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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１５回田川市教育委員会１２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１４１４１４１４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１１１１１１１１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

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１４回田川市教育委員会１

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２２２２６６６６号号号号「「「「平成２平成２平成２平成２６６６６年度年度年度年度田川市立小・中学校県費田川市立小・中学校県費田川市立小・中学校県費田川市立小・中学校県費

負担教職員人事異動方針について負担教職員人事異動方針について負担教職員人事異動方針について負担教職員人事異動方針について」」」」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 議案第２６号「平成２６年度田川市立小・中学校県費負

担教職員人事異動方針について」ご説明をいたします。本件は平成２６年度田川市

立小・中学校県費負担教職員人事異動方針について、田川市教育委員会事務委任及

び臨時代理規則第２条第６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。方針といたしまして田川市立小・中学校県費負担教職員の人事異動について

は、各学校教職員の教育に対する意欲を高め、教職員組織の改善と適正化を図ると

ともに、児童生徒数の減少や変化の激しい時代の中で学校の活性化や特色ある学校

づくり等の教育改革を推進し、本市教育の充実発展を期するため、次の方針によっ

て行います。1 適材適所を旨とし、教職員構成の適正化と充実を図る。2 同一校

永年勤続者の交流に努め、新陳代謝の促進を図り清新の気風を醸成する。3 教職員

の過員解消に伴う広域人事、校種間及び県立学校（中・高一貫教育校を含む。）との

人事交流については、県の方針に基づいて対応を図る。4 本市教育施策方針を踏ま

え、長期的展望の下に、全市的立場から厳正かつ公平に行う。5 管理職の任用に当

たっては、筑豊教育事務所管内及び本市の長期的な視野に立って、有能な人材の確

保に努める。6 新規採用教員の確保に当たっては、広く人材を求めその育成を考慮

して行う。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、ご意見はございませんか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 新採教員を今年は何人くらい確保できそうなのかということと、もう一

つは、その人達の実績云々ではなくて、情報を集められるなら充分集めて、良い人

材を確保していただきたいと思っております。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 絶対数につきましては、未定のところがございますが、情報により
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ますと、筑豊教育事務所管内で昨年度並みの採用数であろうというところまでがわ

かっておりますから、田川市の数も昨年度同様であろうという予想はしております。

ご指摘のとおり、事前の情報交流等については綿密にさせていただいて有能な人材

の確保に努めてまいりたいと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 昔は田川市独自で人事交流を行っていたのですが、もう田川地区という

考え方を少しずつ入れなくてはいけないと思います。私は田川市と田川郡で人事異

動するということは悪いことではないと思います。田川郡の特徴を一生懸命勉強し

てもらって、また田川市に還元してもらいたいと思うし、逆に、よそで力を出して

もらいたいという気持ちはあります。ただ、田川市にきて１年で元に戻ったでは変

な言いかたですが、何のための異動だったのかと疑問をもたれる場合もあろうと思

います。それで、そこのところは充分注意していただきたいと思うし、こういうこ

とを言って良いかどうかわかりませんが、例えば、教育事務所に行って、戻って来

ずによその市に入るとか、それは到底考えられないことだと私は思います。よその

市郡の教師として入るなら構いませんが、他市の教育委員会に入るというのはそれ

はおかしいのではないかと思います。田川市は何をしていたのかというようなこと

にもなろうかと思いますから、そこのところを充分考えていただきたいなと思って

おります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今のご意見のとおりだと思います。せっかくキャリアを積んだ方が田川に

戻らずに一足飛びによそに行かれてしまうのを残念に見送った経験が本当に何度も

ございますので、どうか今回はよろしくお願いします。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 福岡市は、今度から例えば、精神疾患で休んだり出てきたりを繰り返して

いたら、それをプラスしていくような形を考えていくというようなことが出ていまし

たね。県はそこまでは考えは進んでいないのでしょうか。 

○○○○学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長 現時点ではそこのところは県から伺っておりません。ですから、従

