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 （開会１３時３０分） 

○教育長 ただいまより、平成３０年第２回田川市教育委員会２月定例会を開会いたし

ます。日程第１「平成３０年第１回田川市教育委員会１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、何

か、ご質問、ご意見は、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ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○教育長 ご異議なしと認めます。よって、日程第１「平成３０年第１回田川市教育委

員会１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２号「平成３０年度教育費（当初）予算要求につ

いて」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育部長 日程第２ 議案第２号「平成３０年度教育費（当初）予算要求について」

提案説明をさせていただきます。提案理由、本案は、平成３０年度教育費当初予算に

ついて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あります。１ページをお願いいたします。総括表でご

ざいます。計の欄をご覧ください。歳入につきまして、平成３０年度の計４億２千４

３４万７千円で対前年度増減額は２千１１５万円の増額となっております。次に右の

欄の歳出でございます。平成３０年度の計２０億７千５７７万６千円で対前年度増減

額は２千１１２万８千円の減額となっております。主な事業内容でございます。学校

教育課所管事業でございます。放課後児童育成健全事業費補助金２千５６万７千円以

下、育英資金貸付金元金収入、学校給食費となっております。次に文化生涯学習課で

ございますが、地域活動指導員設置事業費補助金、石炭歴史博物館入館料、埋蔵文化

財発掘調査費委託金、さらに子育て支援課の所管事業であります、幼稚園就園奨励費

補助金となっております。次に歳出の主な事業内容でございますが、教育総務課所管

事業であります小学校施設維持管理経費８千９２３万８千円以下、小学校施設長寿命

化改修事業費、中学校施設維持管理経費となっております。学校教育課所管事業では

学校給食運営事業費、放課後児童健全育成事業費、小学校少人数学級運営事業費、小

学校就学援助事業費となっております。新中学校再編推進室では、学校適正規模推進

事業費となっております。文化生涯学習課では社会体育施設運営事業費、以下、指定

管理運営業務が主なものでございますが、図書館運営事業費、文化センター・青少年
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文化ホール運営事業費、美術館運営事業費となっております。子育て支援課におきま

しては幼稚園就園奨励費となっております。なお、詳細につきましては、担当課長か

ら説明をいたします。 

○教育総務課長 それでは、教育総務課に関わります平成３０年度当初予算につきまし

てご説明申し上げます。１ページをお願いいたします。当初予算総括表です。歳入・

歳出ともに記載のとおりです。それでは、当初予算説明資料を用いまして、まず歳出

からご説明申し上げます。教育総務課につきましては、２ページから６ページまでの

計１０事業ございますが、そのうち主な事業のみ説明させていただきます。それでは

４ページをお願いいたします。上表、１０款１項２目、事務局管理経費でございます。

この事業は教育委員会事務局の管理運営に係る各種経費でありまして、４節、臨時職

員等共済費から１９節、各種負担金まで計４６５万７千円計上いたしております。そ

れでは５ページをお願いたします。上表、１０款１項２目、教育委員会広報事業費で

ございます。この事業は教育委員会が実施する施策や取組等について、保護者をはじ

めとする市民に幅広く周知を図るため、「広報たがわ」とは別に教育委員会独自の広

報紙「ＧuＲuＭi」を発行するものであります。記載のとおり、平成３０年度につき

ましても平成２９年度と同様、Ａ３判、両面二つ折り、４ページ、単色で年３回発行

し、全戸配布を行いたいと考えています。以上の内容を踏まえまして、１１節、印刷

費を２５万８千円計上しております。続きまして、下表、１０款２項１目、小学校施

設維持管理経費でございます。この事業は小学校の施設維持管理や運営に係る各種経

費で、７節、臨時職員等賃金からその他まで計８千９２３万８千円計上いたしており

ます。主なものといたしましては、各小学校に配置しております学校事務補助員、学

校司書員の賃金のほか、電気・水道料、校舎等の修繕料、各種委託料でございます。

続きまして６ページをお願いいたします。上表、１０款２項１目、小学校施設長寿命

化改修事業費でございます。この事業は老朽化した小学校施設のトイレ、校舎の外壁

及び屋内運動場の改修を、平成３２年度末を目途に実施するものであります。平成 

３０年度につきましては、大藪小学校及び鎮西小学校、伊田小学校のトイレ改修工事、

並びに後藤寺小学校及び田川小学校、金川小学校のトイレ改修設計、そして大浦小学

校及び大藪小学校の校舎外壁の改修工事、並びに弓削田小学校及び田川小学校の校舎

外壁の改修設計をそれぞれ計画いたしております。以上の内容を踏まえまして、１１

節、消耗品費から１５節、校舎外壁改修工事請負費まで計３億７千１９２万９千円計
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上いたしております。なお、８ページに平成３０年度における事業費５千万円以上の

工事予定表をお付けいたしております。詳細の説明につきましては割愛させていただ

きます。それでは、６ページにお戻りください。続きまして、下表、１０款３項１目、

中学校施設維持管理経費でございます。この事業は中学校の施設維持管理や運営に係

る各種経費で、７節、臨時職員等賃金からその他まで計６千４６５万３千円計上いた

しております。主なものは各中学校に配置しております学校事務補助員、学校司書員

の賃金のほか、電気・水道料、校舎等の修繕料、各種委託料でございます。続きまし

て、７ページをお願いいたします。歳入でございます。上表、１２款１項７目、学校

施設使用料は、小中学校校舎使用料及び学校敷使用料を、また下表、１９款４項３目、

雑入は船尾武道館における指定管理者負担金をそれぞれ計上いたしております。以上

で説明を終わります。 

○学校教育課長 続きまして、学校教育課でございます。平成３０年度当初予算に係る

説明をさせていただきます。まずは、歳出からでございます。当初予算の要求は２ペ

ージから２３ページまでの４４事業でございますが、このうち増減額の大きいもの、

または内容等に大きく変更のあるもの９事業にしぼって説明させていただこうと思

っております。最初に２ページ下段をお願いいたします。３款２項１目、福祉、教育

及び保健の連携推進事業費でございます。本年度、子ども支援準備室を立ち上げ、０

歳から１８歳までの子ども支援を切れ目なく行っていくための支援体制として、子ど

も支援連携推進室構想を作成しております。本事業は、平成３０年度からその子ども

支援連携推進室を運営していくための予算でございます。続きまして、３ページ上段

をお願いいたします。昨年度に比べ２３万２千円の増額になっております。これは学

力テスト委託料の減が主なものでございます。これまで標準学力検査を小学校も中学

校も全学年で実施しておりました。従いまして、県や全国の学力検査が実施される小

学校５年、６年、中学校２年については学力調査が重なる状態となっておりましたの

で、検査基準の焦点化を図るために実施学年については小学校１年から４年、中学校

１年といたしました。続きまして７ページの下段をお願いいたします。１０款１項２

目、奨学金事業費でございます。昨年に比べ約２４０万４千円の増額となっています。

これは給付型奨学金制度が２年目に入り、平成３０年度の新規申し込み者分を新たに

措置するためでございます。３０名を予定しているところでございます。続きまして、

９ページの下段をお願いいたします。１０款２項１目、小学校少人数学級運営事業費
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でございます。１千８９６万８千円の減額となっております。主な理由は、昨年度は

