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 （開会１４時００分） 

○○○○委員長委員長委員長委員長    ただいまから、平成２６年第１２回田川市教育委員会７月定例会を開会い

たします。日程第１日程第１日程第１日程第１「平成２６年「平成２６年「平成２６年「平成２６年第第第第１１回１１回１１回１１回田川田川田川田川市教育委員会市教育委員会市教育委員会市教育委員会６６６６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。 

ないようですので、日程第１「平成２６年第１１回田川市教育委員会６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    事務報告「田川市の子ども達の学力向上に関す事務報告「田川市の子ども達の学力向上に関す事務報告「田川市の子ども達の学力向上に関す事務報告「田川市の子ども達の学力向上に関するるるる有有有有            

識識識識者者者者会議の設置について会議の設置について会議の設置について会議の設置について」」」」を議題とします。事務局に説明を求めます。    

○○○○教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長    日程第２「田川市の子ども達の学力向上に関する有識者会議の設置

について」ご説明いたします。１ページをお願いします。まず、有識者会議設置の

目的といたしましては本市の子ども達の学力向上に関し、専門的見地からの意見を

徴することを目的として、田川市の子ども達の学力向上に関する有識者会議を設置

するというものでございます。所掌事務といたしましては、⑴学力向上の方策に関

すること、⑵学校教育の環境整備に関すること、⑶その他子ども達の学力向上に必

要と認められることといたしております。この有識者会議は学校教育に造詣が深い

学識経験者で組織するといたしておりまして、福岡教育大学から２名の教授、福岡

県立大学から２名の教授、そして、田川市立教育研究所長の５名を予定いたしてお

ります。また、事務局といたしましては、教育部教育総務課及び学校教育課並びに

総務部総合政策課でございます。設置日につきましては、平成２６年８月１日を予

定いたしております。その他といたしまして、田川市の子ども達の学力向上に関す

る有識者会議設置要綱（案）を２ページから３ページに掲載いたしております。続

きまして、４ページをお願いします。田川市の子ども達の学力向上に関する有識者

会議の所掌事務の詳細な検討事項について説明させていただきます。まず、⑴学力

向上の方策に関することでは、県平均を超える小学生の学力向上及び学力全体的な

底上げについて、県平均を超える中学生の学力向上及び学力全体的な底上げについ

て、中学生の進路状況について、小・中学校が連携した教育について、教員の人材

育成及び指導力の向上について、多様な学習形態の中で学力を伸ばす教育について、

土曜授業についてでございます。⑵学校教育の環境整備に関することでは、現在進

めている適正規模を踏まえての学校の在り方について、地域社会との連携について、

特色ある教育活動の取組みについて、学校と家庭、地域が一体となった教育活動の
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充実について、一部事務組合についてでございます。⑶その他子ども達の学力向上

に必要と認められることにつきましては、⑴及び⑵以外に必要な事項となっており

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 何か、ご質問等ございませんか。 

  事務局は教育総務課、学校教育課それと総務部総合政策課となっていますが、中

心といいますか、元締めとなるのはどこの課ですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 事務局のまとめといたしましては教育総務課が行うということで

考えております。なお、内容等教育のソフト面がございますので学校教育課、それ

から、義務教育だけではなく一部事務組合が関連してまいりますので総合政策課に

も事務局として入っていただいております。 

○委員○委員○委員○委員長長長長 この有識者会議の学識経験者の指名はどなたがされたのでしょうか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 これは事務局の方で考え、教育長と相談して決定した次第でござい

ます。まず、一番上の福岡教育大学の教授でございますが、記載のとおり福岡市の

学力向上検討委員会の委員長を歴任しておりますので、この方を中心に考え、その

他のメンバーを編成したという形でございます。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 会議の回数はどのくらいを考えていますか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 ８月に設置いたしまして、まず、８月中に１回目を開きたいと考え

ております。それから、だいたい１か月に１度くらいで考えておりますが、大学の

教授が４名入っておりますので、日程の調整が難しいかなというふうには思ってお

ります。しかし、基本的には月に１回くらいのペースで開いていきたいと考えてお

ります。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 それと、医療関係の方がどなたも入られていないのはなぜですか。田川

市の子ども達の学力向上を目指す時に、例えば、可能かどうかはわかりませんが、

校医の先生方の中から入っていただくとか、田川市の医師会からご推薦をいただく

とか、そういう有識者の方も必要で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 実は一番上に記載をしております先生は学力向上検討委員会の福

岡市の委員長であられると同時に、研究分野が社会性だとか情動性、つまり生徒指

導上の問題と学力がどういうふうに関連しているかというところも研究されてい

る方でありますので、その方に入っていただくことで子ども達の心の問題がクリア

できるのではないかというふうに考えておりました。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 つまり、これは児童・生徒の方を向いた有識者会議であって、教えてく
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ださる先生方の心の問題とか、そういうことについてはまだ触れないということで

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 指導力のことに関しては触れなければ効果はないと思いますが、教

職員のメンタルヘルスのことについてまで、この会議で検討いただくという予定に

はしておりません。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 でも、それも大事だろうとは思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 この有識者会議は数回ということですが、やはり目的をもって開くのだ

ろうと思います。その目的は、どういう形で進めていくのか、それが学校にどう反

映するのか、そして、教育委員会にどう報告があるのか、そこが分かれば教えてい

ただきたいと思います。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 だいたい６回くらい行った段階である程度まとめていただいて、報

告をしたいと思っています。いただいたご意見についての取りまとめができた段階

で教育委員会にはお知らせし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     学校につきましてはいただいたご意見を取りまとめた上で、これ

が有効だというものが絞り込まれてきましたら、それを施策に反映させてまいりた

いと思っております。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 それは各学校に伝えるということですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 教育施策に具体化をしてまいりますから、各学校にそれが伝わって

まいります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今のお話を伺っているだけでは有識者会議を設置しますというだけで、ど

