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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１４回田川市教育委員会１１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２５年第「平成２５年第「平成２５年第「平成２５年第１２１２１２１２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１０１０１０１０月定例会会議録月定例会会議録月定例会会議録月定例会会議録

等等等等の承認について」の承認について」の承認について」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ありませんか。 

        ご質疑がないようですので、日程第１「平成２５年第１２回田川市教育委員会１

０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２日程第２日程第２日程第２    議案第議案第議案第議案第２３２３２３２３号号号号「「「「平成２５年度教育費平成２５年度教育費平成２５年度教育費平成２５年度教育費((((１２月補正１２月補正１２月補正１２月補正))))予算予算予算予算

要求要求要求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。 

○○○○学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長 日程第２「平成２５年度教育費（１２月補正）予算要求について」

ご説明いたします。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１

０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。それでは、１ペー

ジをお願いします。学校教育課のみでございます。歳入は１千１万円、歳出は１千

２９万６千円でございます。主な増減といたしましては、歳入は寄附金が７００万

円、猪位金小中一貫校教育振興基金繰入金が３００万円、歳出は猪位金小中一貫校

教育振興基金費が７００万円、小学校教育機器整備事業費が２５万２千円、小中一

貫校設備整備等事業費が３００万円でございます。２ページをお願いします。歳入

でございますが、１６款１項４目の教育費寄附金が７００万円でございます。続き

まして、１７款１項１３目の猪位金小中一貫校教育振興基金繰入金が３００万円で

ございます。これは、寄附金より天体観測用ドームの設置をするために繰り入れた

ものと図書費の１００万円でございます。続きまして、１９款４項２目の雑入が１

万円でございます。これは、日本スポーツ振興センター災害給付金の件数が２件か

ら４件に増えたための給付金の増でございます。３ページをお願いします。歳出で

ございます。１０款１項２目の教科以外の教育推進事業費でございます。これは、

食育推進委員会の開催回数を増やしたためでございます。現在、お弁当の日の実施

について検討を進めておりまして、各委員さんからもう一度、審議の機会がほしい

という要望がございましたので、学校食育推進委員謝礼金として１万４千円の増額

補正でございます。下段は１０款１項２目の学校適正規模事業推進事業費でござい

ます。これは、電話件数の増による電話料の増が見込まれますので、２万円の増額

補正でございます。４ページをお願いします。１０款１項５目の猪位金小中一貫校

教育振興基金費７００万円でございます。下段は１０款２項２目の小学校教育機器
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整備事業費２５万２千円でございます。これは、各小学校に導入しておりますパソ

コンのウイルス駆除ソフト F-secure でございますが、この期限終了によるバージョ

ンアップ作業費用、１校あたり３万円の補正でございます。５ページをお願いしま

す。１０款２項３目の小中一貫校設備整備等事業費でございます。猪位金小中一貫

校に天体観測ドームを設置するため及び図書購入のための費用３００万円の補正で

ございます。なお、天体観測ドームにつきましては学校からの要望とともに理科教

育の振興に力を入れてほしいという寄附者の願いに応えるものでございます。また、

図書費につきましても図書館の蔵書数を増やして子ども達の読書環境を充実させて

ほしいという寄附者の願いに応えるものでございます。下段は１０款４項１目の幼

稚園災害共済給付制度経費１万円でございます。これは、後藤寺幼稚園と伊田幼稚

園で給付がそれぞれ１件ずつ増加したことにより、給付件数が２件から４件に増加

したことによる補正でございます。以上でございます。 

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

○○○○教育長教育長教育長教育長 食育の手作り弁当の日に関してですが、どういうふうな話し合いになって

いますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 今、どういうふうなお弁当の日の実施をしなければならないかとい

うことを検討させていただいております。例えば、小学校低学年でございましたら、

お弁当箱を持ってきて給食をそのまま詰める、いわゆるお弁当給食というやり方か

ら始まって、家庭科の始まる小学校５年生、６年生では、どこまで自分達でできる

のかということ、それから、中学生になりますと食の自立ということがございます

ので、例えば、自分達で買い物から行ってお弁当を作るというような子ども達の発

達の段階に応じたプログラムができないものなのかというところの検討まで時間を

要しておりますので、簡単にそれでいきましょうということにはならずに、もう一

度、検討しましょうということになっておりますが、実施の方向には進んでおりま

す。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 よろしくおねがいします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 その審議結果が出るのはいつ頃ですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ２６年度からお弁当の日は導入したいと考えておりますので、遅く

