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○○○○委委委委員員員員長長長長    ただいまから、平成２６年第１回田川市教育委員会１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１５１５１５１５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１２１２１２１２月定例会会議録の承月定例会会議録の承月定例会会議録の承月定例会会議録の承

認について」認について」認について」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。 

        私が発言したところですが、１２ページの上から７行目です。市外の幼稚園や保

育所に通う皆さんもというところですが、市以外の、田川市営以外のという意味の

発言ですので、訂正をしていただきたいと思います。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 市立幼稚園以外の幼稚園や保育所ということですね。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そうです。 

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    訂正させていただきます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    ほかにございませんか。 

ご質疑がないようですので、日程第１「平成２５年第１５回田川市教育委員会１

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    議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号「「「「平成２平成２平成２平成２６６６６年度年度年度年度教育費当初予算について教育費当初予算について教育費当初予算について教育費当初予算について」」」」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○○○○教育部長教育部長教育部長教育部長    まず、私から平成２６年度教育費当初予算の要求ベースですが、その概

要について説明いたします。その後、各課長からそれぞれの内容について説明をさ

せていただきます。まず、歳入ですが、４課全体で平成２６年度は１億８３８９万

９千円です。これは昨年と比べて３１１６万１千円の歳入増となっております。そ

の主な要因としましては、教育総務課で約２１００万円増えております。これは、

防災の関係で伊田小学校と鎮西小学校の外壁を改修しますが、その補助金による増

でございます。次に、歳出です。４課全体で平成２６年度は１５億６２７５万９千

円です。２５年度と比べまして７６万２千円の微減となっております。各課ではか

なり増減があり、教育総務課では猪位金小中一貫校の関係等で１億５８００万円の

減になっております。猪位金小中一貫校の予算は平成２４年度予算と平成２５年度

予算があり全体で５億円近くかかります。平成２５年度予算では約２億３０００万

円計上しておりました。平成２６年度ではこれがなくなって、先程、言いました伊

田小学校と鎮西小学校の外壁の改修で約９５００万円を計上しており、その差額が、

この１億５８００万円の減ということになります。そのほか大きな増減は生涯学習

課の約６０００万円の減です。これは市民会館の空調とエレベータのやり替えで約
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８０００万円の減となりますので、それが大きく影響しております。また、文化課

は１億９７００万円の増となっております。これは作兵衛さんの関係で博物館の改

修が約２億８０００万円の増です。それから、青少年文化ホールの改修が７３００

万円の増です。一方、マイナスは平成２５年度は文化センターの改修と図書館の改

修が計上されており、これが約１億４２００万円の減となります。そういうことで

２億円近い増ということになります。各課でそれぞれ予算の増減はありますが、昨

年度当初予算と比べまして平成２６年度教育費当初予算は微減でございます。それ

ぞれの内容につきましては、各課課長から説明いたします。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 それでは、教育総務課からお願いします。 

○○○○教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長 それでは、教育総務課に係ります平成２６年度当初予算要求額の概

要につきましてご説明いたします。資料の１ページをお願いします。総括表でござ

います。まず、右側の歳出でございます。平成２６年度要求額は３億６０７７万３

千円で昨年度と比較いたしまして１億５８３６万９千円の減額となっております。

この主な要因といたしまして、小学校施設防災機能強化事業費では伊田・鎮西小学

校校舎外壁改修工事による増額等がございますが、猪位金小中一貫校の増築分の建

設が完了したことによる減額がこれを上回ったため減額となったものでございます。

次に、歳入でございます。要求額は２１８５万３千円で昨年度と比較いたしまして

２１７４万６千円の増額となっております。この主な要因は、小学校施設防災機能

強化事業に伴う補助金でございます。次に歳出の各事業についてご説明させていた

だきます。教育総務課では１１ページ上段の教育委員会人件費から１６ページ下段

の幼稚園園舎改築事業費までの１２事業の予算要求をいたしておりますが、主な事

業のみを説明させていただきます。まず、１３ページの下段でございます。小学校

施設維持管理経費でございます。この事業は小学校施設等の維持管理や運営に関わ

る各種経費で事業費は１億５６０５万８千円でございます。その主なものは、給食

調理員、事務補助員、学校司書員の賃金や電気料、校舎等の修繕料等でございます。

次に１４ページの上段、小学校施設防災機能強化事業費でございます。この事業は

平成２６年度に小学校の施設整備を行うための各種経費で事業費は９７３２万６千

円でございます。その主なものは冒頭でも説明いたしましたが、伊田小学校及び鎮

西小学校の校舎外壁改修工事の設計委託料や工事請負費でございます。次に１４ペ

ージの下段、小中一貫校整備事業費でございます。この事業は平成２５年度に実施
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した猪位金校区小中一貫校整備工事に伴う隣接家屋等の建物２０棟の建物事後調査

に係る経費で事業費は４０７万円でございます。次に１５ページの上段、中学校施

設維持管理経費でございます。この事業は中学校施設等の維持管理や運営に関わる

各種経費で事業費は６７０８万３千円でございます。その主なものは事務補助員、

学校司書員の賃金や電気料、校舎等の修繕料等でございます。次に１５ページの下

段、中学校施設防災機能強化事業費でございます。この事業は中学校の施設整備を

行うための各種経費で事業費は１６２万３千円でございます。その主なものは伊田

中学校屋内運動場吊天井の改修に向けた設計のための委託料でございます。次に１

６ページの上段、幼稚園施設維持管理経費でございます。この事業は幼稚園施設等

の維持管理や運営に関わる各種経費で事業費は２３１２万３千円でございます。そ

の主なものは幼稚園教諭の賃金や今回新たに加わりました船尾幼稚園園舎解体工事

請負費等でございます。次に１６ページの下段、幼稚園園舎改築事業費でございま

す。この事業は平成２５年度に実施した統合幼稚園整備工事に伴う隣接家屋等の建

築物９棟の建物事後調査に係る経費で事業費は１２０万４千円でございます。最後

に歳入でございます。２ページをお願いします。歳入のほとんどが伊田小学校及び

鎮西小学校校舎外壁改修工事に伴う学校施設環境改善交付金で２１７４万６千円で

ございます。以上で、教育総務課に係ります平成２６年度当初予算要求額の説明を

終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    学校教育課、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 学校教育課に係る平成２６年度教育費当初予算の要求額についてご

説明をいたします。１ページをお願いします。まず、歳入でございますが、１億１

０２０万４千円で８６０万５千円の増でございます。歳出につきましては、４億４

６４３万９千円で１３９８万６千円の増でございます。歳出でございますが、学校

教育課は１７ページから４４ページまで合計で５６の事業がございますので、この

増減の理由につきましてはこの後の説明の中で触れさせていただきたいと思います。

また、５６事業ございますので、説明は主なもののみで省略をさせていただきたい

と考えております。それでは、１７ページをお願いします。まず、上段、放課後児

童健全育成事業費でございます。これは平成２６年４月より６年生までを受け入れ

るクラブが猪位金、大浦、大藪、田川のクラブでございます。そのために指導員を

２名増員いたします。その人件費及び同じく平成２６年４月より児童クラブを利用
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している５、６年生につきまして学習支援を行いますので、その指導員の保険料を

