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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２７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１「日程第１「日程第１「日程第１「平成２６年第平成２６年第平成２６年第平成２６年第１１１１７７７７回田川市教育委員会１回田川市教育委員会１回田川市教育委員会１回田川市教育委員会１２２２２月定例会会議録の承認月定例会会議録の承認月定例会会議録の承認月定例会会議録の承認

についてについてについてについて」」」」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

いてご異議はございませんか。 

     ご質疑ないようですので、日程第１「平成２６年第１７回田川市教育委員会１２

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「平成２号「平成２号「平成２号「平成２７７７７年度年度年度年度教育費当初予算教育費当初予算教育費当初予算教育費当初予算について」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。 

○○○○教育部長教育部長教育部長教育部長    日程第２ 議案第１号「平成２７年度教育費当初予算について」資料に

基づきましてご説明申し上げます。平成２７年度は首長の選挙の年でございますの

で、骨格予算を組んでおります。骨格予算と言いますのは、新規事業や投資的経費

は計上せず、経常的な経費につきまして計上し、編成をいたしたというところでご

ざいます。１ページをお願いします。１の総括表でございます。まず、歳入でござ

います。歳入につきましては平成２６年度と平成２７年度を比較いたしますと約１

９００万円の増額となっております。次に、歳出でございます。歳出につきまして

は平成２６年度と平成２７年度を比較いたしますと約１億４千万円の減額となっ

ております。これは先程申し上げましたように新規事業あるいは投資的経費が含ま

れていないというところが大きなものでございます。投資的経費等につきましては

６月補正予算時に計上してまいる所存でございます。次に、主な事業内容でござい

ます。⑵の歳出の部分についてご説明させていただきます。まず、教育総務課につ

きましては、小・中学校の施設の維持管理経費が主なものでございます。次に、学

校教育課につきましては、小・中学校の少人数学級・少人数指導あるいは小・中学

校の就学援助事業等が主なものでございます。続きまして、生涯学習課につきまし

ては、体育施設の指定管理委託料等を含む例年、実施しております事業等につきま

して計上いたしております。次に、文化課につきましては、後程ご説明いたします

が、図書館・美術館に指定管理制度を導入いたすことに伴います指定管理運営に係

る業務委託料を計上させていただいております。これは半年分でございます。次に、

世界記憶遺産推進室につきましては、石炭歴史博物館運営事業費等が主なものでご

ざいます。なお、詳細につきましてはそれぞれ各課の課長のほうから説明を申し上
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げたいと思います。以上でございます。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 教育総務課に係ります平成２７年度当初予算要求額の概要につい

て説明いたします、まず、歳出でございます。１２ページの教育委員会人件費から

１６ページの幼稚園施設維持管理経費までの１０事業でございます。主な事業のみ

説明をさせていただきたいと思います。１４ページ下段の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係る各種経費で、事業

費は１億５５３８万２千円でございます。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、校舎等修繕料等でございます。次に、１５ページ上段

の小学校施設防災機能強化事業費でございます。この事業は小学校の施設整備を行

うための経費で、事業費は１３０６万４千円でございます。その主なものは弓削田

小学校及び鎮西小学校の屋内運動場ギャラリー部分の吊り天井の改修工事や後藤

寺小学校を除く各小学校の照明器具等落下防止対策工事の請負費でございます。次

に、１５ページ下段の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係る各種経費で、事業費は７３４８万８千円でございます。

その主なものは事務補助員、学校司書員の賃金や電気料、校舎等修繕料等でござい

ます。次に、１６ページ上段の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経費で、事業費は３４５２万８千円でござい

ます。その主なものは伊田中学校屋内運動場吊り天井の改修工事や各中学校の照明

器具等落下防止対策工事の請負費でございます。次に、１６ページ下段の幼稚園施

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係る各

種経費で、事業費は１３８０万 1 千円でございます。その主なものは幼稚園教諭の

賃金や電気料等でございます。最後に歳入でございます。２ページをお願いします。

主なものは中段の学校施設環境改善交付金１４７８万７千円でございます。この交

付金は屋内運動場の吊り天井改修工事や照明器具等落下防止対策工事に伴う交付

金でございます。以上で教育総務課に係ります平成２７年度当初予算要求額の説明

を終わります。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 続きまして、学校教育課でございます。学校教育課につきましては

事業数が多いため、増減額の大きいものを中心に説明をさせていただきます。１７

ページ上段、放課後児童健全育成事業費でございます。事業費８３２２万１千円、

増減額７１１万４千円でございます。いわゆる放課後児童クラブの経費でございま
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して、来年度は障害児の受け入れ数が増えるということが見込まれておりますので、