ういう目的で、いつまでにどういうことを話し合ってということは、具体的には決

まっていないような気がします。今年度中を目処にということであれば、せめて１

月くらいには結論といいますか、中間報告といいますか、話し合いの内容について

ご報告いただきたいと思います。区切りをもって、この会を運営していただかない

といろいろな話をダラダラとやっていても反映することはできないと思いますの

で、来年度の施策に反映させるためにも１月までにはご報告いただくような形で少

し期間を絞ってやっていただくと大変ありがたいと思うのですが、いかがでしょう

か。 

○教育総務課○教育総務課○教育総務課○教育総務課長長長長 委員長がおっしゃいますように早く意見を取りまとまれば、さっそ

く来年度から施策に反映できますので、それを目標といたしまして運営させていた

だきたいと思います。 
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○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 私は今までのことを把握していないのですが、田川市には今までこうい

う専門家の有識者会議というものの設置はあったのでしょうか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 こういうふうに有識者会議ということでご意見を頂戴するという

形ではこれが初めてだと思います。ただ、審議会等の立ち上げは過去に何例かはあ

ると思います。例えば、適正規模の審議会とか、そういうのはございました。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 専門家ということでの有識者会議の設置というのは初めてになるので

しょうか。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 学力に関しましてのこういった有識者会議というのは、この何年間かは

記憶にございません。先程、教育総務課長が申しましたように学校規模の適正化に

関しての会議は設置いたしました。その時には県立大学の教授あるいは市議会議員

等からなるメンバーで編成していたと記憶いたしております。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 田川の子ども達の学力向上というのは非常に問題になっておりますし、

課題にもなっております。今までの審議でも、どうして田川の子どもは学力がなか

なか伸びないのかということがよく出ておりましたので、こういった有識者会議を

設置することでそこの根本的なところ、どうして学力が伸びないのかというところ

をこういう方たちの中でもチェックしていただいて、学力を上げるためにはどうし

たらいいのかというところまで話し合っていただいて、それを学校の方に伝えてい

ただければ、これからの田川の子ども達にとって非常に期待できることになるので

はないかと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ４ページの所掌事務を拝見しますと非常に多岐にわたっています。この５

名の方がどれも専門的に審議できる内容であるかというとそうではないような気

もいたしますので、ある程度、焦点が絞られるのではないかと思います。田川の問

題として、学力を早く上げるためには教職員の人材育成と指導力の向上というのが

とても大きなポイントだと思います。田川については、特にこれは力を入れなくて

はいけないところだと思います。定年退職を迎えられる先生方が多く、年の若い経

験の浅い先生方の比率が非常に増えてくる時代を迎えておりますので、その辺につ

いての具体的な方策を考えていただくとか、適正規模につきましてもどうして適正

規模なのかということを有識者会議の皆様方に良くわかっていただいて話を進め

ていただくとか、結論が早く出るような方法をとっていただきたいと思います。広

く浅くというよりも焦点を絞って力のある答えを出していただきたいと思います

ので、その辺りのところを学校教育課長ともよく相談されて、早く結果が出るよう
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なポイントを絞っていただきたいと思います。 

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３日程第３日程第３日程第３    事務報告「学校適正規模について」事務報告「学校適正規模について」事務報告「学校適正規模について」事務報告「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。 

○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「学校適正規模について」ご説明いたします。今回の事務

報告は、校区再編基本計画を策定するにあたり計画決定までのプロセス及びスケジ

ュールを示すものであります。その具体的なプロセスを説明する前に住民の皆さん

との合意形成がとても重要になりますので、あえてその手順に不備があったことか

ら計画を撤回せざるを得なかった一例をご紹介させていただきます。資料１ページ

をご覧ください。記載しております市における市立学校再編整備計画書撤回の経緯

であります。経過を時間で追っていきます。平成２１年８月、市立学校通学区域審

議会に小中適正規模・配置に関して諮問、審議会の構成員は以下のとおりでござい

ます。平成２２年６月、審議会の答申、小学校における学校規模と配置の見直しを

図り、最終的には５００名の児童数で１８学級程度の学校規模に編成することが必

要であると示されました。平成２２年１１月、小中学校の校長会の代表及び庁内の

関係課長で市立学校再編準備委員会を設立。平成２５年１月、教育委員会が地域住

民に学校再編に関するアンケートを実施。平成２５年２月、答申に基づき、市立学

校再編整備計画書を策定。平成２５年３月、計画を白紙撤回。保護者や地域住民へ

の説明もなく、また素案作成に当たって地域住民等の代表者が参加していないまま

具体的な学校名やスケジュール等が盛り込まれていたことから撤回です。平成２５

年１０月、市立学校再編基本方針を教育委員会で決定。市立学校通学区域審議会答

申に合致すること、学校建設の適地があること、地域の合意が整うこと、財政的に

可能なことの４条件が整えば順次新設していくとされています。なお、協議は、各

校区で保護者、住民代表などを入れた策定委員会を設置して行うこととなっており

ます。この流れを整理しますと、まず、平成２２年６月の答申で学校適正規模が決

まっております。それを元に市教委が学校長と行政内部のものだけで計画策定を進

め、平成２５年２月に基本計画を公表します。その後１か月で白紙撤回することに

なります。そして、平成２５年１０月に基本方針を策定し、保護者、住民等を入れ

た策定委員会で校区再編を協議する形となったというものであります。今回の提案

はこの事例を踏まえて、基本計画の策定に住民から意見を聴取する過程を加えたも

のであります。２ページをご覧ください。校区再編基本計画の策定方法についてで
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あります。上段が基本計画決定までのプロセス(案)であります。このプロセスでは

