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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１５回田川市教育委員会１０月定例会を開会

いたします。日程第１「田川市教育委員会日程第１「田川市教育委員会日程第１「田川市教育委員会日程第１「田川市教育委員会委員長の選挙委員長の選挙委員長の選挙委員長の選挙及び及び及び及び委員長職務代委員長職務代委員長職務代委員長職務代理の理の理の理の指定指定指定指定

についてについてについてについて」」」」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    委員長及び委員長職務代理の任期につきましては、平成２６年１０

月１０日をもって満了することから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

１２条及び田川市教育委員会会議規則第４条、第５条の規定に基づき、委員長の選

挙及び委員長職務代理の指定を行うものであります。委員長の任期は１年とし、再

任されることができる旨、規定されております。また、委員長職務代理の任期につ

きましては次の委員長選挙までの間であります。以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    委員長の選挙及び委員長職務代理の指定については、互選の方法によりた

いと思います。互選の方法につきましては、投票または指名推薦の方法がございま

すが、先例に従い、指名推薦によることといたしたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

それでは、どなたかご指名をお願いします。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 委員長に神崎委員を、委員長職務代理に毛利委員を推薦したいと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご指名をいただきましたので、お諮りいたします。ただいま教育長から委

員長に私、神崎が、委員長職務代理に毛利委員が推薦されました。神崎を委員長に、

毛利委員を委員長職務代理とすることにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、神崎を委員長に、毛利委員を委員長職務代理と

することに決しました。 

それでは、一言づつご挨拶を申し上げます。 

（神崎委員長、毛利委員長職務代理 あいさつ） 

○委員長○委員長○委員長○委員長 次に移ります。日程第２「田川市教育日程第２「田川市教育日程第２「田川市教育日程第２「田川市教育委員会教育長の選任について」委員会教育長の選任について」委員会教育長の選任について」委員会教育長の選任について」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 現教育長であります尾垣委員の教育委員任期につきましては、平成

２６年１０月７日をもって満了となります。そのため、地方教育行政の組織及び運
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営に関する法律第１６条の規定に基づき、教育長の任命を行うものでございます。

なお、尾垣委員の再任については、９月２２日の本会議において、市議会の同意を

得ております。以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 教育長につきましては、引き続き尾垣委員を選任したいと思いますが、ご

異議ございませんか。 

（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「田川市教育委員会教育長の選任につ

いて」は尾垣委員を選任することに決しました。 

次に移ります。日程第３日程第３日程第３日程第３    「「「「議席の指定について議席の指定について議席の指定について議席の指定について」」」」を議題とします。 

委員の議席につきましては、現在の議席を本議席として指定したいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、現在の議席を本議席とすることに決しました。  

次に移ります。日程第４「平成２６年第１４回田川市教育委員会９月定例会会議日程第４「平成２６年第１４回田川市教育委員会９月定例会会議日程第４「平成２６年第１４回田川市教育委員会９月定例会会議日程第４「平成２６年第１４回田川市教育委員会９月定例会会議

録の承認について」録の承認について」録の承認について」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４「平成２６年第１４回田川市教育委員会９

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５日程第５日程第５日程第５    議案第４２号「平成２６年度田川市教育功労者表彰に議案第４２号「平成２６年度田川市教育功労者表彰に議案第４２号「平成２６年度田川市教育功労者表彰に議案第４２号「平成２６年度田川市教育功労者表彰に

ついて」ついて」ついて」ついて」を議題とします。 

本案は、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１４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。ここからは公開とします。日程第６日程第６日程第６日程第６    議案第４３号「田川市石炭議案第４３号「田川市石炭議案第４３号「田川市石炭議案第４３号「田川市石炭・・・・

歴史博物館付属研究所設置要綱の一部改正について」歴史博物館付属研究所設置要綱の一部改正について」歴史博物館付属研究所設置要綱の一部改正について」歴史博物館付属研究所設置要綱の一部改正について」を議題とします。事務局に説
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明を求めます。 