１４名分の市費講師任用を予定しておりましたが、今年度は、後藤寺小が３名、大藪

小２名、田川小１名、鎮西小１名、伊田小３名、金川小１名の計１１名となり、この

３名分の減少が事業費の減となっております。続きまして、１０ページの下段をお願

いいたします。１０款２項２目、小学校特別支援学級研修事業費でございます。昨年

に比べ２６万３千円の減額となっております。減額の主な理由は、特別支援学級に在

籍する児童の合同研修のあり方を変えたためであります。これまで一泊二日の特別支

援学級の宿泊研修を行ってまいりましたが、平成３０年度からは日帰りの合同研修と

しております。日帰りとした理由につきましては、特別支援学級に在籍する児童数が、

今、１００名を超えている状況でございます。指導者を含めて１５０名以上の大人数

の移動となっており、安全面や健康面で十分な対応がしにくくなったためでございま

す。研修目的は集団行動や他校児童との交流を体験することで社会性を育てることが

ねらいでありますので、そのねらいに沿った日帰りの充実した研修を行っていくよう

に検討しているところでございます。続きまして、１１ページ下段、１０款２項２目、

小学校就学援助事業費でございます。１千２２０万円の増額となっております。この

増額につきましては、就学困難な児童に対する学用品費、新入学学用品費をこれまで

の額から国の基準に基づいた額に引き上げたことが主な理由でございます。例えば小

学校の場合、８千７００円の学用品の補助が１万５１２０円となったような形で全部

国の基準に基づいて増額したということによる理由でございます。続きまして、１６

ページ以降は中学校の関係となります。１７ページをお願いいたします。上段です。

中学校少人数学習指導事業費でございます。１千２３万４千円の減額となっておりま

す。減額の主な理由は先程、小学校分で説明させていただいたことと同様で、３名で

予定を組んでいたものが、平成３０年度は１名の配置ということで、２名分の減少が

事業費の減となっております。１９ページの下段をお願いいたします。中学校就学援

助事業費でございます。１千４０９万６千円の増となっています。これは先程、小学

校分で説明したとおり就学困難な生徒に対する学用品、新入学学用品をこれまでの額

から国の基準に基づいた額に引き上げたことが主な理由でございます。続きまして、

２４ページから２６ページにかけての歳入でございます。歳入は放課後児童クラブの

保護者等の負担金、放課後児童健全育成事業費補助金や国や県の補助金、事業の基金

からの繰入金、日本スポーツ振興センター災害給付金からの給付金です。詳細は記述
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のとおりですので、説明は割愛させていただきます。学校教育課については、以上で

ございます。 

○推進室長 新中学校再編推進室に係る当初予算につきまして、ご説明させていただき

ます。１ページをご覧ください。総括表となります。歳入はございませんので説明に

ついては割愛させていただきます。２ページをご覧ください。下表についてのみ説明

させていただきます。新年度につきましては、私ども新中学校再編推進室につきまし

ては、事業内容及び実施方法等の欄に記載のとおり、校区再編に向けまして田川市新

中学校創設基本計画を策定するため、今後も引き続き必要に応じて保護者や地域住民

を対象とした説明会を開催していくということにしております。予算につきましては、

４節の臨時職員等共済費から１４節、使用料及び賃借料までの合計８３１万２千円と

なっております。内容につきまして、主なものは１３節の事務事業・計画策定等委託

料が３７３万３千円と計上しておりますが、この中身につきましては、今後行う業務

全般につきまして設計業者等に補助的な業務を委託をしようというための費用とな

っております。説明につきましては以上でございます。 

○文化生涯学習課長 それでは、文化生涯学習課に係る当初予算の説明をさせていただ

きます。１ページをお願いします。総括表です。主なもののみ説明しますが、歳入の

上から４番目、教育費県委託金が昨年と比較して３千６０１万９千円の減額、これと

歳出の上から５番目、石炭歴史博物館費の歳出が３千５８２万６千円ですが、これは

県の委託を受けます埋蔵文化財の発掘調査の受託の量の減によるものです。それから

歳出の一番下から二番目、保健体育総務費が４億３千７５１万８千円減額になってお

りますが、これは体育館の改修工事の実施に伴う工事が終了することによる減となり

ます。それでは、２ページをお願いします。ここからは学習振興・人権教育係に係る

歳出です。上段は、この係の時間外勤務手当４名に係る手当でございます。下段は成

人式事業費でございます。新成人による実行委員会形式で実施することとして、主な

ものは、成人式事業業務委託料としての４５万円でございます。３ページをお願いし

ます。上段は、社会教育各種団体助成金で田川市子ども会育成会連絡協議会、ＰＴＡ

連合会、ボランティアサークル「つばさ」に対する補助金でございます。下段は、社

会教育総務経費で、社会教育委員の会の運営費で、主なものは委員報酬の３８万７千

円でございます。４ページをお願いします。上段は、社会参加促進支援事業費で識字

学級の運営経費で、主なものは講師謝礼金でございます。下段をお願いします。人権・
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同和教育事務費で社会教育相談員と人権教育推進室の嘱託職員２名に係る人件費が