補助員が増加することに伴う増額を計上しております。また、全クラブで６年生を

受け入れることに伴う消耗品の増額も計上しております。また、伊田児童クラブを

旧伊田幼稚園で実施することに伴う空調設備工事費も計上させていただいており

ます。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。事業

費２１２万２千円でございます。これは大浦児童クラブのテラス屋根の修繕、金川

児童クラブの畳表替え、また、伊田児童クラブが旧伊田幼稚園で実施することに伴

う警備委託料及び浄化槽の管理委託料を計上しております。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。事業費２５９万３千円でございま

す。平成２６年度は新規２名のみでございまして、継続者がおりませんでした。平

成２７年度は継続者１名を見込んでおりますので、新規２名と継続者１名を合わせ

た予算計上となっております。続きまして、２２ページ下段、特別支援教育充実事

業費でございます。事業費１８８３万２千円でございます。これは特別支援教育支

援員に係る経費が中心となっておりまして、支援の必要な子どもが増加をしており

ます関係で支援員の数も増加しております。続きまして、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。事業費４２万円でございます。これは１０月

１日統計に基づきまして児童・生徒数の見込みから学級数を算出いたしました。平

成２６年度は６名を配置しておりますが、平成２７年度は小学校では７名の雇用が

予定されております。２７ページ上段、小学校教育用消耗器材費でございます。事

業費３４９５万１千円でございます。これも児童数の見込み増により増額となって

おります。また、情報管理を徹底するためにパスワード付の専用メモリを学級数分

配布しようと考えており、その経費を計上させていただいております。続きまして、

２８ページ下段、小学校教育機器整備事業費でございます。事業費６２２万３千円

でございます。小学校のパソコンにつきましてはリース期限を迎えましたが、もう

少し使えるということでございましたので、保守委託料とサーバーのリプレイス費

を計上させていただいております。２９ページ上段、小学校災害共済給付制度経費

でございます。事業費３１２万３千円でございます。これにつきましては増減額が

大きくなっておりますので、理由を説明いたします。これは学校で事故が起こった

場合の災害給付金に伴う経費でございます。子ども医療制度の改正により平成２６

年１０月１日から中学校３年生までの外来・入院の医療費が無料になり、それに伴
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う減額でございます。それでは、なぜゼロにならないのかということにつきまして

は、日本スポーツ振興センターでは１割を見舞金として支給いたします。また、掛

け金分を設置者が負担する必要があるため予算は計上いたしております。続きまし

て、３３ページ下段、中学校少人数学習指導事業費でございます。事業費１１５１

万２千円、増減額１９８３万２千円でございます。これも１０月１日統計に基づき

まして算出いたしました。平成２６年度は６名を雇用いたしておりましたが、平成

２７年度は２名の雇用が予定されております。続きまして、３７ページ下段、中学

校就学援助事業費でございます。事業費２２０８万３千円、増減額２１５万３千円

でございます。これは対象生徒数の見込みの減でございます。平成２６年度は４２

６名でございましたが、平成２７年度は４０２名に減少する予定でございます。４

３ページからは幼稚園費でございますが、大きな増減はございません。続いて、歳

入でございます。主なものは３ページ上段、放課後児童クラブ保護者負担金、３ペ

ージ下段、幼稚園授業料でございます。歳入につきましては６ページまでとなって

おりますが、記載のとおりでございますので説明を省略させていただきます。以上

で学校教育課の説明を終わります。 

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 生涯学習課の平成２７年度当初予算について説明いたします。なお、

説明にあたりましては主なもののみを説明させていただきます。まず、歳出でござ

いますが、４６ページから５６ページに記載しております２０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。事業費は６

０９万２千円で、主なものは人権・同和教育推進のための社会教育相談員及び社会

教育指導員に係る人件費でございます。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。事業費は４９９万８千円で、主なものは小

学生の体験活動等の推進に係る地域活動指導員２名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。事業費は３５５

万８千円で、主なものは青少年対策推進に係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。事業費は２５７５万９千円で、主なものは市民会館の維持管理

に伴う電気料や各種委託料でございます。次に、５３ページ上段をお願いします。

地域活動活性化事業費でございます。事業費は２６１０万円で、主なものは市内８

中学校区に組織されております活性化協議会への補助金でございます。次に、５４
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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。事業費は８５８２

万９千円で、主なものは体育施設及び市民プールに係る指定管理運営業務委託料や

スポーツ推進委員の報酬でございます。次に、５５ページ上段をお願いします。保

健体育振興経費でございます。事業費は３５０万５千円で、主なものはスポーツ活

動の推進とスポーツ環境の整備に伴う臨時職員の人件費やスポーツ用品購入のた

めの備品費でございます。最後に歳入でございます。７ページ中段をお願いします。

教育費県補助金５５７万６千円で、主なものは地域活動指導員設置事業費補助金で

ございます。８ページ上段をお願いします。教育使用料４０３万円で、主なものは

公民館使用料でございます。以上で、生涯学習課の説明を終わります。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 続きまして文化課に係ります平成２７年度当初予算の要求額について

説明いたします。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５７ページから６５ページ、そして、７０ページとなっております。歳出か