○○○○世界記憶遺産世界記憶遺産世界記憶遺産世界記憶遺産推進室課長推進室課長推進室課長推進室課長補佐補佐補佐補佐 本日は課長が公務のため出席できませんので、代わ

りに私から説明をさせていただきます。日程第６ 議案第４３号「田川市石炭・歴

史博物館付属研究所設置要綱の一部改正について」ご説明を申し上げます。資料の

最後のページをお願いします。田川市石炭・歴史博物館付属研究所設置要綱の一部

改正新旧対照表を用いて、ご説明申し上げたいと思います。今回の改正は山本作兵

衛コレクション及び筑豊炭田に関する調査研究にあたり、高度な専門的見地から助

言又は協力を得るため１０月１日から博物館付属研究所に顧問を配置するため所要

の改正を行うものです。なお、顧問の報酬については先の９月議会に上程し、可決

成立しております。また、顧問には日本大学名誉教授    田中 直樹先生が就任するこ

とをご報告申し上げます。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

○○○○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。 

顧問の先生をお願いした場合、具体的にはどんなことをしていただくようになる

のでしょうか。 

○○○○世界記憶遺産世界記憶遺産世界記憶遺産世界記憶遺産推進室課長推進室課長推進室課長推進室課長補佐補佐補佐補佐 日本大学名誉教授の田中 直樹先生ですが、筑豊炭田

の研究では第一人者と言われている方です。先生は福岡によく来られますけれども、

そういったときにいわゆる筑豊炭田、それから炭坑のことについて、研究を今、研

究所でやっていますけれども、必要に応じて文献の内容とか、文献資料はこれがい

いのではというようなアドバイスをいただくという形になっていこうかと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 先生はどのような間隔でおいでていただけるのですか。 

○○○○世界記憶遺産世界記憶遺産世界記憶遺産世界記憶遺産推進室推進室推進室推進室課長課長課長課長補佐補佐補佐補佐 先生に関しまして、実を申しますと平成２３年の山

本作兵衛コレクションが世界記憶遺産に登録された時の検討委員会の委員にもなっ

ていただいていましたので、田川もしくは筑豊に関して非常に思いがある先生だと

思っております。そういったところのご縁がありまして、今回のお願いというふう

になっております。 

○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、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第６ 議案第４３号「田川市石炭・歴史博

物館付属研究所設置要綱の一部改正について」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７日程第７日程第７日程第７    事務報告「田川市立図書館及び田川市美術館の指定管事務報告「田川市立図書館及び田川市美術館の指定管事務報告「田川市立図書館及び田川市美術館の指定管事務報告「田川市立図書館及び田川市美術館の指定管

理者制度導入について」理者制度導入について」理者制度導入について」理者制度導入について」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 「田川市立図書館及び田川市美術館の指定管理者制度導入について」事

務報告をいたします。資料をご覧ください。田川市美術館協議会の審議状況につい

ての報告でございます。９月１９日（金）の午後３時より田川市美術館におきまし

て、第４回田川市美術館協議会を開催いたしました。その時の審議状況でございま

すが、８月の教育委員会において事務報告をさせていただきました一括管理を行う

先進自治体である愛知県清須市の夢広場はるひの事例報告をいたしました。その後、

前回までの美術館協議会において指定管理者制度導入において、いろいろと懸念事

項についてご意見をいただいておりましたので、その対応方法についてのご説明を

させていただきました。その時の審議内容でございますけれども、制度の導入時期

や具体的な結論ということについては、まだ結論ということではございませんでし

たけれども、多くの委員の方から制度導入について前向きな意見を出していただき

ました。今後、制度導入に向けて具体的な説明を行うということで委員様方の了承

を得たところでございます。今後の検討についてでございますが、申請資格や選定

条件等の詳細を示すことは、選定前に仕様の内容が外部に漏れることになります。

あまり細かいことについては説明ができませんので、募集に関する条件等の説明に

ついて、次回の協議会で説明をさせていただくということをお話しております。ま

た、制度導入に係るタイムスケジュール等についても協議をさせていただくという

ことにしております。今回の美術館協議会におきまして、委員の皆様方から実質的

に指定管理者制度の導入についてはご了承はいただけたと考えております。今後は

市民サービスが向上するための具体的な案等につきまして、協議会の皆様方と協議

を進めながら、導入時期等についても詰めていきたいと考えております。以上で説

明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問等ございませんか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 この次の協議会はいつごろという予定は立っていますか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 １１月の初旬には開きたいと考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 具体的な実施時期は未定ということですね。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 実施時期につきましては内部でも検討を進めている状況です。いずれに