来通りでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今のご意見にあったような休みがちな先生方というのは結構な人数がいら

っしゃるのですか。 

○○○○学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長 正確な数はここでは控えさせていただきたいと思いますが、おられ

ます。 
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○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２６号「平成２６年度田川市

立小・中学校県費負担教職員人事異動方針について」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２７号議案第２７号議案第２７号議案第２７号    「平成２６年秋の叙勲候補者の推薦に「平成２６年秋の叙勲候補者の推薦に「平成２６年秋の叙勲候補者の推薦に「平成２６年秋の叙勲候補者の推薦に

ついて」ついて」ついて」ついて」を議題とします。本案は人事に関わ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１

４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。 

・ 

・ 

・ 

次に移ります。ここからは通常のとおりの公開とします。日程第４日程第４日程第４日程第４    議案第２８議案第２８議案第２８議案第２８

号号号号「「「「田田田田川市立学校管理規則の一部改正について川市立学校管理規則の一部改正について川市立学校管理規則の一部改正について川市立学校管理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。 

○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４ 議案第２８号「田川市立学校管理規則の一部改正につい 

て」ご説明をいたします。本案は、平成２６年４月１日付けで田川市立学校管理規

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ございます。１、改正理

由といたしましては学校教育法施行規則の改正により規定された学校評価に関し、

田川市立学校における学校評価の実施について定めるものでございます。また、平

成２６年４月の小中一貫校の開校に向けて、その総称について定めるものでござい

ます。２、改正の内容でございますが、田川市立学校管理規則において、学校が学

校運営の状況について自ら評価し、その結果を公表すること、また、学校が実情に

応じて適切な項目を設定して行うこと、及び学校が評価の結果を教育委員会に報告
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することを定めるものでございます。なお、この規定につきましては学校教育法施

行規則の改正で有効でございますので、各学校はそれに基づいて実施をしていただ

いておりましたが、学校管理規則にも位置づけるべきであるという判断のもとに新

たに加えたものでございます。また、小中一貫校に関して、総称を定めるものでご

ざいます。次のページをお願いします。改正点は題名の次に次の目次を記すことと

いたします。第６章の次に第７章 学校評価と第８章 小中一貫校を加えます。次

のページをお願いします。田川市立猪位金小学校、田川市立猪位金中学校の総称と

いたしまして、田川市立小中一貫校猪位金学園といたします。また、２といたしま

して前項の表の左の欄に掲げる小中学校の校長を併任する場合は、同表の右の欄に

掲げる小中一貫校を代表するものとさせていただいております。附則といたしまし

て、この条例は平成２６年４月１日から施行いたします。新旧対照表につきまして

は次のページから掲載しておりますのでご参照ください。説明は以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問等ございませんか。 

猪位金小学校、猪位金中学校が今度から正式に田川市立小中一貫校猪位金学園と

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    条例上は田川市立猪位金小学校、猪位金中学校でございますが、総

称としてこの名称を使わせていただきたいというふうに思っています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 どういったときに具体的に使い分けるのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 教育活動そのもので使う場合は、ほぼ田川市立小中一貫校猪位金学

園というふうになろうと思います。ただし、小中の別に行われることが対外的にも

ございます。例えば、小学校の陸上記録会は、猪位金学園として出場ではなく猪位

金小学校として出場になるかと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 その使い分けを子ども達は把握できるものなのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 子ども達には学校も指導はすると思いますが、そこはあまり心配は

ないというふうに思っております。 

○委○委○委○委員長員長員長員長 子ども達はどういう認識をしていくのでしょうかね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 猪位金学園という認識が強まると思いますし、学校もそれで指導し

ていくと思います、といいますのが、前期、中期、後期という区別もありますから、

日常の教育活動を推進していく上では、それは大変いいことではないかと思ってお
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ります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 再度確認したいのですが、小学校から中学校に進むとき、卒業式をして、

中学校の入学式という形になるのですよね。それはまだ決まってないのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 設置条例上、小学校でございますから小学校の全過程を終了したこ

