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（開会１４時３０分） 

○教育長 ただいまから、平成３０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「平成３０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」

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、何か、ご

質問、ご意見ございませんか。 

  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） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第１「平成３０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 議案第１７号「平成３０年度教育費（６月補正）予算要求

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 日程第２ 議案第１７号「平成３０年度教育費（６月補正）予算要求につい

て」 提案説明をいたします。本案は、平成３０年度教育費（６月補正）予算要求につ

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。次のページをお願いいたします。総括表でござい

ます。今回、補正予算要求を行う主管課は、上から２番目の学校教育課のみとなってお

ります。計の欄をご覧ください。歳入につきましては、補正後の歳入合計は、４億２千

４７４万７千円となっております。次に右の欄の歳出でございます。補正後の歳出合計

は、１７億６千２２３万７千円となっております。なお、詳細につきましては、学校教

育課長から説明いたします。 

○学校教育課長 学校教育課に係る平成３０年度６月補正予算について、ご説明いたします。

まず、歳出分から説明いたします。資料の２ページをご覧になってください。１０款１項

２目、教育研究所運営事業費でございます。補正の理由は、県委託事業として、平成３０

年度から教科化された道徳の指導方法を研究するため、授業研修会や講師招聘による研修

会を研究対象校の猪位金学園（小学校及び中学校）で実施する経費の増によるものでござ

います。補正の内訳といたしましては、公開授業等における講師謝礼金、研修会関係消耗

品費、印刷代等でございます。事業費は、４０万円を限度額とし、県費負担となります。

続いて、歳入分でございます。３ページをご覧になってください。１４款３項５目、教育

総務費委託金でございます。補正額４０万円、合計４０万円となっております。説明につ

いては以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○教育長 今の説明に、何か、ご質問、ご意見ございませんか。皆さんがご存知のとおり、
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道徳が教科化されて本年度から小学校が、いわゆる教科書等もできましてやっておりま

す。来年度は中学校が今教科書の選定をしていますが、教科化されますので、猪位金学

園が県の指定を受け、研究等を行うということです。 

  よろしいでしょうか。それでは、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１７号「平成３０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 議案第１８号「田川市放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例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 日程第３ 議案第１８号「田川市放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部改正について」ご説明いたします。本案は、田

川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正を

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。次のページをご覧ください。本市におけ

る条例の一部改正理由についてです。児童福祉法第３４条の８の２第１項の規定に基づ

き、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が平成

３０年４月１日から施行されました。また、学校教育法の一部を改正する法律の施行に

伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令が平成３１年４月１日から施行されま

す。そのため、田川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例についても所要の改正をしようとするものです。省令が改正に至る背景としては、現

在、全国的に待機児童が増加傾向にある中で放課後児童クラブ支援員が不足しています。

その解消方法として、平成２９年度地方分権改革に関する提案募集における提案事項の

１つとして、放課後児童クラブ支援員の資格要件緩和が挙げられたためです。今回の改

正により、これまで「幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭とな

る資格を有する者」と規定していたものを、「教育職員免許法第４条に規定する免許状

を有する者」と明記することで、幼稚園、小・中学校、高等学校または中等教育学校の

教諭の資格を有する者だけでなく、例えば特別支援学校の教員免許、養護教諭免許及び

教員の臨時免許を有する者等も加わります。さらに、教員免許を更新していない者も対

象から外れなくなります。また、これまでは、高等学校卒業者であり、かつ、２年以上

放課後児童健全育成事業に従事した者で、市町村長が適当と認めた者を対象としていま
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したが、高校卒業者でなくても一定の実務経験が５年あり市町村長が適当と認めた者に