しても現時点で来年度当初というのは無理でございます。募集期間とか、引継ぎの
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期間とかもなるべく長くとれればと考えておりますので、その辺を内部でも検討し

て、協議させていただきたいと考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 具体的なタイムスケジュールはいつごろを目途にと考えていますか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 １２月くらいまでにはだいたいのタイムスケジュールは作ってまいりた

いと思っております。いずれにしても１１月には美術館協議会を開きまして、そこ

で協議いただいた内容を教育委員会のほうにもお示しをしたいと考えております。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 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８日程第８日程第８日程第８    事務報告「教育委員会制度の改正事務報告「教育委員会制度の改正事務報告「教育委員会制度の改正事務報告「教育委員会制度の改正

について」について」について」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 「教育委員会制度の改正について」ご説明をいたします。資料の１

ページをお願いします。新教育委員会制度の改正につきましては、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が本年６月２０日に公布され、平

成２７年４月１日から施行されることとなりましたので、その概要を報告いたしま

す。今回の改正は、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育

行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長と教育委員会との連

携の強化、地方に対する国の関与の見直し等を図るために行うものでございます。

主な改正の内容につきましては、⑴教育行政の責任の所在を明確化するために教育

委員長と教育長を一本化し、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する新

教育長を設置すること。⑵教育長を首長が直接任免し、その任期を３年としたこと。

⑶教育に関する「大綱」を首長が策定すること。⑷首長が招集し、首長と教育委員

会により構成する「総合教育会議」を設置することなどでございます。なお、政治

的中立性、継続性・安定性を確保するため、教育委員会は引き続き執行機関とし、

職務権限は従来どおりでございます。次に、経過措置等につきましては、⑴法律の

施行の際、現に在職する教育長は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、

なお従前の例により在職することとなっております。⑵法律の施行の日から４年を

経過するまでの間に任命される委員の任期は、当該委員の任期の満了の期日が特定

の年に偏ることのないよう、１年以上４年以内で首長が定めるものといたしており

ます。次に、改正の概要のポイントについてご説明させていただきます。なお、説

明がダブるところもございます。３ページをお願いします。まず、ポイント①教育

長と書いているところです。教育委員長と教育長を一本化した新教育長の設置でご
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ざいます。図の上段が現在の教育委員会の体制、下段が改正後の体制でございます。