とも２月には結論を出さなければいけないのではないかと考えております。 

○○○○毛利委員毛利委員毛利委員毛利委員 ４ページのパソコンのことですが、猪位金小学校を除いたのはなぜです
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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 中学校のパソコンは新しくなりますが、小学校のパソコンはバージ

ョンアップをして使うことになります。猪位金は小中一貫校になりますので、中学

校のパソコンを使うことができますから、ウイルスソフトのバージョンアップの必

要はございません。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 小学校と中学校で一緒に使うということですね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 そうです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ほかにございませんか。 

  ５ページの上段です。天体観測ドーム基礎工事及び本体一式となっていますが、

この本体一式を説明していただけますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ドームにはドームの上の部分と壁の部分がございます。それを合わ

せたものでございます。また、それとは別に基礎工事というのは下のブロックとア

ンカーを打って固定するものがそれに当たります。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 天体望遠鏡は詳しくわからないのですが、性能はどうですか。昼間も見

えるのですか。それとも、夜しかダメですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 昼間見えるかどうかの確認まではいたしておりませんが、性能とい

たしましては星の動きに合わせて追尾ができるものです。ただし、電源を用意して

おりませんので電池式で追尾します。電源を引くとなりますと電気工事でまた費用

がかかりますので、ドームの屋根の開閉につきましても手動です。ただし、手動で

開け閉めするとなりますと安全性の心配がございますので、開く部分には手を巻き

込まないためのガードはつけるようにはしております 

○委員長○委員長○委員長○委員長 その観測したデータを録画したりということはできないのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 パソコンはバッテリーがございますので、それを使えば全くできな

いということはないというふうに考えております。 

○○○○教育部長教育部長教育部長教育部長 延長コードを使えばいいです。 

○学校○学校○学校○学校教育課長教育課長教育課長教育課長 校舎から延長コードで電源を引けばいろいろなことはできます。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 工事の時、電源はつけられないのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ２００万円という制限がございまして、電源までひいてしまうとオ

ーバーしてしまう。そういうこともあり電源まではまわらなかったです。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 でも、子どもさん達が夜見ると仮定した場合、電気がないと安全面はい
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かがですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 その件につきましては、ドームの中には電池式の LED のランタンを

設置して明るさを確保しようというふうには考えております。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 そこまでに行くのは安全ですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 まず、階段は学校内ですから電灯があります。そこから屋上に出て、

ドームまでの間は外の明かりも少しありますので真っ暗ではないという状態でござ

います。ただ、安全面といわれると、例えば、懐中電灯を用意してそこまでつけて

いくということも考えなければいけないのかなとは考えています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 もし、電気工事をするとしたら、あとどれくらいかかったのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 電気工事を含めた概算の数字を持たないものですから、申し訳あり

ませんが、今はわからないです。 

○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はございませんか。 

（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２３号「平成２５年度教育費

（１２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２４号「田川市猪位金小中一貫校教育振興基金議案第２４号「田川市猪位金小中一貫校教育振興基金議案第２４号「田川市猪位金小中一貫校教育振興基金議案第２４号「田川市猪位金小中一貫校教育振興基金

条例の制定について」条例の制定について」条例の制定について」条例の制定について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 日程第３ 議案第２４号「田川市猪位金小中一貫校教育振興基金条例

の制定について」ご説明いたします。本案は、平成２６年４月に開校予定の猪位金

小中一貫校の教育振興に役立てるため、採納された寄附金を有効に活用することと

して、新たに猪位金小中一貫校教育振興基金条例を制定しようとするもので、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。それでは読んで説明に代えさせていただきます。 

 (設置) 第１条 猪位金小中一貫校における教育の振興を目的とする事業に要する

経費に充てるため、田川市猪位金小中一貫校教育振興基金（以下「基金」という。）

を設置する。 

（積立て）第２条 基金として積み立てる額は、前条の目的のためになされた寄附金

その他の収入を財源として予算に定めるところによる。 

（管理）第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利
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な方法により保管しなければならない。２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も