計上させていただいております。事業費は７６１０万７千円でございます。続きま

して１７ページ下段、放課後児童クラブ施設維持管理事業費でございます。これは

平成２６年３月末をもって大浦・大藪幼稚園が廃園となります。放課後児童クラブ

として使用していた同施設の維持管理業務が教育総務課から学校教育課へ移管され

ることになりますので、学校教育課の予算として計上させていただいているもので

ございます。続きまして１８ページ上段、学力向上プロジェクト事業費でございま

す。次年度、児童生徒数の推計が増となりますのでＣＲＴ検査代が上がってまいり

ます。少子化の昨今でありますが推計値ではありますが、次年度、児童生徒数が６

７名の増ということを予想しております。また、学力の向上には社会性の育成が不

可欠であるということから、田川小学校、中央中学校で試行的にやっていただいて

おりましたＳＥＬ-8Ｓを全校で実施するためにその参考図書を全校に配布するため

の予算も計上させていただいております。続きまして１９ページ上段、事務局管理

経費でございます。学校教育課の臨時職員の人件費を放課後児童クラブの別事業で

計上したために減額となっております。続きまして１９ページ下段、教育研究所経

費でございます。これにつきましてはスクールソーシャルワーカーが２年目を迎え

ます。昨年度は人件費を推計で計上させていただいておりましたが、９月で補正を

させていただくほど時間外勤務が増えておりましたので、今年度は当初予算から要

求をさせていただいているところでございます。続きまして２１ページ下段、若年

者専修学校等技能習得資金事業費でございます。これにつきましては１２８万７千

円の減額でございます。理由といたしましては科目の２１番、若年者専修学校等技

能習得修学資金、ここが年々減少してきております。その減に伴いまして予算も縮

小させていただいているところでございます。続きまして２３ページ下段、小学校

維持管理経費でございます。これにつきましては科目の１３番、小学校校務用パソ

コン保守委託料を計上させていただいております。理由といたしましては次年度、

中学校のパソコンをリプレースいたしまして、校務用のパソコンとして使っていた

だくために、それぞれの職員にパソコンを配布いたします。それに伴いましてその

パソコンの保守の経費が必要になってきます。１９０万６千円の増額となっており

ます。２４ページ下段、小学校給食関係経費でございます。これにつきましては８

０７万円の減額となっております。これは平成２５年度に新しい食器、ＰＥＮ食器
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を導入させていただきました。次年度はその経費が必要ありませんので、その分の

減額となっております。２５ページ上段、小学校少人数学級運営事業費でございま

す。いわゆる３５人以下学級、少人数学級を措置するために市費講師を雇用すると

いうものでございます。今年度は５名でございましたが、来年度推計で６名の予定

でございます。また、これは推計値でございますので、もし、変更があった場合は

直近の時期に補正をさせていただきたいというふうに考えております。８０２万６

千円の増額でございます。続きまして２８ページ上段、小学校就学援助事業費でご

ざいます。２１１万８千円の増額となっております。先程、少し触れましたように

次年度、新一年生が増員の予定です。今年度は４３１人でございましたが、次年度

は今のところ推計ではございますが４９９名、久しぶりに５００に届く新一年生の

入学が予定をされております。それに伴いまして、就学援助費が増加するであろう

ということで計上させていただいているところでございます。続きまして３２ペー

ジ上段、中学校維持管理経費でございます。これは小学校と同様に校務用のパソコ

ンを職員に配布いたします関係で、その保守の経費を計上させていただいておりま

すので、１５０万１千円の増額でございます。３３ページ上段、中学校少人数学級

学習指導事業費でございます。これもまた小学校と同様でございます。平成２５年

度は７名を雇用いたしましたが、推計値では平成２６年は６名ということで４３０

万６千円の減額でございます。これもまた基準日によりまして、もし、変更があっ

た場合は直近に補正をさせていただきたいというふうに考えているところです。最

後に４４ページ上段、幼稚園就園奨励費でございます。幼稚園就園奨励費につきま

しては制度変更がございました。多子世帯に厚くという制度改正がなされておりま

す関係上、幼稚園就園奨励費も増額が見込まれますものですから４５０万３千円の

増額とさせていただいているところです。学校教育課については以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 生涯学習課、お願いします。 

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 それでは、生涯学習課に係ります平成２６年度当初予算の要求額に

ついて説明いたします。１ページをご覧ください。まず、歳入の総額につきまして

は１６６８万円で今年度当初予算と比較して５０７万６千円の増額です。増額の主

な要因は国の委託事業実施に伴うものでございます。次に、歳出の総額につきまし

ては２億５６７万２千円で今年度当初予算と比較して５３９９万１千円の大幅な減

額となっております。減額の主な要因は今年度、市民会館の空調設備等の大規模な
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改修を行ったことによるものでございます。次に、歳出の主な事業について説明い

たします。全体の事業数といたしましては４５ページから５８ページに記載してお

ります２６事業でございます。４７ページ下段をお願いします。人権・同和教育事

務費でございます。その主なものは人権・同和教育推進のための社会教育相談員、

社会教育指導員の人件費でございます。次に４８ページ上段をお願いします。教育

集会所管理運営費でございます。主なものは老朽化した教育集会所を計画的に改修

するための工事請負費でございます。次に４９ページ上段をお願いします。地域活

動指導員設置事業費でございます。主なものは通学合宿や小学生の体験活動等の推

進に関わる地域活動指導員の人件費でございます。次に５０ページ上段をお願いし

ます。青少年対策事業費でございます。主なものは青少年対策推進に関わる嘱託職

員の人件費や青少年問題協議会委員報酬でございます。次に５２ページ上段をお願

いします。市民会館維持管理費でございます。主なものは電気料、施設修繕料及び

館用の器具費でございます。次に５３ページ下段をお願いします。地域活動活性化

事業費でございます。主なものは市内８中学校区に組織されております校区活性化

協議会の補助金でございます。次に５５ページ下段をお願いします。保健体育総務

事務費でございます。主なものは体育施設及び市民プールに関わる指定管理運営業

務委託料でございます。次に５７ページ上段をお願いします。地域スポーツ活動推

進事業費でございます。主なものは今年度から引き続き実施を予定している国の委

託事業である「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」に係る

講師等謝礼金でございます。なお、歳入につきましては７ページ、８ページに記載

している通りでございますので、説明は省略させていただきます。以上で、説明を

終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    文化課、お願いします。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長    それでは、文化課に係ります平成２６年度当初予算について説明させて

いただきます。まず、１ページの総括表をご覧ください。歳入は３５１６万２千円

を予定しております。増減としましては４２６万６千円の減となっております。こ

の主な要因は博物館の入館料の減でございます。歳出は５億４９８７万５千円を予

定しております。昨年度は３億５２２６万３千円で１億９７６１万２千円の増とな

っております。この主な要因は石炭歴史博物館改修等の工事でございます。文化課

の資料につきましては歳入が９ページから１０ページ、歳出が５９ページから７２
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ページまでとなっております。歳出からご説明したいと思いますので、５９ページ