一番右の基本計画決定までに６つの工程を経ることとなります。まず、工程① 基

本計画の「策定方針」を決定します。その内容ですが、策定方針では２校にする、

一貫校は作らない、など基本的な条件を決めます。また、その狙いを明示します。

なぜ、基本方針を作るのかをその下の考えの所に記載しておりますが、２校にする、

一貫校は作らない、小学校区の線引きで再編する等を決めれば、再編案の選択肢は

限られてきます。したがって、市教委で計画原案を作成する必要はなくなってまい

ります。次に、工程② 基本計画を諮問します。内容ですが、住民代表を含む組織

を設置します。その組織に計画策定に関して意見を求めるため諮問します。当然、

策定方針に沿わない、または意見がまとまらないことも想定されますので、その場

合は理由も含めて答申書を策定していただきます。考え方といたしましては、組織

は住民に情報が下りる組織でもある必要があります。また、策定方針に沿わない場

合、または意見がまとまらない場合も子どもの将来に責任をもった考えを示した答

申書を作成していただく必要があります。なお、この方法をとれば地域間の綱引き

は生じますが、市教委単独で策定する場合に比べて市教委と住民との摩擦は軽減で

きます。工程③ 市教委で基本計画(案)を決定します。内容ですが、答申が策定方

針に沿っている場合は答申を尊重して決定します。答申が策定方針に沿っていない

場合は市教委の判断で決定することになります。考え方ですが、答申がいずれの結

果にせよ、住民の意見を十分に聞いた上での市教委の結論となります。策定方針に

沿わない答申の理由が正当で、かつ基本方針の範囲内であれば策定方針に沿わない

形も選択肢として想定されます。例えば、市内全体を自由校区として生徒を均等に

確保することで、３校区として１学年３学級、３学年９学級を実現しますといった

形であれば、基本方針の範囲内と解釈できないこともないので計画(案)に採用され

ることもあるということです。なお、答申に沿わない計画(案)を市教委が策定する

場合は住民や議会向けの理論構築が必要となります。工程④ パブリックコメント

を実施します。計画(案)に対する一般意見を求めます。コメント聴取後、市教委で

修正協議を行います。工程⑤ 議会に事務報告を行います。策定した計画(案)と住

民説明会の実施を報告します。この時点でマスコミに報道される可能性があります。

ただし、計画(案)協議段階で、地域に情報が行き渡っていれば、マスコミの報道に

よる混乱はある程度抑えられると考えられます。議会報告は全員協議会が想定され

ます。ここまで計画に議会の意見を反映する機会はないので、このときの議会の意
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見を計画(案)に反映させる修正協議が必要になる場合もあります。修正内容によっ

ては、再度、議会報告を行います。工程⑥ 住民説明会を行います。各地域の住民

に直接説明をします。要望に応じて、行政区、校区活性化協議会、学校(ＰＴＡ)単

位での説明会を開催することになります。地域住民に十分な説明を受けたと解され

る回数の説明会を実施することになります。全校区が対象となることから、相当の

労力と時間を要しますが、その時の対応を考えれば、計画策定の段階で時間をかけ

る方が効率はよいと考えられます。これらの過程を経て、基本計画を決定します。

下段は基本計画決定までのスケジュール(案)です。各プロセスをいつまでに行うか

を決め、それに付随する検討事項をどの時期に行うかを示したものです。スケジュ

ール表の右側は協議者と協議内容を示しております。続きまして、基本計画を策定

するための策定方針の説明に移る前に小中一貫校に関する問題を提起いたします。

３ページをご覧ください。校区再編における「小中一貫校」の位置づけに関する問

題であります。今後、校区再編を進めるにあたり、小中一貫校のモデル校である猪

位金学園の存在が問題となることが予想されます。基本方針における小中一貫校の

解釈について、市教委の考えを明確にしておく必要があります。以下は想定される

質問であります。基本方針には猪位金小中一貫校について、「開校後に一貫校とし

ての成果と課題を検証していく」とあるが、①猪位金校区は、小中一貫校のモデル

校ではないのか。モデル校とは「検証結果が良ければ他にも広げる」という意味で

はないのか。②猪位金だけ一貫校を認めて、他校の一貫校設立を認めない理由は何

か。教科欠の解消が校区再編の目的なら、猪位金の教科欠は問題ないのか。③成果

と課題の検証結果を何に生かすつもりなのか。④国は、一貫校を推進していくので

はないのか。以上のような質問が想定されます。こうした質問は、うちの校区にも

一貫校をという思いからあがる声ですが、それに対する答えを持っていなければ校

区再編の進め方さえわからなくなります。以下に参考として平成１８年答申の猪位

金中学校に関する記述の一部抜粋を載せております。参考１を読み上げます。平成

１８年答申の猪位金中学校に関する記述（一部抜粋）。また、猪位金中学校も過少

規模校としての同様の問題を抱えている。猪位金中学校においては、通学距離が遠

いという問題や地域教育コミュニティーの中核施設としての小・中学校の存在意義

という課題を抱えている。したがって、小学校と中学校の一貫校的なモデル校区と

して、新たな教育スタイルを研究・検討すべきである。⑴短期、省略。⑵中期、地

域教育コミュニティーを勘案した統合ならびに検討。猪位金校区を小・中一貫校の
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モデル校区として検討。参考２は、距離について確認したものです。答申の記述に

