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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７回田川市教育委員会６月定例会を開会いたしま

す。日程第１日程第１日程第１日程第１「「「「平成２５年第６回田川市教育委員会５月定例会会議録平成２５年第６回田川市教育委員会５月定例会会議録平成２５年第６回田川市教育委員会５月定例会会議録平成２５年第６回田川市教育委員会５月定例会会議録の承認についの承認についの承認についの承認についてててて」」」」

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６回田川市教育委員会５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１０号議案第１０号議案第１０号議案第１０号「平成２５「平成２５「平成２５「平成２５年度教育費（６月補正）年度教育費（６月補正）年度教育費（６月補正）年度教育費（６月補正）予算要求予算要求予算要求予算要求

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 それでは、日程第２ 議案第１０号「平成２５年度教育費（６月補正）

予算要求について」説明いたします。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。次のペー

ジをお願いします。平成２５年度教育費６月補正予算要求についての総括表でございま

す。６月補正予算は緊急を要するものの補正でございますので教育総務課、学校教育課

については今回の補正はございません。まず、歳入について、既決額は１億５２７３万

８千円でございます。今回の補正額は１８６７万４千円でございまして、合計は１億７

１４１万２千円となっております。歳出でございます。既決額は１４億８４５８万４千

円で、今回の補正額が６９７万５千円でございます。合計は１４億９１５５万９千円と

なっております。次に、主な増減理由でございますが、こちらにつきましては、生涯学

習課、文化課のそれぞれの課から報告させていただきます。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    それでは、生涯学習課からお願いします。 

〇生涯学習課長〇生涯学習課長〇生涯学習課長〇生涯学習課長    それでは、生涯学習課に関わる今回の補正予算について概要の説明をい

たします。生涯学習課では国の委託事業であります地域スポーツとトップスポーツの好

循環推進プロジェクト事業を実施することとなっており、これに関わる事業費を今回新

たに計上するものでございます。本事業の目的等でございますが、スポーツを普及、定

着させ、スポーツを人々にとって身近なものにするためにトップアスリートなどの優秀

な技術や経験を地域スポーツに有効に活用し、スポーツの裾野の拡大及び底上げを図る

ことが重要であり、地域住民が主体的にこれらの活動に取り組むようにすることが今後

の地域スポーツのあるべき姿であります。また、小学校においては、体育の授業等にお

いて民間人の活用を含めた地域での教育支援体制の強化が必要となっております。この

ため拠点となる総合型地域スポーツクラブはもとより、地域のスポーツクラブなどにお
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いてスポーツ人材を活用し、地域スポーツとトップスポーツの好循環を推進するための