をお願いします。上段は図書館維持管理費、下段は図書館運営事業費でございます。

図書館維持管理費については前年と変わりはなく、増額分については主に消費税の

関係でございます。図書館運営事業費についてでございますが、来年度予算の特徴

といたしまして、平成２７年度から図書館の開館日を増やすということにしており

ます。それに伴い臨時職員の増を予定しておりますので、その人件費の増が主な要

因でございます。また、図書館の電算システムの経年劣化により、すでに維持管理

が困難な状況となっております。その改修を行う費用が３４０万円ほど増になって

おります。これはパンチ業務等委託料の中に含まれております。また、改修工事を

現在行っておりますが、その工事完了後に備品等の購入費として器具費を３４０万

円ほど計上しております。６１ページ上段をお願いします。図書館費の内、新規事

業費として図書館蔵書充実事業費としまして１２６０万４千円を計上しております。

これは田川市では子どもの蔵書が大変古くて少ないという点を改善するため、５ヶ

年の計画で子どもの本を５万冊を目標に増やしていこうということでございます。

６２ページからは石炭歴史博物館に係る経費でございます。６４ページをお願いし

ます。上段の埋蔵文化財発掘調査事業費でございます。これは大きな増減ではござ

いませんが、三井斜坑部分の発掘調査を平成２６年度に予定しております。ここの

土地は田川市の土地ではありません。民間の土地ということになりますので、そこ

の不動産鑑定等を行い、最終的にはそこを買い上げる必要性が出てまいります。こ

の事業ではそういったことも合わせて行う予定としております。６５ページをお願

いします。上段の世界記憶遺産保存事業費でございます。これは３ヶ年計画で山本

作兵衛コレクションの保存改修等をやっていこうと予定しておりましたけれども、

平成２６年度が３年目の最終年度でございます。前年度は１３００万円以上を計上

しておりましたけれども、最終年度ということで６１７万３千円で７５６万９千円

の減となっております。これは最後の年度のため調整ということで減額となってお

ります。６７ページをお願いします。上段の石炭・歴史博物館改修事業費でござい

ます。これは石炭・歴史博物館の収蔵庫並びに第２展示室等を改修する費用でござ

います。できれば工事は平成２７年度中に終わらせたい、今の予定としましては平

成２７年の５月か６月にずれこむような工事日程になるというふうに考えておりま

す。工事請負費等２億８３００万円を計上しております。６８ページをお願いしま
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す。ここからは文化センター及び青少年文化ホールの維持管理と文化事業に係る経

費でございます。上段の文化会館維持管理事業費は文化センター及び青少年文化ホ

ールの維持管理に必要な経費で主なものは指定管理業務の委託料４４３１万９千円

でございます。６９ページをお願いします。下段の文化会館改修事業費でございま

す。これは青少年文化ホールの外壁等改修工事でございます。今年度は文化センタ

ーの外壁等改修工事を行っておりまして、来年度は田川青少年文化ホールの外壁等

の改修工事と屋上防水改修工事等を行う予定としております。７０ページをお願い

します。上段の田川青少年文化ホールエレベータ等設置事業でございます。現在、

青少年文化ホールにはエレベータがついておりませんので、以前より市民から出て

いるエレベータをつけてほしいという要望に応えて設置するものでございます。同

時に洋式トイレの増設や温水洗浄便座等の設置等を行なってまいります。７1 ペー

ジをお願いします。ここからは美術館に係る経費でございます。上段の美術館企画

展事業費でございます。これは主に来年度美術館で行われる企画展の予算等でござ

います。以後は、ほぼ例年通りでございます。企画展の事業費が減っておりますが、

これは企画展によって係る経費が変わるためで特に何かをやめたということではご

ざいません。次に歳入の説明でございます。９ページをお願いします。歳入の主な

ものは最上段の使用料及び手数料の内、石炭歴史博物館入館料と美術館使用料でご

ざいます。平成２６年度は６８１万５千円と昨年に比べてかなり減額をしておりま

す。これは石炭・歴史博物館の入館者が減少しているためでございます。次に１０

ページの最上段、文化振興基金繰入金でございます。これは美術館の企画展等に充

当するため文化振興基金から繰入するものでございます。以上で、文化課に係りま

す平成２６年度当初予算の説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    ありがとうございました。ご意見、ご質問等ございませんか。 

○○○○公門公門公門公門委員委員委員委員    児童クラブのことについて教えていただきたいのですが、今は小学校で

なさって効果があるというご説明だったと思うのですけれども、中学校については

これからも何もしないのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    放課後児童健全育成事業という国の補助事業でございまして、今回

の改正で「概ね１０歳未満を対象とする」から「小学生を対象とする」というふう

に改められました。小学生全体まで拡充された事業でございますから中学校は対象

ではございません。 
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○○○○公門公門公門公門委員委員委員委員    では、中学生については今のままで行くのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    中学生ですので、例えば、家に帰って一人で置いておくことが心配

ということは生じないと思います。児童クラブのようなサポートではなくて、現在

やっております土曜学び塾とか、そういう学習面でのサポートはさせていただいて

おりますが、遊び、生活に対するサポートは中学生では考えておりません。 

○○○○公門公門公門公門委員委員委員委員    土曜学び塾について、以前、随分効果が出ているということをお聞きし

ましたが、月２回の開催でどうかという問題とここまで連れてこなければならない

という問題があります。教育というのは平等であるべきだということを考えると、

遠くの人はなかなか歩いて来られません。現実的な問題として、学力的にサポート

していこうとすれば、各学校とか各公民館に退職された校長先生とか、それ以外の

退職された先生とか、県立大の生徒さんとか、そういう方々に来ていただいて、そ

こで学力を上げる努力をするべきではないでしょうか。そうしないと外部との格差

はなかなか埋まらないと思います。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    学習支援のことについては検討させていただいているところですが、

今、委員さんが言われましたように公民館単位でやるとなりますと、かなりの数の

講師の方も必要になってまいります。一例を申し上げますと、今回児童クラブで５、

６年生の学習支援をしようということで退職校長会へお願いをしてボランティアさ

んを募りましたが、現在のところ良いですよと言ってくださっている方が４名でご

ざいます。先日の校長会でもお願いをしたのですが、地域ボランティアさんがいま

せんかとか、そういうところまで広げていかなければいけないというふうには考え

ておりますが、これがまた中学生までとなりますと指導いただける方がどれくらい

いるのかというのが不透明でございますから、少し難しいのではないかと考えてい

るところです。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員    おっしゃることはよくわかります。前にも申し上げたと思うのですが、

子どもさんと一緒に勉強をするときにわからないことを何人もの前で聞くのはやは

り嫌なんです。２人か３人であれば生徒のプライドも傷つきませんし、私が子ども

さん達と勉強していた時は数人でもそれぞれの問題集は変えていました。そうする

と自分の問題が解けなくてもそんなには気にならないです。だから、あきらめない

で地域に訴えて、広報などでも訴えて、新学期の時にはこういうことを教育委員会

としては考えていますし、こういうことを学校としても考えていきたいと思ってい
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ますという気持ちを発信するべきだろうと思います。予算も必要なことですから、

今、お返事をということでは決してありませんが、何とか考えていただければと思

います。とにかく今のままでは何とも進まないといいますか、そういう気がしてな

りません。それとどこで言っていいのかわかりませんので、ここで言わせていただ

きますけれども、小学校２年生の国語で出てきたと思うのですが、今週のニュース

についてです。学校訪問に行った際、壁にお母さんが退院してとても嬉しかったと

いうようなことを書いて貼ってありましたけれども、あの今週のニュースというの

が先生と最初に繋がる交換ノートになり得ると思います。５年生、６年生になって

急に交換ノートを配って何か言いたいことがあるなら、悩みがあるなら書きなさい

と言っても子どもは書かないと思います。小学校２年生ぐらいで始まりの地点を作

って、そこでノートを配って、それに今週のニュースというのを書いてもらって、

それを継続していくような努力をなされたらいかがかと思います。これも予算がか

かることですけれども、その２点について検討いただくよう希望いたします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    詳しいご意見をいただきましたけれども、そういった先生との交流とか、

いろいろな悩みを抱えている子どもさん達の表現手段とか、そういうことを具体的

にどう考えられていますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    今の問題には２つの要素が入っているというふうにお聞きしており