通学距離が遠いという問題を抱えていると書かれていることから、確認したところ、

後藤寺中から猪国（坂谷うどん先の集落の最南端）まで直線で 6.1 ㎞、後藤寺中か

ら 322 号線大谷入口（上山田との境）までの直線が 6.7 ㎞となっております。この

距離は中学校の通学適正距離とされる 6 ㎞を超えるものでありますので、他校と統

合するには、距離的に問題があったと言えます。なお、一貫校に関する今後の考え

方として次に説明する策定方針(案)について１つの考え方をお示ししております

ので、後程ご覧いただきます。４ページをお願いします。田川市立学校校区再編基

本計画の策定方針(案)であります。読み上げさせていただきます。この方針は平成

２５年９月５日に田川市教育委員会が定めた「田川市立学校校区再編基本方針」に

基づき、具体的な校区再編基本計画を策定するための基本的な事項を定めるもので

ある。１ 基本計画の位置づけ、基本計画は、田川市立中学校の望ましい学校規模

（適正規模）を定めた基本方針に則り、再編する校区の枠組み、再編後の新校の適

正配置、課題解消への取り組み、実施に向けた準備、実施時期等を定めるものであ

る。２ 策定方針の位置づけ、この策定方針は、基本方針の趣旨を基本計画に反映

させるために定めるものである。３ 計画策定の基本的な考え方、⑴新たな中学校

の境界線は、現小学校区の境界線に沿って設ける。理由、基本方針では、小学校と

中学校の連携を強化するため、１小学校から２中学校（別々の中学校）に通う校区

矛盾を解消することも目指している。ただし、今回の再編では小学校区の再編は行

わないことにしている。したがって、新たな中学校区の境界線は、現小学校区の敷

地内を横切らないよう、小学校区の境界線に沿って設けることにより、校区矛盾の

解消を目指す。⑵学校適正規模の校数は２校を基本とする。理由、今回の校区再編

は、将来にわたり、最良の教育環境を担保するものでなければならない。すなわち、

１０年後、２０年後においても、１学年３学級以上、かつ３学年９学級以上を満た

す再編を行うべきである。校区単位で再編する場合、その組み合わせはある程度限

定されるため、校区住民の偏在により、再編校区間で生徒数に偏りが生じることが

想定される。また今後、田川地区で中高一貫校が新設されたり、猪位金学園の生徒

減少に対策が必要となったりした場合、再編校区の生徒数が想定を下回ることにな

る。したがって、１学年３学級以上、かつ３学年９学級以上を将来にわたり持続さ

せるため、学校適正配置の校数は、２校とすることを目指す。⑶小中一貫校は新設

しない。理由、小中一貫教育は、９年間を見通した教育課程の編成及び指導により、
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学力向上や生活指導上の課題解決に、一定の成果が見込まれる。しかし、１学年３

学級以上、かつ３学年９学級以上の適正規模校は、教育指導体制の強化、部活動・

学校行事の充実、多くの出会いによる豊かな人間関係の構築、多様な集団の形成な

どを図ることができ、子どもたちに最良の教育環境を与え、より高い教育効果を目

指すことができる。また、今後の少子化の進行に伴い、将来の小学校校区の再編も

継続して検討することから、今回の再編では、小中一貫校は新設せず、統廃合によ

る適正規模校の設置を目指す。４ 基本計画審議会の設置、田川市教育委員会は、

具体的な校区再編計画の策定にあたり、市民等の意見を求めるため、「田川市立学

校校区再編基本計画審議会（仮称）」を設置する。審議会は、学校の適正配置につ

いて、田川市教育委員会の諮問に応じて、調査審議し、答申を行うものとする。５ 

計画策定までの流れ、以下は先程、説明したプロセスと同じでございます。６ ス

ケジュール（予定）です。この各実施事項の実施時期を示したものであります。説

明は以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今のご説明について、ご質問等ございませんか。 

２ページに基本計画決定までのスケジュール(案)とありますが、これは具体的な

案でしょうか。案を取れば、実施できるような形の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 もちろんご審議をいただいた上でこれでということでございまし

たら、案が取れていく段階であろうとは思います。ただし、その場合は先程、申し

上げましたような審議会を立ち上げて、これでよいかというようなことを諮って、

ご承認をいただいた上でというプロセスを経なければいけな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 これは良くお考えいただいた、具体的な実施可能な形での案であると、例

として出ているものではなくて、実現可能なものであるということで把握してもよ

ろしいのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 そうなるべく努力してまいりたいというふうに思っております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 このスケジュールによりますと、平成２６年７月までに策定方針を決定し

ないといけないということになっております。スタートが遅れますとすべてが台無

しになってしまいますので、私たちも少しスピーディに考え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、委員長がおっしゃった資料ですけれども、まず、①の基本計画の策

定方針を決めるというところはいかにも条件を限定してしまっているような気が

してなりません。言葉は悪いですが、もう反対は許さないぞとそういうふうに受け
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取られるかもしれません。③のところで、もし答申が策定方針に沿っている場合は、

それでＯＫです、決定しますよ。でも、答申が策定方針に沿っていない場合は、新

たに市教委の判断で決定しますということは、どちらにしても市教委の判断でする

ということになりませんか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 まず、策定方針のことについてですが、私どもといたしましては、

これはご審議いただいた上でご承認いただきました基本方針を具体化したもので

あるというふうに捉えております。基本方針の中では２校または３校とするという

ことでございましたから、それを今後の議論に繋げるために少し具体化した方針が

必要だろうということの判断の元に作らせていただいております。また、住民の代

表を含む組織でご検討いただく場合もご意見はたくさんいただくことにはなろう

かとは思いますが、基本的に前回のパブリックコメントでも学校を統廃合していく

ことについての特段の反対意見、異論は出ませんものですから、それに基づきまし

て学校数は２校か３校ということで進んでいくのではないかというふうには考え

られます。ですから、その中でいただいた意見も参考にしながら決めていくことが

できるのではないかというふうには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 でも、何校にするということまでは話を詰めていなかったと思います。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 基本方針では２校または３校でした。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 ２校にするとまでは書いていなかったですよね。それを２校にするとい

うふうにほぼ決まったのは今日のこの席だろうと思うのですが。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 これはあくまで策定方針(案)でございますので、２校または３校か

ら、ある程度絞り込んだものがございませんと次の審議に進んでまいりませんので

事務局といたしましては、２校をご提示した上でご審議をいただく方が望ましいと

いうふうに考えました。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 前年度、２校にするのか、３校にするのかを検討していた時に２校にした