らご説明いたします。事業費ごとの説明に入る前に後程、事務報告で詳しい説明を

いたしますが、図書館と美術館については一括で平成２７年１０月に指定管理者制

度導入を目指しておりますので、平成２７年度の予算につきましては４月から９月

の半期分が各々の施設の直接経費、１０月から３月の半期分が指定管理運営業務委

託料として計上しておりますので、ほとんどの事業費に増減が出てまいります。そ

れでは５７ページをお願いします。上段、文化関係一般経費でございます。この事

業費は新規の事業費になります。これは図書館と美術館に指定管理者制度が導入さ

れましたならば、文化課は市民会館に移転する予定でございますので、その後の事

務経費と移転のための運送料を計上しております。下段、図書館維持管理費でござ

います。これにつきましては、半期分の施設の維持管理費となっておりますので、

５６５万８千円の減額となっております。次に、５８ページをお願いします。上段、

図書館運営事業費でございます。これにつきましては、図書館に係る半期分の指定

管理運営業務委託料が計上されておりますので、大幅な増額となっております。指

定管理運営業務委託料といたしまして３８９１万３千円を計上しております。この

指定管理運営業務委託料の中には半期分の人件費、維持管理費、運営事業費、それ

と後から出てまいりますが、読書推進事業費、蔵書充実事業費、これは図書購入費

でございますが、そういうものがすべて合算された金額となっております。また、

この事業費の中には図書館システムを更新するための委託料や使用料も含まれて
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おり、増額の要因となっております。下段の読書推進事業費、５９ページ、下段の

図書館蔵書充実事業費につきましては先程、ご説明いたしましたように半期分が指

定管理運営業務委託料に合算されておりますので、減額となっております。５９ペ

ージ、上段のブックスタート事業費につきましては、事業としては指定管理者に引

き継がれますけれども、配布する消耗品等を年度当初に一括購入するため、大きな

増減はございません。次に、６０ページをお願いします。ここからは文化財関連の

事業費でございます。主なものについて説明をさせていただきます。下段、埋蔵文

化財発掘調査受託事業費でございます。これは今年の２月から調査を受託いたしま

す県立西田川高校の発掘調査の平成２７年度分の事業費になります。次に、６１ペ

ージをお願いします。上段、埋蔵文化財発掘調査事業費でございます。平成２７年

度は三井田川伊田坑の調査の最終年度となる予定でございますので、確認調査委託

料や調査報告書作成のための印刷費等の経費により、７８７万円の増額となってお

ります。次に、６２ページをお願いします。ここから文化事業に係る事業費でござ

います。主なものといたしまして、上段、文化会館維持管理費、これは文化センタ

ーおよび青少年文化ホールの指定管理運営業務委託料でございます。次に、６４ペ

ージをお願いします。ここからは美術館に係る事業費でございます。美術館維持管

理費、美術館運営事業費、美術館企画展事業費の３事業費になりますが、図書館と

共に１０月から指定管理者制度導入を目指しておりますので、導入に伴う事業費の

増減となっております。美術館運営事業費の中に先程の図書館と同じように指定管

理者運営業務委託料３０９６万９千円を計上しております。また、美術館の企画展

につきましては、平成２７年度は１年分を分割で企画し、１０月以降開催の企画展

の実施につきましては、指定管理者に引き継ぐ予定でございます。次に、歳入につ

いて説明いたします。９ページをお願いします。上段の美術館使用料、入館料でご

ざいますが、指定管理者制度導入となりましたならば、利用料金制となりますので、

ここでは半期分の収入のみを計上しております。３段目、５段目につきましては埋

蔵文化財調査に係る国、県の補助金でございます。次に、１０ページをお願いしま

す。上段の社会教育費委託金ですが、これは西田川高校の発掘調査に係る県の委託

金になります。２段目の文化振興基金繰入金は例年、美術館の企画展事業費として

文化事業に充当している基金の繰入金でございます。最後に７０ページをお願いし

ます。債務負担行為の設定をしております。平成２７年１０月から図書館、美術館
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の指定管理者制度導入を目指しておりますので、指定期間を３年６か月としたいと

考えております。それで、平成２８年度から平成３０年度までの３年間の債務負担

行為の設定としております。以上で、文化課に係ります平成２７年度当初予算の説

明を終わります。 

○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長 世界記憶遺産推進室に係ります平成２７年度当初予算の