主なものでございます。５ページをお願いします。教育集会所管理運営費、これは、

概算で修繕料３０万円を６施設分として計上いたしております。下段は、人権・同和

教育推進協議会支援事業費で、人権同和教育推進協議会に対する補助金６１万２千円

でございます。６ページをお願いします。地域活動支援事業費でございます。これは、

夏休みの通学合宿等の子どもの体験活動等に係る事業費とそれから地域活動指導員

３名に係る人件費でございます。下段をお願いします。人権・同和問題啓発事業費は、

中央講座等の講座や学習会の実施に伴う謝礼金が主なものでございます。７ページを

お願いいたします。地域学校協働活動事業費でございます。放課後子どもチャレンジ

教室に係る謝礼金、サポーターへの謝礼金が主なもので、平成２９年度に４校だった

ものを平成３０年度は６校体制で実施する見込みとなっております。下段をお願いし

ます。青少年対策事業費です。青少年対策室に係る諸経費ですが、臨時職員等の賃金

が主なものでございます。８ページをお願いします。家庭教育支援事業費でございま

す。家庭教育講座、田川市社会教育委員の会議との共催の家庭教育講座等の実施に係

る謝礼金と冊子作成のための印刷費２１万６千円が主なものでございます。下段は、

生涯学習費でございますが、生涯学習関係情報の提供としての「たがわっ子」の冊子

作成３千部に係る消耗品費が主なものでございます。９ページをお願いします。学習

振興・人権教育係に係る歳入でございます。上段は、学校施設使用料として学校体育

館開放時の電気使用料の歳入でございます。中段は、社会教育費補助金で識字学級の

実施、地域活動指導員の人件費、放課後子供教室事業の補助金の合計でございます。

下段は雑入で識字学級、自動車免許の町村の負担金とチャレンジ教室実施に係る保険

料の収入でございます。１０ページをお願いします。ここからは、公民館・スポーツ

係に係るものです。上段は、社会教育総務関係職員時間外勤務手当で６名、

延べ２９４時間に係る手当でございます。下段は市民会館維持管理に関する経費とし

て、光熱水費や管理、運営、保守等委託料でございます。１１ページをお願いします。

地域活動活性化事業費として市内の８中学校区にある校区活性化協議会の補助金で

ございます。下段は、地区公民館建設費補助金です。地区公民館の建設補助金として、

予定されております桜町公民館の改修９５万９千円と例年挙げております概算の１

００万円の合計の１９５万９千円を計上しております。１２ページをお願いします。

上段は、公民館運営事業費でございます。主なものは臨時職員の賃金で、昨年まで１
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名のみでございましたが、人事課措置となったものを今年度から当課のほうで２名分

計上したことによる３７１万３千円の増額があっております。それから、１８節の自

動車購入費として公用車１１２万６千円を計上いたしております。下段は、保健体育

総務事務費で、スポーツ推進審議会委員の報酬とスポーツ推進委員の報酬が主なもの

でございます。１３ページをお願いします。上段は、今年度予算計上しておりません

が、説明をいたしました昨年度の事業として４億３千２８６万７千円を計上したもの

が今回減額となっていることを示しております。下段は、社会体育施設運営事業費で、

体育施設、それから市民プールの指定管理の委託料でございます。１４ページをお願

いします。上段は、保健体育振興経費で主なものは、臨時職員１名の人件費でござい

ます。下段は、県民体育大会の事業費で、体育協会へ県民体育大会の業務委託料を計

上いたしております。３７万２千円の増額になっておりますのは、会場が北九州から

筑後に移るため旅費の増額に伴うものとなっております。１５ページをお願いします。

上段は地域スポーツ活動推進事業費で、小学校の低学年水泳教室やカヌー体験教室、

ブラインドサッカーの体験学習教室等の実施に係る謝礼金、委託料でございます。下

段は、市民体育大会の事業費で体育協会への委託料でございます。１６ページをお願

いします。歳入は、上段が公民館使用料として例年並みの４００万の計上、無線基地

局設置の行政財産使用料３万円でございます。雑入につきましては、市民会館自動販

売機設置の行政財産使用料１６万２千円を計上いたしております。文化生涯学習課の

２係については、以上でございます。 

○文化生涯学習課企画官 それでは、文化係の歳出からご説明いたします。全体の事業

数としましては、１７ページから２１ページに記載しております１０事業でございま

す。１７ページの上段をお願いいたします。社会教育総務関係職員時間外勤務手当で

す。これは文化係の職員８名の時間外手当になります。下段をお願いします。図書館

の運営事業費です。事業費は８千２万３千円で指定管理の運営業務委託料が主な経費

となります。１８ページをお願いします。上段、石炭・歴史博物館運営等事業費でご

ざいます。事業費は４千７９８万４千円で石炭・歴史博物館と産業ふれあい館の維持

管理経費、それから博物館の運営事業費、教育普及事業費が入ります。次に下段、埋

蔵文化財発掘調査事業費でございます。事業費は２千２３５万６千円で、開発に伴い

ます埋蔵文化財の保存のための試掘や確認調査を実施する経費、それと西田川高校の

校舎改築に伴って県からの埋蔵文化財発掘調査を受託して実施する事業でございま
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す。今回は発掘調査が終わりまして調査の報告書の作成を行うようになって

おります。１９ページをお願いいたします。上段、文化財保存・活用等事業費でござ

います。事業費は５０６万７千円で地域にある文化財を保存・管理し活用に向けた取

り組みに要する費用、また文化財の保護関連団体への補助金となります。１９ページ

下段をお願いします。文化センター・青少年文化ホールの運営事業費です。事業費は

６千６１万５千円で、指定管理の運営委託料が主な経費となります。２０ページをお

願いいたします。上段、文化振興事業費です。事業費は３５０万９千円で市民文化祭

や芸術文化体験事業、こども音楽祭などへの助成金、補助金と文化振興事業のための

臨時職員の賃金が主な経費でございます。次に下段、美術館の運営事業費でございま

す。事業費は７千５９９万４千円で、指定管理の運営業務委託料が主な経費となって

おります。２１ページ上段、世界記憶遺産保存・活用等事業費でございます。事業費

は７３２万１千円でこれは山本作兵衛コレクションの世界記憶遺産としての価値や

評価を説明するために、コレクションやその背景となる筑豊炭田の調査・研究、その

成果を国内外に向けて、発信するための経費でございます。次に下段、世界記憶遺産

団体等支援事業費です。事業費は３８０万６千円です。これは田川市の世界記憶遺産

活用活性化事業に対する貸付金となります。次に歳入でございます。２２ページ上段

をご覧ください。教育使用料８５３万５千円で、これは、石炭・歴史博物館の入館料、

又、田川文化エリア内及び田川文化センター内の行政財産使用料でございます。２段

目、県事務委譲交付金３千円で、これは文化財に係る文書事務に対する県からの手数

料です。３段目、教育費県委託金、２千１０６万５千円で、これは西田川高校の発掘

調査に係る県からの委託金となっております。４段目、文化振興基金繰入金、１千６

７９万円で、これは文化事業と美術館の企画展事業経費に充当している基金の繰入金

でございます。２３ページの上段をお願いします。世界記憶遺産活用活性化事業資金

の貸付金元金収入、３８０万６千円でこれは田川市の世界記憶遺産活用活性化事業に

対する貸付金となります。２段目、雑入２６３万８千円、これは浄化槽の電気料や維

持管理委託料、図録の売上等の代金によるものでございます。以上で文化係分の説明

を終わります。 

○子育て支援課長 それでは、市立幼稚園に係る平成３０年度当初予算についてお手元

の資料に基づきご説明申し上げます。１ページをお願いいたします。このページは総

括表でございます。上段の歳入では合計６千１７３万３千円、下段の歳出では、合計
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１億８２７万１千円の計上となっております。詳細につきましては、２ページ以降で