場合と３校にした場合の生徒数とか、学校数によってどのくらいかとか、そういう

のがありましたよね。そのときに３校にした場合、基本方針で謳っている１学年３

学級以上、全学年で９学級以上の中学校は維持できないという、そういうことが担

当から出されて、それでは２校にするしか方法がないのかなと、結論はまだ全然出

ていないけれども、そういう話合いがここで行われたことがありましたよね。だか

ら、それに基づいて策定方針(案)の中で、それでは２校ということで方針はやりま

しょうというふうに事務局の方も決めていったのだと思いますので、全般的な状況
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を見たら、これしかないのかなという気はします。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 ただ、これから１０年後、２０年後にはもっと生徒さんの数は減ってい

ると思います。そうしたときに、父兄が望むのは少人数の教育だと思います。あえ

て田川市全体を２校にすることが必要なことなのかどうかは大変疑問に思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員    それなら今と変わらないのではないですか。今、考えていっているのは

１０年後、２０年後を目指して、この原案でどうですかということだから、そこは

私たちが判断しなくてはいけないと思うんですよね。だから、少人数学級といえば

今でも少人数学級ですし、この教科については少人数学級でしていこうということ

は、していっているけれども全体の学級数としては、やはり一緒にしなくてはいけ

ないのではないかということを今、提案しているのだと思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 ただ、都会の場合と比べて田川市の場合は非常に交通の便が悪いですか

ら、それについての考慮は必要だと思います。先日もニュースでありましたが、生

徒を車に誘い込もうとしたとか、そういう事件がありましたので、１校をどこかに

するときに一番大事なことは子どもさんの安全だろうと思います。だから、数を絞

るときに通学路の安全、スクールバスの導入とか、そういうことは並立して話し合

われないといけないと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    たぶん、この２ページの資料にはその流れが書いてあるのだと思います。

下の基本計画決定までのスケジュール(案)の中にスクールバスの導入検討とか、自

転車通学をどうするのかとか、いろいろなことを諮問して、皆さんに考えていただ

くことが入っていると思います。今、公門委員さんが正に思われたことは市民の皆

様方がお考えになっていることであると思います。私たちが昨年決めました方針は

子ども達を集約して、切磋琢磨して、先生方にも集まっていただいて授業をすると

いうことを考えたのですが、それについて多くの皆さんは、それと少人数指導は両

立しないと考えていらっしゃると思います。子どもが少ない学校の方が少人数の指

導ができると思っていらっしゃると思いますけれども、実はそうではないよとか、

そういうことを諮問しながら、いろいろなことを理解していただくという場になる

と思いますので、そこら辺はご理解いただかないといけないと思います。この話は

１０年前からありましたけれども、いつも駄目になって子ども達の勉強の場が削が

れていくのは、正にこのご理解が皆様方に浸透しないからだと思います。それと、

このスケジュールの時期は市議会議員さんとか、市長さんの選挙の時期に当たるの

ではないかと思いますので、逆に今まではそういった時期にはトーンダウンしがち
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な話題だったのですけれども、積極的に皆様方に考えていただくチャンスとして、

この時期はいいのではないかと思います。いつもこの時期に話が立ち消えていたの

で、ぜひとも今回は進めていきたいと思います。教育委員制度も変わりますので、

市長さんとか、議員さん方のお考えが教育に直結する時代になると思いますので、

きちんとご意見を伺える場としてもいい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 今度、出していただきたい資料は校区ごとの人数です。０歳から、その

０歳が中３になるまでの人数の変化、それと現状で各中学校がどの規模にあるのか、

そういう資料です。例えば２校になった時、まだどことどこが２校ということはで

きないのでその比較はできないだろうとは思うのですけど、私たちが判断する場合、

半分半分としたらこの人数はどの程度のところに入るのかとか、そこのところがわ

かるのではないかと思います。それによって説得力が少しは出てくるのではないの

かなと思います。以前、資料として平成２４年５月１日付の校区別の児童生徒数は

いただいていますが、平成２６年になり、もう２年も経過しておりますから、２年

間の差が出てきているのではないのかなと思います。そこのところをぜひ出してい

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 はい。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ７月に策定方針を決定するために話し合いをしなくてはいけないのです

が、この場で決めてしまうには時間が足りないかもしれませんけれども、どうでし

ょうか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 確かに、私たちは今までこの中でずっと話をしてきて、その後の決定と

いうのがなかなか進まなかったので、この先どういう方向で進まなければいけない

かという、ある程度のぼんやりしたところが示されているので少し明るいところが

出てきたとは思います。この審議会で少しスピードが上がってきて、良い方向にい

くのではないかなという判断は私も受けております。ただ、この審議会には審議員

がいますから、その審議員をどういう形で選ぶのかということも考えなくてはなら

ないのではないのかなと思います。そして、それによっては早くしないとこのスケ

ジュール通りには進んでいかないのでぜひ、スピードを上げていただきたいなと思

います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 審議委員さんはどんなふうにして決められるように計画されていますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 まだそこまでの具体化はしていないのですが、校区の代表の方をど

のレベルで入れるのかとか、今回は前回の船尾小学校と弓削田小学校の統合とは違
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って田川市全域にまたがる中学校区の再編になりますものですから、各校区どのレ

ベルの方を入れるのかというところまで考えて委員を選出しなければいけないと

思っておりますので、まだそこまでの具体化にはいっておりませんが、早急に進め

たいと思っております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 このスケジュールでしたら平成２７年の１月までに協議をしていただか

なくてはいけないし、答申も出していただかなくてはいけないということですよね。

最低半年ぐらいはというような形になれば、もう今月中にもその辺が決まらなけれ

ばならないので、引き受けていただくというご承認までいただくぐらいの早さで進

まなければスケジュールどおりには走らないような気がします。そこは学校教育課

だけで決めていただいて問題のないところなのでしょうか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 審議会を設立するときはこういうメンバーで審議会を設立しますという