改正後の新教育長は教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表することとなり、

会議の主宰者、具体的な事務執行の責任者、事務局の指揮監督者ということになり

ます。任期は３年でございます。これは首長の任期が４年であることから首長が最

低１回は新教育長の任命をできるようにということを配慮いたしまして３年となっ

ているようでございます。また、この改正によりまして首長が直接、教育長を任命

することにより、任命責任が明確化されます。また、第一義的な責任者が教育長で

あることが明確になります。さらに緊急時にも、常勤の教育長が教育委員会会議の

招集のタイミングを判断することとなっております。次に、ポイント②教育長への

チェック機能の強化と会議の透明化でございます。まず、新教育長の判断による教

育委員会への迅速な情報提供や会議の招集の実現ということでございます。次に、

教育委員によるチェック機能の強化のため、教育委員の定数の３分の１以上、本市

の場合、新制度では教育委員は４名となりますので３分の１以上ですから２名以上

の委員からの請求により教育委員会が招集されることとなります。また、本市では

すでに行っておりますが、教育長が委任された事務の管理・執行状況の報告及び会

議の議事録の作成・公表が規定されております。次に、ポイント③すべての地方公

共団体に「総合教育会議」を設置することでございます。下段の総合教育会議でご

ざいますが、この総合教育会議はまず首長が招集し、会議は原則公開となっており

ます。次に、構成員は首長と教育委員会でございます。なお、必要に応じて意見聴

取者の出席を要請することができることとなっております。次に、協議・調整事項

は①教育行政の大綱の策定、②教育の条件整備など重点的に講ずべき施策、③児童・

生徒等の生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置等になっております。この

総合教育会議の設置により、首長が教育行政に果たす責任や役割が明確になるとと

もに、首長が公の場で教育政策について議論することが可能となりました。また、

首長と教育委員会が協議・調整することにより、両者が教育政策の方向性を共有し、

一致して執行にあたることが可能となっております。次に、ポイント④教育に関す

る「大綱」を首長が策定するでございます。大綱とは、教育の目標や施策の根本的

な方針でございます。総合教育会議において、首長と教育委員会が協議・調整を尽

くし、首長が策定することとなります。首長及び教育委員会は、策定した大綱の下

に、それぞれの所管する事務を執行することとなります。これにより地方公共団体
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としての教育政策に関する方向性が明確化されます。４ページをお願いします。新

制度への移行についてでございます。法律の施行日は平成２７年４月１日となって

おります。新教育長（新教育委員会制度）への移行につきましては、施行日（平成

２７年４月１日）に在職している教育長につきましては、施行日以降もその委員と

しての任期が満了するまでは在職することとなっております。本市の場合、表の上

段の旧教育長が平成２７年４月１日以後も在職している場合となりますので、教育

長の任期満了、これは平成３０年１０月７日でございますが、任期満了等となる日

以降に新制度へ移行することになります。なお、教育長の任期満了等に伴い、委員

長は任期途中でも退任することとなります。次に、下段の大綱の策定及び総合教育

会議の設置でございますが、新教育長の就任の有無に関係なく、施行日より適用さ

れることとなります。５ページをお願いします。法律の施行日（平成２７年４月１

日）から４年の間（平成３１年３月３１日）までに任命される委員の任期は、委員

の任期満了日が特定の年に偏ることのないよう、１年以上４年以内で、首長が定め

るものとするということになっております。本市の場合、平成２８年９月３０日に

２名の委員さんの任期が満了することとなりますので、その時点で２名の委員さん

のうち、１名の委員さんにつきましては任期を２年とするような特例の措置がなさ

れることとなるのではないかと思われます。次に、施行日以後に旧教育長が急に欠

けた場合は、その時点で新制度に移行することとなるため、新教育長が任命される

までの間は、首長が教育委員のうちから新教育長の職務を行う者を指名することと

なります。以上で説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問、ご意見等ございませんか。 

  ４ページの移行についてですが、田川市はどのパターンですか。 

○教育総務課○教育総務課○教育総務課○教育総務課長長長長 田川市の場合、教育長の任期が平成３０年１０月７日まででござい

ますので、この時点までは今のままの体制という形になります。それで、その平成

３０年１０月７日までの間に先程申しましたとおり２名の委員さんが同じ年度内に

任期満了となります。それは平成２８年度ですが、平成３０年度には委員の交代は

ございませんので、どちらかの委員さんの任期を２年として調整を図るという形に

なってまいります。もう一人の委員さんは通常どおり４年の任期となります。そう

することによって毎年、委員さんの任命が行われることになります。そういう調整

をしなさいということが附則で規定されているという状況でございます。 
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○委員長○委員長○委員長○委員長 大綱はどうなるのですか。 

○教育総務課○教育総務課○教育総務課○教育総務課長長長長 大綱と総合教育会議でございますが、これは平成２７年４月から適

用される、要するにスタートしなさいということになっておりますので、今、どう

いう形ですれば良いかということについて協議しているところでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 その形はいつごろできそうですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 平成２７年４月から施行されますので、それに間に合うような形で