ご説明申し上げます。２ページをお願いいたします。いずれも幼稚園事務局関係職員

時間外勤務手当です。上段は、子ども未来係職員分の経費、２３万８千円。下段は、

市立幼稚園職員分の経費、４０万８千円の計上でございます。３ページをお願いいた

します。上段、幼稚園運営事業費では、嘱託職員に係る賃金、消耗品や光熱費に係る

需用費等、市立幼稚園の運営に要する経費９８６万７千円の計上でございます。下段

の幼稚園就園奨励費では、私立幼稚園に就園する満３歳児、３歳児、４歳児及び５歳

児のいる所得の低い保護者に対して、設置者が入園料及び授業料を減免する措置に対

して、補助金を交付する経費１千２７８万８千円の計上でございます。４ページをお

願いいたします。上段の子どものための教育・保育給付費が市内の子どもが通園する

子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園に対して施設型給付費を給付する経費８

千４９７万円の計上でございます。５ページをお願いいたします。歳入でございます。

５ページから６ページに記載しているとおり、授業料、国の子どものための教育・保

育給付費負担金及び幼稚園就園奨励費補助金、県の子どものための教育・保育給付費

負担金及び施設型給付費補助金等が主なもので、合計６千１７３万３千円の計上でご

ざいます。説明は以上でございます。 

○教育長 全体を通して、ご質問やご意見は、ありませんか。 

○毛利委員 いくつか質問があるのですが、先程、言われたように小学校の特別支援学

級の研修が日帰りになりましたよね。中学校は一泊のままですよね。人数が多いとい

うことで子ども達にとってのよい経験の機会が減るというのは残念ですね。もし対象

児童の数がずっと減ったとすると一泊研修が復活する可能性というのはあるんです

か。もうそれはないのではという懸念があるんですが。 

○学校教育長 ご説明いたしましたように、安全面というのが何よりも大事だと考えて

います。一昨年は引率していた教師が体育館内で熱中症になり、急に病院に搬送する

ということが起きたくらいに暑い７月の活動でございます。１００名を超える子ども

達が誰も体調を崩さずよかったと思いましたが、しかし関わる教師たちにもそれだけ

の負担がかかっている状況はございまして、もちろん、引率の教師も５０名以上では

ありますが、どうしても健康面・安全面で細かく全体に目配りをするということがな

かなか難しい状況でございます。今、言っていただいたように人数が自然減

となり１００名を切るような状況になれば、また復活ということも当然考えていきた
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いと思います。現段階では、二日分の内容を一日で体験させるには、やはり事前の各

学校での活動を充実してもらいたいと思います。例えば、例年、玄海で宿泊をしてい

た時には、プラ板工作の時間を取っていましたが、それを事前に学校で作って、研修

に持ち寄って公開し合う等のことも、今、教育の中で考えていますので、交流の内容

は薄くならないようにしっかり対応はしていきたいと考えております。 

○教育長 人数が多くなりすぎて会場の確保が大変難しくなってきたということも原

因の一つだと聞いています。 

○毛利委員 まだ何校かは、学校として玄海に行っているところはあるわけでしょう。

そういうときには、特別支援の子ども達は行ってるわけでしょう。 

○学校教育課長 はい、一緒に連れて行っております。 

○毛利委員 わかりました。もう一点いいですか。昨年度まであった知能検査が今年は

ないような気がしたんですが、去年で終わったんですか。 

○学校教育課長 いえ、昨年までは事業費として挙げていたのですが、知能検査だけで

事業とするのは細かすぎるということで、別の一般の小学校消耗品や中学校消耗品の

中に入れた形でございます。小学校２年と５年、中学生になっての知能検査は、当然

まだ続けております。 

○毛利委員 続いているのですね。それと同じように去年までは理科教育振興費があっ

たと思うのですが今年はない気がしました。理科教育振興費はなくなったんですか。 

○学校教育課長 いえ、なくなったわけではありません。それも中学校の教材備品費、

教材費等、あるいは小学校の教材費等に入れ込みながら、できるだけ細かく分かれす

ぎた事業を少しずつ集約していった結果です。 

○毛利委員 あるんですね。今まで２校か３校指定して予算を各学校に下ろしてました

よね。 

○学校教育課長 それは、引き続きやってるところでございます。 

○毛利委員 去年までは、この予算の中に出てきていながら、今年はないものですから。 

○学校教育課長 なくなったわけではなく、できるだけ事業を集約していくという形で

させてもらっています。 

○毛利委員 はい、わかりました。 

○教育長 確認したいのですが、学校教育課の２ページで放課後児童クラブの終わる時

間が１８時のままになっていますが、延長になったのではないですか。 



 

11 

 

○学校教育課長 これにつきましては、１８時３０分に延ばす予定で今組んでいるとこ

ろでございますけれども、規則等の改正等について、今般、まだ教育委員会に正式に

諮っておりませんので、その分は３月定例会に上程していきたいとは思っているとこ

ろでございます。 

○教育長 この資料は来年度の分ですよね。これを見ると去年のとおりになっているの

で、ミスに見えますので説明をしてくれた方がいいですね。それと３ページで気にな

ったのは、隂山メソッド・小河式の導入のところで、県や全国の学力テストをする学

年については市独自でのテストは行わないと説明があったのですが、ここには学力テ

ストを小学校１年生から６年生まで行うと書いているのですが。 

○学校教育課長 これは表記ミスでございます。私の説明が足りませんでした。事業内

容及び実施方法等のところに書いておりますように、学力テスト小学校１年生から６

年生ではなく、１年生から４年生、それから中学校は１年生に訂正お願いします。 

○教育長 説明と書いていることに相違がありましたので。 

  他に何かご質問、ご意見等はありませんか。 

○毛利委員 今、ＡＬＴは３名なんですか。 

○学校教育課長 ３名体制です。 

○毛利委員 ３名体制で入ってるんですね。今年はこの中の何名が来たんですか。 

○学校教育課長 従来、１名おりまして、８月から２名新しく来て今３名ということに

なります。 

○教育長 来年度も引き続きこの３名体制ですね。 

○学校教育課長 はい、そうです。 

○毛利委員 １人帰るという話があったようですが、帰らなかったのですね。やはり１

年契約なのですか。 

○学校教育課長 ８月から８月までの単年度契約になります。引続きの場合は、また更

新をしていくという形になります。 

○教育長 一番長いイーサンも引き続きですね。 

  他に何かご質問、ご意見等はありませんか。 

  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） 

  異議なしと認めます。日程第２ 議案第２号「平成３０年度教育費（当初）予算要
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求について」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３号「平成２９年度教育費（３月補正）予算要求

について」を議題といたします。事務局に説明を求めます。 

○教育部長 日程第３ 議案第３号「平成２９年度教育費（３月補正）予算要求につい

て」提案説明をさせていただきます。提案理由、本案は、平成２９年度教育費（３月

補正）予算要求について、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あります。次のページをお願いいた

