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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４回田川市教育委員会３月定例会を開会いたしま

す。日程第１「平成２５年第２回日程第１「平成２５年第２回日程第１「平成２５年第２回日程第１「平成２５年第２回田川市教育委員会２月定例会会議録の承認について」田川市教育委員会２月定例会会議録の承認について」田川市教育委員会２月定例会会議録の承認について」田川市教育委員会２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はご

ざいませんか。 

    ご質疑がないようですので、日程第１「平成２５年第２回田川市教育委員会２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します。 

次に移ります。日程第２日程第２日程第２日程第２    議案第４号「田川市立学校事務補助員の任用に関する規程議案第４号「田川市立学校事務補助員の任用に関する規程議案第４号「田川市立学校事務補助員の任用に関する規程議案第４号「田川市立学校事務補助員の任用に関する規程

の一部改正の一部改正の一部改正の一部改正について」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。 

〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長    議案第４号「田川市立学校事務補助員の任用に関する規程の一部改正に

ついて」でございます。本案は田川市立学校事務補助員の任用を見直すにあたり、田川

市立学校事務補助員の任用に関する規程の一部を改正するため、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第２３条第３号及び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

願いします。田川市立学校事務補助員の任用に関する規程の一部を改正する訓令の案で

ございます。第６条第１項中「その引き続いた任用期間３月につき１日の割合で」を「教

育委員会が別に定める日数の」に改正するものでございます。２ページをお願いします。

新旧対照表でございます。下線の部分が変更部分でございます。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 ご質問、ご意見等ございませんか。 

    別に定めるということは３月に１日の割合というわけではなく、フレキシブルに変え

ていくということですか。 

〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長    現行は３月に１日の割合で有給休暇を付与するとしておりましたが、市

の臨時職員等の有給休暇に合わせるため、今回別に定めるということになりました。１

年間任用しますと、現在は３月に１日の割合ですので年に４日の付与になりますが、今

回見直しを行いますと、半年ごとに任用を区切っておりますけれども１年継続した場合

には１０日間付与されることになりますので、条件としては良くなるという見直しでご

ざいます。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    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、原案のとおり可決することにご異議はございませんか。 

（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４号「田川市立学校事務補助員の



 

 ２

任用に関する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日程第３日程第３日程第３    議案第５号「田川市立学校学校司書員の任用に関する規程議案第５号「田川市立学校学校司書員の任用に関する規程議案第５号「田川市立学校学校司書員の任用に関する規程議案第５号「田川市立学校学校司書員の任用に関する規程

の一部改正について」の一部改正について」の一部改正について」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。 

〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長 議案第５号「田川市立学校学校司書員の任用に関する規程の一部改正に

ついて」でございます。提案理由は先程と同じでございますので省略させていただきま

す。１ページをお願いします。第６条中「その引き続いた任用期間３月につき１日の割

合で」を「教育委員会が別に定める日数の」に改めるものでございます。２ページをお

願いします。新旧対照表でございます。内容といたしましては、先程の学校事務補助員

と同じでございます。以上で説明を終わります。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    ご質問、ご意見等ございませんか。 

〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員    たぶん誤字だと思いますが、５ページの第１４条です。司書員の任用、服従

と書いていますが、これは服務ではないですか。事務補助員の１４条は服務になってい

ます。 

〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長    訂正をお願いします。田川市立学校学校司書員の任用に関する規程（案）

の５ページ、第１４条のところです。服従と書いていますが、これは服務の間違いです

ので訂正をさせていただきたいと思います。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    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ございませんか。 

（異議なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって、日程第３ 議案第５号「田川市立学校学校司書員の

任用に関する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４日程第４日程第４日程第４    議案第２号「学校適正規模について」議案第２号「学校適正規模について」議案第２号「学校適正規模について」議案第２号「学校適正規模について」を議題とします。事

務局に説明を求めます。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    日程第４ 議案第２号「学校適正規模について」説明をさせていた