確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

（運用益金の処理）第４条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算 

に計上して、この基金に編入するものとする。 

（繰替運用）第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの

方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用する

ことができる。 

（処分）第６条 市長は、第１条に規定する基金の設置目的のための事業に要する

経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の全部又

は一部を処分する事ができる。 

（委任）第７条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

附則 この条例は、公布の日から施行する。以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 何か、ご質問、ご意見等ございませんか。 

  実質上の預金の管理は教育委員会がするのでしょうか、学校がするのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 教育委員会といいますか、田川市の財政に組み込んでいきますので、

それを、例えば１０年なら１０年という年限を決めて１年にいくらずつというよう

な割くずしをして執行してまいります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そうすると財政課の管轄内ということですね。これを読む限りでは使用目

的は猪位金の為だけに限るということになりますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 おっしゃるとおりでございます。猪位金小中一貫校における教育振

興のためにという目的でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 第５条もその目的のための繰り替えでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 はい、条例そのものが田川市猪位金小中一貫校教育振興基金の条例

でございますから、そういう目的でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ありがとうございます。ほかにご質問等ありませんか。 

ないようですので、原案のとおり可決することにご異議はありませんか。 

（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第３ 議案第２４号「田川市猪位金小中一貫

校教育振興基金条例の制定について」は原案のとおり可決いたします。 

次に移ります。日程第４ 事務報告「図書館耐震改修工事等に伴う長期休館につい
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て」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 それでは、日程第４「図書館耐震改修工事等に伴う長期休館について」

ご説明いたします。田川市立図書館では、利用者の安全性及び利便性の向上を図る

ため、本館建物の耐震補強及びエレベーターの設置等の改修工事を行います。この

改修工事及び蔵書点検に伴い、下記のとおり休館いたします。期間につきましては、

もうすでに入っておりますけれども、平成２５年１０月３１日から平成２６年１月

４日までを予定しております。工事等の進捗状況により、短縮または延長する可能

性がありますと書いておりますが、基本的には短縮はない状態でございます。それ

から改修の内容ですけれども、耐震補強改修で１階の裏口付近に耐震スリットを作

ります。それから、外壁を撤去した後に金属系の外壁を新設いたします。また、1

階の非常口付近の外壁撤去後、耐力壁を新設するようになっております。それから、

一般改修としまして、１階裏口横にエレベーターの新設を行います。それから、２

階の学習室の遮音間仕切工事を行います。学習室と今、永末文庫があるところの部

屋を３分割にするようにしております。２階郷土資料室横間仕切壁新設、また、カ

ウンターの移設を行います。これは、永末文庫を移動させまして、郷土資料室と一

体化する工事でございます。それから、２階永末文庫の遮音間仕切壁の設置、ここ

では会議等が行えるように遮音性を高める工事をします。この中ではＡＶシアター

のようなことも今後行えるようにしてまいります。それから、事務室の間仕切の改

修を行います。現在の事務室は外から見ると中が全く見えない状況になっておりま

すので、そこに窓を作りまして中が見えるようにするような工事でございます。こ

の休館中の対応につきましては、自動車文庫の車による特別貸出を行います。もう

すでに閉館しておりますので、もう終わっておりますけれども無制限の図書貸出を

１月１０日までの期限で行うという対応をしております。それでも本は読みたいと

いう方のために図書館正面玄関前に自動車文庫車を停車させて貸出を行います。実

施日としては１１月１８日の９時３０分～１１時３０分、１２月２日の１３時～１

６時、１２月１６日の１３時～１６時まで特別貸出を行います。自動車文庫等の運

行につきましては、今は蔵書点検を行っておりますけど、その後は通常稼働するよ

う予定をしております。以上で説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問等ございませんか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 休館中の対応ということで、特別貸出の実施日が１１月と１２月で３日
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間あるのですが、これは月曜日が休館だから実施するということなのでしょうか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 自動車文庫は通常、動いていますが、月曜日だけは今までは動いていま

せんでした。よって、その月曜日だけは自動車文庫が活用できるということで、そ

の日を設定しております。それと補足の説明ですが、この期間にエレベーターの新

設という説明をいたしましたけれども、現在、エレベーターの工事等が日本全国で

非常に行われておりまして、工期内に終わらない可能性が高いという情報を得てお

ります。場合によってはエレベーターのみ来年度に繰り越すかもしれないという情

報がありますので、この場で情報の提供をさせて頂きます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この休館にあたって広報等は行き届いているのでしょうか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 休館につきましては広報たがわで１０月１５日号と１１月１日号で２回