調整していきたいというふうに考えております。大綱の作成あるいは総合教育会議

でございますが、基本的には市長部局が事務局になるのではないかと思います。と

は言いましても文部科学省の関係でございますので、情報等はこちらの方にきます

ので、その点につきましては市長部局と綿密に打ち合わせをして、４月１日からき

ちんと実施できるような形で対応していきたいというふうに考えております。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 整理をすると、来年の４月１日から総合教育会議を開いて大綱が定められ

るような制度を作るということですが、実際にはすぐに首長と一緒になって大綱を

決めるかというとそうではなくて、そこは例えば来年を見ると選挙があります、大

綱はいつまでに定めなさいというところは決まっていません。大綱については、首

長になった時に大綱を１回決めておけば、首長の任期中である４年くらいはその大

綱でいけるだろうという予測の下でやっているので、実際はどうなるのかはわかり

ませんが、選挙が終わった後に首長さんがいつ総合教育会議をしましょう、それで

大綱を決めましょうというふうになるのではないかと思います。それから、県の教

育委員会もこの制度に合わせて変えなければいけませんし、県の大綱とか、そうい

うものも出てきますので、そこも様子を見ながら考えるということになると思いま

す。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 県から大綱が出てくれないとという面もありますよね。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 県がどんな大綱を作ってくるのか、それを見てそれぞれの首長さんが考え

るというふうになると思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 確認しますけれども、平成２７年４月からの田川市教育委員会の会議の形

としては総合教育会議ではなく、現在のままということですか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 今までのとおり、このままの制度が続きますが、新たに首長さん主催の総

合教育会議に出席することになります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 総合教育会議の準備は進めなくてはということですね。 



 

 ９

○教育長○教育長○教育長○教育長 総合教育会議が開ける制度は作っておくことになります。新しい首長さん

が決まったら、すぐに首長さん主催の会議を開催して、そこで大綱を決めていくと

いう、そういう動き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 大綱というのは具体的にはどういうものになるのでしょうか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 大綱は非常に大きなもので今、国が定めております教育基本法の中

に基本的な方針を作っておりますが、それを参考にして作りなさいということにな

っております。これはかなり大枠なものだと思います。それで田川市の場合、今で

言いますと第５次総合計画、これが田川市の頂点の大綱と言いますか、田川市の大

元の施策となっておりますのでこれに基づいた形の大綱が決められるのではないか

というふうに思っております。まだ具体的な内容について文部科学省の方から説明

はあっておりませんが、じきにこういう形になるのではないかということで説明が

入ってくると思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ということは文部科学省が早くおろしてこないと作りにくくなりますね。

大綱というのはサンプルが県の方におりて県が作って、それを基にして市におりて

くるのでしょう。 

○教育総務課総務係長○教育総務課総務係長○教育総務課総務係長○教育総務課総務係長 先日、文部科学省の説明会に行かせてもらったのですが、そ

のときに国の方が言うには、国としてはこういうふうな形で、こういうふうに作り

なさいというものは細かく定めないということですので、各自治体で好きなように

というようなイメージで話されていました。そして、大綱のイメージとしては基本

的には大雑把なものということで、計画等とは違って施策までは載せなくていいと

いうことでした。イメージ的には２、３ページで大まかな○○することのような形

を想定しているということでざっくりとした感じのものを想定しているというよう

な説明をされていました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そうであれば、市長さんが策定する大綱について、今から少しずつ考えて

きちんとした教育委員会としての意見を言える準備をすることはできますね。 

○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、会議自体は４月１日にすぐ行われるということではござい

ませんが、そういうことができるような組織作りということを中心に考えて、そし

て、どういう内容でどこが会議を進行していくかということを考えていくことにな

ります。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 それで、今の状況から言えばその担当は市長部局になると思います。ただ、
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例えば、田川市だと総合政策課になるだろうとは思うのですが、総合政策課に「は

い、どうぞ」とそういう訳にはいかないのではないかと思いますので、教育委員会

と協議しながらということになろうかと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 やはり課題とか、最重点ポイントとか、そういったところの優先順位をき

ちんとつけておくとか、説明をするときにどうやって組み込んでいただくかという

準備は十分にやっておかないといけないでしょうね。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ただ、これまで作ってきた教育施策方針は継続してずっと作っていかなく