ました。１つは心の問題、１つは国語力の問題でございます。国語力の問題につき

ましては、小学校の教育課程では、例えば、低学年では同じようなことですけれど

も、文章を書く力は育ててまいります。ただ、重点が違います。低学年では順序で

す。物事の順序をどう捉えるかという順番に書いていくということから、高学年の

目的意識、相手意識に応じた文章の並べ替えというふうな発達段階に応じたカリキ

ュラムが組まれておりますので、国語力に関しましては十分通常の学習の中でつけ

ていっているというふうには考えております。問題は心のところです。今、言われ

ましたように先生と心の交流をどういうふうにやっていくか、これにつきましては

共通的に取り組まれているものではありませんが、例えば、先生、あのねのように

先生、あのねから始まって、自分のことを語るのを積み重ねてノートにしてという

よりも１枚、１枚プリントを渡して、それを綴っていく形で取り組まれているとこ

ろがありますので、一冊のノートというよりもそれを綴っていくファイリング形式

の方が効果的ではないかなというふうには考えているところではあります。 
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○委員長○委員長○委員長○委員長    それはやっている先生とやっていない先生がいらっしゃるということです

けれども、全市的にいかがですかということは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    それはどうしても時間外になろうかと思います。例えば、朝の学習

時間を使って作文力をつける一環として、こういうことをやってはいかがですかと

いうことの投げかけはできるというふうに思います。教育課程の中に入れ込むとな

りますと時間的に制約があります。教科によって内容が決められていて、それに応

じて時間数が決められておりますので、なかなか難しいかとは思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    先程の中学生の学習のフォローについてです。お聞きしておりまして感じ

ましたことは公民館単位では地域によっては子どもの数が減って集まらないのでは

という気がしました。学校単位でしたら、そのまま学校に残ってもらって、塾に行

かれるお子さんは行けばいいし、塾に行けないお子さんとか、塾に行くことを考え

ていないお子さんとか、フォローが必要なお子さんについては、例えば、小学校で

は学習応援団みたいなことを各学校で自発的にやっていらっしゃいますが、そうい

った形で小さいですけれども、一教室でというようなところから出発していくとい

うことはできないのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    小学校も中学校も学習応援団を応募して来ていただきます。ところ

が、決定的な違いは小学校の学習応援団は集まりますが、中学校の学習応援団はほ

とんどおいでいただけません。それはやはり学習内容とも関わってきているのかな

というふうに思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員    それはその通りだろうと思います。何度か土曜学び塾を見せていただい

たときに、これは解けないかもしれないと不安になるのは立体の切断なんです。あ

れを４５分くらいの試験時間の中で解くのは少し難しいと思います。それを子ども

さんに僅かな時間で説明できる能力が今の自分にまだ残っているかというのは自信

がないですね。そういうのは本当の数学の先生にいていただいて、それ以外の例え

ば、一次方程式とか、二次方程式とか、そういうところを教えていただければいい

と思います。そうしないと無理だと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    お話を伺っていますと予算がかかることですし、そうはいってもここに来

ることも無理なお子さんがいらっしゃいますので、指導する方が見つからないのな

らば、広報でもインターネットでもいいですし、何かの形で呼びかけてご参加いた

だけるような形づくりをしていただいたらいいかと思います。 



 

 １２ 

    それでは休憩とします。 

（休 憩  １４時５０分） 

（再 開  １５時４５分） 

○委員長○委員長○委員長○委員長    再開します。 

○毛利○毛利○毛利○毛利委員委員委員委員    学校教育課の歳入です。育英資金貸付金元金収入ですが、この収入の現

状はどうでしょうか。それと１８ページの上段の内容についてです。学力テストに

ついてですが、これは県の予算ではなくて市の予算で行っているものでしょうか。

それと、その結果は県がしているテストとどういう形でどう関わり合いをもってい

るのかということをお聞きしたいと思います。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    育英資金の収納率につきましては、詳しい数字がないのですが、２

０％台の収納率であったと思います。ですから、それを少しでも増やしていく努力

は今後も続けてまいりますし、悪質な場合は訴訟等の対応も考えて今後は取り組ん

でいくということをお約束しておりますので、それを継続してまいりたいと思いま

す。１８ページの学力向上プロジェクト事業費の学力検査につきまして、これはＣ

ＲＴの検査でございます。全国学力学習状況調査は４月に実施をされます。ＣＲＴ

検査は１月に実施をいたしますので、このＣＲＴ検査をもって、その当該学年の１

年間の成果がどうだったかを見たいと考えて、この時期に実施をさせていただいて

います。ですから、これをもちましてその年度の成果を見るとともに、次年度の課

題を明らかにするための検査であるというふうに位置付けております。なお、この

データにつきまして、例えば、保護者セグメント調査と相関を出してみて、それが

保護者の信頼度に繋がっているかという分析等を進めるとともに各学校でＣＲＴ検

査は目標準拠ですので、どこの目標値に達していないところがあるのかというのを

教科ごとに見ていって、積み残しのないように、言葉は適切ではありませんが、完

了できるように３月までにもう一度落ちているところを補充するという形にも使っ

ていただけるのではないかな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    そういうことになると、例えば、前学年との比較もできるわけですよね。

前学年とどう変化したかということは個人、個人はわかるでしょうし、教師の力量

も関係してくるのではないかと思うのですが、そこはどうですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    データとして、それが必ず根拠があるものかどうかというところま

では判断はつきかねるところですが、教師の指導力が影響するというケースも出て
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くるのではないかというふうには思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員    そこは追及することはないでしょうね。ただ、本人が考えることなのか

も分かりませんが、反省する余地は出てきそうな気がします。個人、個人はそのデ

ータはもらえるのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    個人といいますと、子ども達でしょうか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員    そうです。 

○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長    簡単なものになりますが、ここが足りないとか、ここはいいですよ

とか、点数ではなくて文言で書いているものを返します。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員    猪位金中学校で給食が始まるのですが、まだそこまで決まっていないか

もしれませんが、給食費はどうなりますか。小学校と同じですか。それと量につい

てもどうでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    給食費の問題につきましては、４月から消費税が３％増税されます

ので、それを含めて給食費全体の見直しの必要があるというふうには考えていると

ころです。それに伴いまして中学校をどうするか、量で言いますと中学校給食は小

学校給食の 1.３倍というふうに規定されていますので、給食費も１.３倍にするの

か、若干それより下げるのかということについて現在、検討しているところです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    今、給食費について話が出ましたので、予算には関係ありませんが、以前

に給食費のトラブルがあったことがありますので確認したいと思います。先程の話

では消費税増税に伴い給食費のアップも見込んでいるということで繰越金の問題が

生じると思いますが、各学校はどのような方針で対応しているのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 決めさせていただいた要綱に基づいて、現在決めさせていただいた

上限の繰越金が出ている学校はないというふうに把握しています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 それから、預り金関係の残のチェックはきちんとなされているのかどうか、

もう一度確認させていただきたいと思います。 

○○○○学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長 学校教育課職員が学校を訪問させていただいて、帳簿を見せていた

だいて確認させていただいております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 現金残もチェックしていますか。預金通帳と金庫の中の現金等を突合して

いますか。 

○○○○適正規模適正規模適正規模適正規模推進室長推進室長推進室長推進室長    学校で直接保管をしている現金については私ども職員が立ち入

りました時には確認はしておりません。預金通帳残高、それから収入、支出のそれ
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ぞれの伝票、それを集計しております管理簿がございますのでそれとの照合、伝票

に証拠種類がきちんと添付されているか、その辺りの検査をしております。あくま

でも書類上、帳簿上のチェックだけです。現金による保管はチェックしておりませ

ん。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 書類が正確であるという一番の証明は現金残と帳簿上の現金残高が一致す