とを証するという卒業証書は差し上げなければいけません。ただし、それが卒業式

という形をとるのか、小学校を終了したものとする何かそれに替わる式を実施する

のかということは今、検討中でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この件については非常に関心が強いようで、猪位金は始業式とか、終業式

は中学校と小学校が一緒にやるのだろうかとか、いろいろな方がいろいろなことを

心配していらっしゃるようです。やはり身近な問題としてどうなるのだろうと注目

を浴びていると思いますので、よろしくお願いします。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 ご説明はよくわかりましたけれども、結局、合わせて９年間行くことに

なるわけですよね。どういう組み合わせでしたか。 

○○○○学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長 ４年、３年、２年です。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 それなら、６年生の次は７年生、８年生、９年生にしたほうがすっきり

しますよね。子どもさん達も学園の生徒としての一貫性が薄れなくてよろしいので

はないですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 小中一貫校として推進しているところにはそういう例も見られてお

ります。現時点では期を合わせるというふうに学校の考えとしては伺っております

から、その方針でいこうと思いますが、学年のくくりについて委員さんがおっしゃ

られたように７年生、８年生、９年生ということはどうなのかということについて

は学校ともう一度相談させていただきたいと思います。 

○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 今のご質問ですが、学校統合委員会の中の教育部会で検討して

いる資料に掲げられているのは第７学年、第８学年、第９学年といったもので検討

が進められています。まだ統合委員会として決定しておりませんので、正式ではな

く流動的ではありますけれども、その名称で進んでいるというのが現状です。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 地元の方々とよくご相談なさっていただくように希望いたします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 その結果が集約されるのはいつごろになるのでしょうか。 

○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 教育指導計画は１２月末です。それともう１つ、名称が思い出
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せないのですが、２つ作るものがあって、一方は年内、一方は３月までにという目

標で進んでいます。最終的に固まってから３月の定例会で報告できればと思ってい

ます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 予算とか、そういうようなことは心配しなくてもいいのでしょうか。 

○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 施設関係は教育総務課でやっていただいております。その他、

必要な備品、消耗品等は現在、学校が持っている物については極力持ち込んで使う

ということにしておりますけれども、新たにそれらを取捨選択して持ち込んでも、

なお、不足するものについては学校教育課でも予算措置をしております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ちなみに、小学校の備品で余ったものはどこに置くのかとか、そういうこ

とも考えておられる方がいらっしゃるようですので、いろいろな方のいろいろなご

意見を考えて、その辺のところも万全にお願いいたします。 

何か、ほかにご意見等ございませんか。 

ないようですので、原案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４ 議案第２８号「田川市立学校管理規 

則の一部改正について」を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    事務報告事務報告事務報告事務報告「「「「田川市立学校に勤務する県費田川市立学校に勤務する県費田川市立学校に勤務する県費田川市立学校に勤務する県費負担教職員の負担教職員の負担教職員の負担教職員の    

自家用車による公務出張に関する取扱要領の一部改正について自家用車による公務出張に関する取扱要領の一部改正について自家用車による公務出張に関する取扱要領の一部改正について自家用車による公務出張に関する取扱要領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。 

○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「田川市立学校に勤務する県費負担教職員の自家用車によ

る公務出張に関する取扱要領の一部改正について」ご説明をいたします。本要領に

つきましては平成９年４月１日から実施をされておりますが、内容的に時代にそぐ

わなくなったところがあること、それから、飲酒運転撲滅運動の観点を強化する意

味から改正を加えるものでございます。１の趣旨、２の適用対象職員は省略させて

いただきます。３の自家用車の登録についてご覧ください。（２）です。時代にそぐ

わなくなったというところはここでございます。任意保険等への加入について、こ

れまでは任意保険の対人補償が１億円、対物補償が５００万円以上という規定でご

ざいましたので、対人補償につきましては無制限、対物補償につきましては２千万

円以上をかけていること、また、公務出張中の事故が補償対象となっていることを
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もって登録を認めるものというふうに改正をさせていただいております。４の登録