てはいけないと思います。大まかな大綱があって、その下に教育委員会としての教

育施策方針を出しますから、そこで具体的にいろいろな取り組みについて考えてい

くということになると思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 大綱というのは市長さんの公約に則ったようなものになるのでしょうね。 

  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、次に移ります。日程第９日程第９日程第９日程第９    議案第４４号「田川市新中学校の議案第４４号「田川市新中学校の議案第４４号「田川市新中学校の議案第４４号「田川市新中学校の

あり方に関する諮問について」あり方に関する諮問について」あり方に関する諮問について」あり方に関する諮問について」をををを議題とします。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９ 議案第４４号「田川市新中学校のあり方に関する諮問に

ついて」ご説明いたします。本件は学校適正規模について、田川市教育委員会事務

委任及び臨時代理規則第２条第１号、第２号及び第１４号の規定に基づき提出する

ものであります。内容につきましては田川市新中学校のあり方に関する審議会に対

しまして、後程ご説明をいたします審議会設置要綱の第２条に係る事項をご審議い

ただき、提言していただくため諮問を行うものでございます。諮問書につきまして

は１ページです。内容を読み上げます。田川市新中学校のあり方に関する審議会設

置要綱第２条の規定に基づき、下記の事項についてご提言をいただきたく、諮問し

ます。諮問事項、１．田川市立中学校の適正配置に関する基本的な考え方と具体的

方策、２．１に関連する事項、以上であります。 

○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。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 審議会の委員さんはだいたい決まりましたか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 今、調整中でございます。後程またご説明いたします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今、１、２でお示しいただきましたけれども、審議会の委員さんはいろい

ろな方がいらっしゃると思いますけれども、これを具体的に理解していただくため

にはどのくらい時間がかかりそうですか。 
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○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 審議会を立ち上げてからの話にはなろうかと思いますが、できる限

り情報を差し上げた上で、事前に資料をお配りしてご審議いただこうと思っていま

す。審議の過程といたしましては、できましたら今年度いっぱいに審議が終了する

ようなスケジュールを立てていき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 ご信頼申しあげておりますけれども、このことにつきましてはいろいろな

方のお考えがあるでしょうから、審議の内容について審議途中の情報がいろいろな

ところに少しずつ見え隠れして広がっていくというのはいかがなものかと思います

ので、そこら辺についてはどのようなお考えでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 教育委員会に対しましては必要に応じて審議の経過を報告いたした

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 本件につきましては、次にも関連事項がございます。 

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９ 議案第４４号「田川市新中学のあり

方に関する諮問について」は原案のとおり可決いたします。 

次に移ります。日程第１０日程第１０日程第１０日程第１０    事務報告「田川市新中学校のあり方に事務報告「田川市新中学校のあり方に事務報告「田川市新中学校のあり方に事務報告「田川市新中学校のあり方に関する関する関する関する審議会審議会審議会審議会

設置要綱の制定について」設置要綱の制定について」設置要綱の制定について」設置要綱の制定について」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１０ 事務報告「田川市新中学校のあり方に関する審議会設

置要綱の制定について」ご説明いたします。田川市立中学校の校区再編につきまし

ては９月５日の定例教育委員会で議決をいただいた田川市新中学校創設基本計画の

策定方針に従い、市民等の意見を求めるため田川市新中学校のあり方に関する審議

会を設置いたします。設置にあたり審議会設置要綱を制定いたしましたので、ご報

告いたします。１ページをお願いします。要綱をご参照いただきたいと思います。

審議いただく内容につきましては前回ご説明をいたしましたとおり、中学校の適正

配置に関すること、通学区域及び通学方法に関すること、その他新中学校設置に関

して、教育委員会が必要と認めることであります。先程、ご質問いただきました審

議メンバーにつきましては、各団体に推薦依頼をしている状況でございます。学識

経験者から２名、区長会から２名、校区活性化協議会から２名、田川市ＰＴＡ連合

会から３名、筑豊教育事務所から１名、市職員から２名で調整中であります。決ま
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りましたら改めてご報告をさせていただきます。なお、教育委員会へのメンバー報