だきます。田川市立学校校区再編基本方針（案）でございますが、これにつきましては

前回の教育委員会でご意見を伺って訂正した分の確認になります。内容についてはこれ

でよろしいでしょうか。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    内容を変えていただいたということでございますので、よろしいでしょうか。 

（同意の声） 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    これは市民の方に閲覧などしていただくようになるのですか。 



 

 ３

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    これからパブリックコメントということになりますが、その時に公

開ということになります。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    どんな形で公開をするのですか。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    これはインターネット上での公開とインターネット環境のない方

には取りに来ていただくという形になります。以前ご意見いただきましたが、教育委員

会だけではなく、学校等にも準備するということも検討しております。 

〇〇〇〇神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    インターネットで配信するということは学校等で印刷物として複写すると

いうことも可能ですか。見ていただくために学校等に配布して置いているものを複写し

てお持ち帰りいただくというのも可能なのですね。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    可能です。教育委員会学校教育課でも配布します。配布分を用意し

ているところです。本日の資料の中にパブリックコメント実施要綱の制定についてとい

資料をつけておりますが、これを求めるときは広報とインターネットで求める予定にし

ております。広報については、チラシの折り込みという形でしたいと思います。Ａ４の

チラシの表裏ですので、もう少し要点だけといいますか、趣旨を書かせていただいて、

どういうパブリックコメントを求めますということで出したいと考えておりますので、

その中に特に理解を求めたいことを載せていきたいと思います。パブリックコメントに

つきましては、最後のページにスケジュールを書いておりますが、上から２つ目庁議で

報告というとこまでは済んでおります。しかし、まだ委員会での報告をしておりません

ので、そこら辺のスケジュールによって、今後のパブリックコメントを求めるスケジュ

ールが変わってきますので、委員会で報告して、反応等をみて、そのうえでスケジュー

ルをもう一度考えさせていただいて、教育委員会にお諮りしたいと考えております。    

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    意見を出される方は必ず無記名ではないということですよね。これを読む限り

ではそうですよね。    

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    基本方針（案）がよろしければ、実施要綱の制定についての説明に

入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

        それでは「田川市立学校校区再編基本方針パブリックコメント実施要綱の制定につい

て」の説明をいたします。この要綱につきましては、以前田川市が第５次総合計画パブ

リックコメントを実施しております。その手続きを参考にして作らせていただきました。

基本方針の策定過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の教育へ

の積極的な参加を促進するため、このパブリックコメントを実施するということでござ
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います。要綱の趣旨につきましては記載しているとおり、パブリックコメント手続につ