るということです。一致しないということもこれはきちんと収納されていることを

説明することができます。おつりの出し間違いとか、そういうミスも必ずあること

だと考えられますので、その原因さえ突き止められれば合致しないことも恐ろしい

ことではありませんので、その辺りの確認がなされれば完璧なチェックだと言える

かもしれませんね。 

 ほかに、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１号「平成２６年度教育費当

初予算について」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「平成２６年議案第２号「平成２６年議案第２号「平成２６年議案第２号「平成２６年度度度度田川市立小・中学校県費負田川市立小・中学校県費負田川市立小・中学校県費負田川市立小・中学校県費負

担教職員人事担教職員人事担教職員人事担教職員人事異動異動異動異動取扱要領について」取扱要領について」取扱要領について」取扱要領について」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２号「平成２６年度田川市立小・中学校県費負担

教職員人事異動取扱要領について」ご説明いたします。本件は平成２６年度田川市

立小・中学校県費負担教員人事異動取扱要領について、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。それでは説明をさせていただきます。１２月定例会におきまして、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議決いただいたところです。

そこで今回は田川市立小・中学校県費負担教職員人事異動はその人事異動方針に基

づき、以下の要領で行うという細目について決めさせていただいたものです。読み

上げて提案をいたします。 

1 教職員組織の充実適正化について 

 １）学校のかかえる課題及び特質等を十分に勘案する。 

 ２）教職員組織の均衡を失しないよう資格、性別、年齢等を勘案する。 

 ３）中学校においては、教科運営、生徒指導の適正化を優先する。 
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 ４）加配教員等については、その職務内容及び学校組織運営上の課題を考慮し、 

  その適正化を図る。 

 ５）管内同一ブロック（田川市・田川郡）における人事異動を図る。 

 ６）小・中学校間や県立高等学校（高等学校・特別支援教育諸学校・中高一貫教

育校）との人事交流（研修も含む）を図る。 

  ７）学校事務の共同実施を踏まえた職員配置に努める。 

２ 年度末異動について 

 １）管内同一ブロック、管内他ブロック、管外、他府県及び県立学校との交流に

ついては、筑豊教育事務所、県教育委員会との協議の上行い、人材確保に努め

教職員組織の改善と適正化を図る。 

 ２）職員組織の状況を考慮し、適材適所を旨として小・中学校教職員の異動を行

う。 

 ３）職員人事の刷新のため、同一校永年勤続者の計画的異動を図る。（６年異動、

１０年までを原則）新規採用者は学校運営上の事情等を考慮しつつ、同一校の

永年勤続はさける。 

 ４）校長・教頭の異動については、業績評価の結果を考慮し、学校、地域の実態

に立ち、同一校勤務年数の適正化を図る。 

 ５）異動希望のある教職員については、本市教育の振興上あるいは学校運営上著

しく支障がないと認められる場合に、その理由を考慮して異動を行う。 

３ 昇任及び新規採用者の配置について 

 １）校長・教頭 

   校長・教頭任用候補者選考試験受験者のうちから、人格高潔で教育的識見、

学校の管理運営に対する意欲、研修指導等に十分な力量を持つ者について教育

事務所を経て、県教育委員会へ推薦するものとする。 

 ２）新規採用者 

   市内の状況に鑑み適正に配置を行う。 

４ 中学校における教頭専任化に努める。 

５ 配偶者及び三親等内の親族の同一校配置は行わない。 

６ 教職員の異動にあたっては、学校経営の方針や学校事情等も考慮し、校長の意

見を徴しておこなう。以上でございます。 
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○○○○委員長委員長委員長委員長 ご意見、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 ４月から猪位金小中一貫校が開校するにあたって、管理職はどういう形   

になるのですか。例えば、副校長ができるのならば、副校長はこの中のどの位置付

けになるのかをお聞きしたいと思います。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 副校長の配置は考えておりません。一貫校校長１名、小学校、中学

校に教頭１名ずつの配置を考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ２ 年度末異動についての３）ですが、同一校永年勤続者の６年異動、１

０年までを原則というのはどういうことですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ６年を異動の対象とするということでございます。長くても１０年

までというふうに考えるということでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 現在、１０年を超えて同じ学校におられる先生はいますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 把握しているところでは１名いると思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 それは異動が難しい事情があって、そういうことになっているのでしょう

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 学校事情というところでそうなってきているのではないかと思いま

す。しかし、できるだけ異動する方向では考えていきたいと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今回の人事は原則に基づいて考えていただきたいと思います。 

 以前、柏村委員長がよくご質問になられたことがあります。５ですが、これは教

職員のことですね。教職員同士が三親等内は配置されないということですよね。ま

た、校区の問題かもしれませんが、先生が親御さんでいらして、生徒がお子さんで

いらっしゃるということが以前はあったようですが、そういったことはどうでしょ

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 人事異動方針といたしましてそれを盛り込むことはしておりません。

ただし、実態としてそうならないように配慮はしていくのだろうと思います。要領

としては今後も盛り込むことは考えておりません。 

○委員○委員○委員○委員長長長長    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。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認めます。よって、日程第３ 議案第２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取扱要領について」は原案のとおり可決いたします。 
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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３号「学校適正規模について」議案第３号「学校適正規模について」議案第３号「学校適正規模について」議案第３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。 

○○○○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 学校適正規模についてご説明いたします。以前、教育委員会の

折に校区再編については今後、基本計画を策定することになるため、項目ごとにご

検討いただけたらというお話を差し上げました。本日の資料は基本計画を策定する

にあたってその方針を立てる必要がある、その前提として、考え方としてはこうい

ったものでよいかといったことをお諮りしたいと申しているものです。１ページを

お願いします。校区再編基本方針に示す要件として７項目、それからパブリックコ

メントを実施いたしまして、教職員の体制といった項目は除きまして、その他の意

見として主なものをここに挙げております。なお、教育委員会の意見交換の折に出

ましたものはこれらの内に含まれるものとして２ページ目以降の考え方の中で表現

をしていくつもりでございます。それでは、２枚目をご覧ください。校区再編基本

方針に示される事項及びパブリックコメントによる意見とそれらに対する考え方と

して、一定程度のくくりでその事項を集約し、考え方を下に示しております。まず、

最初に挙げられますのが 1－（１）から(３)までと１－(６)です。全校が小規模校

である中学校のみを対象とすること。２校または３校に統合すること、これは猪位

金校区を除いております。それから、１小学校１中学校も視野に入れた校区再編で

あること。１学年で３学級以上かつ、３学年で９学級以上であることとするもので

す。その下の考え方といたしましては、本年８月時点の住民基本台帳データによる

生徒数は１,２８７名、猪位金校区を除き、区域外通学は加味しておりません。ちな

みに、猪位金校区は７３名でございます。そして、１学年３学級かつ３学年９学級

であるためには、現行の本市の少人数学級の基準は１学級あたりの収容人員の上限

を３５人としておりますけれども、それが維持されていることを前提とすれば、各

学年１０５名の生徒数が維持されていなければならないこととなります。校区再編

基本方針に示す人口推計では、平成４２年度時点における１４歳以下の人口は約３

１％減少するというふうに見込んでおります。従いまして、その時点で上記要件が

維持されるためには統合校間の、例えば、２校なり３校なりにする際に生徒数がほ

ぼ同程度の規模になるように配慮して統合することとしても、３校に統合するので

はこの３１％の生徒数減が全市的に同様に発生するとすれば要件を満たすことがで

きないということを意味しております。また、将来的に１小学校１中学校への統合
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も視野に入れるならば、通学手段の選択肢も考慮しておく必要がある。こちらは教

