
 

 

（開会１４時３０分） 

○教育長 ただいまから、平成３０年第６回田川市教育委員会５月定例会を開会いたします。

日程第１「平成３０年第４回田川市教育委員会３月臨時会会議録及び第５回田川市教育委

員会４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いましたが、

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４回田川市教育委員会

３月臨時会会議録及び第５回田川市教育委員会４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１１号 「田川市教育支援委員会委員の委嘱について」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長 「田川市教育支援委員会委員の委嘱について」です。本案は、教育支援委員

会委員の委嘱を行うもので、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。２枚目をご覧ください。平成３０

年度の田川市教育支援委員会委員名簿でございます。本年度、新任の方のみをご紹介させて

いただきます。福岡県立大学岩橋宗哉教授、田川児童相談所亀﨑満係長、田川市保健センタ

ー田畑美沙保健師、金川中学校小林清校長、 金川小学校谷口美穂教諭、以上の方を新任と

して委員の名簿に挙げています。ご審議の程、よろしくお願いします。 

○教育長 はい、説明がありましたが、何か、ご質問、ご意見等ございませんか。岩橋宗哉

教授は何の専攻ですか。 

○学校教育課長 岩橋宗哉教授は、人間社会学部人間形成学科の教授でございます。 

○教育長 わかりました。 

他にないようですので、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） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第２ 議案第１１号「田川市教育支援委員会委員

の委嘱について」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１２号「田川市社会教育委員の委嘱について」を議題

とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長補佐 それでは、「田川市社会教育委員の委嘱について」ご説明申し上

げます。本案は、田川市社会教育委員の任期が平成３０年５月３１日をもって満了するこ

とに伴い、新たに委員を委嘱する必要があるため、田川市教育委員会事務委任及び 

臨時代規則第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。
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次のページをお願いいたします。田川市社会教育委員の名簿でございます。任期としまし

ては平成３０年６月１日から平成３２年５月３１日までとしております。委員につきまし

ては各種団体からの推薦をもとに決めさせていただいております。田川市子ども会育成会

連絡協議会から岡部裕實氏、田川文化連盟から髙尾美津子氏、特定非営利活動法人田川市

体育協会から古木一次氏、校区活性化協議会会長連絡会から中山利彦氏、たがわ２１女性

会議から渡邊邦子氏、田川市ＰＴＡ連合会につきましては未定となっておりますが、まだ

総会が行われておりませんので、総会で決まりましたら新たに推薦していただき、臨時代

理していただいたうえで、また、６月の定例教育委員会において報告させていただきたい

と考えております。次に田川市公民館連絡協議会から阿部十九男氏、公立大学法人福岡県

立大学から堤圭史郎准教授、また、推薦団体はございませんが元田川市ＰＴＡ連合会会長

であります穗山弘美氏、田川市小学校校長会から出口博雄校長です。以上でございます。

よろしくお願いいたします。 

○教育長 今の説明に対して、ご質問、ご意見等ございませんか。 

○毛利委員 新任の方はいないのですか。 

○文化生涯学習課長補佐 田川市公民館連絡協議会の阿部十九男氏と田川市小学校校長会

の出口博雄校長の２名が新任となっております。 

○教育長 あと田川市ＰＴＡ連合会が変わる可能性があるということですね。他に質問はあ

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） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第３ 議案第１２号「田川市社会教育委員の委嘱

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１３号「田川市公民館運営審議会委員の委嘱について」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長補佐 それでは、「田川市公民館運営審議会委員の委嘱について」ご説

明申し上げます。本案は、委員の任期が平成３０年５月３１日で満了となるため、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。次のページをお願いいたします。田川市公民館運営審議会委員