説明をさせていただきます。歳出からご説明させていただきます。世界記憶遺産推

進室に係る事業といたしましては６６ページから６９ページまでの７事業でござ

います。主なもののみを説明させていただきます。６６ページをお願いします。上

段、石炭歴史博物館維持管理費でございます。主なものといたしましては、修繕料

でございます。現在、伊田竪坑櫓のライトアップを行っておりますが、２本煙突に

比べて明かりが十分に足りないという状況がございますので、新たに３台を増設し

たいと考えております。また、産業ふれあい館は木造ですけれども、老朽化に伴い、

軒に危険な箇所がありますので修繕を行いたいと考えております。次に、下段、石

炭歴史博物館運営事業費でございます。事業内容は石炭・歴史博物館の運営、石炭・

歴史博物館等運営協議会の開催等でございます。主なものといたしましては、石炭

歴史博物館等運営協議会委員報酬、館長、副館長、文化財アドバイザーあるいは臨

時職員等の人件費の経費でございます。６８ページをお願いします。上段、世界記

憶遺産情報発信・連携事業費でございます。こちらにつきましては、平成２７年４

月１日から１９日までの間、九州国立博物館におきまして山本作兵衛コレクション

の保存に向けた取り組みの完了記念の特別展を開催したいと考えております。今年

度、債務負担を設定しておりましたので、来年度に支出を伴う経費につきまして、

当初予算で計上するものでございます。主なものといたしましては、この特別展の

開催期間中に実施されます講演会の講師謝礼金あるいはこの展示会の展示造作等

業務委託料でございます。続きまして、歳入をご説明させていただきます。１１ペ

ージをお願いします。まずは上段の社会教育使用料でございまして、石炭・歴史博

物館の入館料でございます。こちらにつきましては、現在の予定といたしまして、

遅くとも来年の１月には石炭・歴史博物館の改修工事に入りたいと考えております

ので、平成２７年４月から１２月までの９か月間の歳入を見込んでおります。また、

下段の雑入でございますが、その主なものは図録売上代金等、そして、オリジナル

商品等売上代金でございまして、こちらにつきましても同様の観点から９か月分の
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歳入を見込んでいるところでございます。また、新たなものといたしまして、物品

販売所の電気料、水道料も含まれております。こちらにつきましては、現在、旧炭

都物語は閉じておりますけれども、４月以降に事業者が変わりまして、新たに再開

される予定でございます。その電気料、水道料の受入れにつきましては、関係課で

協議を行った結果、世界記憶遺産推進室が受入れを行うということが決まりました

ので、その受入れを行うべく歳入を見込んでいるところでございます。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。 

  学校教育課に質問です。４１ページの土曜授業ですが、来年度も同じような企画

になるのでしょうか。 

○学校教育課○学校教育課○学校教育課○学校教育課長長長長    土曜授業につきましては来年度も同じような形でと考えておりま

すが、回数を増やすことを計画しておりまして、６月補正で予算計上させていただ

きたいと考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 場所や教科は同じですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 はい、科目も今までどおりの数学、英語でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 人数も今までと同じですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 募集人員につきましては各教科５０名ずつでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 同じなのですね。今年は何名集まったのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ５０名に近い数です。合計しますと９０数名集まったのですが、こ

れも例年の傾向ではございますが、部活動との関係等で途中で退塾する生徒はおり

ました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 本来は各学校ですることができれば一番いいのでしょうが、そういった取

り組みについて何か考えられていないのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 学校ごととなりますとそれぞれの校区にお願いするべきであろう

と思います。例えば、現在、鎮西中学校校区で行われています学び舎鎮西につきま

しては、地域が主体となって行ってくださっていますので、校区ごととなりますと

そういう形が望ましいと考えています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 各地域でそういった取り組みを行っているところがあるということです

か。そうすると、今、実際に公的なといいますか、そういった形で行われているの

は土曜学び塾と各地域でのそういった取り組みということですね。 
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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    そうです。    

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 それと教育委員会の事業ではないのですが、県の方で母子家庭に対して

の取り組みを行っております。週に何回とか、そういう詳しいことは存じ上げてお

りませんが、母子家庭を対象に行っております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 隣保館とかでやっているのとは別ですか。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 商店街の空き店舗を利用させていただいていると聞いております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そういった情報は、皆さんに行き渡っているのでしょうか。 

○学○学○学○学校教育課長校教育課長校教育課長校教育課長 担当課からこちらに案内がきますので、学校にはお声掛けをしてお

ります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そういった市役所に問い合わせをして受けることができる課外的な授業

というのを一覧表にして、私たちに示していただけるとわかりやすいかなと思いま

すので調べてみてください。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 昨年、学童に行っている子ども達に各学校の図書室で退職された先生方

が勉強を教えるということを聞いていたのですが、それは今どういう状況ですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 木曜日、週１日でございますが、実施をしております。５年生、６

年生に限定したためかどうかは分かりませんが、子どもの数が割と少なかったもの

ですから、来年度は学年を拡大して４年生から受入れをしようというふうに考えて

います。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 対象になるのは学童に行っている子ども達ですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 はい、そうです。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 学校教育課に質問です。１７ページの上段、放課後児童クラブのところ

で登校日、土曜日等、開所日数は２９１日と書いていますが、例えば、学校行事の

代休の月曜日は開所されているのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 代休日も開所しております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 それから、２３ページの上段、育英資金貸与事業費についてです。事業