告が後になってしまい大変申し訳ないのですが、第１回会議は委員の推薦が出そろ

いましたら、日程を調整いたしまして１０月中に開催をさせていただきたいと考え

ているところです。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。 

  この審議会設置要綱を見る限りでは時期のことについてはないようですが、挙が

ってこないのですね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 時期については基本計画の中に盛り込むことでございますので、こ

の審議会においては時期のことについては触れておりません。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 第４条に第２条に規定する事務が完了した日までとするとありますが、何

をもって完了というのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 諮問をいたしまして審議会からご提言をいただく。それが整いまし

たら、この審議会は終了ということになります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    提言は最終的な形で一括して出していただくということになりますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 はい、そのように考えております。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 第２条の⑶その他教育委員会が必要と認めることとありますが、そのイ

メージがちょっとわかないのですが、例えば、どういうことでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 例えば、学校選択制をとるかということもこの辺りに含まれようか

と思います。⑵で通学区域、通学方法、それから、⑴で適正配置、場所等が決まり

ますと、それに通う子ども達が校区性をとるのか、それとも選択制を取るのかとい

うことまで入りますと、⑶が入ってこようかと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 １０月中にこの会議は開けるようにということですね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 はい。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 具体的には諮問が完了しつつあるときに、委員の方々にこの件について

も検討してくださいということになるわけですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 この件と言いますと、どういう件でしょうか。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 教育委員会が必要と認めることということであれば、例えば、市民から

の意見をどのようにして聞くかとか、そういうふうな事柄を途中からお聞きする事

項に入れていくということですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 最初の段階でできる限り想定されることはすべてお示しをした上で、
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ご審議をいただきたいというふうには考えております。ただし、審議の過程で、市

民を対象にしたアンケート調査等を実施いたしますから、その中でどうしても私ど

もが想定をしていなかったことが出てきた場合はそれも含めてご審議をいただこう

と思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 わかりました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 実際問題として、ご審議をいただく過程で、例えば、コミュニティバスを

どのくらい動かしていただけるかとか、西鉄バスとの交渉はどんなふうになるかと

か、そういったところまではっきりとわからなかったりするとは思うのですけれど

も、そういった情報がないと最終的には決めづらいということもあると思いますが、

そこら辺はどれくらいまで調整ができるよう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 そこは基本的には現状で考えるしかないと思います。新しい形をど

ういうふうに調整がつくかということまでは時間が掛かろうかと思いますので、現

在の段階でいきますと、こういうことが想定されますというところでご審議をいた

だかざるを得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 今日、通学路を見せていただいたのですが、通学路としては狭すぎる歩道

であったりとか、そういうところがありましたけれども、そういったところがもし、

改善できるのならばこういう校区もあるなというような選択肢もあると思います。

そこら辺についてもできるだけ教育委員会の方で大変でしょうが、可能か、不可能

かというようなところまでできるところまでは調べていただいて、できないのなら

ばその選択肢はないということになるでしょうから、短い間だけれども歩道が狭す

ぎるとか、それがなければここはいろいろなオープンな対象になるんだけどねとか、

そういうところが実際にありましたので、そういったところは数え上げたら切りが

無いとは思いますけれども、少しでも解消できればよりよいチョイスができるので

はないかと思いますので、すごくご負担になるとは思いますけれども、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１１日程第１１日程第１１日程第１１    諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告「「「「教教教教育委員会に係る育委員会に係る育委員会に係る育委員会に係る

９月議会の一般質問について９月議会の一般質問について９月議会の一般質問について９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 ９月定例議会につきましては教育委員会に係る一般質問者が６名でござ

いました。まず、石松議員でございます。石松議員は豊かな教育環境と充実施策に
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ついてということで５点にのぼって質問がありました。まず１点目は、特別支援学