も対象を拡大することとなりました。この他、平成３１年度からは実践的な職業教育を

行う新たな高等教育機関として、専門職大学が学校教育法の規定による大学に含まれる

こととなるため、当大学の卒業者についても資格要件を定めることとなります。改正に

伴う新旧対照表は、３ページ、４ページに添付しています。２ページに戻ります。改正

による効果としては、放課後児童クラブ支援員の資格対象者が広がり、利用する児童に

とってさらに良い人材が確保できることが期待できると考えています。施行日につきま

しては、公布の日から施行となります。ただし、第１０条第３項第５号の改正規定は、

平成３１年４月１日から施行となります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

○教育長 今、説明がありましたとおり、放課後児童クラブの支援員がなかなか見つから

ないというなかで、資格を緩和して、やる気のある人とか、子どものために頑張る人を

採用していこうという趣旨のものでありました。何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

○毛利委員 １点教えてください。改正内容に新たな高等教育機関として専門職大学が含

まれることとなるとありますが、例えばどんなものが入るんですか。 

○学校教育課長 これは、全く新しい大学となりますので、今、テレビコマーシャル等で

宣伝されている専門職大学、主に医療系が多いようです。今まで専門学校的な学校だっ

たものが、文部科学省から認められて大学の専門職大学として認められたものとなりま

す。 

○毛利委員 今まで専門学校というものがありましたよね。それが大学として繰り上げら

れるということですか。 

○学校教育課長 そういうわけではないようです。新設のようです。新たな専門職大学と

なります。中身のイメージとしては、専門学校のような中身です。 

○教育長 「専門学校」という言葉は、広く一般的に使われている言葉でありますが、実

際には法律で厳格に取扱いが定められており、少し複雑な形となっています。 

○学校教育課長 専門職大学の件につきまして、少しだけ補足させていただいてもよろしい

でしょうか。専門職大学は、既存の４年制大学及び短期大学とは異なり、実習や実験等を

重視し、専門職業人の養成を目指す目的で設置される４年制の大学のことです。例として

は、医療福祉や情報技術関連等があります。ちなみに九州では福岡専門職大学が、平成  

３１年４月開校予定です。 

○教育長 新たにできる４年制ということですね。分かりました。 

それでは、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 
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（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１８号「田川市放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準を定め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４ 議案第１９号「平成３０年度田川市立学校評議員の委嘱に

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 日程第４ 議案第１９号「平成３０年度田川市立学校評議員の委嘱につい

て」ご説明いたします。本案は、田川市立学校評議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。１ページをお願いいたします。本年度、替わられた委員を中心に説明

してまいりたいと思います。まず、大浦小学校でございます。大浦小学校の４段目の福山

及枝氏です。元ＰＴＡ役員をされていました方が、今期、新たに推薦を受けております。

続きまして、３ページをお願いいたします。後藤寺中学校でございます。後藤寺中学校の

３段目の今村千恵子氏です。あるもの活かしの後藤寺街づくりメンバーの方が委員として

推薦を受けております。４段目の佐藤修二氏です。地域青少年育成部会部長が委員として

推薦を受けております。以上の方が新規の評議員ということで名簿が挙がっています。そ

の他の方につきましては、資料のとおりでございます。よろしくご審議をお願いいたしま

す。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見等ございませんか。各学校とも、３回なり４回なり評議

員の集まり等を実施して、学校の方針を聞いてもらったり、活動を見てもらったうえで

意見をいただき最後に取りまとめをして教育委員会に提出するというながれになってい

ます。開かれた学校づくりということで、地域の方とか、専門の方のご意見をいただい

て学校の方針等を見直すという趣旨です。 

  他にないようですので、原案ど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１９号「平成３０年度田川市立学校

評議員の委嘱について」は原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第５ 報告第８号「田川市奨学生選考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 日程第５ 報告第８号「田川市奨学生選考委員会委員の委嘱について」で

ございます。本件は、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第３条の規定に基づき、



 

5 

 

田川市奨学生選考委員会委員の委嘱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。２枚目をご覧ください。田川市奨学生

選考委員会委員名簿でございます。任期につきましては、平成２９年４月１日から平成  

３１年３月３１日まででございます。新任の方のみご紹介させていただきます。２段目、

市ＰＴＡ関係より 冨田治彦氏、福岡県立田川高等学校 山本博康校長、福岡県立東鷹高

等学校 坂本友司校長、福岡県立西田川高等学校 小林裕幸校長、田川市立大藪小学校

坂本友子校長です。以上でございます。 

○教育長 新聞等で、既にご存知だと思いますけど、田川地区全体で給付型の奨学金制度

が昨年度から始まりました。その給付の奨学金の田川市の奨学生を決定する際の選考委

員会の委員の名簿であります。ちなみに、来週の日曜日に決定された方の田川地区奨学

生決定通知書合同交付式が開催されます。 

何か、ご質問、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６ 報告第９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 日程第６ 報告第９号「田川市社会教育委員の委嘱について」報告

いたします。本件は、田川市社会教育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３条の規定により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。１ページをお願いいたします。この件は、