の取消しにつきましては、この要綱そのものがございませんでしたので、こういう

場合は取消をしますという要綱を設けさせていただきました。例えば、（１）免許取

消し又は免許停止の処分を受けていることが判明した場合、それから、車そのもの

が車検を受けていないことが判明した場合等について設けさせていただきました。

５の使用承認基準等につきましては先程申し上げましたように飲酒運転撲滅運動の

観点から（３）職員が酒気を帯びて運転する恐れがある場合、つまり依存症等の心

配がある場合については登録そのものをしないようにするという趣旨でございます。

７でございますが、取消の要件を定めましたので、その承認の手続きについて定め

させていただいたものでございます。この要領は平成２６年１月１日から実施する

こととさせていただきたいと思います。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。 

３の（２）の任意保険等への加入、この件に関しまして、今は通販とか、オンラ

インとか、安い保険料でできるものもありますが、そういったものもこの範囲に

当てはまるのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 任意保険ということでありましたら適応します。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    アルコール依存症の方などの判別といいますか、調査というのはどのくら 

い踏み込んでできるのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 県から示されております面談のやり方とか、そういう資料に基づき

まして、学校では校長先生を中心に面談をしていただいて、その時に把握するよう

にはしております。ただし、科学的に数字でというところまでには至っておりませ

ん。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 正規の教員はわかるのですが、その他の人たちはどの程度、あてはまる

のですか。例えば、市費の教員もいますし、どの程度あてはまるのですか。 

○学校教育課○学校教育課○学校教育課○学校教育課長長長長 本規定は基本的に県費負担教職員の公務出張について考えておりま

すので、市費の講師につきましては田川市の規定がそのまま適応されることになる

というふうに考えております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 田川市もだいたい同じような形ですか。 

○○○○教育部長教育部長教育部長教育部長 田川市にはこういう規定はありません。自家用車を使うことを黙認して
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いるような感じです。事故があったとき、どういう措置になるのかというのは、ま

だ具体的な例がないのでわかりませんが、そういう規定はありません。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 同じ学校の中でいろいろな取扱いの方がいらっしゃるということになるの

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 規則的にはそういうことになります。規定を準用するかというとこ

ろまで踏み込むかと言われますと、なかなか難しいところがあると思いますが、保

護者への信頼を考えたら指導でありましたり、面談でありましたりということは県

費であろうが、市費であろうが、区別なくさせていただきたいというふうには考え

ております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 任意保険に関しても同じような指導ができるものなのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 強制はできないと思いますが、保険に入っているところを確認した

りしていくべきだろうというふうには考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ぜひ、お願いします。それと公務出張ですが、市内とか、市外とか、そう

いうことに関わらず公務出張というカテゴリーに入るのでしょうか。  

○学校教育課○学校教育課○学校教育課○学校教育課長長長長 入ります。ただし、県の規定では県外の出張は基本的に自家用車は    

認められません。公共の交通機関を使うことというふうになっておりますので、基

本的に県内、市内であるというふうに考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ほかに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６ 事務報告「田川市新園の名称につ 

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６「田川市新園の名称について」ご説明をいたします。新園

の名称は田川市立幼稚園でございます。そういたしました理由としましては（１）

後藤寺、伊田両幼稚園の保護者感情に配慮する必要があるため、地域名を含まない

名称としたい。（２）今回の移転改築により、市内の市立幼稚園は唯一のものとなり、

田川市立幼稚園と称する際に他の市立幼稚園との混同が発生しない。（３）本市にお

ける他の公共施設の名称で「田川市立」または「田川市」に続けて施設機能を示す

名称が見られる。例えば、田川市立病院、田川市総合福祉センター、田川市児童セ

ンターなどがそれに当たります。条例改正につきましてですが、新園は、移転改築

の経過から、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の趣旨に照らし、現
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時点で田川市立幼稚園設置条例の改正による「田川市立後藤寺幼稚園」の名称変更