広報しております。図書館にも貼り出しを１か月くらい前から行っておりましたの

で、固定の図書館利用者の方はだいたいわかっていると思います。それから、自動

車文庫等にもビラを置いて、そういう広報には努めてまいりました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 何か、ほかにございませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第５日程第５日程第５日程第５    事務報告事務報告事務報告事務報告「「「「田川市立幼稚園（新園）田川市立幼稚園（新園）田川市立幼稚園（新園）田川市立幼稚園（新園）

開園に開園に開園に開園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。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 日程第５「田川市立幼稚園（新園）開園について」ご説明をいたし

ます。主な説明内容は３点でございます。１点目は４歳児の保護者に対する説明会

について、２点目が園児募集について、３点目が入園説明会についてでございます。

はじめに、４歳児保護者対象説明会についてでございますが、今月１１月１８日（月）

に、ここ田川市民会館で説明会を開催する予定にしております。内容といたしまし

ては、新園の経営方針及び運営等についての説明、また、条例上後藤寺幼稚園とい

う名前は残るというご説明をさせていただきたいと思っています。しかし、条例上

後藤寺幼稚園という名前は残りますが、子ども達が通う新しい幼稚園でございます

ので、田川市立幼稚園という仮称で行事等は進めさせていただくということも併せ

て説明しようと思っております。また、制服、制帽、体操服、遊び着等は従来使用

していたものを４歳児さんは使っていただいて結構ですという説明もしようと思っ

ています。また、この会ではございませんが、その後の入園説明会までに決定をし

なければいけない新しい制服のデザイン等について、新規購入の折には、それに買

い替えていただくようにというお話をこの説明会ではしようというようには考えて
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おります。また、せっかくの機会ですから、次年度年長クラスとして共に過ごすこ

とになります４歳児の子どもさんも親御さんに連れてきていただいて、この場で場

所を変えて交流会、伊田幼稚園、後藤寺幼稚園の子ども達が交流する場も併せて計

画をしております。なお、ご案内につきましては各園からの園だよりで保護者に周

知することとしております。２番目の新園の園児募集についてでございますが、１

２月１日号の広報たがわでまず募集期間について掲載をさせていただきます。そし

て、１月１日号の広報たがわで募集要項の掲載をさせていただく運びとしておりま

す。各幼稚園でも募集期間や募集要項を園だより等で広報いただくこととしており

ます。募集期間につきましては、１月８日から１４日まで、申込受付期間は１月１

５日から２２日までとし、これは昨年度までの募集の形と変わっておりません。申

込受付は各幼稚園及び市民会館の学校教育課とさせていただいております。選考方

法でございますが、申込者が定員を超えた場合は抽選により決定をすることとさせ

ていただいておりまして、※で書かせていただいております３歳児の選考について

でございますが、兄弟姉妹関係は優先事項とはしないということで考えさせていた

だいております。３番目の入園説明会でございますが、年明け平成２６年２月６日

（木）ここ市民会館で計画をしております。先程申し上げましたように新しいデザ

イン等のお話がここでできるものと思っております。また、従来でございましたら、

新入園児のみの説明会とするところでございますが、新園ということもございまし

て５歳児の保護者さんにも集まっていただいて説明をさせていただこうというふう

に考えております。次ページをお願いします。先程少し触れましたが、新園で使用

する制服、制帽、バッグ等につきましては、まず、両園の園長先生それから先生方

で協議をしていただいて原案を作成していただいております。先程申し上げました

ように従来のものは使っていただいて結構です。ただし、新しく作るものにつきま

しては、両園で使用していた同じデザインの品物は使わない、新しいものにすると

いうことでございます。そして、教育委員会と園長との合同選定会議で決定をさせ

ていただこうと考えております。移行期２６年度からしばらくの間続くであろうこ

とにつきましては、繰り返しになりますから避けますが、書いてあるとおりでござ

います。園章のデザインにつきましても、園長先生それから教育委員会と協議をさ

せて頂いて合同選定会議で決定をしようと考えております。また、新園で使用する

教具やお道具類でございますが、取扱い業者、どういうものが必要かのリストアッ
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プ等も含めまして、同じく園長先生や先生方で原案を作っていただいて、教育委員