ことを教育委員会に諮るのですよね。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 この件に関しましては非常に重要な部分でございますので、その部分に

つきましては教育委員会にお示しをしてお諮りしていきたいと考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 過去、こういった重要な審議内容について決まった後でとか、始まった後

に事務報告で上がってきたことがありましてどうなのかなと思ったこともありま

した。そういう意味ではなく、皆さん方にご賛同いただけるメンバーが揃っている

かということを広い目でチェックしたいという気持ちからですので、そういうとこ

ろは決まりましたらいつでも集まりますので、次の定例会と言わず、スピーディに

話を進めていきたいと思います。皆様方も時間は不規則になるかもしれませんけれ

ども、そういう時には少し時間を作っていただけたらと思うのですが、いかがでし

ょうか。 

（教育委員の同意の声あり） 

それでは、そのようにしたいと思います。まず、審議会のメンバーを決めないこ

とには話が進まないと思います。４ページからの基本計画の策定方針について、ご

意見、ご質問はありませんか。 

以前の話し合いの時に小中一貫校は新設しないと決めてしまっていましたか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 決めていないです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 まだ決めていないですね。猪位金ができたので自分のところもというよう

なお声があちこちから出ていたような気がします。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 少し気になるのが、今、文科省が小中一貫を整備しようという動きをして
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いますよね。そういう中で田川市の場合は中学校の再編だからということで、方針

で 1 学年３学級、全校で９学級を作ろうとしたら、小中一貫はできないという事情

をしっかりわかってもらって小中一貫を新設しないということを言えば理解して

くれるとは思いますけれども、この表題を見ただけでは小中一貫は新設しないと書

いてあるので、もうずっと作らないのかとひょっとしたら思ったりするのかなと思

いました。少し説明がいるのではないかなという気はしました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 よその教育委員さんと話をしていたら、１つの中学校に複数の小学校から

進学するような地域でも小中一貫校のような、連携をぐっと進めたような取り組み

をしていらっしゃるところもあるようです。それは、町に中学校が１つしかないと

いうところですけど、そういった形で近くの小学校から 1 つの中学校に進まれると

いう形のときに、やはり小学校同士が足並みをそろえて、中学校と連携していくと

いうような形もあるようですので、そういった形もありますよとか、そういった形

も研究しますよとか、そういうことを先程の有識者会議の皆様方にもこれから先の

課題として検討していただくとかですね。せっかくそういう場があるのならば、テ

ーマとして取り上げていただくとか、そういった形で誤解のないようにですね。国

として小中一貫校を推し進めますとあれだけ新聞に出ていますので、皆様方もそう

いうつもりでいらっしゃると思います。でも、中学校は１クラスしかない、小学校

も１クラスか２クラスしかないようなところを１つにしたら、少人数で、一貫校で

いいんだと思っていらっしゃる方もいると思いますので、そうではないというとこ

ろをその審議会の皆様方を通して理解していただかないといけないので、そういう

仕組みづくりが大切だと思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 この審議会の方々に仮に理解していただいたとしても、そのことを一般

市民の方とか、父兄の方に再度理解していただくためにはやはりもう少し丁寧な、

やわらかい言葉の文章が望ましいかなと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この策定方針ができましたら、まだマスコミには出さない、公表はしない

のですね。公表はしないけれども、多くの皆さんには理解していただいておかない

といけないということですよね。その辺りはどんなふうにしていくのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 審議会に入っていただくメンバーをどう人選するかということに

繋がってくるのですけれども、それぞれお帰りになった時に地域の中で情報を発信

していただけるとか、そういうことで地域にお住いの方、保護者の方にも少しずつ

広がっていけば、一斉に記者発表とかいうことではなく、じわじわと理解が広がっ
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ていくことを考えています。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 危惧されるのは、猪位金の場合は距離的な問題が大きな理由の１つとし

て一貫校になりました。そうすると、具体的な名前を出していいのかどうかはわか

りませんが、金川も同じように離れた地域にあります。金川校区の方々からすると

何で猪位金が良くて、金川は駄目なんだという素朴な意見は当然出てくると思いま

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 その件に関しましても、例えば、距離的な問題とかいうことについ

てはきちんと調査をさせていただいて検討させていただきたいというふうに考え

ております。きちんとデータをお示しして、こういう理由でということでご説明を

させていただきたいというふうに考えています。 

○○○○教育部長教育部長教育部長教育部長 事務局で検討する中でその件も出るだろうというふうなことは考えて

おりました。そこで、何で猪位金なのかというのは、１８年の答申の中で猪位金は

小中一貫校を、その他については云々というような形になっておりますので、それ

を尊重したと、最初の答申に基づいて行ったということでございます。今後におい

ては先程、教育長が申し上げましたように全体を見た中でどうなのかというような

形から入っていきたいということで考えております。また、そういった議論は審議

会の中でも出てくるだろうと想定はいたしております。そこで、基本方針の決定と

いうことで先程、課長が申し上げました２校あるいは３校ということを市教委とし

て、ある程度そこを絞り込んでいただきたい。それから、次に一貫校については猪

位金学園をモデル校というような形で小中一貫はスタートいたしております。だか

ら、そこはモデル校という形だから先程、説明がありましたようにこんな形になる

可能性がありますので、そこも一貫校はこうこうですからという先程の説明のとお

り、ある程度絞り込んでいただきたい。方針をある程度決定していただくという形

になろうかと思います。そして、先程、委員さんからも質問が出ておりましたけれ

ども、③のときに違う意見が出た場合の話がございました。しかし、審議会の意見

もお聞きしなくてはいけません。確かに市教委としてある程度、方針を絞り込んだ

ところでお示しをしても、これはなるほどと変更するべきことがあれば変更してい

ただくということになろうかと思います。そこは少し余地を残したといいますか、

そこのところの全部をここで最初に決めてしまえばコンクリになってしまいます

ので、そこのご意見が入ったところで再度、方針を決定していただくという形を残

しております。 
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○委員長○委員長○委員長○委員長 実際、前の答申についても統合の説明に地域に伺うときは答申に基づいて、