いて必要な事項を制定するものでございます。概要としましては、まず、定義でパブリ

ックコメントの手続についてです。次に、意見を提出できる範囲です。これは市内に住

所を有する者、市内に事業所等を有するあるいは事業所等に勤務する者、市内の学校に

在籍する人、それと利害関係を有する人です。これは学校と取引がある、そういう方に

なると思いますが、この学校再編に関して利害関係を有する方、そういう方を対象に意

見を求めたいと思います。周知につきましては、ホームページと広報、チラシを挟む形

を考えておりますが、ホームページと広報を使って市民に周知したいと考えています。

次のページをお願いします。基本方針の案の公表につきましては、ホームページへの掲

載、そして、先程申しました指定する場所、学校教育課あるいはまだ検討ですが、学校

等で閲覧又は配布という形を考えております。意見の提出につきましては、提出期間を

２０日以上の期間としております。これは実際に実施するときに何日から何日という形

で決めて求めます。ただ、これは３週間から１ヵ月ぐらいの間を考えております。あま

り期間が短いと意見を出せなかった等ありますので、２０日以上はとりたいと考えてお

ります。提出方法は持参、郵便、ファックス、電子メール、市ホームページの専用フォ

ームを利用といろいろな手段で出せるようにしております。明記事項は住所、氏名、連

絡先です。個人情報の保護につきましては、田川市個人情報保護条例に基づいたものと

してあります。このパブリックコメントの募集が済みましたら、その内容を整理して、

その提出された意見を参考にもう一度、論議いただいて、最終的にこの基本方針（案）

の（案）を取るということをしていただきたいと思います。⑸のイに書いてありますよ

うに、提出された意見の概要、意見に対する教育委員会の考え方、そして、論議してい

ただいて案を取るときに修正したのであればどこを修正したのか、その内容も公開した

いと考えております。パブリックコメント実施要綱（案）を別紙１につけております。

すみません、この資料では（案）が抜けております。これは今のところまだ（案）とい

う形です。最後のページにスケジュールの予定をつけております。今月の総務文教委員

会で報告をし、了解を得ましたら、４月定例教育委員会で細かい点について決定いただ

いて、４月中旬から５月中旬でパブリックコメントの募集、５月中旬から８月上旬にか

けまして、その内容について教育委員会の中でご審議いただいて、基本方針を決定して、

その内容を公表、議会に報告して決定したいと思います。ここで決定以降、実際に再編

の細かい作業に入っていきたいと考えております。以上で説明を終わります。 
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〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    行政のことはよく分からないのですが、前にインターネットですぐ分かる行

政法のクイズみたいなものをしたことがあって、その時に期間は３０日が普通で、何か

あるときにはそれよりも短くすることができるとか、意見が何もないときは無いという

ことを公表しなければいけないとか、今回は意見がないということはないでしょうが、

何かそのようなクイズがあったような気がして、そのときは３０日というような数字だ

ったような気がするのですが、２０日以上で大丈夫ですか。 

〇教育部長〇教育部長〇教育部長〇教育部長    これはきちんと規程で決まっている訳ではないので、クイズで出せるような

問題ではないと思います。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    それならいいのですが、田川市はそういうことにする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    一般的な話でやるしかありません。今までにどうしたとか、ほかの市では３

０日くらい取ったとか、せめて意見を取るなら３０日は必要だと思うとか、学者の意見

とかですね。そういう内容しかないと思うので、これをこうしなければいけないという

規程はなかったと思います。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    情報公開法とかありますよね、そういうのは全く関係ないのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 それは関係ありません。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    田川市が独自に日にちを決めていいのですね。わかりました。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    広報紙で、パブリックコメントを求めますよという告知をするということで

したが、その内容については広報紙で説明をしてそれに対してというふうな形になるの

ですか。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    概略の説明は広報紙といいますか、一枚紙のチラシを広報紙に挟む、

広報紙自体に載せているのではなくて、折り込みチラシです。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    基本方針の概要についての説明があって、それについてパブリックコメント

を求めますよということですか。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    簡単な概要は載せられますが、本体はホームページに載せています。

それで、どことどこで配布しております、その辺も載せます。それで、インターネット

環境のない方は、パブリックコメントの提出の用紙も作ります。用紙についても、その

配布場所で配布しますので、配布したものかインターネットで読んだものか、中身を見

て意見をくださいという形で、概略と手続きについてのチラシを広報紙に挟むというこ

とです。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    私もそうですけど、パブリックコメントを取りますと一般の方にいきなり言
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われても、例えば、反対をしますとか、基本方針案にはいろいろな不足点がありますよ

とか、そういうご指摘とかいろいろなパターンがあると思うのですが、そこら辺につい

てはパブリックコメントについての説明といいますか、パブリックコメントとはという

ものもチラシにあるのですか。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    あくまでチラシはＡ４一枚です。あまり書くと見てもらえない可能

性もあります。どういう意見を求めていますとか、その基本的な部分だけを書きます。

細かく意見を伝えたいのであれば配布するときに一緒に渡すとか、インターネット上で

基本方針と別に載せておくとか、意見がある方についてはどういう形で求めております

というもっと細かい資料をつけて求めていきます。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員 いろいろなご意見が混雑して、パブリックコメントという形であげてこられ