会と合同選定会議で協議をさせていただいて、２月６日の入園者説明会で保護者に

周知をしようと考えております。その他でございますが、幼稚園の基本的な計画グ

ランドデザイン、経営の方針、教育課程等は作成が完了しております。以上でござ

います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問、ご意見等ございませんか。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 新園の園児募集のことについてです。皆さんご承知とは思いますが、今

の県立大学の前身は社会保育短期大学でした。今から３５年くらい前に開園しまし

て、すごい人気で実際に抽選会がありました。その時、私も出席したのですが、園

長先生が双子の扱いをどうするか、定員に限りがあるから双子の人にはそのうちの

一人にだけ引いてもらいますという説明がありました。結局、その時は双子の方は

当たらなかったので、何も問題は起こらなかったのですけど、もしも、定員オーバ

ーして、もしも、双子の方が来られて、その方が当選といいますか、入園の権利を

お持ちになったときのことについてご説明ください。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 双子児がいる可能性につきましては考えておりました。まだ結論は

出てないのですが、今、言われるように当然、抽選は一家族とみなして１回という

ふうには考えておりました。ただし、今、言われるように、もし、当選してしまっ

た場合は２人でございますので、公平性の面でそれはどうなのかというところをち

ょうど論議をしているところであります。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 社会保育短期大学の抽選会のときには、回転式の抽選機を使って出てき

た番号を定員まで黒板に書きだしていった訳です。私は見ていて、一番最後にもし、

双子の方が当たったらどうするのかなと思っていました。もしも、もしもで申し訳

ないのですが、ただ、双子の方がいらっしゃらないかどうかはわかりませんしね。

ぜひともその辺の対応はしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 可能性はゼロではない訳ですので、それは考えておかなければいけ

ないと思います。最後の方が双子だった場合、定員は２０とあらかじめさせていた

だいておりますので、２１になったら本来ならばクラスを増やさなければいけない

ということもおこってくる訳ですが、例えば、３歳児でありましたら１クラスに決

めておりますので、そういうことも想定しておかなければいけないと考えておりま

す。 
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○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 もう定員は増やせないのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 クラスを増やすことはできません。ですから、２０までです。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 わかりました、またご説明をいただきたいと思います。それと、もう一

つお聞きしたいのですが、選考方法のところの３歳児の選考において、兄弟姉妹関

係は優先事項としないとあります。これは確かに公平そうに見えますが、お母さん

方にすると下の子と上の子が別々の園に行くことになりますよね。これもやはり移

行措置といいますか、何らかの措置が必要なのではないでしょうか。 

○学校○学校○学校○学校教育教育教育教育課長課長課長課長 ３歳児の定員が本当に少のうございます。２０人ですから、優先事

項をたくさん作ってしまいますと、もうそれで希望される方を最初からお断りしな

ければいけない状態がうまれるというのが、一番危惧するところでありますし、ま

た反対に最近増えてきております一人っ子家庭が最初から除外されていくようなこ

とになっては困りますので、そういうことも考えてこうさせて頂いております。ご

心配のように３歳児と５歳児ですから兄弟関係は考えられます。今までは４歳児と

５歳児でしたから、もう本当にごくわずかでございました。しかし、２つ年が離れ

ておりますので、考えられることではないかなというふうには考えております。そ

のことについて幼稚園長にお尋ねをしたら、保護者さんとしては３歳児ももちろん

行かせたいんだけれども、３歳で抽選に外れるようなことがあれば４歳の時から行

かせることを考えておりますと言われている保護者さんがかなりおられるようで、

そういう声も伺っております。４歳児になりますとクラスが２つになりますから、

定員に少し余裕が出てまいりますのでということでございました。 

○○○○公門委員公門委員公門委員公門委員 ありがとうございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 幼稚園のグランドデザインや基本方針等ができていますということですが、

そういうところをおおまかで構いませんので説明していただけますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 資料をご提示して話をした方がよろしいかと思いますので、次回で

よろしいでしょうか。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 はい、お願いします。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 資料提示をいたします。 