事業であります。なお、本事業の委託先につきましては原則、法人格を有する総合型ク

ラブであるとしておりますが、本市には法人格を有する総合型クラブは存在しないため、

一定の要件を満たすことで市町村教育委員会が受託することができることから、小学校

の体育事業等の支援及び地域課題解決の取り組みについての２つの事業を、今回は行う

こととしております。まず、小学校体育の活動コーディネーターの派遣による支援につ

いてでございますが、これは後藤寺小学校の１年生から６年生までの１２学級、大浦小

学校の１、２年生の２学級、田川小学校の４年生の１学級にコーディネーターを派遣す

ることとしております。この学校にした理由については、国からの助言でもあり、この

事業の委託先が本来、総合型地域スポーツクラブであることから、田川市で最初に立ち

上げられた後藤寺スポーツクラブがある後藤寺中学校区の後藤寺、大浦両小学校とそれ

に隣接する田川小学校にしたものでございます。地域課題の解決への取り組みの推進に

つきましては、子どもの体力低下が課題となっている今日、特に、小学校女子児童の運

動習慣の改善を図るため、女子児童と保護者を対象としたスポーツ教室を実施するよう

予定しています。具体的には、親子ソフトボール教室の開催あるいは親子サッカー教室

の開催を予定しています。それと、地域住民が集まりやすい地区公民館を利用しまして、

中高年を対象に健康増進を目的とした健康体操教室を実施するようにしております。そ

れと、総合型スポーツ研修会です。地域スポーツ指導者の資質の向上のため、専門的な

知識や技能を学ぶとともに、地域や学校の指導現場における情報の共有を図るようなワ

ークショップを実施したいと考えており、総合型スポーツ研修会の予定をしております。

これらの事業の関係経費を今回計上する予定にしております。２ページをお願いします。

まず、歳入でございますが、本事業の事業費は総額で５１０万円でございます。その全

額が国の委託金となることから、歳入では５１０万円を計上いたしております。３ペー

ジをお願いします。次に、歳出でございます。今回の６月補正では総事業費のうち４４

３万９千円を計上予定でございます。その主なものといたしましては、コーディネータ

ー等の派遣に伴う報償費や旅費等がその主なものでございます。なお、学校からコーデ

ィネーターの１日も早い派遣の強い要望があっていることから、補正予算議決前に派遣

等ができるように残りの事業費６６万９千円につきましては、予備費から流用し前倒し

で事業を行うことといたしております。以上で生涯学習課に係る６月補正予算の内容に

ついての説明を終わります。 
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〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長    それでは、文化課に関わります６月補正予算の説明をいたします。４ページ

をお願いします。１７款１項８目の文化振興基金繰入金の歳入でございますけれども、

今回の歳出とは関わり合いがございませんので、先に説明をさせていただきます。これ

は、山本作兵衛氏の炭坑記録画等の保存修復を現在３ヶ年計画で行っているところでご

ざいます。これを昨年度は国の補助金で財源確保ができたために世界記憶遺産推進室が

予算を所管しておりましたが、今年度は補助金を獲得することが難しいと判断しまして、

その財源を文化振興基金から出すために行ったものでございます。従って、文化振興基

金の所管である文化課から歳入の予算をあげておるところでございます。５ページをお

願いします。歳出でございます。まず、上段、事業名 石炭歴史博物館維持管理費です。

補正の理由としましては屋外収蔵庫の雨漏りの修繕のための補正でございます。屋外の

収蔵庫の経年による劣化が激しくなっております。屋根部分の防水シートが劣化しまし

て雨水が侵入してきており、収蔵文化財の保管に支障をきたしている現状でございます。

緊急にシールコーティングの修繕を行わなければ、文化財に雨がかかるというような状

況になっておりますので補正をするものです。７３万６千円の補正となっております。

下段、事業名 世界記憶遺産研究機関設置・運営事業費です。４月から博物館内で研究

所を設置いたしまして、九州国際大学の清水教授に来ていただき、研究を進めてきたと

ころでございますが、研究資料の不足や資料のデジタル化を早急に進める必要があると

のご指摘をいただきまして、デジタル化をする機械と図書、それから資料入手のための

旅費を補正することといたしました。補正額は１８０万円でございます。以上で、文化

課に関わります６月補正予算の説明を終わります。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    何かご質問、ご意見等ございませんか。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員 親子ソフトボール教室等の説明がありましたが、対象者は参加される方だけ

ですよね。全児童が対象というのはありませんよね。 

〇生涯学習課長〇生涯学習課長〇生涯学習課長〇生涯学習課長    ソフトボールとサッカー教室については、おっしゃられたように参加し

てくる子ども達が対象になります。小学校へのコーディネーター派遣による体育の授業

支援といいますか、それにつきましては先程言いました後藤寺、大浦、田川小学校です。

それぞれ時間数は違いますが、後藤寺小学校を中心とした体育の授業にコーディネータ

ーが入っていって、担任と協力しながら授業を進めていくというような形になると思い

ます。そういう意味では今回は支援を受けられるのは派遣する学校だけになりますが、

そういう形で指導にあたるようになると思います。 
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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。 

（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第２ 議案第１０号「平成２５年度教育費（６

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３日程第３日程第３日程第３    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。 

〇適正規模推進〇適正規模推進〇適正規模推進〇適正規模推進室長室長室長室長 田川市立学校校区再編基本方針（案）（概要版）につきまして、ご

説明いたします。前回の委員会で示した概要版にご意見をいただきまして、修正を加え

ました。その後、更に修正が発生しまして、運動会終了後にお時間をいただいて、ご意

見をいただきました。そして、完成しましたものを今回の教育委員会でご了承をいただ

くべく改めてお示し、ご了解をいただきたいとして提出しているものでございます。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    ご意見等ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

よろしいでしょうか。それでは次に移ります。日程第４日程第４日程第４日程第４    議案第１６号議案第１６号議案第１６号議案第１６号「猪位金校区「猪位金校区「猪位金校区「猪位金校区

学校統合委員会設置要綱の一部改正について」学校統合委員会設置要綱の一部改正について」学校統合委員会設置要綱の一部改正について」学校統合委員会設置要綱の一部改正について」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１６号「猪位金校区学校統合委員会設置要綱の一