はできません。設置条例における幼稚園の名称変更につきましては、相当の期間を

経た後に条例改正を行うこととさせていただきたいと思っております。なお、相当

の期間と申しますのは、平成２７年３月を目途にしたいというふうに考えておりま

す。以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 何かご質問等ございませんか。 

  新聞で見たのですが、まいまいというのはもう正式に決まったものですか。 

○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 田川市こどもセンターまいまいというのは愛称です。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 幼稚園と中央保育所と子育て支援センター３つの機能がありますか

ら、それをまとめた施設の愛称として田川こどもセンターまいまいというのがござ

います。ですから、幼稚園だけを指すものではないということでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今からその３つの施設というのはどんなふうに存在していくのでしょうか。

それぞれ一つ一つの施設が１か所にあるという形で、そのまいまいという言葉があ

る以上は通園していない幼児の皆さんにも何か教育的なチャンスがあるのだろうか

という気がします。子育て支援センター以外で交流の場になったりとか、他の幼稚

園との交流の場になったりとか、そういう可能性は考えられているのでしょうか。 

○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 今のところ、私の方ではそういう話は聞いておりません。対象

となる子どもさんのメインは幼稚園と保育所、それから、子育て支援センターがあ

りますけれども、こちらはどちらかというとお母さんと一緒に来た子どもをある程

度遊ばせたりとか、そういうスペースはありますけれども、恒常的に保育所なり、

幼稚園のような使い方ができるような目的で設置されている施設ではありませんの

で今のところ幼稚園は幼稚園に通う園児だけが対象、保育所は保育所に通う幼児だ

けが対象といったもので機能すると思われます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 田川市の幼稚園に通うお子さんが小１になる人数というのは全体でどれく

らいでしたか。 

○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 ２０パーセントを切っていたと思います。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 市立幼稚園以外の幼稚園や保育所に通う皆さんもギャップが生じないよう

にいろいろな提案をしていける場であったなら、小１プロブレムが随分と解消され

るのではないかと思いますので、２割の子だけをどうこうというのではなく、全般
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的な対象者に関して提案できる、発信できる場であるようになれればと思います。

そういったことも先生方に話し合っていただけるようにご提案してください。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 今、田川市の子育て支援センターというのはお昼を一緒に食べるという

ような企画もあるのですか。 

○○○○教育部長教育部長教育部長教育部長 弁当を持ってきて食べている事例もあるみたいです。詳しい内容はわか

りませんが、審査の中で給食を出せないかとか、そんな話が出ていました。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 個人で持ってこられた物をそこで食べているのですね。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 確認はしていませんが、持ってきたものを支援センターで食べているの

ではないかと思います。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 隣の町ではランチがある日は３００円ぐらいずつ集めて給食を出してく

れるようですけれども、そういった計画はないのですか。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 支援センターが給食を出すという計画は今はないと思います。今のとこ

ろ給食を出すのはあくまでも保育所だけです。時期は決まっていませんけど、幼稚

園でも月に一回とかくらいはという話はあります。支援センターについては詳しい

内容はわかりません。    

○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 子育て支援センターでは曜日ごとに日課表のようなものが公開

されています。それと今月は何日と何日にこういったものをやりますとスポットで

入るようなものもあります。ただ、あらかじめ昼食をはさんでこうしましょうとい

ったものはないようです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今、お話を聞いただけでも、各課の縦割りのものが３つ集まっているなと

いう感じがします。せっかくですので、その辺りをうまく融合させていっていただ

いて、いろいろな面で子ども達の役に立つように今後ともよろしくお願いします。

ほかにございませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第日程第日程第日程第７７７７    事務報告「田川市立図書館耐震改事務報告「田川市立図書館耐震改事務報告「田川市立図書館耐震改事務報告「田川市立図書館耐震改    