内容のところに、入学支度金については入学した年の５月末までに一括返還と書い

ていますが、これは実際に借りている人はいますか。それと、一括返還については

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 利用いただいている方はおられます。返還の状況ですが、今、具体

的な詳しい数字を持っていないので、はっきりとしたお答えはできませんが、返還
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状況は進んでいるというふうに捉えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 これは何年前からか始まった制度ですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 すみません、不確かです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 何人くらい対象になっているのか分かりますか。後日で構いませんので、

運用状況を再度確認したいと思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 ５月末までに一括返還というのは親切ではないですよね。入学は４月だ

から、ゆとりが一月ぐらいしかないですね。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 本当は県からお金を借りるのですが、それが遅れるんですよ。それで、田

川市がその分を立て替えて、県の方から奨学金が出たときに一括して返してもらう

というシステムなんです。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 県からは直接、その個人の方に支払われるのですか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 そうです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 早く返してもらった方がいいでしょうね。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ちょうど入学準備の時にお金がいるのですが、奨学金はそれに間に合わな

いという実態があって、だから早くお金を出しましょうと始まった制度です。だか

ら、県からお金が下りたら、すぐに戻してくださいというシステムなんです。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 特に苦しくはないかもしれないけれども、そのお金を学業の別のことに

使うことによって延びるということはありますよね。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この目的としては進学の機会を保証するための資金ですよね。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 田川市に振り込んでいただくという同意書をもらうことはできないの

ですか。そうしたら何も心配しなくてすみますよね。それと、ここに訴訟等費用５

万２千円とあるのは月々お貸ししている分のことですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 そうです。育英資金全体で過年度、現年度滞納分が出た場合の訴訟

費用です。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 これは個人が請求して個人の口座に入れるというシステムなのだと思い

ます。だから、市の方に入れるというのは難しいのではないかと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 詳しいところはわかりませんが、本来は県が個人へ貸し出しをするものな

ので、その個人に渡る前に田川市に振り込んでもらうということはやっていないと

思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 それと、これは後日でいいのですが、学校ごとの就学援助とか、生活保護
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の実態を教えていただきたいと思いますので、お願いします。 

  ほかに、ご意見、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２ 議案第１号「平成２７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年度高齢者叙勲の推薦について」議案第２号「平成２６年度高齢者叙勲の推薦について」議案第２号「平成２６年度高齢者叙勲の推薦について」議案第２号「平成２６年度高齢者叙勲の推薦について」

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。ここからは通常どおり公開とします。日程第４日程第４日程第４日程第４    議案第３号議案第３号議案第３号議案第３号「田「田「田「田

川市教育職員の任用、賃金等に関する規則の一部改正について」川市教育職員の任用、賃金等に関する規則の一部改正について」川市教育職員の任用、賃金等に関する規則の一部改正について」川市教育職員の任用、賃金等に関する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○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 日程第４ 議案第３号「田川市教育職員の任用、賃金等に関する規

則の一部改正について」ご説明いたします。本案は、田川市教育委員会事務委任及

び臨時代理規則第２条第８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ページをお願いします。田川市教育職員の任用、賃金等に関する規則の

新旧対照表でございます。これは少人数学級を実施するための市費講師の給与体系

の内、給与相当月額及び教職員独自の手当相当額については県の給与体系に基づき、

また、職員手当相当額については田川市の給与体系を使っております。今般、平成

２６年１２月１８日に福岡県人事委員会は平均０．３パーセントの引き上げ改訂を

行い、福岡県公立学校職員の給与に関する条例を一部改正いたしました。それに伴

い市費講師の給料相当額を改正するものでございます。説明は以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問等ございませんか。 
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  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４ 議案第３号「田川市教育職員の任用、

賃金等に関する規則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５日程第５日程第５日程第５    事務報告「平成２６年度全国体力・運動習慣等調査結事務報告「平成２６年度全国体力・運動習慣等調査結事務報告「平成２６年度全国体力・運動習慣等調査結事務報告「平成２６年度全国体力・運動習慣等調査結

果の市町村別結果の公表について」果の市町村別結果の公表について」果の市町村別結果の公表について」果の市町村別結果の公表について」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５「平成２６年度全国体力・運動習慣等調査結果の市町村別