昨月５月１０日の第６回定例教育委員会におきまして、議案を提出して承認をいただい

たところでございますが、その中で網掛けしております６番目の委員につきましては、

田川市ＰＴＡ連合会からの推薦で決定することとしておりましたが、総会未実施のため、

未定ということを報告させていただいておりました。その後、５月１８日に総会が開か

れ、教育長の専決により臨時に代理し委嘱した者でございます。長野美由紀氏が、田川

市ＰＴＡ連合会から推薦を受けております。報告は以上です。 

○教育長 社会教育委員については、交流会等を行ってまいりましたので、内容について

は、お分かりになると思いますが、何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第７ 報告第１０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７ 報告第１０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。本件は、田川市教育委員会事務委任及び臨

時代理規則第３条の規定に基づき、田川市石炭・歴史博物館等運営協議会委員の委嘱に
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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す。

次のページをお願いいたします。網掛けになっておりますが、５月定例教育委員会時に

おきまして、選出されておりませんでした田川市ＰＴＡ連合会から新任で白川香苗氏が

選出されましたので、ご報告させていただきます。任期は、平成３０年６月１日から平

成３２年５月３１日まででございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長 今の説明に対して、何か、ご質問、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 報告第１１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８ 報告第１１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。本件は、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第３条

の規定に基づき、田川市図書館協議会委員の委嘱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す。次のページをお願いいたします。

網掛けになっている部分ですが、５月定例教育委員会時におきまして、選出されており

ませんでした県立大学から新任で福田恭介教授、公益社団法人田川青年会議所から継続

で岩猿啓氏、田川市青少年育成連絡協議会から継続で嶋津康彦会長、田川市ＰＴＡ連合

会から新任で重森美幸氏がそれぞれ選出されましたので、ここにご報告させていただき

ます。任期は、平成３０年６月１日から平成３２年５月３１日まででございます。よろ

しくお願いいたします。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見等ございませんか。次に移ります。日程第９ 報告第１

２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９ 報告第１２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。本件は、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第３条

の規定に基づき、田川市美術館協議会委員の委嘱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す。次のページをお願いいたします。

網掛けのお２人ですが、５月定例教育委員会時におきまして、選出されておりませんで

した、たがわ２１女性会議から継続で千葉加代子氏が、田川市ＰＴＡ連合会から新任で

関野聡子氏がそれぞれ選出されましたので、ご報告させていただきます。任期は、平成

３０年６月１日から平成３２年５月３１日までとなっております。よろしくお願いいた

します。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見等ございませんか。 
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  ないようですので、次に移ります。日程第１０ 事務報告「田川市教育事務点検評価

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。 

○教育総務課長 それでは、日程第１０ 事務報告「田川市教育事務点検評価委員会委員の

委嘱について」ご説明申し上げます。本件につきましては、昨年３月に制定いたしました、

田川市教育事務点検評価委員会設置要綱に基づき、昨年６月、当該委員会を設置しました

が、委員の任期が本年５月３１日をもって満了となりましたので、今般、改めて委員の委

嘱を行っております。それでは、資料の１ページをご覧ください。委員は、６名でありま

す。備考欄に「新任」と記載しております２名が、今回、新たに委嘱した委員であり、そ

の他の４名は再任であります。今回の任期は、平成３０年６月１日から平成３２年５月３

１日までの２年間であります。それでは、２ページをご覧ください。本件にかかる今年度

の主なスケジュールを記載しております。まず、今月中旬から来月中旬にかけまして、お

おむね３回程度、当該委員会の会議を開き、点検及び評価報告書案を作成したいと考えて

おります。その後、田川市教育委員会８月定例会に同報告書案を提案し、ご承認いただけ

ましたら、田川市議会の９月議会において全議員に配布し、そのうえで総務文教委員会に

対し、事務報告を行いたいと考えております。以上で説明を終わります。 

○教育長 昨年度も実施しましたが、田川市教育委員会の取組について、外部の専門家等

の方から指摘をいただいて改善していくというのが点検評価委員会であります。そして、

最終的には今、説明がありましたように、総務文教委員会に報告いたします。 

何か、ご質問、ご意見ございますか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第１１ 事務報告「指定管理者の会社分割に

伴う業務引継ぎに係る対応について（田川文化センター及び田川青少年文化ホール）」

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１１ 「指定管理者の会社分割に伴う業務引継ぎに係る

対応について（田川文化センター及び田川青少年文化ホール）」事務報告させていただ

きます。１ページをお願いいたします。「１ 概要」です。現在の田川文化センター及

び田川青少年文化ホールの指定管理者である株式会社ケイミックスから、会社法に基づ

く会社分割により新会社への業務引継ぎの申し出がありましたので、関係条例等の改正

及び新たに指定管理者指定のための議会の議決を得る必要がありますが、後ほど経過の

ところで説明いたしますが、事務の遅れによりまして、平成３０年６月議会にて関係条

例等の改正及び指定議案の提出という、２つを行うこととしております。会社法におけ

る会社分割といいますのは、株式会社等が「その事業に関して有する権利義務の全部又
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は一部」を分割して、他の会社に移転し承継させることで、今回の場合は、株式会社ケ