修工事等の期間延長について修工事等の期間延長について修工事等の期間延長について修工事等の期間延長について」」」」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７「田川市立図書館耐震改修工事等の期間延長につい

て」ご報告いたします。現在、田川市立図書館におきましては、耐震改修工事並び

に図書館改善基本計画に示された改修工事を実施中でございますが、様々な社会事
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情から人材、資材等が不足をしてきておりまして、工事の一部が予定していた期間

内に完了できない見込みとなっています。しかし、このことが図書館サービスに極

力支障をきたさないよう配慮しまして、次のとおり工期の変更及び開館期間、運用

の変更を行うものでございます。まず、予定していた工事期間につきましては、変

更前が平成２５年１１月１日から平成２６年１月４日でございました。工事内容と

しましては、１階が耐震改修、エレベータの設置工事、２階が学習室、郷土資料室、

ＡＶホール、事務室窓口設置でございましたが、変更後は現在工事にかかっており

ますけれども、期間が平成２５年１１月２７日から平成２６年１月３１日までに延

長をすることとしております。工事内容としては、１階部分の耐震改修工事、この

部分は平成２６年１月４日までに完了予定でございます。２階の学習室、郷土資料

室、ＡＶホール、事務室の窓口設置につきましては１月５日以降も工事がずれ込む

見込みとなっております。それから、平成２６年９月中旬から平成２６年９月下旬

までにエレベータの設置工事を伸ばすこととしております。この予算については平

成２５年度予算をそのまま繰越して工事を行う予定としております。次に、工期変

更に伴います図書館運営等の変更でございますけれども、変更前が平成２５年１１

月１日から平成２６年１月４日まで全館休館で、平成２６年１月５日からは開館営

業としておりました。ただし、郷土資料室、ＡＶホールは除くということにしてお

りました。これは、備品等の関係があり、工事が終わってもすぐには利用できない

ということで、この部分はまだ時間がかかるということにしておりました。変更後

は平成２５年１１月１日から平成２６年１月４日までは全館の休館、これは変わり

ません。平成２６年１月５日から平成２６年１月３１日まで、ここは１階部分だけ

は開館営業いたしまして、２階はまだ工事中ですので２階部分は全部休館というこ

とにいたしました。現状では本を読まれる方、借りる方、ほとんどが１階部分しか

使っておりませんので、その辺りは極力支障のないようにしていきたいと考えてい

ます。平成２６年２月１日からは全ての工事を終了して、通常通りの開館としたい

と思っております。ただし、郷土資料室とＡＶホールは先程、説明したとおり備品

等の関係によってすぐには利用できません。今のところ３月末には完全に利用でき

るようになるというふうに見込んでいますが、そこまではずれ込むということにな

っております。エレベータの設置工事でございますけれども、９月頃の予定として
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います。９月中旬から下旬にだいたい２週間程度を予定していますけれども、この

時にもう一度、全館休館をしなければならないということになっています。ただ、

例年、図書の蔵書点検をやっておりまして、その期間がだいたい１０日前後やって

おりますので、それと合わせて全館休館をするというふうに考えております。以上

で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 何か、ご質問等ございませんか。 

やはり工事の職人さん達が足りないのですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 その通りです。工事があまりにも立て込んでいまして、特に、消費税も

上がるということと全体的に景気対策ということで、いろいろな工事の発注が重な

っており、資材不足というのは資材の高騰にもつながっており予定していた値段で

できないとか、そういうようなことも社会情勢的に発生しているような状況です。

そういう関係で遅れているという形になっております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今度の新しい工事期間でうまく収まりそうですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 極力この期間でということでお願いをしている状況です。現状として一

番の問題は人材もですけど資材の調達が遅れています。まだ２階部分の資材自体が

入ってきていないような状況でございます。見通しは立たないのですけれども、業

者さんと日程について打ち合わせをしたら１月末までにがんばりますと言っていた

だいている状況です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 予算内でおさまりますか。どんな感じですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 基本、入札ですので予算内におさめるという形にはなっています。ただ、 