育委員会の意見交換の折に将来的に１小学校１中学校への統合を視野に入れるので

あれば、交通の利便性に配慮した学校の選択が必要ではないかといったものに配慮

した表現としております。続きまして１－（４）、１－（５）です。まず、田川中学

校と中央中学校の統合は長期構想の中で検討することについてです。通学区域の矛

盾もございますので、通学区域の矛盾を解消する校区の再編とすること。同様にパ

ブリックコメントで、１つの小学校から複数の中学校に分かれない配慮が必要では

ないか。この意見の意とすることとしましては通学する学校と所属する校区活性化

協議会の矛盾がある生徒がいるというものでした。これにつきましては、現在、本

市の通学地域は、行政区を基本として編成されているが、後藤寺中学校区と中央中

学校区では、平松町及び千代町において、小学校は後藤寺小学校、中学校は行政区

内の街区符号によって、この街区符号というのは例えば、千代町５番３号といいま

すときの５番、その何番という番号になります。この街区符号によって、後藤寺中

学校と中央中学校に分かれて進学しております。この場合には、在籍校と校区活性

化協議会の所属が異なることとなります。また、田川中学校区と中央中学校区では、

松原１区と２区・３区において、小学校の時は田川小学校と大藪小学校に分かれて

通学しております。中学校では田川中学校で一緒になるのですが、そういったこと

もございます。今後取り組む校区再編では、中学校のみを対象とするため、小学校

区のずれは依然として存在するが、小中連携の点からすれば、基本方針にもあるよ

うに小学校区を基本とする校区活性化協議会の活動継続が可能であろうと、従いま

して、小中連携も維持できるのではないかと考えられるとしています。また、この

ほかに地勢的な理由から特例区として区域外就学を認める地区も市内に存在してい

ます。これは例えば、高住町、平岡、それから伊田、鎮西校区では稲荷町方面、そ

れと弓削田校区では川宮とか、いくつかございますけれども、そういった地区も存

在しています。これらを解消するために、それぞれのケースにおいてなるべくクロ

スする各行政区を一つの校区に包含するような再編を検討することとなろうといっ

たことを書いております。続きまして、２－（２）です。通学路対策、交通事情対

策、スクールバス導入についてです。それぞれに応じて対策を講じるべきではない

かとするパブリックコメントの意見がありましたけれども、これに対します考え方

としては、通学路における安全確保は、各学校で通学路の安全点検が実施されてお
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ります。道路管理者により安全対策が徐々に進行しておりますが、現行の通学路と

異なる通学路が新たに発生することが考えられますので、再編する校区が確定次第、

改めてこれも市教委のほうから行うことになろうと思いますけれども、道路管理者

に対し、対策を要請します。それから、通学に際しては、交通事情は依然厳しいも

のがあると思われます。発生する通学距離、通学時間の生徒に与える影響、生徒の

安全や学校の教育活動への影響などを勘案し、対策を検討する。これは基本方針に

あるものを踏襲しております。続きまして、２－（３）です。地区住民への丁寧な

説明をお願いしたいとするものがございました。これはもちろんですが、基本計画

（案）ができましたら、それぞれ校区ごとに説明会を開く必要があろうかと思われ

ます。そうすることで校区の住民の方、それから、保護者の理解を得ていく必要が

あると思います。なお、基本計画の後にそれぞれ具体的な実施計画といったものを

策定する必要がございますけれども、その際にも説明会などを開催し、理解を得な

がら、計画を策定する。なお、実施計画が確定した後は、手法としては猪位金のよ

うに地区住民の代表の方を構成員とする委員会のような組織も必要になろうかと思

います。その他として、文部科学省が定めております中学校整備指針といったもの

がございます。学校規模に応じて一定程度、敷地面積はこれくらい必要、校舎はこ

れくらい必要、運動場はこれくらい必要と示されているものがございますけれども、

校地についてまとまりのある適正な形であることが望ましいという表現がされてお

りますが、新たな一団の土地を確保することは非常に困難であること。それから、

当市の財政負担の過大なことを考慮すれば、既設の校舎を利用する計画とせざるを

得ないでしょう。また、一旦校区を確定した後は線引きは変更いたしませんといっ

たものを盛り込む必要があろうかと思います。以上です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ただいまの説明に対してご質問、ご意見等ございませんか。 

  校区が入り混じっているところがあって、それを解消することも考えなければな

らないというところがありましたが、改めてこれを読んでみるとなぜ、今すぐに整

理ができないのだろうかと思ったのですが、何か理由があるのですか。 

○○○○適正規模適正規模適正規模適正規模推進室長推進室長推進室長推進室長 例えば、松原ですが、実際に通学する距離の問題があると思い

ます。松原１区と２区・３区では間に大きな道もあります。そういう道をはさんだ

りとか、地勢的な問題もあるのだろうと思います。それをなぜ、今整理できないの

かと言われますと、はっきりとはお答えできないのですけれども、地勢的なものが
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主な理由として考えられると思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 私も１０年くらい携わっているのですが、整理しなくてはという話は以前

から出ていたのですけれども、整理しようとしたことは今までありませんでした。

今、改めて考えてみると、なぜ、整理してこなかったのだろうかと思います。交通

機関を使っているわけでもなく、高住町から後藤寺中に行かずに中央中に行ってい

るのは近いからなのですか。そういう問題なのですか。 

○○○○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 高住町から後藤寺小学校へ通学するとなりますと、都市計画街

路の下をくぐって千代町のトヨタカローラの横に上がってきて後藤寺小学校に行く

と思います。だいたい２キロくらいはあるだろうと思います。中学校はさらに県道

をまたいで後藤寺中学校までですから、そうした時には中央中学校の方が断然近い

ということで認められているのかと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 近さの問題で、そういう慣例ができたものなのでしょうか。 

○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 そうではないかと思うのですが、詳細は定かではありません。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 活性化などの地域の問題もあるのではないですか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 私が田川中学校にいたときに松原１区のことで教育委員会にお願いに行っ

たことがあったのですが、歴史的なことといいますか、たぶん校区を決める時に校

区の方の意見を聞きながら決めたのではないかと思います。だから、教育委員会が

簡単に同じ松原だから全部大藪小学校というふうにはできないと聞きました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 時代は変わりましたよね。いつも活性化との問題があると聞き続けてきた

のですけれども、もし、それが解消できるのであれば、そんなにハードルが高くな

ければ、統合とは関係なく、解決できる問題ではないかと思いました。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ただ、生徒数等も関係してくるのではないでしょうか。松原１区の方から

何人が田川小学校へ行っているのか分かりませんが、全員が大藪小学校へ行ったと

したら、田川小学校はますます小さくなるような気がします。中学校再編が契機と

なって、中学校区でまとまれるようになるというのは予想できるから、それはそれ

で良いのではないかと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 なぜ、そうなっていたのかがよく分からないままの問題というものがほか

にもあるかもしれませんので、いろいろな問題を話し合いたいですね。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 星美台とかはどちらでも通えますよということで引越をして来た人がいま

す。だから、簡単にここはこの学校ではありません、違う学校に行ってくださいと
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いうことが言えなかったのだと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ２ページに３校への統合では要件を満たすことが難しいと書いています

が、３校というのは猪位金を除いて３校にするのは難しいという意味ですか。 

○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    そうです。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員    ということは２校として考えなければいけないということですね。 

○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 この文の１行目に１，２８７名という数字がございます。田川