イミックスが持っている４事業の中から白抜きになっていますＰＰＰ事業、これはパブ

リック・プライベート・パートナーシップの略ですが、この指定管理を行っているＰＰ

Ｐ事業部が、株式会社ケイミックスパブリックビジネスとして独立して分社化されると

いうものです。次に「２ 指定状況等」です。現指定管理者と業務を引き継ぐ新会社で

すが、名称が株式会社ケイミックスから株式会社ケイミックスパブリックビジネスと変

わりますが、所在地、代表者はともに変更ありません。２ページをお願いします。「３ 

経過」です。平成２８年１２月に株式会社ケイミックスから、「平成２９年度以降の指

定管理業務については、平成２９年４月に会社法に基づく会社分割により設立する新会

社に引き継ぎたい。」との申し出がありましたので、平成２９年度において事務を進め

ることとしていました。しかしながら、施設の管理運営体制や他市の運用事例から、議

会の議決を得ることなく内部処理によって対応できるものと関係課を含めて判断して

おりました。最終的には、指定管理団体が別の法人となるため、本事案に対応するため

には田川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例等の改正を行ったうえ

で、議会の議決を得て指定管理者の再度指定を行うことが正規の手続きであるとの結論

に至っております。このようなことから事務の遅れが生じましたので、平成２９年度中

に対応できませんでした。そこで、本年６月議会において対応するものです。「４ 今

後の対応及びスケジュール案」です。手続条例及び同施行規則を一部改正し、非公募に

より業務引継会社を選定したうえで、指定議案を提出して議会の議決を得たいと思って

おります。条例等の改正は財政課が行い、指定の内容につきましては、文化生涯学習課

にて行います。３ページに⑶としてスケジュール案を載せております。次に「５ 教育

委員会への対応」です。田川文化センタ－及び田川青少年文化ホールの指定管理者の指

定について、議会に提案するに当たり、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得る必要がございますが、上記のスケ

ジュール案のとおり、教育委員会を招集する時間がございませんので、同規則第３条の

規定により教育長が臨時に代理することとし、教育委員会に対しましては同規則第４条

第２号の規定により、当該事務の処理が終了した後に招集されます教育委員会にて報告

を行いたいと思っております。「６ その他」でございますが、「⑴ 業務を引き継ぐ新

会社からも現状の体制やサービス等を維持し、施設の指定管理を実施する旨の申し出が

なされている。⑵ 承継を引き継ぐ新会社は会社所在地及び代表取締役等の変更はなく、

今までと同一的、継続的な運営が行われる。⑶ 株式会社ケイミックスが指定管理業務
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を行っていた他自治体でも事業の引継ぎを認め、施設の指定管理業務を行っている。」

これらのことを確認しております。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第１２ 事務報告「新中学校創設に関するＰ

ＴＡ役員懇談会の実施状況について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 日程第１２ 事務報告「新中学校創設に関するＰＴＡ役員懇談会の実施状況