９月のエレベータ工事が本年度の予定した予算よりも若干膨らむ可能性があるとい

うことは言われております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ちなみに、エレベータは何人乗りのが付くのですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 県の基準でこういう施設には最低１１人乗りで障害者対応ということに

なっておりますので、１１人乗りを設置する予定にしております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 しばらくみなさんにはご迷惑をかけるということになりますね。これにつ

いて、広報等はされておりますか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 今後も広報はしていきたいと思います。先日、毎日新聞に載りましたし、

他の新聞社も取り上げてくれるということですので、できるだけ広報していくよう
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に努めたいと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 よろしくお願いします。ほかにご意見はございませんか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第８日程第８日程第８日程第８    事務報告「田川市青少年問題協議事務報告「田川市青少年問題協議事務報告「田川市青少年問題協議事務報告「田川市青少年問題協議    

    会会会会委員の任命について」委員の任命について」委員の任命について」委員の任命について」を議題とします。事務局に説明を求めます。    

○生涯学習課○生涯学習課○生涯学習課○生涯学習課長長長長 日程第８「田川市青少年問題協議会委員の任命について」説明をい

たします。今回の任命につきましては主として平成２５年６月１４日に公布されま

した地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律いわゆる第３次一括法により地方青少年問題協議会法の一部が改正

され、平成２６年４月１日に施行されることを受けて、田川市青少年問題協議会設

置条例の一部を改正する必要が生じたことから条例改正にあたって委員に意見を聞

くこととしたためでございます。委員の任命は現行条例に基づき、別紙第２３期委

員名簿のとおり市長が任命したものであり、任期は平成２５年１１月２０日から平

成２７年１１月１９日まででございます。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、ご意見等ございませんか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 委員名簿の井下校長先生の所属が田川市立小中学校校長会となっていま

すが、田川市はこういう名前になったのでしょうか。以前は小学校校長会、中学校

校長会の代表として一人出るような形になっていましたよね。   

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 小学校校長会、中学校校長会の代表してということで続けて書いている

だけで、校長会としては別々です。  

○委員長○委員長○委員長○委員長 この書き方で大丈夫ですか。正式な文書で記録を残すのであれば、きちん

とした名称で残した方がいいと思います。 

○生涯○生涯○生涯○生涯学習学習学習学習課課課課長長長長 確認をさせていただきます。いずれにしましても、今、部長が言わ    

れたように小学校校長会、中学校校長会を代表して推薦をしていただいて任命した

ということでご理解をいただきたいと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 青少年問題協議会の委員さん方の活動といいますか、具体的にどんなこと

をされているか等を説明していただけますか。  

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 先程、説明しましたように今回の委員の任命にあたりましては、地

方青少年問題協議会法の一部が改正をされたことによりまして、田川市の条例を改

正する必要が生じたということで条例の改正を審議していただくのが、今回の主な
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内容でございます。１１月２０日に既に協議会を開催しまして条例改正に伴う意見

を徴しております。現状の地方青少年問題協議会法によりますと、その所掌する事

務はどういったものかといいますと、青少年に関する重要な事項について調査審議

すること、関係行政機関相互の連絡調整を図ること、関係行政機関への意見を述べ

ることというふうに明記をされております。この青少年問題協議会につきましては

平成１８年から休止状態でございます。今回、条例改正をするにあたって意見を聞

くということが必要になってきましたので、新たに任命をしたということでござい

ます。以前の青少年問題協議会の活動内容としましては、任期が２年でございまし

たので２年をかけて意見具申書を作成して青少年問題協議会から市長に具申をして

いたということでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 日頃から教育研究所の報告等を聞いていますけれども、実際に田川市の子