します。総括表でございます。計の欄をご覧ください。歳入につきましては、既決予

算額４億１千３９万８千円に対し、補正額は４千５８９万１千円の減額で、補正後の

歳入合計は、３億６千４５０万７千円となっております。次に右の欄の歳出でござい

ます。既決予算額２１億１９８万４千円に対し、補正額は９千５６５万円の減額で、

補正後の歳出合計２０億６３３万４千円となっております。主な増減理由でございま

す。歳入につきましては、教育総務課所管の市有物件災害共済金の増額、学校教育課

所管の放課後児童健全育成事業費補助金以下、記載の２事業の減額、文化生涯学習課

所管の埋蔵文化財発掘調査費委託金の減額となっております。次に⑵歳出につきまし

ては、教育総務課所管の小学校施設長寿命化改修事業費の減額、学校教育課所管の放

課後児童健全育成事業費、以下４事業の減額、新中学校再編推進室所管の学校適正規

模推進事業費の減額、文化生涯学習課所管の社会体育施設整備事業費以下、４事業の

減額、そして子育て支援課所管の幼稚園就園奨励費の減額となっており、全て計数整

理等による補正額となっております。なお、詳細につきましては、担当課長より説明

をいたします。 

○教育総務課長 それでは、教育総務課に関わります平成２９年度３月補正予算につき

ましてご説明申し上げます。１ページをお願いいたします。３月補正予算総括表です。

歳入、歳出の補正額ともに記載のとおりであります。それでは、３月補正予算説明資

料を用いまして、まず歳出からご説明申し上げます。２ページをお願いいたします。

１０款２項１目、小学校施設長寿命化改修事業費でございます。今回、入札残による

補正といたしまして、１３節、設計等委託料に対し、１１４万５千円の減額補正を行

っております。続きまして、３ページをお願いいたします。歳入でございます。主な

もののみ説明いたします。上表、１２款１項７目、教育使用料でございます。小中学

校校舎使用料に対し、３万８千円の増額補正を行っております。続きまして、下表、
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１９款４項３目、雑入でございます。そちらに記載の①筑豊市町村教育委員会連絡協

議会総会・研修会負担金返還金から④労働保険料還付金まで、計１９７万６千円の増

額補正を行っております。以上で説明を終わります。 

○学校教育課長 １ページ、総括表になっております。記載のとおりでございます。２

ページから１０ページまでの１７事業について補正を行っております。まず２ページ

上段、放課後児童健全育成事業費でございます。補助指導員の勤務日数の減による賃

金の減、又、学習支援実施クラブの減、研修会参加者の減等による減額の補正でござ

います。下段でございます。切れ目のない子どもの支援体制整備事業費です。これは

公用車を使用したことによる普通旅費、日額旅費等の減による補正でございます。３

ページをお願いいたします。学力向上プロジェクト事業費でございます。ふくおか学

力向上推進事業学力向上推進拠点校（鎮西中）の公開授業講師謝礼金の減、次は、先

進地視察旅費の減による補正を行っています。下段でございます。教育研究所運営事

業費でございます。職員１名の減によるもので、１１月からの共済費、賃金等の減に

よるものでございます。また、出張回数減による減額分も補正させていただいており

ます。４ページ上段をお願いいたします。英語教育推進事業費でございます。これは、

ホームステイ受け入れ家族の減によるもので、当初５件を予定しておりましたけど２

件ということで、謝礼金等が減じた状況でございます。下段は学校適応指導・支援事

業費、これも職員が５名から４名になったことによる共済費、賃金等の減額になって

おります。５ページをお願いいたします。特別支援教育充実事業費、これは雇用保険

料と平均勤務日数の減等によります減額の補正でございます。下段、奨学金事業費で

す。これも委員報酬支払人数の減、あるいは振替手数料の減、育英資金新規貸付者の

減等による決算見込みによる補正を行ったところでございます。６ページ、小学校少

人数学級運営事業費でございます。任用日数等による共済費、賃金の減を見込みで減

額補正をしております。下段、小学校特別支援学級宿泊研修事業費でございます。本

年度、天候不良により宿泊が中止になったことによる旅費等の減で挙げているところ

です。７ページ、小学校集団宿泊事業費でございます。事業実施校９校が８校、１校

が台風のため中止になったことによる減額を挙げております。下段、小学校ＩＣＴ教

育環境整備事業費、これも出張回数の減、入札による電子黒板等のリース等の使用料

の減によっての減額補正でございます。８ページをお願いします。小学校地域連携、

外部人材活用事業費でございます。講演実施校の減が主な理由です。下段、中学校特
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別支援学級宿泊研修事業費でございます。消耗品が不要になった部分がございました。

それから、見込みよりも参加生徒数が減ったことによる減額もしております。９ペー

ジ、体力アップアドバイザー派遣事業費でございます。外部指導者を９人予定してい

ましたが、６人になったということで講師の謝礼金の減でございます。下段、海外生

徒等との交流事業、実施校なしということで、そのまま１０万円を減額しています。

最後、１０ページ、中学校ＩＣＴ教育環境整備事業費入札の執行残による電子黒板リ

ース料とデジタル教科書使用料の減額による補正を行っております。以上でございま

す。 

○新中学校再編推進室長 新中学校再編推進室に係る分でございます。１ページにつき

ましては、総括表ですので説明は割愛させていただきます。２ページをご覧ください。

学校適正規模推進事業費でございます。内容につきましては、計数整理ではございま

すが、１１節、印刷費につきましては、基本計画決定にならなかったことに伴います

印刷費の減額、１４節、使用料及び貸借料につきましては、視察のための自動車借上

料の減額でございます。以上です。      

○文化生涯学習課長 文化生涯学習課でございます。補正予算の説明をさせていただき

ます。１ページは総括表でございます。記載のとおりでございます。詳細については

２ページ以降で説明させていただきますが、公民館・スポーツ係に係るものを私から、

文化係に関するものにつきましては、森本企画官から説明させていただきます。２ペ

ージは公民館・スポーツ係に係る補正でございます。社会体育施設整備事業費でござ

いますが、今回、減額補正いたしますのは、総合体育館の改修の設計委託料に係る減

で、１５６万円を計上いたしております。現在、委託料につきましては、２千６５５

万８千円のうち１千５８２万７千４００円を執行しております。これにつきましては

後ほど説明しますが、執行残のうち９１７万円について繰越する見込みとしておりま

す。工事請負費、１５節、４億６３０万９千円につきましては現在執行済額が、３億

１千９８５万４千９６０円となっておりますが、残８千６４５万４千円については繰

越としたいと考えております。下段、社会体育施設運営事業費につきましては、市民

プールの指定管理委託料のうち市民プールの管理運営業務委託料が２０４万２千円

減額になったことによる補正でございます。３ページをお願いいたします。先程、申

し上げました繰越明許とするものでございます。設計委託料につきまして、これは体

育施設の整備のうち残となっております駐車場整備工事とエレベータ―設置工事に
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つきまして、年度内に完了しないため、翌年度に繰り越すものとしております。設計