について」ご説明させていただきます。１ページをご覧ください。経緯と経過でござい

ます。田川市教育委員会は、平成３０年１月から２月にかけまして、中学校再編の当事

者である小学生保護者を対象に、「第２回新中学校創設に関する保護者懇談会」を開催

いたしました。しかしながら参加者が少なく、また、一部の保護者の方からは厳しい意

見も頂いており、中学校再編に関しましては、まだ十分に保護者の皆様方の理解を得ら

れていない状況でございます。そのため、今回ＰＴＡ役員に協力を仰ぎ、役員を通じま

して一人でも多くの保護者に学校再編に関する情報を周知し、また、保護者の抱える不

安や疑問点を聴取したいと考えまして、各小学校のＰＴＡ役員を対象といたしまして懇

談会を開催したものでございます。開催に当たりましては、各小学校とＰＴＡで日時や

会場等を検討していただきまして、下記２番の通り実施したところでございます。つき

ましては、懇談会の実施状況、参加状況及び会場で出た主な意見につきましてご報告さ

せて頂く次第でございます。続けて２番目に実施状況及び参加状況を記載させていただ

いております。参加人数につきましては、述べ８８名、保護者の皆様方が６６人、教職

員の皆様方が２２人の参加でございました。第１回４月５日木曜日、弓削田小学校を皮

切りに、第９回の大浦小学校４月２８日の土曜日まで全ての小学校で開催させていただ

いております。続けて３ページをご覧ください。会場で出ました主な質問・意見につき

まして、回答を添えて記載させていただいております。後程、ご覧いただければ幸いと

思っております。最後に今後の予定についてでございます。懇談会におきまして、「今

回のような懇談会を開催してほしい」という要望があったこと、また、教育委員会とい

たしましても今後も、特にＰＴＡ役員を通しまして保護者の皆様と密な連絡を取ってい

く必要があることから、ＰＴＡ役員懇談会を定期的に開催する予定としました。つきま

しては、下記のとおり第２回ＰＴＡ役員懇談会を実施する予定でございます。なお、弓

削田小学校につきましては、開催不要というご連絡がございましたので、今回の６月か

ら７月にかけましての開催は予定しておりません。また、伊田小学校、大藪小学校につ

きましては、後日、それぞれの小学校の会長と協議をさせていただきまして、開催日程
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を決定させていただきたいと思っているところでございます。以上、簡単でございます

が、説明を終わらせていただきます。 

○教育長 今の報告に対して、ご質問、ご意見ございませんか。 

○加治委員 すみません。今後も懇談会等を開いて色んな理解をしていただく機会を提供

されると思うんですが、前回の開催もそうなんですが、参加していただいた保護者の方

の人数というのは、学校全体の保護者の中のこの人数ということですよね。だとすると、

とても少ないと思うんですけれども。 

○推進室長 前回は、保護者全員に呼びかけましたが、人数が今回と同じような人数でご

ざいました。今回は、ＰＴＡの役員の方、代表の方々にお声かけさせていただいており

ますので、会長を含めまして母親代表の方とか、ほぼ、全ての役員の方々のご参加は、

いただいております。ただ、多くの方にお声かけさせてもらっても、やはり夕方のちょ

うど夕食の準備をする時間帯と重なってきますので、なかなか保護者の皆様方が集まり

にくいということがございました。開催時間につきましても、土日の昼間にも開催させ

ていただいた学校もございましたが、なかなか集まることが難しいようでございます。

したがって、まずは、ＰＴＡ役員の皆様方にご理解していただきまして、そこから他の

保護者の皆様方へ広めていってはどうかということを考えていたところ、ちょうどＰＴ

Ａの役員の方々からもそのようなご意見をいただきまして、「まずは自分たちに情報提

供してもらえれば、自分たちから周りの保護者へ周知できる」ということで、そのお言

葉に甘えまして、今回、このような形を取らせていただいたところでございます。 

○加治委員 今後、もしこのような形で開催されることがありましたら、役員をしていな

い方を含め、例えば学校の父兄の人数というか、児童数に対してどのくらいの家庭の方

が理解できたのか、きちんと周知しているのかが分かると、とてもありがたいなと思い

ます。 

○推進室長 分かりました。記載方法を検討させていただいて、もっと分かりやすく説明

できるようにしたいと思います。 

○教育長 学校の規模も違いますからね。他にありませんか。 

○毛利委員 今まで小学校、中学校それから地域に対して色々説明会をしてきまして、開

校はいつだという目標はもう決まった方向性を示しているわけでしょう。それが、どの

程度理解できたか分かりませんけれども、ただ、このように説明会をすることによって、

地域の人たちがその方向へ気持ち的に動いている気がしますね。地域の人と話している

とそのように感じます。だから、「また、１年延びた」というようなことなく、最終的な
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目標を曲げないでほしいと思います。ここが目標なんだから、どのようにスピードを上

げていくかということを、ぜひ、お願いしたいですね。 

○推進室長 今、毛利委員からご指摘をいただきましたとおり、私どもといたしましても

既に基本計画案で提示させていただいておりますスケジュールでは、「平成３４年開校」

ということを目標に周知を図っておりますし、今後、田川市新中学校創設庁内検討委員

会でもスケジュール案等を再度検討させていただきまして、また、教育委員会でご提示

をさせていただければと考えております。あくまでも、「平成３４年開校」の目標は、

変えておりません。 

○教育長 １日も早く、よりよい環境でというところは教育委員会も１番大切にしていると

いうことなので、着実に進めていきたいと思います。他にご質問、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１３ 諸般の報告「６月の行事予定につい

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） 

 次に移ります。「７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 それでは６月定例会の日程案につきましては、次回７月１０日、火曜日

でいかがでしょうか。 

○教育長 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１０日、火

曜日、１４時３０分に決定いたします。 

  他に、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３０年度第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３０分） 