ると、意見がちゃんと吸い上げられていないという反論が出る可能性もありますので、

そこら辺はコメントというもののご説明をきちんと、わかるようにしていただきたいと

思います。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    細かいスケジュールが決まって、どういう形でどういうふうにとい

うことを教育委員会でお諮りしますので、その時にチラシ、そして基本方針と一緒にど

ういう説明文を渡すのか、そこら辺をお示しさせていただきたいと思います。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    資料の２ページ目、⑷意見の提出、アイウエとありますが、明記事項に住所、

氏名及び連絡先とありますが、もし、これが書かれていなかった場合、ご意見はどのよ

うになるのですか。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    基本的に駄目だとは思いますが、内容によりまして、その時の判断

で検討に値する内容であればそれを入れたうえで検討することになろうかと思います。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    無記名といいますか、そういうものでも受け付けますということになるので

すか。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    この要綱では、記名して提出してくださいということになっており

ます。ただし、それは田川市の個人情報保護条例によって守りますという形にしており

ます。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    基本的には全部を、個人情報も書いてくださった方のみの意見をいただくとい

う形ですね。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    基本はそうです。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    市民の方々が、たぶんこういうことについて疑問をお持ちではないかという
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質問の例みたいのものは入れますか。入れませんか。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    今の段階ではそういうことを記載するつもりはありませんが、もし

何らかを書いたほうが意見が出やすいのであれば考える必要はあるかもしれません。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    どの程度を書いていいか分かりませんね。それが難しいところでしょう。あ

まり書きすぎると意見を一つの方向に誘導してしまうことになりますからね。 

〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員    記名の目的はいい加減なことは書かないようにということですか。それとも、

何かあればその方に報告するということが目的なのですか。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    目的としては、責任をもって意見を出していただくということです。 

〇教育長〇教育長〇教育長〇教育長    田川市では前にパブリックコメントを取られたことがあるんですよね。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    第５次総合計画で実施しております。 

〇教育長〇教育長〇教育長〇教育長    そのときとやりかたはだいたい同じということですよね。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    そのときのデータをもらいまして、同じ流れで取るようにしていま

す。教育委員会用に少し変えておりますが、基本的には同じ流れになっております。 

〇教育長〇教育長〇教育長〇教育長    例えば、組に入っていなくて広報紙が届かない家とかに対して配慮したような、

そんなことはあったのですか。 

〇〇〇〇教育総務教育総務教育総務教育総務係長係長係長係長    今、広報紙はコンビニとか、郵便局とかにも置いています。組に入って

いない方はコンビニ等で広報紙を受け取ることになると思いますので、総合計画のとき

は、家庭に届くものと同じように折り込みを入れてもらったり、広報紙と一緒に折り込

みを置いてもらったりしました。 

〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員    要綱の概要のイです。市民等というところで事務所又は事業所を有する個人

及び法人等、市内に所在する事務所又は事業所に勤務する者ということは市民ではない

という考え方でいいんですよね。この市民ではないということは子どもが市内の学校に

行っていないということを考えれば、この方々に意見を聞く目的はなんですか。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    ここの(イ)と(ウ)は外してもいいかなとも考えました。 

〇〇〇〇教育教育教育教育部長部長部長部長 学校があることによって、いろいろな経済活動をやっている方もおられます

ので、そういう方も意見はあるかと思います。私はそう納得しました。子どもだけでは

なくて学校があることによっていろいろなことがある方もおられるかもわかりません。

そういう方が反対する、いろいろな意見を言う場合もあるかもしれません。そういう方

の意見をとるかどうかは別にしてですね。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    (イ)(ウ)(オ)は同じことということですか。 
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〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    基本方針に利害関係を有する者ということですよね。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    可能性としてはそういうことですね。 

〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員    何％かの子どもは区域外で郡から入ってきているのですから、そういうこと

も関係するのかなと思いながら見ました。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    (エ)市内に所在する学校に在学する者、正確に言ったら保護者でしょう

けどね。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    このパブリックコメントは子どもが出してはいけないのですか。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    子どもも出してかまいません。別に年齢の制限はありません。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    何らかの形で田川市に関わりのある方ということですよね。    

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員    学校の先生も関係ありますよね。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 ほかに、ご意見等よろしいですか。それでは本日はここまでとします。 

次に移ります。日程第５日程第５日程第５日程第５    諸般の報告「田川市議会における教育委員会に係る案件等諸般の報告「田川市議会における教育委員会に係る案件等諸般の報告「田川市議会における教育委員会に係る案件等諸般の報告「田川市議会における教育委員会に係る案件等

の報告について」の報告について」の報告について」の報告について」を議題とします。 

〇教育部長〇教育部長〇教育部長〇教育部長    現在、開催中の３月定例議会での教育委員会に対する一般質問の概要につい

て報告いたします。今回の一般質問につきましては、３月７日、８日の２日間で行われ

ました。質問のあった議員は事前通告のあった議員では植木議員、柿田議員、香月議員、

石松議員の４名です。また、市長部局に対する質問の中で教育委員会の意見を聞かれた

のが陸田議員と佐藤議員の２名になります。質問の内容を簡単に申しますと、植木議員

は地域づくりの観点から中央公民館や地区公民館での現在、取り込んでいる事業などに

ついて質問があっております。柿田議員からは放課後児童クラブの環境整備等について

通学路の安全点検後の取り組みについて、それから学校給食の無料化要望等について質

問があっております。香月議員からは就学援助事業でＰＴＡ会費、それから生徒会費、

クラブ活動費などの援助を対象にできないかということで、要望を中心に質問があって

おります。次に、石松議員からは地域の力を学校教育に活用するための取り組み状況、

それから、土曜授業の計画、土曜学び塾の成果や課題、さらに中学校再編の検討状況な

どについて質問があっております。今、言いました４名につきましては事前にはっきり

質問の内容の通告があったものです。それから、市長部局が答弁をする中で、教育委員

会も考え方を聞かれたものといたしまして、まず、佐藤議員からは国が進めようとして

います生活保護費の基準の引き下げ、これに伴いまして就学援助等、教育委員会の関連

事業がありますので、これに対する今後の対応等について質問があっております。それ
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から、陸田議員から組合立中学校について、市長の方に必要性等の考え方を質問してお

ります。その中で教育委員会の意見を求められております。教育長からは組合立の学校

ができるとすれば、組合の方に別の教育委員会ができることになりますので、この教育

委員会が新しい学校の在り方を決めることになります。田川市の教育委員会といたしま

しては、田川市の子ども達の教育の在り方について考え、しっかり取り組んでいきます

という内容の答弁をしております。陸田議員以外のあと５人の議員につきましても教育

長を中心といたしまして現状をふまえて答弁をしております。以上です。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    次に移ります。「「「「３月行事予定について３月行事予定について３月行事予定について３月行事予定について」」」」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） 

（教育研究所より資料の説明がなされた） 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 次に移ります。「４月定例会の日程案について」「４月定例会の日程案について」「４月定例会の日程案について」「４月定例会の日程案について」を議題とします。 

〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長 ４月の定例会でございますが、４月９日（火）の１４時でいかがでしょ

うか。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 よろしいでしょうか。ご異議はないようですので、４月定例会は４月９日（火）

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。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長 人事案件を２点、報告をさせていただきたいと思います。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 本案は人事に関することでありますので、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第１３条第６項及び田川市教育委員会会議規則第１４条の規定により、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、この案件については非公開とします。 

・ 

・ 

・ 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 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４回田川市教育委員会３月定例会

を閉会いたします。 

 

（閉会 １５時１０分） 
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