委託料の９１７万円、工事請負費については総額８千６４５万４千円とするものです。

以上です。 

○文化生涯学習課企画官 文化係です。まず歳出の方から説明させていただきます。事

業数としましては４ページから９ページに記載しております１１事業です。４ページ

をお願いいたします。上段、石炭歴史博物館運営事業費でございます。博物館等運営

協議会の開催回数の減による報酬の減と館長死亡に伴います報酬の減、並びに臨時職

員の新規雇用をしなかったことによる共済費、賃金の減、そして旅費等の減による３

７３万７千円の減額補正です。次に下段、博物館の教育普及事業費です。ガイド謝礼

金や旅費等の減による５２万２千円の減額補正です。５ページをお願いいたします。

上段、埋蔵文化財発掘調査受託事業費でございます。入札残による２千２１０万１千

円の減額補正となります。次に下段、埋蔵文化財発掘調査事業費でございます。調査

指導委員会未開催による謝礼金の減、旅費の減、それから入札残による１３３万１千

円の減額補正です。６ページをお願いいたします。上段、文化センター・青少年文化

ホール運営事業費でございます。施設修繕料等の入札残による２７９万６千円の減額

補正です。次に下段、文化振興事業費です。文化振興基金奨励事業の申請がなかった

ことによる助成金の減と芸術文化体験事業の差額等による５１万９千円の減額補正

となります。７ページをお願いいたします。上段、近代化産業遺産保存活用基金費で

ございます。博物館に設置しています募金箱による寄附金９千円の増額補正です。次

に下段、世界記憶遺産保存事業費でございます。保存等指導委員会未開催による謝礼

金、旅費等７９万２千円の減額補正です。８ページ上段、世界記憶遺産研究・活用事

業費でございます。これは三井田川鉱業所研究会に関する委員の謝礼金や旅費等の減

による５５万３千円の減額補正でございます。次に下段、世界記憶遺産推進管理経費

でございます。臨時職員等共済費や費用弁償等の旅費の減による６６万９千円の減額

補正となります。９ページ、世界記憶遺産保存活用推進基金費でございます。これも

博物館に設置しております募金箱による寄附金９千円の増額補正です。次に歳入でご

ざいます。１０ページをお願いいたします。上段、教育使用料６９８千円、これは石

炭歴史博物館入館料、田川文化エリア内の使用料、それと文化センター内での行政財

産の使用料の増額補正となります。２段目、社会教育費の委託金、埋蔵文化財発掘調

査費の委託金で遺跡の確認調査委託料、遺物整理支援業務委託料の入札による歳出減
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に伴う２千２１０万円の減額補正です。３段目、教育費寄附金でございます。近代化

産業遺産保存活用寄附金と世界記憶遺産保存活用寄附金合わせて１万６千円の増額

補正です。４段目、文化振興基金繰入金５０万円の減額補正でございます。これは文

化振興基金奨励事業への申請がなかったことと、芸術文化体験事業の歳出減によるも

のです。１１ページをお願いいたします。雑入でございます。図録やオリジナル商品

等の売り上げの減による２０万６千円の減額補正です。以上が文化係の補正予算要求

額となります。 

○子育て支援課長 それでは市立幼稚園に係る平成２９年度３月補正予算についてお

手元の資料に基づいてご説明申し上げます。１ページをお願いいたします。総括表で

ございます。詳細については次ページでご説明申し上げます。２ページ、歳出でござ

います。幼稚園就園奨励費では、幼稚園就園奨励費補助金３９６万９千円の減額補正

でございます。これは補助対象者の市民税所得割においてそれぞれの階層区分での減

免単価等の変動に伴うものでございます。説明は以上でございます。 

○教育長 全体をとおしてご質問、意見等ありませんか。 

○柴田委員 学校教育課の資料の６ページで小学校特別支援学級宿泊研修事業費のと

ころで天候不良による研修中止とございますが、これは延期じゃなくて中止になった

のですか。 

○学校教育課長 先程の話と重なりますが、１５０名を超す団体ですので、どうしても

施設に別途の宿泊できる日を設定することができず、実施できなかったことが大きな

要因でございます。 

○柴田委員 わかりました。 

○教育長 他にありませんか。 

  ないようですので原案のとおり可決することに異議はありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  異議なしと認めます。よって日程第３ 議案第３号「平成２９年度教育費（３月補

正）予算要求について」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４号「田川市体育施設条例施行規則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 それでは日程第４ 議案第４号「田川市体育施設条例施行規則の

一部改正について」をご説明させていただきます。理由、本案は、田川市総合体育館
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に新たに冷暖房装置を設置することに伴い、田川市体育施設条例施行規則別表第３の

１冷暖房装置利用料金に大体育室及び２階観覧席を追加するため所要の改正をする

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。１ページをお願いいたします。田川市体育

施設条例施行規則の一部改正について、「１ 規則改正の理由」でございます。２０

２０年東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ地誘致を目指すとともに、

子どもから高齢者までが安全安心に総合体育館を利用できるよう、改修整備を行った

ところでございます。この改修工事における大体育室の空調設備改修工事の竣工に伴

い、その冷暖房装置利用料金を設定するため規則の一部改正を行うものでございます。

「２ 規則改正の概要」でございます。田川市体育施設条例施行規則別表第３の１冷

暖房装置利用料金に大体育室及び大体育室と２階観覧席を合算した料金を追加する

ものでございます。施行は平成３０年４月１日としております。「３ 改正による効

果及び周知方法」でございますが、この改正により、大体育室及び２階観覧席に冷暖

房機器を設置することによりまして、スポーツに適した環境で安全安心に利用が可能

となり、利用サービスの向上及びスポーツの振興が図られます。また、スポーツ施設

のホームページへの掲載や総合体育館の掲示等によりまして来館者及び利用団体へ

周知を図るものでございます。２ページをお願いします。こちらは規則の改正の概要

でございます。冷暖房装置の利用料金の表中の「幼児遊技室兼身障者観覧室２１０円」

で終わっているものをその下に引き続き、「大体育室３，２４０円」、「大体育室及び

２階観覧席（両方利用する場合）４，３２０円」を追加して改めることとしておりま

す。附則として、平成３０年４月１日から施行するものとしております。３ページは

今の事項の新旧対照表でございます。今、申し上げました大体育室３，２４０円と大

体育室及び２階観覧席（両方利用する場合）の４，３２０円を追加するという内容で

ございます。次のページをお願いします。次は利用料金計算の概要等について説明さ

せていただきます。「１ 利用料金の設定基準について」でございますが、受益者負

担の観点から、設備稼働に必要な電気料金（ランニングコスト）に基づく使用料金と

すること、それから他市の体育施設との均衡を図ることを基本に算定したところでご

ざいます。まず、「２ 他市の状況」でございますが、黒丸で書いております輻射式

冷暖房方式を採用した施設の状況、県内にはございませんが、県外の施設の状況を示

しております。一番上が熊本県の宇土市の市民体育館でございますが、こちらが１時
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間当たり大体育室が２，０５０円、全体で３，０８０円という設定でございます。そ