名簿（案）として挙げさせていただいております。推薦団体等挙げておりまして、その右

側に「新任」「再任」等を記載しております。まず、校区活性化協議会につきましては、

新任として阿部十九男氏、中学校校長会からは再任で井上真一校長、田川市子ども会育成

会連絡協議会からは再任で岡部裕實氏、ＮＰＯ法人田川市体育協会から新任として芳野貴
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夫氏、田川市公民館連絡協議会から再任で梶原孝文氏、人材バンク講座から再任で前川曙

生氏、公民館講座から新任として岡本憲子氏以上でございます。よろしくご審議の程、お

願いいたします。 

○教育長 今の説明に質問等ございませんか。 

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４ 議案第１３号「田川市公民館運営審議会委

員の委嘱について」は、原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第５ 議案第１４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」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課企画官 日程第５ 議案第１４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」ご説明いたします。本案は、田川市石炭・歴史博物館等運営協議会

委員の任期が、平成３０年５月３１日をもって満了となるため、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あり

ます。次のページをお願いします。田川市石炭・歴史博物館等運営協議会委員の名簿でご

ざいます。任期は本年６月１日から平成３２年５月３１日までの２年間です。学校教育関

係者、諌山慶秀鎮西小学校長と社会教育関係者、肥吉美恵子田川商工会議所女性会副会長

が新任となっています。なお、田川市ＰＴＡ連合会は、選出者が決定されておりませんの

で、決定され次第、教育長から専決いただいた後に、６月の本委員会においてご報告した

いと思っております。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長 質問等ございませんか。 

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５ 議案第１４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」は、原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第６ 議案第１５号「田川市図書館協議会委員の委嘱について」 

 を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課企画官 日程第６ 議案第１５号「田川市図書館協議会委員の委嘱につい

て」ご説明いたします。本案は、田川市図書館協議会委員の任期が、平成３０年５月３１

日をもって満了となるため、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あります。次のページをお願いいたします。

田川市図書館協議会委員の名簿でございます。任期は本年６月１日から平成３２年５月 
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３１日までの２年間となっております。社会教育関係者で田川地区保育協会の安部真理子

氏が新任となっています。なお、学識経験者の県立大学、社会教育関係者の公益社団法人

田川青年会議所、田川市青少年育成連絡協議会、家庭教育の向上に資する行動を行う者の

田川市ＰＴＡ連合会は、選出者が決定されておりませんので、決定され次第、教育長から

専決いただいた後、６月委員会でご報告したいと思っております。以上でございます。 

○教育長 今の説明に質問等ございませんか。 

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６ 議案第１５号「田川市図書館協議会委員の

委嘱について」は、原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第７ 議案第１６号「田川市美術館協議会委員の委嘱について」を

議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課企画官 日程第７ 議案第１６号「田川市美術館協議会委員の委嘱につい

て」ご説明いたします。本案は田川市美術館協議会委員の任期が、平成３０年５月３１日

をもって満了となるため、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あります。次のページをお願いいたします。

田川市美術館協議会委員の名簿でございます。任期は本年６月１日から平成３２年５月 

３１日までの２年間となっております。学識経験者の山下智郎田川美術協会副会長と学校

教育関係者の木下勝典猪位金学園校長、諌山慶秀鎮西小学校長が新任となっております。

なお、現在未定となっております、社会教育関係者の田川２１女性会議と学校教育関係者

の田川市ＰＴＡ連合会は、選出者が決定されておりませんので、決定され次第、教育長か

ら専決いただいた後、６月委員会でご報告したいと考えております。よろしくお願いいた

します。以上でございます。 

○教育長 はい、では、今の田川市美術館協議会委員の説明について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異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第７ 議案第１６号「田川市美術館協議会委員の

委嘱について」は、原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第８ 報告第７号「田川市スポーツ推進審議会委員の変更について」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長補佐 それでは、「田川市スポーツ推進審議会委員の変更について」ご

説明申し上げます。本案は、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第３条の規定に
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基づき、田川市スポーツ推進審議会委員の変更について臨時に代理したため、第４条第２