部改正について」説明させていただきます。本案は昨年度から設置されております猪位

金校区学校統合委員会におきまして、平成２５年度における猪位金小中学校のＰＴＡの

正副会長さんで新たに選任をされた方についても、統合委員会の委員に加わっていただ

いて一緒にお話をしようという決定を受けまして、第３条の委員の人数を変更しようと

するものであります。従来は委員の数は２５人以内となっており、現行の委員は２２名

でございましたが、新たに選出をされました猪位金小中の正副ＰＴＡ会長さん８名を加

えて３０人となりますので、第３条を３０人以内と修正しようとするものであります。

以上です。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    何かご質問、ご意見等ございませんか。 

たくさんの人で協議をなさるということですが、その意見をまとめたりすることに不

都合はございませんか。 

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    統合委員会の全体の会合は毎月１回されております。このほかにそ
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れぞれの専門部会がございますので、選出された区分ごとに何人かずつの方をそれぞれ

の部会にまんべんなく入っていただいて、そこで協議したものをもう１度統合委員会に

投げ返して、全員で協議するという形ですので、人数が増えることによって意見が錯綜

してということは今のところはございません。なお、今回新たに就任をいただこうとし

ているＰＴＡの会長さん方は統合委員会の決定に基づきましてＰＴＡ部会に入っていた

だくことを予定しております。 

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ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第４ 議案第１６号「猪位金校区学校統合委員

会設置要綱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５日程第５日程第５日程第５    議案第１３号「田川市図書館協議会委員の委嘱（交代）に議案第１３号「田川市図書館協議会委員の委嘱（交代）に議案第１３号「田川市図書館協議会委員の委嘱（交代）に議案第１３号「田川市図書館協議会委員の委嘱（交代）に

ついて」ついて」ついて」ついて」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長 それでは、日程第５ 議案第１３号「田川市図書館協議会委員の委嘱につい

て」ご説明申し上げます。本案は委員２名が交代するため、田川市教育委員会事務委任

及び臨時代理規則第２条第１２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。次のページをご覧ください。委員の名簿をつけております。図書館協議会委員の

任期は原則、平成２４年６月１日から２年間となっておりますけれども、委員のうち職

種によって委員を選定しているものがございます。そのうち今回は家庭教育関係者とし

て田川市ＰＴＡ連合会から、学校教育関係者として中学校校長会から、役員交代や人事

異動のため新たに委員が推薦されております。文化課においてはいずれも適任であると

判断しております。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    何かご質問、ご意見等ございませんか。    

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    図書館協議会ではどんなことがなされていて、そこで審議されたこととか、

要望とかありましたら、そういったことも教えてください。 

〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長    図書館協議会におきましては、図書館の基本的には運営に関して審議をして

おります。特に昨年度は図書館改善基本計画の審議などをやっていただいております。

また、図書館の運営全般ですね、そういったものがどうであるかということも、この協

議会のほうで判断しております。 

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
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議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第５ 議案第１３号「田川市図書館協議会委員

の委嘱（交代）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６日程第６日程第６日程第６    議案第１４号「田川市美術館協議会委員の任命（交代）に議案第１４号「田川市美術館協議会委員の任命（交代）に議案第１４号「田川市美術館協議会委員の任命（交代）に議案第１４号「田川市美術館協議会委員の任命（交代）に

ついて」ついて」ついて」ついて」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長 それでは、日程第６ 議案第１４号「田川市美術館協議会委員の任命につい

て」ご説明申し上げます。本案は委員２名が交代するため、田川市教育委員会事務委任

及び臨時代理規則第２条第１２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。次のページをご覧ください。田川市美術館協議会委員の名簿をつけております。

美術館協議会の委員は任期は原則、平成２４年６月１日から２年となっておりますが、

委員のうち職種によって委員を選定しているものがございます。そのうち、今回は学校

教育関係者として、小学校校長会代表からと田川市ＰＴＡ連合会からの２名が人事異動

や役員交代のため新たに委員となっております。文化課におきましてはいずれも適任で

あると判断しております。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    何かご質問、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

することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第６ 議案第１４号「田川市美術館協議会委員

の任命（交代）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７日程第７日程第７日程第７    議案第１５号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会委員議案第１５号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会委員議案第１５号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会委員議案第１５号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会委員

の委嘱（交代）について」の委嘱（交代）について」の委嘱（交代）について」の委嘱（交代）について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長 それでは、日程第７ 議案第１５号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会

委員の委嘱について」ご説明申し上げます。本案は、委員１名が交代するため、田川市

教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１２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。次のページをご覧ください。田川市石炭・歴史博物館等運