結果の公表について」ご報告いたします。１ページをお願いします。まず、県教育

委員会の方針でございますが、県教育委員会は県全体・７地区別の結果公表に加え、

次の①及び②の考え方により対応するとされております。①市町村名を明らかにし

た公表、これは同意を得られた市町村の結果を県教育委員会が公表する。②市町村

立学校名を明らかにした結果公表、これは設置者である市町村の判断に委ねること

とし、県教育委員会としては公表しない。次に、田川市教育委員会の方針でござい

ます。全国体力・運動習慣等調査は、各教育委員会、各国公私立学校が全国的な状

況との関係において自らの子どもの体力の向上に係る施策の成果と課題を把握し、

その改善を図るとともに、そのような取組を通じて、子どもの体力の向上に関する

継続的な検証改善サイクルを確立するために実施をしております。具体的には、各

児童生徒の体力や運動習慣、生活習慣等を把握し、学校における体育・健康に関す

る指導などの改善に役立てるものであります。したがいまして、各学校が保護者や

地域住民に向けて自校の結果を公表することは、地域全体で体力の向上、健康の増

進に取り組むことにつながる観点から望ましいことであると考えますが、県下自治

体が比較できる公表方法は、固定的な序列化や風評を含めた認識を促すことが懸念

され望ましくないと考えるため、公表に同意しないとさせていただいております。

次のページからは県が公表する場合の公表の方法についてお示しをしております。

資料１のように公表に同意する自治体につきましては、棒グラフで市、県、全国の

比較ができるようにするということです。また、資料２にございますように体力向

上に効果が認められている市町村につきましては、その取り組み状況を付して公表

をするというふうにしております。また、資料３として本市の状況について掲載を

させていただいております。一番下の棒グラフにありますように全国、それから県

の結果にくらべて若干下回っているというのが現状でございます。ただし、例えば、
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ソフトボール投げのように全国・県を上回っている。つまり、子どもの運動習慣と

体力というのは密接な関係があるということがわかります。本市の子ども達は、休

み時間等にドッジボールを盛んにやるというような傾向が明らかにありますので、

それによってその領域は高まっているということが見てとることができると思い

ます。今後、県が実施をしておりますスポコン広場、スポコン広場といいますのは、

この運動種目別にそれぞれの学級がデータを登録して、県のみんなと競いあうこと

ができるというホームページがございます。今はほとんどの学校がそれに登録をし

てくれていますので、それを目標にしながら、体力向上の取組を進めるであるとか、

すでに学校で行われておりますが、体育の授業前５分間に体力を高めることで強化

をしていくという取組を一層充実してまいりたいと思っているところです。以上で

ございます。 

○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。 

  学力・学習状況調査の結果については公表するか、しないかということは話し合

いをしましたけれども、この体力・運動習慣等調査の結果についての田川市教育委

員会の方針は委任で決まったのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 方針につきましてはこうさせていただけないかということで、教育

委員の皆さんにご判断をいただきたいと思っています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 わかりました。スポコン広場に登録ということですが、例えば、田川市の

子どもは自分の市の状況だけが見られるサイトなのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 いいえ、パスワード等の必要はなく、アクセスすれば誰でも見るこ

とができます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 要するに、全国に開くサイトも持っているということですね。それでいて、

田川市としては結果を公表しないという形にするのですね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 スポコン広場につきましては各学級レベルで登録ができます。つま

り、各学級で子ども達とがんばってみようというふうに目標を持って取り組むこと

ができるというものです。自主的に自分たちで登録をして、それに対して伸びを見

て、競い合ってということでありますから、望ましい取組であると捉えていますの

で、全体の公表とは少し質が違うというふうには考えております。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 ２０ｍシャトルランというのはどんなものか教えてください。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ２０ｍの間隔を走って行くわけですが、それを何回か繰り返します。
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スピードといいますか、２０ｍを走るための設定時間がだんだん短くなってきます。

つまり、走るたびにドンドンきつくなっていく。どこまでその短くなる時間に耐え

ていけるかという持久力を見るものでございます。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 なぜ、この分野は劣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 細かな分析をしている訳ではありませんが、やはり意欲の問題は大

きいと思います。あきらめということがありますと、やはりそこはもうあと１回と

いうふうになってきません。シャトルランの差が大きいということは意欲の問題が

大きいのではないかと、私も少し考えたところでございました。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員    シャトルランはこのくらい悪いのに、総合評価はそれほど大きく劣って

はいないと思います。そうなると、シャトルランの数値が上がれば、県にも全国に

も劣らないような気がしますね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ８種目ある内の１種目ですから、そこが縮まっても、そこまで効果

改善はないとは思いますが、かなり近づいてくると思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 要するに、体力も全国や県より劣っているという評価になるのですね。こ

の結果は学校ごとに地域に公表していくということになるのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 公表につきましては各学校の判断でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 このことは生涯学習課との連携もあるでしょうが、何をするにも体力がな

ければ話にならないと思います。学力を上げるよりも、まず体力をどうにかすると

いう方が早く結果は出ると思います。将来、社会に出て、がんばるというときに、

どうしても切り離せないものでしょうから、その辺は地域とか、生涯学習課などと

連携しながら、もう少しここに手を入れていく必要があるのではないでしょうか。

そして、こういった面も先程のがんばるということをフォローアップしていく材料

にならないかと思います。この結果をもう少し有効に使う方法はないでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 もちろん傾向としては、例えば、校長会等ではお示しをいたします