のように熊本市、鹿児島市、ひたちなか市、焼津市というところで、輻射式冷暖房装

置を設置しておりますが、それぞれ、熊本市３，０００円、鹿児島市４，５００円、

ひたちなか市７，２００円となっております。静岡県の焼津市については１階アリー

ナのみの設置しかございませんが、１，３００円となっております。黒丸の次の近隣

のダクト式等冷暖房方式（従来型）の状況、これは風の出る従来型の冷暖房方式でご

ざいますが、近隣にはこれしかございません。嘉麻市、行橋市、桂川町のそれぞれの

施設について示しております。それぞれの使用料はご覧のとおりでございます。そこ

でもう一つの観点の「３ ランニングコストについて」でございますが、２つの料金

形態として使用料金と基本料金というのがございます。電気の使用料金につきまして

は空調設備の合計負荷から計算いたしますと１時間当たり８９３円、基本料金につき

ましては月額となりますが、年額合計しましたところから使用されるであろう日・祝

日の日数で割ったものを１日８時間使って１時間単位で計算いたしますと３，３１３

円となります。これらを合算しまして１時間当たりおよそ４，２００円程度の電気料

金になると試算致したものでございます。そこで４番目の「田川市総合体育館の冷房

装置使用料金」についてでございますが、１時間当たり全体で４，３２０円、個別に

１階だけ入れた場合、３，２４０円、これは８％消費税を入れておりますので、個別

３，０００円、全体４，０００円と算定いたしたものでございます。次のページをお

願いいたします。空調設備を利用した場合の１日当たり（８時間）の施設使用料の状

況について計算したものでございます。先程申し上げました輻射式冷暖房装置を採用

した施設とそれから近隣のダクト式等冷暖房方式の施設についてそれぞれ会場の使

用料、９時から１７時までについての会場の使用料とそれから空調設備の使用料を合

算しまして１日どれくらいの費用がかかるかということで試算したものでございま

す。熊本県の宇土市が、４３，１４０円、それからご覧のとおりの状況で、近隣の施

設では福岡県の嘉麻市が３７，２００円からご覧のような状況となっております。一

番下に田川市のものを計算しておりますが、田川市は１時間当たり８００円の使用料

を取っていますので空調の使用料と合算すると４０，９６０円となるということで大

きくバランスを失するものではないというむしろ安価な状況にあるということを示

したものでございます。あと付けておりますのは、総合体育館の平成２８年度の行事

の実績を示しております。参考でご覧いただければと思いますが、ほぼ土日で大会が
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各種開かれているという状況を示しております。以上説明を終わります。よろしくご

審議をお願いいたします。 

○教育長 今の説明に質問やご意見ありませんか。 

  料金のところで少し気になるのですが、田川市より高いところもありますが、逆に

安くできているところというのは、行政が補助等を出しているのでしょうか。もし、

分かれば教えてください。 

○文化生涯学習課長 他市町村には、電話等でヒアリング等行いながら料金の状況を伺

ったのですが、少しでも近隣の市町村よりも安くしたいということで、例えば焼津市

の考え方では、基本料金分の増額を考えずに、純粋に使用分の電気料金のみを算定し

た等の事情でこの料金になっているということでバラつきが生じているところでご

ざいます。 

○教育長 近隣の市町村の分を見ると料金の差が激しいですよね。例えば、桂川町と苅

田町では金額がすごく違いますね。環境が良くて使いやすいということも大事ですが

料金も重要だと思います。 

  他にご質問、ご意見はございませんか。 

  ないようですので日程第４ 議案第４号「田川市体育施設条例施行規則の一部改正

について」は原案のとおり可決といたします。次に移ります。日程第５ 事務報告「平

成２９年度全国体力・運動能力習慣等調査結果の市町村別結果の公表について」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５ 事務報告「平成２９年度全国体力・運動能力習慣等調査結 

果の市町村別結果の公表について」事務報告させていただきます。２枚目をお願いい

たします。まず、そこに挙げておりますのが、平成２９年度全国体力・運動能力、運

動習慣等調査結果を田川市、福岡県、全国で分けたものでございます。小学校５年の

男子、女子、それから中学校２年の男子、女子、そしてその中の表は体力の合計点を

挙げているところでございます。それぞれ、例えば、小学校５年の握力で言いますと

田川市の場合１６．７４、福岡県１６．６８、全国１６．９６というかたちで見てい

ただければと思っております。真ん中ほどに表がございます。いわゆる体力の合計点

でございます。田川市の場合、小学校男子で５３．１９、福岡県は５４．９９、全国

は５６．２３、小５の女子につきましては、５４．３８、福岡県は５５．１３、全国

は５７．３８、中２男子につきましては、田川市が４２．７２、福岡県が４３．４５、
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全国が４４．４８、中２女子につきましては、田川市が４６．１５、福岡県が５０．