営協議会委員の名簿をつけております。田川市石炭・歴史博物館等運営協議会の委員の

任期は原則、平成２４年６月１日から２年間となっております。委員のうち家庭教育の

向上に資する活動を行う者として、田川市ＰＴＡ連合会から推薦をもらっており、本年
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役員交代等のため新たな役員の方を推薦いただきましたので、新たな委員として迎えた

いと思っております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    何かご質問、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

することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第７ 議案第１５号「田川市石炭・歴史博物館

等運営協議会委員の委嘱（交代）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８日程第８日程第８日程第８    議案第１１号「平成２５年度田川市立学校学校評議員の委議案第１１号「平成２５年度田川市立学校学校評議員の委議案第１１号「平成２５年度田川市立学校学校評議員の委議案第１１号「平成２５年度田川市立学校学校評議員の委

嘱について」嘱について」嘱について」嘱について」を議題します。事務局に説明を求めます。 

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 日程第８ 議案第１１号「平成２５年度田川市立学校学校評議員の委嘱

について」説明をいたします。本件は田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２

条第１２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。次のページをご覧

ください。名簿をつけております。その名簿の年度ですが、２５年度に訂正してくださ

い。申し訳ありません。学校教育課といたしましては、学校評議員制度の主旨に基づく

地域住民の意向の反映あるいは協力を得ることに対して、適切な方々であろうというふ

うに判断をしております。なお、平成２５年度に新しく委員になられた方のみご紹介を

いたします。まず、１ページです。大浦小学校の３人目、小学校はこの方１名のみが新

しくなられる方であります。中学校にまいります。６ページをご覧ください。鎮西中学

校の２人目と４人目の２名の方が今年度新しく委員になられた方でございます。また、

田川市立学校学校評議員運営規程によりますと、評議員の任期は１年とするというふう

になっております。どうしてもこの時期に承認をいただくことになりますので、次年度

に向けては、任期の改正等も考えていかなければいけないというふうに判断をしている

ところです。ご審議をよろしくお願いいたします。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    なにかご質問、ご意見等ございませんか。    

〇〇〇〇毛利委員毛利委員毛利委員毛利委員    今、規約は持ち合わせていませんが、任期は１年ということですが、年齢の

制限とか、最高何年とか、そういう決まりはないのですか。 

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    学校評議員運営規程によりますと、年齢制限、それから年限の規定もな

いようであります。 

〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員    わかりました。必要かなとは思います。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    学校評議員の方と活性化の役員の方が重なったりしているようですけれど
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も、活性化の方は積極的に学校に関わってくださる方が多いので、新たな方面の方、少

し若い世代の方々とか、いろいろな角度から関与していただくほうがいいかなとは思い

ます。全ての方が６０歳以上とか、５０歳後半から７０代後半までというようなメンバ

ーの学校もあるようですので、お一人ぐらいは現役世代の方にも入っていただいて中つ

なぎといいますか、そういったこともしていただけたらありがたいなと思います。 

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    その点につきましては学校もかなり御苦労されているようで、例えば、

小学校を卒業して中学校の保護者になられましたら、小学校の評議員になれないかとか、

そういうことを考えられているところもあるようです。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    入れ替わりがほとんどないことが多いので、再任、再任ということになられ

るようですので、少しずつ新たな風を入れていくことも大事かなとは思います。今後、

中学校等は変わっていくことにもなりますので、そういったところも少し考慮していけ

るような体制作りをしていただきたいなと思います。 

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    その点は毛利委員が言われましたように、年限のこととも係わってくる

と思いますので、それを踏まえて検討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    実際に、評議委員さんがいらっしゃることによって管理職の校長先生なりが学

校のご相談をしたりとか、学校運営に関しても話をする機会を持たれて、それが役に立

っているのかどうかというようなアンケートではないですけど、今の現状はどんなもの

でしょうか。 

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    地域の方々の意向をつかむという意味ではかなり大きい役割を果たし

ているようです。各学校の評議員さんを通して地域の声がかなり入ってくるというご報

告はいただいています。また、逆に学校から協力をお願いするということに関しても、

評議員さんを通しましてかなりの協力が得られています。これもまた校区差があるとは

考えております。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    今から若い世代の方が校長先生になられる時期だと思いますけれども、長い

間、ＰＴＡ会長をされて、その後、活性化の役員をされて、評議員はもう１０年もされ

ているとか、そういうところに若い校長先生が来られたりした場合のことも少し考えな

いとですね。そういった方も必要ですし、若い方で協力してくださるような、いろいろ

な考え方のバランスを取っていけるような学校評議員体制を作っていったらいかがで

しょうか。 

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
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決することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第８ 議案第１１号「平成２５年度田川市立学