市全体で１４歳以下が平成４２年度時点で３１％減少するというのがございますの

で、この１，２８７名が８８０から８９０名になります。３校で割りますと３００

人程度となりまして、３１５名を維持できないということを述べております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 例えば、今度歩いてみようと言っている魚町から夏吉の向こうまでを考

えたとき、今までは通学路ではないのに今度は通学路になると仮定して歩くと考え

たときに、大型の車は通る、歩道はあるけれども電気もついていない、家も何もな

いところを数ｋｍ、子ども達を歩かせるというのは相当危険ではないかと思いまし

た。あの場所を考えたら、私は到底歩くことは無理だと考えています。ほかに通学

する方法も考えたのですが、あの道が最短なんですよね。最短だけれども、危険性

が強いな。そして、危険性と同時に遠いなとも思いました。それなら、小中一貫校

はどうかとそれも考えの一つだとも考えました。ただ、３校では無理ということを

言われたら、やはりダメかと思ったり、それも１つの視野かなとも思ったりしてい

ます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 私が歩きましょうと申し出たのはそういうこともあります。寒い日とか、

雨が降ったときとか、実際に条件の悪いときに歩いてみて、安全にできるものなの

かということを身をもって体験しないと地図の上ではわからないものですから、そ

ういった実態も鑑みてみたいと思いました。そうなったら、もうバスで移動するし

かないとか、いろいろな考え方が出てくると思います。一貫校にしても、将来、人

数が先細っていくであろう一貫校が東と西に１個ずつあるというのもどうなのかと

いうこともあるでしょう。しかし、県立にしても中高一貫校が増えていくのであれ

ば、小中一貫校という考え方も一般的になってくるかもしれない。いろいろな角度

から考えるとなかなか難しいと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 今度、歩いてみましょう。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 何か分かりにくいところとかありませんか。それを基にして、各自でイメ
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ージをもって、次の話に進めていきたいと思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 今日はご説明をいただくだけでいいわけですね。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 これは私達が今まで話をしてきたことを整理していただいたものですから、

これからは１項目ずつ話をしていくということになりますか。 

○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 これらをベースにして策定の方針を確定できればと考えていま

す。その際に通学距離に対しての考え方、３ｋｍなら３ｋｍ、２.何ｋｍなら２.何

ｋｍといったものを示せれば、それが一番いいとは思っております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 学力の問題も含めて早急に動いて早めに決めていかなければならないこと

だと思います。前回、調査のための予算が付くまでぐらいの見通しをつけませんか

というお話もしましたけれども、その辺りまでに持っていくためにはどんなプラン

を立てていったらいいのでしょうか。 

○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 実際のプランの内容としても調査に入るまでの段階です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 方針を作らないと調査の方法は決まらないと思います。 

○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 ある程度通学する距離の標準的なものを見極めようとしていく

必要があります。それから、もちろん生徒数です。これも標準的なラインを見極め

る必要があると思います。それから、先程、小中一貫校の話もありましたが、調査

に入る前にそれを検討に入れるのか、入れないのか。判断できるかどうかというの

は難しいところはあると思いますけれども、まずはその辺りではないでしょうか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 要するに、大きな方針としては２校に統合する。あるいは一貫校も考える

かもしれないということでしょうか。どうにか話を前に進めていく、少しずつ決ま

っていくことができるような運営をしていかないといけないと思います。前回のお

話では９月頃に予算方針が決まってということでしたので、８月くらいまでには大

まかな方針というのがきちんと決まっておかなければならない。そうなると、２月

からでも忙しいと思いますので、きちんとプランを立てて進捗を追いながらやって

いきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

それでは、学校適正規模については、今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    議案第４号議案第４号議案第４号議案第４号「「「「田川市社会教田川市社会教田川市社会教田川市社会教育委員の定数及び任期に関育委員の定数及び任期に関育委員の定数及び任期に関育委員の定数及び任期に関

する条例の一部する条例の一部する条例の一部する条例の一部改正について改正について改正について改正について」」」」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○○○○生涯生涯生涯生涯学習学習学習学習課長課長課長課長 日程第５ 議案第４号「田川市社会教育委員の定数及び任期に関す

る条例の一部改正について」ご説明いたします。本案は、地域の自主性及び自立性
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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により、社会

教育法が改正され、社会教育委員の委嘱の基準について、各自治体の条例で定める

こととされたことに伴い、所要の改正を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１０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。資料の１ページは改正案の全文を掲載しています。次に、改正案

の概要についてご説明いたします。資料の２ページです。２、条例改正の概要です。

今回の改正の主な内容は記載のとおりの５点であります。第一に社会教育委員の委

嘱の基準を、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う

者並びに学識経験がある者の中から委嘱します。第二に条例の題名を「田川市社会

教育委員の定数及び任期に関する条例」から「田川市社会教育委員に関する条例」

に改めます。第三に各条に見出しを付けます。第四に社会教育委員の定数を１０名

から１０人以内に改めます。第五に条例改正案議決後に新たに規則を制定し、条例

で定めない事項について規則に委任することができるようにします。次に３、改正

による影響及び効果についてです。社会教育委員の委嘱の基準については、改正前

の社会教育法に規定されていた基準と同様の基準を規定するため、改正による影響

はないと考えております。また、新旧対照表ですが、資料の３ページから４ページ

に添付いたしておりますので、ご覧ください。最後に、その他といたしまして、先

程申し上げましたように、市議会議決後に田川市社会教育委員会議運営規則を新た

に制定する予定でございます。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 第３条に委員の任期は、２年とするとありますが、２年が終わったら替

わるのですか。 

○○○○生涯生涯生涯生涯学習学習学習学習課長課長課長課長 ２年としておりますが、再任はしております。妨げるものではあり

ません。ただし、今回、附則によりまして今まで委員の任期は年度末で区切ってお

りましたが、委員の多くが各種団体からの推薦等になりますので、新年度になった

後、推薦が上がってくるのが、だいたい５月末くらいですので、新たにそれを附則

で規定するようにしております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 そうでしたら、再任は妨げないという文言がいるのではないでしょうか。

先日、教育委員と社会教育委員の会議が嘉麻市でありましたが、自分の市は最高６

年だから今度で辞めなければいけないと言っている方がおられました。田川市は１
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０年以上している方がおられます。その方も規定はないし、自分は外れることはで

きないからと言われていました。確かにその方は経験が大変豊富な方ですから、大

事な方ではあるのですが、それなら再任を妨げないという言葉が要るのではないで

はないでしょうか。 

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 その辺りは法制とも相談いたしまして、必要があれば加えたいと思

います。現状の規定の内容でも再任を妨げておりませんので問題はないかとは思い

ますが、その辺りは確認をしまして対応したいと思います。 

○○○○教育部長教育部長教育部長教育部長 例えば、議員は任期が４年ですと書いていますが、その任期が４年なん

です。次のことは書いていません。だから、これも同じで、２年で終わるけれども

次のことは書いていないので続けても良いという解釈です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 再任は妨げないものとすると付いているものもありますよね。 

○教育○教育○教育○教育部部部部長長長長 教育委員長の任期は１年で、再任されることができると書いていますが、

それは教育委員自体の任期は４年で、その４年の中の話になるので書いているのだ

と思います。教育委員の４年を全うして次のことは関知していない。教育委員は任

期が４年あるのに、委員長は１年で替わるということがあるので、そういう規定を

入れているのではないかと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 教育委員の４年というのは、任期がきたら議会で承認を受けます。だか

ら、これとはまた内容が違うと思います。深く言うわけではありませんが、そんな

文言を見たことがあるので検討の値はあると思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 先日の社会教育委員さんとの研修会の際ですが、よその地区もそうですけ

