教育部長教育部長    仕様書の中に市の施設との連携とかいうのもありましたので、他の施設との

連携とか、そういうことはできるとは思います。 

○○○○文化課課長補佐文化課課長補佐文化課課長補佐文化課課長補佐    別紙４の事業実施計画書の２ページ、５番に田川市の達人を探そうと

いうのがあります。内容はよく分からないのですが、地域を散策しながら、市の達人を

発見するとご提案いただいていますので、そういうことは、まず地域を知っていただい

てと思いますので、連携も可能ではないかなと思います。協定を結ぶにあたって、その

辺の内容も掘り下げて、さらにがんばっていきたいと思います。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    ぜひ、活性化するよう、よろしくお願いします。ほかにご意見、ご質問等ござ

いませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第日程第日程第日程第５５５５    諸般諸般諸般諸般のののの報告報告報告報告「「「「１１１１月行事予定月行事予定月行事予定月行事予定についてについてについてについて」」」」

を議題とします。 

（各課長が教育長及び各課の行事予定を説明） 
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（教育研究所より資料の説明がなされた） 

○○○○委員長委員長委員長委員長 次に移ります。「「「「２２２２月定例会月定例会月定例会月定例会のののの日程案日程案日程案日程案についてについてについてについて」」」」を議題とします。 

〇〇〇〇教育総務教育総務教育総務教育総務課長課長課長課長    ２月の定例会でございますが、２月６日（水）の１４時でいかがでしょ

うか。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    よろしいでしょうか。ご異議ないようですので、２月定例会は２月６日（水）

の１４時からに決定いたします。 

ほかにご質問、ご意見等ございませんか。 

〇〇〇〇学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長    お手元の資料、１月８日付の読売新聞の朝刊についてでございます。組

合立中学の設立準備という見出しの新聞記事、２枚目に田川郡町村会の永原譲二会長か

ら田川市長宛の事務組合設立及び組合立中学校新設に伴う要望・協力等について（お願

い）という文章について簡単にご報告をさせていただきます。内容は申し訳ありません

が、それぞれで読んでいただけたらと思います。現状・実状でございます。まず、田川

市教育委員会として、この組合立中学校の設立の問題にこれまで積極的に動いたことは

ございませんで、記事にございますような詳細な内容については当方としては聞いてい

ない状況がございます。これがまず１点です。２点目として、永原町長から伊藤市長へ

のお願いの文書、先程ご説明しました２枚目のペーパーでございますが、これは届いて

おります。しかしながら、田川市と田川市教育委員会がこの問題について内容の協議を

したということはございません。３つ目です。伊藤市長はこの問題につきまして現在真

摯に検討されておりますが、現段階まで正式な回答は何もしていないということを聞い

ております。こういった現状の中で事務局としての基本的な考え方でございますが、こ

の問題は一教育委員会が判断できるものではないことから、田川市教育委員会としては

田川市の判断をまず待ちたいというふうに考えております。２つ目に、記事にあります

プロジェクトチーム立ち上げについて教育委員会への打診があった場合は、参加・不参

加を含めて、教育委員会内部及び田川市との協議、検討を進めていくということで処理

したいと思っております。３つ目は、基本的な部分でございますが、田川市教育委員会

の使命としては田川市全体の児童・生徒の課題解決を図っていくことであると考えてお

り、今後もこの考えが変わるということはないという基本的な考えで望みたいと思いま

す。最後に、現在いただいております学校適正規模審議、この部分についてでございま

す。今回の提案は、田川市の学力向上などの田川市郡の課題解決を進めていく一つの方

策ではある。現在、田川市が進めております学校適正規模審議とそういう意味では矛盾



 

 ２０ 

するものではないと考えております。従って、田川市教育委員会としては、学校適正規

模審議を今後とも粛々と進めていくということで望みたいと思っておるところです。以

上でございます。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    ありがとうございました。ほかにご質問、ご意見等ございませんか。 

ないようですので、以上をもちまして、平成２５年第１回田川市教育委員会１月定例

会を閉会いたします。 

 

（閉会 １６時４５分） 

 

 

        委  員  長     

 

        調  製  者      