３９、全国が５２．０４という結果でございます。表の右に挙げておりますように平

成２８年度と今年の田川市の分を比較しますと小学校の男子５年生でプラス１．１ポ

イント、女子ではプラス１．６２ポイント上昇したものでございます。中学校２年の

男子でプラス１．７２ポイント、女子でプラス１．０ポイント総合評価ではアップし

ております。この数字を見ますと田川市の児童生徒の体力が徐々に高まってきている

と言えますが、しかし、県、それから全国の方も高まってきておりますので、まだま

だ差が縮まりきれてないという状況でございます。特に小中ともに投げることについ

て優位性は非常に見られますが、持久力、例えば、シャトルランとか持久走について

は、課題がまだ越え切れてないという状況でございます。こういった結果を２に挙げ

ておりますように田川市の分として必要に応じて保護者とか地域住民にも公表して

いきたいと考えているところでございます。各学校では基礎体力を向上していくため

の一校一取組の運動の取組、ここ４、５年取り組んでおりますが、その徹底、また体

育の授業前の５分間、１０分間のサーキットトレーニングの実施、これも実施してき

た学校では効果が見られてきておりますので、そういったものを広げていくことが必

要かと考えております。以上でございます。 

◯教育長 何かご質問、ご意見ありませんか。 

  筑豊教育事務所の教育長会では、「この数年、県全体で意識的に取り組み、福岡県が

全国平均を越えた」ということです。できれば、全国学力テストで行っているように

全国平均値を上回った学校のどういう取組が良かったかを学力向上担当の先生や校

長、教頭に集まってもらって全体に広げていく取組と同様のものを是非、体力向上の

面でもしていただきたい。ここには学校別では出ていませんが、伸びた学校は意識的

にどんな取組をしてきたのかをきちんと分析をしてほしい。測定当日に子ども達が

「もっと飛ばそう」とか「もっと速く走ろう」と思うように意欲を高めさせないとい

けないし、先生達も意識的に測定の仕方や日常的に体力向上を意識した体育の授業づ

くりを進めていただきたい。それから日頃の昼休みも含めて子ども達の外遊びも絶対

に大事なものだと思うので、その辺りの各学校の実態をつかんで分析した上で、今、

課長が言われたようなレベルを上げて行く取組を是非、来年度に向けて強化してもら

いたいと思います。 

  他に何かご質問、ご意見ありませんか。 
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  ないようですので、次に移ります。日程第６ 事務報告「新中学校創設に関する保

護者懇談会の実施状況について」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６「新中学校創設に関する保護者懇談会の実施状況について」事務

報告させていただきます。１ページをご覧ください。経緯と結果でございます。昨年

１１月から１２月にかけまして「第３回新中学校創設に関する住民説明会」を市内全

小学校区ごとに開催いたしました。その際、「もっと保護者の参加しやすい日程や方

法を考えて欲しい」「保護者の視点から質問したかったが、他の人の意見が多くて聞

けなかった」など、保護者からの意見や要望の聴取を望む声が出されていました。今

回、再編に直接関係する保護者の意見や要望を聴取し、計画に生かしていく必要があ

ることから、今回、小学校保護者懇談会を開催することとしました。実施状況につき

ましては、１月１７日水曜日に第１回を大浦小学校から、第７回、第８回弓削田小校

区、鎮西小校区につきましては、雪やインフルエンザ等の影響により予定を変更いた

しましたが、後藤寺小校区を除く全８小学校区で開催をさせていただきました。参加

人数につきましては、延べ１３３人となっております。２ページをご覧ください。第

３回の住民説明会と今回の小学校保護者懇談会の参加状況等をグラフ化して表わし

ておりますが、一番下の欄、お子様の在籍学年という欄でございますが、今回の再編

に一番関係のございます小学校４年生、小学校３年生、小学校２年生の保護者が多く

いらっしゃるといったところとなっております。３ページをご覧ください。｢アンケ

ートの回答結果｣でございます。「現在関心が高いものはどれですか」という項目に対

しましては、全体の回答結果といたしましては、｢新中学校の教育環境｣及び｢新中学

校への通学手段｣というようなハード面でのことに、やはり保護者の皆様方の関心が

高かったことがうかがわれています。４ページをご覧ください。「今後の学校再編に

関する情報を得るために特に力を入れてほしいものはどれですか」という質問に対し

て｢児童生徒を通じた紙媒体での配布｣や今回同様の｢保護者懇談会の開催｣等が強く

要望が出ております。特に情報提供については各会場でも直接保護者の皆様方から強

い要望が出されております。５ページをご覧ください。｢懇談会での質問や意見｣でご

ざいます。会場毎の質問意見につきましては、７ページ以降に掲載させていただいて

おりますが、中学校の教育環境につきましては、再編に前向きな提案といたしまして、

「人と車両の出入口を分けてほしい」や「新校舎では、バリアフリーを充実させてほ

しい」「スクールカウンセラーを数人常駐させてほしい」などの意見が出されており
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ます。また７番目にあります「色んな学校から人が集まるのでいじめの問題が心配だ」

というようなことがございますので、この点につきましては一番下の欄にありますが、

事前交流の重要性についても要望が出されたところでございます。２点目の｢通学手

段や交通面｣につきましては、「運動会など保護者が多く集まる行事の際の駐車場は必

ず確保してほしい」や３点目の「徒歩・自転車が多くなるので歩道が狭い箇所など通

学路の整備をしてほしい」「通学路の整備は開校時期に間に合うのか」といったよう

なご意見をいただいております。整備中の教育環境につきましては、対象校が伊田中

学校、後藤寺中学校となりますので今回は伊田小学校での意見が多く出されておりま

す。続きましては、事前交流につきましては、先程述べましたとおり保護者の皆様か

ら多くご意見いただきましたが、「事前交流の開始時期は具体的に決まっているのか」

や、「やり方については他市の例を参考にしたらどうか」「事前交流も必要だが、授業

にしわ寄せが来ないようにしてほしい」などのご心配の声もいただきました。６ペー

ジをご覧ください。｢通学区域｣につきましては、ご覧のとおりでございます。懇談会・

説明会については、先程、申し述べましたとおり情報提供について強い要望がござい

まして、「未就学の子どもを持つ保護者にも情報が届くように配慮してほしい」など

の意見を寄せられたところでございます。再編につきましては、全体的に先程、申し

ましたとおり再編に前向きな保護者の皆様方の出席が多かったようで４点目にござ

います｢今回の案がいつごろ決定に変わるのか｣といったような早期に再編を行って

教育環境の整備をしてほしい旨のご質問もいただいたところでございます。あと「学

用品について」やその他につきましても記載のとおりでございますが、やはりだんだ

ん目の前に再編が見えてくるにしたがいまして、その他の欄の１点目に書いてありま

すように「ＰＴＡの会費や繰越金はどうなるのか」などの具体的な意見等も細かいこ

とが出たところでございまして、できるだけ早い時期に開校準備協議会等を作りまし

て、そこで協議をして細かいところを検討しながら保護者の皆様方に情報発信をして

いく必要があるのではないかということを感じた次第でございます。7 ページ以降に

つきましては先程申し述べましたとおり、｢懇談会の会場毎の校区別の質問、意見｣等

を掲載しておりますので後ほどご覧いただければと思っております。以上、簡単では

ございますが説明を終わらせていただきます。 

今の説明に何かご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので次に移ります。「２月行事予定について」を議題とします。 
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（各課長が教育長及び各課の行事予定を説明） 

○教育長 ご質問、ご意見等ございませんか。 

  では、次に移ります。「３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 それでは、次回、３月定例会の日程案でございますが、３月９日、金

曜日でいかがでしょうか。 

○教育長 よろしいでしょうか。それでは、ご異議ないようですので、３月定例会は、

３月９日、金曜日１４時３０分に決定いたします。 

では、他に全体をとおして何かご質問、ご意見等ありませんか。 

 他にないようですので、以上を持ちまして平成３０年第２回田川市教育委員会２月

定例会を閉会いたします｡ 

  

         

                          （閉会１５時００分） 