校学校評議員の委嘱について」は原案のとおり可決します。 

次に移ります。日程第９日程第９日程第９日程第９    議案第１２号「猪位金校区学校統合委員会委員の委嘱につ議案第１２号「猪位金校区学校統合委員会委員の委嘱につ議案第１２号「猪位金校区学校統合委員会委員の委嘱につ議案第１２号「猪位金校区学校統合委員会委員の委嘱につ

いて」いて」いて」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９ 議案第１２号「猪位金校区学校統合委員会委員の委嘱に

ついて」ご説明いたします。２枚目の委員名簿をご覧ください。こちらは委員総勢３０

名を示しております。アンダーラインを引いておりますところが、新たに追加をしよう

とする委員のみなさんでございます。なお、ここで１点お断りがございます。学校の教

職員と行政職員につきましては、昨年、辞令を発令しました折には２７年の３月まで発

令しておりましたが、人事異動もございますので、これらは職を充てるものとみなして

新旧のアンダーラインは入れておりません。以上です。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 何かご質問、ご意見等ございませんか。 

地域外の方が委員の中にはおられないようですが、外部からの声というのは入れていな

いということですか。 

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    この委員会の中にはございません。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    この委員会について先程もご報告ありましたが、順調にいっていますでしょ

うか。 

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    現在の進行状況でよろしいですか。猪位金校区につきましては前回

の委員会でお話をさしあげましたとおり、猪位金校区の住民の方を対象として、校区の

アンケートを実施しているところです。内容につきましては、校歌と校章についてどう

するかというのを皆さんに意見を伺っているところです。アンケートにつきましては事

務局で集計中でございまして、これを今週末ないし来週というふうに会長とお話をさせ

ていただいていますが、それをいったん部会に諮りまして、統合委員会に戻します。あ

とは制服の件ですが、制服は現行のものでいきたいということで統合委員会として決定

をしておるところです。なお、施設関係につきましては教育総務課と共同してお話をし

ておりますけれども、やがてもう間もなく猪位金小学校の校地内に仮校舎のプレハブが

建ち上がる予定です。１、２年生は猪位金小学校の校舎本体へ、３年生はプレハブ仮校

舎へ移転する予定です。これらはいずれも統合委員会を通過して進められているところ
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です。具体的な教育課程あたりは教育部会で、指導主事も入りまして、全体的な水準に

ついてある程度のたたきをして、現職教職員の教務主任が中心となって具体的に詰めて

いっているという段階です。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 例えば、校歌とか、制服についてはお話が出ましたが、いろんなことが新しく

なる場合、開校に間に合わせようとするものですか。それとも、開校してから徐々に整

えていこうというふうに考えておられるのですか。 

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    スタートはあくまでも来年の４月を目標として、みなさん会議を精

力的にやっていただいております。 

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ございませんか。    

（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第９ 議案第１２号「猪位金校区学校統合委員

会委員の委嘱について」は原案のとおり可決します。 

次に移ります。日程第１０日程第１０日程第１０日程第１０    議案第１７号「平成２６年春の叙勲候補者の推薦につい議案第１７号「平成２６年春の叙勲候補者の推薦につい議案第１７号「平成２６年春の叙勲候補者の推薦につい議案第１７号「平成２６年春の叙勲候補者の推薦につい

て」て」て」て」を議題とします。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。 

・ 

・ 

・ 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ここからは通常の通り公開といたします。 

次に移ります。日程第１１日程第１１日程第１１日程第１１    諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告「「「「６月行事予定について６月行事予定について６月行事予定について６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。「「「「７月定例会の日程案について７月定例会の日程案について７月定例会の日程案について７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 ７月の定例会でございますが、７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。ご異議ないようですので、７月定例会は７月９日（火）
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の１４時からに決定します。 

ほかにご質問、ご意見等ございませんか。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員 学校訪問で伊田幼稚園にお伺いしたときに、園長先生が今年は例年に比べて

少し心配な子どもさんが多いので、先生の応援をお願いしたいというようなことをおっ

しゃっていましが、それは、その後改善されたのでしょうか。 

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 ６月から介助職員をつけております。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員 そうですか。ありがとうございます。 

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、以上をもちまして、平成２５年第７回田川市教育委員会６月定例

会を閉会いたします。 

 

（閉会 １５時００分） 

 

 

 

        