答申に忠実にという話をしていたのですけれども、そう言っている私たちもこの答

申では先行きどうなるだろうと実際は思っていた部分もありました。そのときは申

しませんでしたけれども、これが１０年後、２０年後、また再編を必要とするので

はないだろうかというような内容も一部あったように思いますので、今回は行政が

わかっている先のことというのがありますので、その辺りもきちんと取り入れて、

そして、皆さまの答申のご意見というのも両方うまく取り入れていくべきだと思い

ます。ここまで待ったのですから、先を見越してといいますか、次にするときは５

０年後くらいでというぐらいのものを作らなければいけないと思っております。こ

の③の市教委での基本計画(案)の決定というところは、一般の市民の皆さんとして

はどうなのと思われるかもしれませんけれども、行政の先行きというところをきち

んと取り入れたものであるためにはこの要素も必要ではないかということでいか

がでしょうか。皆さんにはご理解いただけないでしょうか。前の答申では中央中と

田川中を一緒にするとか、それくらいではもう間に合いません。もし、順調に進ん

でいても２クラスか３クラス、将来的にはどんどんクラスが１学年３クラス以下に

なっていくというのは答申を実施する辺りではわかっていたことです。たまたま実

施ができなかった事案がありましたので、それが延びているだけなのですけれども、

答申を出される方々もいろいろなご配慮をしていただいています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ４ページから７ページまでで何かご意見等ありませんか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ある程度の方向付けができたなと思いますし、一歩でも二歩でも進まな

くてはならないので、その中でまた課題が出てくれば、私たちが考えなくてはなら

ないと思いますから、現在のこの状況で進んでいただきたいなと思っています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    少しでもご意見のある方はお願いします。 

今日の出していただいた資料のスケジュールは今までの１０年間を振り返るとび

っくりします。１０年が半年で行われるような形ですので、本当に１年で話が進む

ようなことになります。なかなか話が進まなかったことで一番困っていて、損をし

ているのは子ども達、将来の大人たちですので、１人でも立派な大人を作るために

１日でも早くこの話を進めて行きたいと思います。このことについて今日はこのく

らいでよろしいでしょうか。また時間を設けて、いろいろなご意見を伺いたいと思

いますので、別に時間を作らせていただきたいと思います。 

  次に移ります。日程第４日程第４日程第４日程第４    事務報告「田川市立図書館及び田川市美術館の平成２事務報告「田川市立図書館及び田川市美術館の平成２事務報告「田川市立図書館及び田川市美術館の平成２事務報告「田川市立図書館及び田川市美術館の平成２
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５年度５年度５年度５年度入館者数等について」入館者数等について」入館者数等について」入館者数等について」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４ 事務報告「田川市立図書館及び田川市美術館の平

成２５年度入館者数等について」説明をさせていただきます。今まで教育委員会に

おいて、このように入館者数等の統計資料について報告をさせていただくというこ

とはあまりなかったのではないかと思いますが、現在、指定管理者制度導入につい

て検討している最中でございますので、現状についての統計による数字等を知って

いただきたいと考えましてご説明させていただきたいと思います。まず、別紙１、

田川市立図書館年度別入館者及び貸出冊数等調をご覧ください。平成２５年度は図

書館の耐震工事のため１１月１日から１２月３１日まで２か月間の休館がありま

したので、平成２５年度については入館者数以下減となっております。平成２０年

度から平成２４年度までは入館者数、貸出冊数ともに年によって差はありますが、

少しずつ減少傾向になっていると思います。入館者数につきましては７万３千人か

ら７万６千人、多い年は７万９千人までなっておりますが、７万人台で推移してお

ります。内貸出し者数につきましては４万８千人から４万９千人と５万人までは届

いていない状況になっております。貸出し冊数につきましては２０万冊をずっと超

えておりますが、平成２４年度に少し減になりまして、平成２５年度は先程申し上

げましたように耐震工事等で２か月間休館があった影響でかなり冊数としては落

ち込んでいるような状況になっております。平成２０年度から２５年度までの図書

購入費等につきましては予算的には変わっておりませんので、図書購入費がなかな

か増えない状況の中で貸出し冊数についてもなかなか伸びないような状況になっ

ております。また、文化課として考えますのは開館日数の増を始めとします図書館

改善基本計画の推進というのが、どうしても必須となってくると考えております。

次に、別紙２、田川市美術館年度別入館者数及び観覧料収入調をご覧ください。美

術館につきましては、美術館が主催する企画展と貸館利用の個人やグループによる

展覧会がございます。年間開館日数２８０日前後のうち、美術館が企画展で全室使

用する時期が６割弱、コレクション展と貸館の時期が混在するのが２割程度、貸館

のみの時期が２割程度となっております。入館者数につきましてはそれらすべての

数字が計上されております。そのため有料展覧会よりも無料展覧会の入館者数の方

が多くなっております。貸館利用が多い年は入館者数増となりますし、企画展につ

きましても、一般に良く知られております作家様等をテーマにした企画展になりま

すと有料の入館者数は多くなる傾向がございますけれども、ここ数年は４万人を切
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ることが多く、減少傾向にございます。より多くの市民や市外からの来館者を増や