し、委員長の言われたように意欲面とか、それからもっと言えば健康寿命と申しま

すか、健康で暮らせる期間というものに体育というのは関わってまいりますので、

体力向上の取組について各学校で重点化しようと思っています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 教育委員会から各学校にいろいろな課題に対して平成２７年度のポイン

トというのを多分お示しになるでしょうから、そういったときに体力の面でも具体

的にどのようにやるのかというところを示していただきたいと思います。データを
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聞いてどうにかしなくてはということで、みんな歩いてきてねぐらいの感じではな

くて、学校として具体的にどんなふうに取り組んで、どんなふうな結果が出たのか

ということをやっていただくと、このことに関してはすごく短い期間で劇的に変わ

るのではないかと思うのですが、そういった取組の方法を少し考えていただけない

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 具体的に考えているところで言いますと、各学校体力向上プランと

いうのを作ってくださっています。その中に具体的に、数値目標として評価できる

のは体力・運動能力テストになりますから、どこを何ポイントあげるという具体的

な目標を持って取り組んでいただきたいと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 その何ポイント上げるためには、例えば、毎朝みんなで授業前に何かをす

るとか、休み時間にどうするとか、そういったところからの取組になると思います。

そういったことは学校ごとに具体的に出てくるのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 実は、県がその運動例につきましては資料として作成しており、各

学校に配布をしております。こういう運動をすると、この種目の力が高まるという

ことが周知されておりますので、それを見ながら繰り返し行っていただこうと考え

ております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 次の結果が出るのを楽しみに待ちたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 この資料は保護者とか、子どもさんとかにはお渡ししないのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 子どもには体力カードといたしまして、個別に１人ずつ結果がわか

るようなものがございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ただ、それは自分がどのポジションにいるのかは分からないのですよね。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 中学生の持久走についてですが、この結果は田川市は優れていると見て

いいのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 持久走はタイムが基準になりますので、数字が大きい方が結果が良

いということです。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 良いんですね。持久走はきついですから、そうであればすばらしいなと

思いました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 こういった資料は昔からのがあるのではないのですか。学校では保管して

いないかも知れませんが、私たちが子どものころの資料もあるのではないかと思い
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ます。子どもの頃の校区別とか、ポジション別のグループとかで将来の肥満率とか、

健康にどのように響いてくるのかということも保健センターとかで把握している

のではないですかね。そういった資料があれば、そういった見通しもつくでしょう

から、食生活とか、これからの運動とかにも繋げて考えることができるでしょうか

ら、ここだけで終わるのはもったいないかなという気はします。今はすごく食生活

が乱れているといいますか、貧しくなっておりますので、そういったところも運動

と一緒に考えていったら良いと思います。体がしっかりとしていれば、どんな仕事

もできるようになると思いますので、これは一番手が付けやすいポイントだと思い

ますので、よろしくお願いします。 

  ほかに、ご意見、ご質問等ございませんか。 

  それでは、教育委員会の方針について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、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「事務報告「事務報告「事務報告「田川市田川市田川市田川市

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」」」」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」ご説明いたします。１ページをご覧ください。田川市図書館協議

会及び田川市美術館協議会の審議状況について記しておりますが、前回までの教育

委員会で説明をさせていただいておりますので、一番下の田川市美術館協議会の

(カ)です。平成２６年度第６回の美術館協議会（平成２６年１２月１６日開催）に

ついて説明をさせていただきますが、この協議会におきましても平成２７年１０月

導入を目指すことにつきまして協議会の了承をいただきました。次に、２ページを

お願いします。⑶導入方針でございます。ア 図書館及び美術館に一括での指定管

理者制度を導入する。イ 美術館においては、併せて利用料金制度を導入する。ウ 

指定管理者の選定方法は、公募による選定とする。エ 導入時期は平成２７年１０

月１日を目指す。オ 指定期間については、新規に導入する施設であること、さら

に、図書館及び美術館の一括での指定管理者制度導入実績が全国的にまだ少数であ

り、制度の導入効果を慎重に検証する必要があることから、平成３０年度末までの

３年６か月とする。次に、制度導入の理由でございます。これは図書館及び美術館

サービスに対する市民満足度のさらなる向上を図ることを第一義に指定管理者制
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度の導入をするということにしております。次に、管理運営の概算経費でございま