号の規定により教育委員会に報告するものでございます。次のページをお願いいたします。

上段の名簿につきましては、３月定例会時に田川市スポーツ推進審議会委員の承認いただ

いた表でございます。その中の一番下の筑豊教育事務所社会教育室職員の嘉村ゆかり氏が

４月１日付けで学校へ異動となったため、新たに下段の名簿にございますように同じ筑豊

教育事務所社会教育室職員社会教育主事の賀村祐太氏を任命したため、ここにご報告させ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育長 ご質問はございませんか。 

ないようですので、日程第８ 報告第７号「田川市スポーツ推進審議会委員の変更につ

いて」は承認することとします。 

  次に移ります。日程第９ 事務報告「田川市立学校給食費徴収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  事務報告「田川市立学校給食費徴収規則の一部改正について」です。１

ページをお願いします。本規則は、平成２９年度から学校給食費を市が管理する「公会計」

方式を導入したことに伴い、平成２９年４月から施行されたものでありますが、より実態

に即した運用ができるように見直しを行うものです。見直しの内容は事務的なものでござ

いますが、具体的には、給食費の日割り計算と給食費の納付について、改正を行うもので

ございます。２、３ページは新旧対照表でございます。４ページに改正後の規則を添付し

ております。以上です、よろしくお願いいたします。 

○教育長 質問等ございませんか。 

○学校教育課長 もう少し詳しく説明します。２ページの第３条のところをご覧になってく

ださい。変更する箇所にアンダーラインを引いています。現行は「ただし、日割計算の対

象は、学校給食の開始日又は停止日を市長に届け出た日の翌日から起算して５日目（休業

日を除く。）以降の学校給食の提供を受けた日又は受けなかった日とする。」となっており

ますが、改正案ではこれを「⑵ 学校給食の停止日を市長に届け出た日の翌日から起算し

て５日目（休業日を除く。）以降で学校給食の提供を受けなかったとき。」と「⑶ 学校給

食の開始日を市長に届け出た日以降で学校給食の提供を受けたとき。」の２つに文章を分

けております。 

○学校教育課長補佐 補足します。現行の要綱では２７０円という計算になってしまうので

すけれども、実際は２７９円で運営しておりますので、改正案では「１円未満の端数は四

捨五入するものとする。」という形になっております。それから、その下の「給食費は、

口座振込又は納入通知書により市に納入するものとする。」という部分については、削除
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しております。理由につきましては、今後、給食費の納入方法に現金についても加えてい