級の定数基準における教員配置と適正な勤務時間の確保についてでございます。定

数につきましては国の基準を本市は下回っているということで、国が８名であれば

本市は６名という現状でございますので、そういったことを答弁させていただいて

おります。それから、勤務時間につきましては学校全体で当たっていくことを基本

に置きながら、さらに勤務時間についても現行の支援員の勤務時間は４時間でござ

いますけれども、この延長につきましても検討したいというふうにお答えさせてい

ただいたところでございます。次は少人数学級における新一年生の３０人学級につ

いてのご質問でございます。本市はすべての学校において、今、現在３５名以下学

級を実現しているところでございます。こういった現状を説明すると共に指導方法

工夫改善教員を活用した少人数授業を実施している学校もありますというふうなご

説明をさせていただいたところでございます。それから、次は放課後児童クラブに

ついてのご質問でございます。最終的には場所の環境整備と指導員の適正配置並び

に預かり時間の延長についての要望があっているところでございます。預かり時間

は現在１８時までになっております。この時間の延長をしていただけないかという

ことは、石松議員だけではなく、議会の方から再三、質問があっております。従い

まして、教育委員会といたしましてはアンケート等を頂戴いたしまして、本当に保

護者の方にそれだけのニーズがあるのかということも含めまして検討したいと考え

ております。それから、最後の質問ですが、スクールソーシャルワーカーの活用に

ついて検証と課題ということでございました。それで、最終的な要望でございます

けれども、現在、スクールソーシャルワーカーにつきましては１名でございます。

相談件数等も１６００回というような形ですごく増えてきております。従いまして、

複数の職員配置をしていただきたいというふうな要望をいただいたところでござい

ます。次に梅林議員でございます。梅林議員につきましては先程、説明がありまし

た新教育委員会制度についてのご質問でございました。大きな内容といたしまして

は、市長に対しまして教育に関する先程の大綱でございます。大綱についてどうい

うような時期に考えているのかというふうな質問がありました。これにつきまして

市長は早急に策定をしてまいりたいというふうな答弁でございました。先程申し上

げましたように来年の４月１日からの施行でございますけれども、選挙が終われば

早い時期という意味だと解釈いたしております。それから、市長部局と教育委員会
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との連携をより一層図っていくようにという要望をいただいたところでございます。

それから、北山議員でございます。北山議員につきましては、総合体育館の空調設

備設置についてでございます。総合体育館は建設してから３０数年経っております

ので、今、経年劣化により修繕等が発生しております。従いまして、優先すべき課

題等を抱えておりますので、使用頻度が少ないと思われます空調設備の設置につい

ては財政的に見ても厳しい状況でございますというふうな答弁をさせていただいた

ところでございます。次に、柿田議員でございます。柿田議員につきましては学校

給食の実施についての要望があっております。次に、加藤議員でございます。加藤

議員につきましては、放課後児童クラブにおける指導員の任用についてでございま

す。経験のある指導員については任用期間を特例の特例により、現在のところ１０

年としておるのですけれども、更に延長してほしいという要望があっております。

現在の指導員につきましては市の嘱託職員でございますので、総務課の定めるとこ

ろの規定によって雇用いたしております。１０年というのは特例でございますので、

これ以上の延長というのは非常に難しいところでございます。最後に、尾崎議員で

ございます。尾崎議員につきましては、埋蔵文化財の包蔵地における土地利用制限

についてのご質問がございました。その制限内容について説明してほしいというこ

とでございましたので、その制限内容につきまして現在の包蔵地の指定を受ければ

こういう制限がありますというような説明をさせていただいたところでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問等ありませんか。 

ないようですので、次に移ります。「「「「１０月行事予定について１０月行事予定について１０月行事予定について１０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。「「「「１１１１１１１１月定例会の日程案について」月定例会の日程案について」月定例会の日程案について」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 １１月定例会でございますが、１１月６日（木）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、１１月定例会は１１月６日（木）の１４時からに決定

いたします。 

  ほかに、ご質問、ご意見等ございませんか。 
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それでは、以上をもちまして平成２６年第１５回田川市教育委員会１０月定例会

を閉会いたします。 

（閉会１５時２０分） 

 

 

 

  