ど、いろいろな社会教育委員さんがおっしゃっていたのですが、何をして良いかわ

からないとか、何のためにいるのか解らないとか、各団体からの充職でほとんど活

動はしていないとか、そういうようなことをおっしゃっていました。田川市の場合

はいろいろな青少年に関する活動をされていますけれども、それでも、もっとでき

ることはないでしょうかというお声をいただいたりもしますので、もう少し社会教

育委員さん達に活躍の場をもっていただけるようなことを担当のほうで検討してい

ただければと思います。 

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 今、委員長がおっしゃられたことにつきましては、社会教育委員自

らがそういうジレンマを持っている。それは、田川市だけではなく、全国的にと言

わせていただいてもいい状況にあるのではないでしょうか。田川市でも今後どうし
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ていくのかというところで、今年度につきましては、家庭教育学級を社会教育委員

が中心になってやっていこうじゃないかという動きもしていただいていますので、

そういったところを今後も広げていきながら充実を図っていけるように、私達も力

を合わせてがんばっていきたいと思います。 

○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５ 議案第４号「田川市社会教育委員の

定数及び任期に関する条例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６日程第６日程第６日程第６    事務報告「田川事務報告「田川事務報告「田川事務報告「田川青少年文化ホールの耐震診断の結果に青少年文化ホールの耐震診断の結果に青少年文化ホールの耐震診断の結果に青少年文化ホールの耐震診断の結果に

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。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 日程第６ 事務報告「田川市青少年文化ホール耐震診断結果について」

ご説明いたします。今年度、田川青少年文化ホールの耐震診断を行っております。

その結果を耐震診断及び耐震改修計画の評価者、これは福岡県建築物耐震評価委員

会になりますけれども、こちらの方に、調査依頼を行いまして、その評価結果がで

ましたので、ご報告をいたします。まず、表の下に Iｓ値が書いてありますので、

これについてご説明いたします。０.３未満でありますと震度６強以上の地震に対し

て、倒壊または崩壊する危険性が高い。０.３～０.６未満ですと震度６強以上の地

震に対して、倒壊または崩壊する危険性がある。０.６以上になりますと震度６強以

上の地震に対して、倒壊または崩壊する危険性が低いということになっておりまし

て、０.６以上あれば耐震改修工事をする必要はないということになります。文化セ

ンターは耐震診断の結果０.５という数字が出ましたので、工事をするようにしてお

りますが、田川青少年文化ホールの診断結果は、１.５６～２.８６という非常に良

い結果が出ております。この結果、耐震補強を必要としないということになってお

ります。それから、耐震改修計画は、もし、結果が悪ければ２６年度に改修を行う

予定にしておりましたけれども、一切改修の必要はないということになりましたの

で、先程、予算の時にご説明いたしましたように、エレベータの改修工事、それか

ら外壁の工事、それからトイレの工事等は耐震工事とは別にするようなことで考え

ております。簡単ではございますが、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。 



 

 ２６ 

建物の耐震診断ということですが、天井が落ちてこないかとか、そういうことも

入っ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 診断結果１.５６～２.８６と書いておりますが、これは全体、各所いろ

いろな所を調査した結果でございます。建物だけというよりも天井とか、壁とか、

全部を調査した診断結果です。もし、天井だけが悪いというようなことがあれば、

そこを改修することになりますので、文化センターは天井が弱いということで天井

の改修工事を予定しております。その辺りの問題は青少年文化ホールでは見つから

なかったということになっております。 

○○○○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、次に移ります。日程第７日程第７日程第７日程第７    事務報告事務報告事務報告事務報告「放課後児童クラブの受放課後児童クラブの受放課後児童クラブの受放課後児童クラブの受

入れ学年拡大と学習支援について入れ学年拡大と学習支援について入れ学年拡大と学習支援について入れ学年拡大と学習支援について」」」」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７ 事務報告「放課後児童クラブの受入れ学年拡大と学習支

援について」ご説明いたします。目的につきましては平成２４年８月２２日に公布

された子ども・子育て支援法により放課後児童クラブの対象年齢が現在の概ね１０

歳未満から小学生と改められたことに対応するものでございます。また、学習習慣

定着をめざし、５、６年生において学習支援を実施するものでございます。学年制

限撤廃でございますが、現在、６年生までを受け入れているクラブは猪位金、大浦、

大藪、田川の４クラブでございます。平成２６年４月から６年生までを受け入れる

クラブは弓削田、鎮西、金川の３クラブでございます。平成２７年４月から６年生

までを受け入れるクラブは後藤寺、伊田の２クラブの計画でございます。なお、子

ども・子育て支援法によりまして、平成２７年４月から全クラブでの受け入れとい

うことが予定されておりますので、それに基づきまして、年次計画を立てさせてい

ただいております。次に、第５学年、第６学年の児童クラブ利用児童への学習支援

につきまして、講師は退職校長先生方、不足時は地域ボランティアを要請すること

といたしております。場所につきましては、確定ではございません。各学校の図書

室を使わせていただけないかと今、校長会にご相談をしているところでございます。

学習時間につきましては１６時から１６時５５分まで、あとは施錠をして学校の勤

務時間が終了する１７時には児童クラブに行ける体制を作るために、この時間とさ

せていただいております。講師の人数の関係上、週 1、２回程度でスタートをさせ

ていただきたいと考えているところです。実施クラブにつきましては、既に６年生



 

 ２７ 

までを受け入れている４クラブにつきましては人数の把握ができますので、このク

ラブからスタートをさせていただき、平成２７年度以降、条件が整い次第、その他

のクラブにも拡大してまいりたいと考えております。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、ご意見等ございませんか。 

先程の予算のところでは保険料だけが計上されていたようですが、ボランティア

とはいえ、通ってきてくださるので交通費の支給などはないのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 現在、予算化をしておりません。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 実際問題として、志望してくださる退職校長先生は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 お問い合わせをしましたところ、現在、４名の退職校長先生がご協

力いただけるというご回答をいただいております。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 交通費をお支払いすることについては、これからもお考えにはならない

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 今回、退職校長先生にお願いをするということで、全退職校長先生

方にお声掛けをして、お答えいただいた方が４名でしたので、今後はボランティア

の拡大を考えなければいけないと思います。その時点では交通費の支給をどうする

かということを検討しなければいけないというふうには考えております。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 今、児童クラブには先生がいらっしゃると思うのですが、それ以外に学

習支援を目的で退職された校長先生が入られるのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 その通りでございます。今の指導員には児童クラブの指導にあたっ

ていただきます。５、６年生に拡大することについて、５、６年生にその中で少し

勉強の時間を作る。児童クラブの目的そのものに学習はございませんものですから、

退職校長先生にお願いをして、学習する場所を分けて、そこで学習をするという作

りにしたいと考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 これは、週 1、２回程度ということですが、何曜日と何曜日というふうに

定例化して、子ども達が必ずそこに来れるような仕組み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 ご希望を伺いました際にご都合の良い曜日等もお聞きしております

ので、曜日は固定化したい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 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８日程第８日程第８日程第８    諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告「「「「１月行事予定につい１月行事予定につい１月行事予定につい１月行事予定につい

てててて」」」」を議題とします。 



 

 ２８ 

（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。「「「「２月定例会の日程案について２月定例会の日程案について２月定例会の日程案について２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 ２月の定例会でございますが、２月１０日（月）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。２月定例会は２月１０日（月）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２６年第１回田川市教育委員会１月

定例会を閉会いたします。 

 

（閉会 １７時０５分）  

 

 

 

 