すべく、企画展の内容を充実し、それにかかるワークショップや講演会など入館者

数増に繋ぐイベントを多様に展開しているところでございます。本日、配布はいた

しておりませんが、このようなワークショップ案内という両面刷りで作りました案

内、これは今年度で３年目となりますが、これを市郡の小・中学校全部と幼稚園や

保育所等に配布しております。夏休み前に配布ということで、今年度も配布は終わ

っております。おかげでワークショップの参加の希望者はとても多く、いつも抽選

になっているのですが、ただ、それを全体の入館者数増にどう繋げていくのかとい

うのは課題になっております。現時点では現在いる職員といろいろな努力は続けて

いるところでございますが、入館者数増ということについてはまだ努力の結果が見

受けられない状況になっております。以上で簡単ではございますが、事務報告を終

わらせていただきます。 

○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。 

前回、事務報告していただきました文化エリアの件についてはその後どうなって

いますか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 ６月定例会後、美術館協議会で長崎に視察に行ってまいりました。美術

館協議会委員さん７名にご参加いただきまして、指定管理者制度を導入しておりま

す長崎の歴史文化博物館ですが、実際にご覧になって指定管理者とはこういうもの

ということについて、ある程度のご理解はしていただいたと思っております。その

後、次の美術館協議会を開催することができず、日程を調整しております。委員さ

んは１０名いらっしゃるのですが、会長さんから１０名全員が参加できるような日

程を調整してほしいということで、今、日程の調整をしているところです。また、

図書館協議会についてです。３月に開催しましたが、新しい委員さんになりますの

で、明後日の７月９日に図書館協議会は開催する予定になっております。その席で

もまた文化エリアのことについて十分な説明をさせていただいて、ご審議いただき

たいと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 文化エリアについて前回ご説明いただいたのですが、将来像というもの、

ただ、図書館と美術館が一体化するというのが文化エリアの将来像なのか。それと

も、そこを核としていろいろな文化的なモーションが起こってくるというのが文化

エリアなのかということを確認したいのですが、いかがですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 今、委員長がおっしゃったように文化エリアとして、物としては図書館
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と美術館があるのですけれども、その文化エリアを一体として、核とすることによ

って、そこにいろいろな人が集まったりとか、いろいろなイベントをしたりとか、

そういうあくまでも文化の核となるものにしていきたいというのが基本的な考え

方です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 少し調べさせていただいたのですが、前の市長さんのときに文化エリア構

想というのがあったという話を聞いたことがあります。そのときはバブルの全盛期、

美術館ができた頃ではないかと思うのですけれども、どうなのでしょうか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 元々あの場所を文化エリアとして整備するというのは基本的な考えと

してありました。元々、図書館がございまして、そのエリアに美術館を建設して文

化エリアとして整備するというのが当時の計画でございましたので、その当時から

文化エリアという呼び方はしております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 しかし、今回はそういう意味ではなく、もう少し幅の広い意味での充実と

いうことですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 今は物としてあるだけですので、中身をもっと充実していくということ

を考えております。 

○委員○委員○委員○委員長長長長 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５日程第５日程第５日程第５    諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告「「「「教育委員会に係る６教育委員会に係る６教育委員会に係る６教育委員会に係る６

月議会の一般質問について月議会の一般質問について月議会の一般質問について月議会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 ６月定例議会において３名の議員さんからご質問があっております。ま

ず、柿田議員からは放課後児童クラブについての質問がございました。内容といた

しましては、条例の制定について、あるいは指導員の処遇、さらには児童の有効利

用に使えるスペースについてでございます。それと、開所時間の延長等の問いに対

しましては、田川市子ども子育て会議の内容を踏まえたところで条例の設置に向け

行っていきたいということ。それから、スペースにつきましては、学校の空き教室

を利用する形で確保していきたいということ。また、開所時間の延長についてでご

ざいますけれども、この件に関しましては保護者に対しましてニーズ調査を行い、

その結果と合わせて検討していきますというような答弁をさせていただいたとこ

ろでございます。ニーズがあまりにも少なければ費用負担が逆に大きすぎるという

ことになりますので、そういうニーズ調査と合わせて検討させていただきたいとい

う答弁を行ったところでございます。次に、石松議員につきましては就学前教育の

充実についてでございます。保育所、幼稚園、それぞれの指針に基づいて指導を行
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っておりますが、就学前教育の充実を図るためには本市の就学前教育の手引きを作

成し、一定の達成レベルを定める必要があるのではないかという問いがございまし

た。現在、保育園、幼稚園それぞれが目的に合わせた指導を行なっております。文

科省と厚労省の目的が違いますので、その目的に合わせてきちんとした指導を行な

っております。手引きにつきましては、教育委員会と子育て支援課が連携をして取

り組んでまいりたいというふうに答弁をいたしております。さらに、小 1 プロブレ

ムにつきまして、就学前の取り組みについての問いに対しましても校区ごとに幼、

保、小の交流会を開催いたしまして、相互の理解を深めておりますということで答

弁をいたしました。内容はまだ深いのですけれども、連携を図っているというふう

な答弁をさせていただいております。最後に、佐々木議員からは旧猪位金小学校の

跡地利用についての質問がございました。跡地の有効活用につきましては、まず、

教育委員会の内部の事務方で検討をいたしまして、その後に市長部局と連携を図り

まして活用の検討を行っていきたいというふうな答弁をいたしたところでござい

ます。以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 次に移ります。日程第５日程第５日程第５日程第５    諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告「７月行事予定について」「７月行事予定について」「７月行事予定について」「７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） 

○委員長○委員長○委員長○委員長 次に移ります。「８月定例会の日程案について」「８月定例会の日程案について」「８月定例会の日程案について」「８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 ８月定例会でございますが、８月８日（金）の１４時からでいかか

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。 

        ご異議ないようですので、８月定例会は８月８日（金）の１４時からに決定いた

します。 

  ほかにご質問、ご意見等はございませんか。 

  先日、少しお話をしました教育委員の研修会等についてですが、別途話し合って

設定したいと思いますけれども、ご異議ございませんか。 

（教育委員の同意の声あり） 

ご異議ないようですので、そのように事務局の方にお願いしたいと思います。 

それでは、以上をもちまして平成２６年第１２回田川市教育委員会７月定例会を

閉会いたします。 

（閉会１５時３５分） 