ども達が補導されている状況だとか、どんな犯罪にまきこまれているのかとか、薬

物の状態はどうであるのかとか、具体的な情報はなかなか正確に把握されづらい、

警察からの情報がかなり厳しく管理されていますので、しかしながら、知らない訳

にはいかないので、田川市の子ども達が今どんなふうな状況に置かれているのかと

いうことを私達も把握したいけれども、その糸口がなかなか掴めていない実態があ

ります。もし、こういうようなご意見が出ましたときには私達にもその状況を教え

ていただいて、今後の考えの元にさせていただけたらと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○○○○生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長生涯学習課長 そういった情報等が入れば報告させていただきたいと思います。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 今はプライバシーの関係でいろいろなことが厳しく管理されているがため

に、実態が掴みづらいのが現状でありまして、ほとんどわからないという状態です。

青少年問題協議会には補導の関係の方とか、警察の関係の方とか、教育研究所の所

長さんもいらっしゃいますので、プライバシーを伏せた上でおおまかな現状の情報

をこちらの方に教えていただければ本当にありがたいと思います。よろしくお願い

します。ほかにご意見等ございませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第９日程第９日程第９日程第９    諸般の報告「教育委員会に係る１諸般の報告「教育委員会に係る１諸般の報告「教育委員会に係る１諸般の報告「教育委員会に係る１

２月議会２月議会２月議会２月議会の一般質問について」の一般質問について」の一般質問について」の一般質問について」を議題とします。 

○○○○教育部長教育部長教育部長教育部長 現在、会期中の１２月定例会ですが、１２月５日、６日の一般質問につ
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きまして、３人の議員から一般質問がありました。その内容を簡単に説明させてい

ただきます。まず、柿田議員からですが、現在、国で検討を進められています子ど

も子育て支援事業に予定されております放課後児童クラブの年齢制限の撤廃につい

て、小学校１年生から６年生までを対象とすると予定されておりますが、それに向

かって本市の計画はどうなっているか。また、それに伴い施設が必要になりますが、

その施設の整備計画についての考え方、それから、指導員の研修の状況等について

の質問がありました。教育委員会の対応といたしましては、国から示される省令を

待ちまして、具体的な検討を行う方向ということで答弁しております。次に、佐々

木議員からは企業誘致育成・雇用課題の取り組みについて質問する中で、学校教育

におけるキャリア教育の充実についての考え方を聞かれております。本市中学校に

おける職業体験活動の実状、課題について説明しながら、今後の取り組みについて

答弁しております。それから、石松議員からは特別支援教育についてです。特別支

援教育支援員による支援の成果と課題、それから、支援員の増員について、それか

ら、特別支援コーディネーターの役割などについての考え方を聞かれております。

また、同じく石松議員からは本年７月から配置されておりますスクールソーシャル

ワーカーの成果と課題、その支援体制、配置人員の増も含めた今後の待遇等につい

て質問があっております。いずれの質問に対しましても現状を踏まえて答弁してお

ります。以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 次に移ります。「１２月行事予定について」「１２月行事予定について」「１２月行事予定について」「１２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） 

○委員長○委員長○委員長○委員長 次に移ります。「１月定例会の日程案について」「１月定例会の日程案について」「１月定例会の日程案について」「１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 １月の定例会でございますが、１月１０日（金）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。１月定例会は１月１０日（金）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。 

先程、図書館の改修工事が資材不足のために遅れているという報告がありました

けれども、新園の工事の方は大丈夫でしょうか。スケジュール通りですか。 
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○○○○教育教育教育教育総務係長総務係長総務係長総務係長 新園は当初１２月いっぱいが工期で、その後は造成工事ということ

になっていたのですが、建築工事の方も２月末まで工期が延長されています。猪位

金の一貫校は２月末が予定工期なのですが、先程も説明があったとおり職人さんが

少ないとか、そういったことで若干、工期等が延びています。ただ、開園、開校に

は間に合うようがんばっております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 いろいろな方が新しい建物ができることに期待を寄せていらっしゃるよう

ですので、がんばっていきたいと思います。 

それでは、以上をもちまして、平成２５年第１５回田川市教育委員会１２月定例

会を閉会いたします。 

  

                            （閉会 １５時１５分） 

 

 

 