す。別紙１をご覧ください。図書館につきましては現状と図書館改善基本計画を遂

行するにあたっての概算経費、次のページの美術館につきましては現状の人員体制

での概算経費となっております。算出条件につきましては、行政改革推進室が作成

した職員１人当たりのコスト（人件費）を基に正規職員、再任用職員及び嘱託職員

の人数に応じて算出をしております。その他の事務費、管理料、事業費等につきま

しては過去３年間の平均を基に算出をしております。美術館の入館料等につきまし

ても、過去３年間の平均を基に算出をしております。次に、⑹文化課の移転につい

てです。平成２７年１０月から図書館及び美術館は指定管理導入となりましたなら

ば、文化課は移転しなければなりませんので、田川市民会館に移転する予定でござ

います。⑺今後のスケジュールです。教育委員会による関係条例改正案等の審議を

２月にしていただきます。その際には条例改正案ほか募集要項や仕様書についても

詳しい説明をさせていただき、審議をしていただきたいと考えております。その後、

３月議会におきまして関係条例改正案等の議案を提案いたします。もし、３月議会

で議案が可決されましたならば３月中に選定委員会による指定管理方針の意見聴

取を開き、仕様書を決定いたします。４月の初めに教育委員会による仕様書の決定

を考えております。その後、４月中旬から５月中旬にかけて、指定管理者の募集を

いたしまして、５月下旬には指定管理者候補の決定を行う予定でございます。教育

委員会によって指定管理者の候補者を決定したのち、追加提案になろうかと思いま

すが、６月議会におきまして候補の指定議案を提案いたします。その議案が議決さ

れましたならば、６月に業者の決定ということになります。その後、教育委員会に

よる関係規則改正案等の審議をしていただきます。その後、７月に年度協定書を締

結いたしまして、引継ぎを９月末まで行う予定でございます。文化課の引越しにつ

きましては、９月中に予定をしております。指定管理者による管理運営が平成２７

年１０月１日という予定になっております。以上で説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 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７日程第７日程第７日程第７    諸般の報告「１月行事予定につい諸般の報告「１月行事予定につい諸般の報告「１月行事予定につい諸般の報告「１月行事予定につい

て」て」て」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） 
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○委員長○委員長○委員長○委員長 次に移ります。「「「「２２２２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 ２月定例会でございますが、２月９日（月）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 ご異議ないようですので、２月定例会は、平成２７年２月９日（月）の１

４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。 

  学力向上に関する有識者会議や新中学校のあり方に関する審議会の進捗について

何かありましたら教えてください。 

○教育総務課○教育総務課○教育総務課○教育総務課 今、取りまとめをいたしておりますので、全体的な取りまとめを行っ

て、委員さん方に確認をしてもらおうという状況です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    何をとりまとめているのですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 今まで話し合われたことの総まとめです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そういう段階に来ているのですね。それがまとまりましたら、内容を教え

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 新中学校のあり方審議会でございますが、アンケートの集約が終わ

りましたので、そのデータをどう読むかということを審議会でご審議いただこうと

考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 前回もお願いをしたのですけれども、やはり有識者会議のご意見を受け取

るためには、私たち自身が今までしてきたことについての振り返りというのが必要

だと思います。お忙しい時期ではあると思いますが、そのまとめが出るまでにそれ

ぞれの大きな課題についてだけでもきちんと自分たちで検証ができる状況になっ

ていていただきたいと思います。来年度のためにもここは一番大事なところだと思

いますので、今の時期にできることをきちんと検証して、来年に、また、未来に繋

げていくための準備をしていかなくてはならないと思いますので、よろしくお願い

します。それから、新教育委員会制度についての準備はできていますか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 教育の大綱あるいは総合教育会議等に対する準備を市長部局と連

携して進めているところです。それから、規則等の改正も必要となってきます。条

例につきましては、３月議会に提出できるよう市長部局の方が改正の準備を進めて

いるところでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 私も研修等に行ってまいりました。それで、規則等の改正については、や
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はりどうしてもいろいろな歯止めと言いますか、バランスを取るために入れておい

た方がいいと思われることについての案を学んでまいりましたので、近々にはそう

いうことはないかもしれませんが、将来に亘ってそういうことになっては困ります

ので、そこら辺をきちんと考えたものを準備していく必要があると思います。ここ

は大事なところだと思いますので、その準備もお願いします。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 経緯を付け加えさせていただきます。今、課長が報告いたしましたよう

に、教育委員会が改正しなければならないもの、それから、市長部局が改正しなけ

ればならないもの、そういったものについての事務的な取り扱いにつきましては、

市長部局と鋭意検討しているところです。その中には総合教育会議がございます。

その会議の事務局について法の趣旨につきましては市長が招集等を行いますので、

市長部局というふうな考え方でございますけれども、協議の中で補助執行という話

もございます。教育内容に関しましては教育委員会の方が精通しているということ

で、その事務局につきましても市長部局より教育委員会の方が事務局として適当で

はないかというふうなことで今、協議を行っております。したがいまして、この件

につきましては市長部局から教育委員会の方に補助執行をお願いするかもわから

ないということで今、検討を行っているところでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 具体的に申しましたら、大綱を作るに当たって市長と教育委員会において

合意ができなかった場合の取扱いをどうするのかとか、教育長が代表になった場合

に教育委員との関係と言いますか、委任事項についてどのように取り扱っていくの

かとか、そういったところを今、きちんと取り決めておかないと将来、どんなこと

が起こるかはわかりませんので、その辺りのことも考えて作っていただきたいとい

うことをお願いします。 

  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２７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１５時３０分） 

 

 