○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、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２５号「田川市立幼稚園園則議案第２５号「田川市立幼稚園園則議案第２５号「田川市立幼稚園園則議案第２５号「田川市立幼稚園園則

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。 
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○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 日程第６ 議案第２５号「田川市立幼稚園園則の一部改正について」

ご説明いたします。本案は平成２６年４月１日付で田川市立幼稚園園則を変更する

ため、所要の改正をしようとするもので、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第２３条第１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あります。田川市立幼稚園園則の一部

を次のように改正いたします。第２条、これは受け入れの年齢でございますが、「満

４歳児及び満５歳児」を「満３歳児、満４歳児及び満５歳児」に改めます。第３条、

これは幼稚園の学級の定数でございますが、「３５人以下を原則とする。ただし、４

歳児と５歳児を１学級に編成する場合の園児数は、３０人以下を原則とする」とあ

るものを「２０人以下を原則とする」に改めます。第６条、これは保育時間のこと

でございますが、「４時間とする」としていたものを「５時間とする」に改めます。

附則といたしまして、この規則は平成２６年４月１日から施行するといたします。

次のページには新旧対照表をつけております。その次のページには新しく作る園則

を添付させていただいております。説明は以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問、ご意見等ございませんか。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 ３歳児も１日５時間保育になるのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 保育時間につきましては、３歳児、４歳児、５歳児同じでございま

す。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 保育時間は何時から何時ですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ９時から３時までです。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 以前、延長保育はどうするかという課題が出ていたと思うのですが、こ

れについては保育園との関係でまだ進展はないのでしょうか。 

○○○○学校学校学校学校教育課長教育課長教育課長教育課長 例えば、お仕事の時間までというような延長保育については、今の

ところは幼稚園の範疇ではないというふうに考えております。かといって、もう少

し幼稚園で教育、保育をあたっていただけないかという声に応える意味でも、今回

保育時間を１時間長くするという措置をとった訳でございます。折衷案という訳で

はございませんが、保護者のご希望にも少し応える形になったのかなというふうに

思っているところです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 土・日がお休みで、そのほかの曜日は毎日５時間ということですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 そのとおりでございます。 
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○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 先程、星野委員がご質問になられたことですけど、３歳児のお子さんを

９時に登園させて３時までというのは子どもも保育なさる先生も大変ですね。年齢

によって時間を調整なさる余地はございませんか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 他市の状況を見させていただいても３歳児で５時間保育をしている

ところはございます。もちろん、時間的にちょっと長いかなと心配はいたしますが、

入門期は少し短めにというような調整は園の方でしてくださると思いますので、そ

れでだんだん慣れていくのではないかなというふうには思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 ５時間とおっしゃっても、子どもにとっては拘束されるのは６時間です

からね。もう３０数年前ですからよく思い出せませんが、先程、申し上げた社会保

育短期大学の付属幼稚園のときは９時に登園して１０時半に迎えに行きました。５

月の神幸の頃までその体制だったと思います。出店の間を通って帰ってきたのを覚

えています。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ３歳児でございますので、そこは状況に応じて調整していくことは

必要であろうというふうには考えております。また園と協議をさせてもらいます。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 よろしくお願いします。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 ３歳児ですけれども、途中で休憩といいますか、幼稚園なのであまり考

えられないかもしれませんが、お昼寝ではないですけど、そういう時間はあるので

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 今のところお昼寝タイムそのものは計画の中には作られておりませ

んが、それこそやはり子どもの状況ですので、保育時間の中でお休みタイムを少し

とるということは充分可能ですし、また、今後考えるべきであろうと考えておりま

す。 

○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はございませんか。 

（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２５号「田川市立幼稚園園則の

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。日程第日程第日程第日程第 7777    諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告「「「「１１月行事予定について１１月行事予定について１１月行事予定について１１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） 



 

 １３ 

（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。「「「「１２１２１２１２月定例会の日程案について月定例会の日程案について月定例会の日程案について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○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 １２月の定例会でございますが、１２月１２日（木）の１４時でい

かがでしょうか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 よろしいでしょうか。１２月定例会は１２月１２日（木）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。 

  ないようですので、以上をもちまして、平成２５年第１４回田川市教育委員会１

１月定例会を閉会いたします。 

 

                            （閉会 １５時００分） 

 