こうということになりました。したがいまして、口座振替あるいは納付書という制限を外

すため、削除という内容にしております。以上です。 

○毛利委員 現金というのは現金を学校に持ってきてもいいということなんですか。どうい

うことなんですか。 

○学校教育長補佐 現在、給食費の請求につきましては、口座振替を推進しておりまして、

どうしても口座振替の手続きができない方については、納入通知書を発行して請求をして

おります。ただ、納入通知書も手元になく、現金で払いたいという方がいたときに、現行

の制度上では受け取れません。今、規定の中に現金という項目がありませんので納入方法

の記載を除くことによってお金を直接払いたいという方についても、それができるような

形にするというのが改正の内容でございます。 

○毛利委員 どこに払いに行くんですか、市役所に払いに行くんですか。 

○学校教育課長補佐 支払場所の指定は特にありません。市の職員がそのお金を受け取ると

いう形になります。 

○教育長 だから考えているのは、学校教育課まで持ってきてもらうというシステムを考え

ているんですか。 

○学校教育課長補佐 現行では、学校教育課に現金を持ってきていただいても「銀行でお支

払ください。」と言うことしかできませんので、それが直接受け取りできるということに

なります。 

○教育長 学校が窓口で現金を受け取るようなシステムはしないということですね。今まで

どおり、そこは教育委員会が窓口となるということですね。 

○毛利委員 それは払っていない人がいて「払いようがない。」ということを言われるから、

できるだけ払える機会をどこかで作ろうということなんですね。払わない人もいるだろう

からですね。その中の一部でも現金での納入という形が出てくれば、少しでも払える機会

が増えるということで考えていいですね。 

○学校教育課長補佐 できるだけ、その時に現金をお持ちであれば、その分をいただくとい

うのが意図です。 

○教育長 確認ですが、何か月分か未納になっていた場合に、教育委員会に現金を持参して

払おうとしても、今までの制度の場合、教育委員会は、「振り込んでください。」というや

り方しかできなかったけれど、今回の改正によって現金を受け取ることもできるようにな

ったということですね。わかりました。他に質問等ございませんか。 

○毛利委員 もう１点いいですか。規則というのは、なかなか見て分かるようでわからない
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のですが、「５日目」というのがなんか気になるんですけれども、５日間以上休むという

ことになれば払い戻しをしますよということなんですか。４日間だったら払ってください

ということなんですか。 

○学校教育課長補佐 はい。給食停止の届け出をしていただいて、明日からとか明後日から

というのがなかなか発注等の関係上で難しいということで、「５日目」というのは、やは

り発注停止が間に合わないため、ご負担いただく期間ということで日数を設けております。 

○毛利委員 どうしてもということになれば、突然休むということもありますからね。２、

３、４日くらいは我慢してくださいということだろうと思うんですよね。そういう文言が

なんとなくわかるけど、たぶんそうだろうと思いましたが、一応確認しました。 

○教育長 他にありませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第 10 諸般の報告「５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について説明） 

○教育長 次に移ります。「６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 はい、それでは６月定例会の日程案につきましては、次回６月６日、水曜

日でいかがでしょうか。 

○教育長 ご異議ないようですので、６月定例会は６月６日、水曜日、１４時３０分に決定

します。 

では、他にご質問、ご意見等ございませんか。 

○毛利委員 よろしいですか。落ちているのかと思うんですが、日程第６の「田川市図書館

協議会委員の委嘱について」の委員一覧に任期が載ってないですね。本案は、「平成３０

年５月３１日をもって満了」と書いているけれども、任期の満了日の記載がありません。 

○文化生涯学習課企画官 通常ですと、ご指摘のとおりに委員の名簿のところに記しておく

べきでした。先程、説明だけはさせていただきましたが、平成３０年６月１日から平成３

２年５月３１日までの２年間の任期になっております。申し訳ありません。 

○毛利委員 はい、わかりました。 

○教育長 博物館の行事予定表で質問ですが、「コールマインチャレンジ！石炭を燃やそ

う！」の参加状況を教えてもらいたいのと、春の企画展の「米騒動と筑豊」の今のところ

の参加者の状況等も一緒に報告をお願いします。 

○文化生涯学習課企画官 まず、コールマインチャレンジでは、今まで参加者が一番多く、

天気に恵まれて１００人近くが参加していると聞いています。しかし、子どもたちが１０

数名で少なかったですね。残りが大人の方というか６０歳以上の人たちが楽しそうにやら
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れていたということです。今回は新館長も中に入って一緒に見てもらっておりますけども、

ただ賑わいという点では。 

体験学習は、子どもにやっていただきたいと思った事業なので、来年に向けてやはり、子

どもたちが集まるようなことを考えていきたいと思っております。 

○教育長 当然、校長会等で学校へのお知らせはしていますよね。 

○文化生涯学習課企画官 はい、行っていると思います。それから企画展のところですが現

在どのくらいかというのが、ゴールデンウィーク明けに集計した表が手元にありませんの

で、至急戻り次第お知らせしたいと思います。 

○教育長 是非、頑張って１人でも多くの方に見てもらえるようにお願いします。 

では、他にないようですので、以上をもちまして、平成３０年第６回田川市教育委員会

５月定例会を閉会いたします。 

 

（閉会１５時９分） 

 

 


