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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３回田川市教育委員会３月定例会を開会いたしま

す。本日は公門委員、星野委員は所用のため欠席でございますが、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第１３条第２項の規定により会議は成立であります。 

日程第１「日程第１「日程第１「日程第１「平成平成平成平成２７２７２７２７年第年第年第年第２２２２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２２２２月定例会会議録の承認について月定例会会議録の承認について月定例会会議録の承認について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、文言等についてご質疑等はご

ざいませんか。 

     ご質疑ないようですので、日程第１「平成２７年第２回田川市教育委員会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９議案第９議案第９議案第９号「特別の勤務に従事する田川市教育委員会職員号「特別の勤務に従事する田川市教育委員会職員号「特別の勤務に従事する田川市教育委員会職員号「特別の勤務に従事する田川市教育委員会職員

の勤務時間に関する規程の全部改正についての勤務時間に関する規程の全部改正についての勤務時間に関する規程の全部改正についての勤務時間に関する規程の全部改正について」」」」を議題とします。事務局に説明を求めま

す。 

○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 議案第９号「特別の勤務に従事する田川市教育委員会職員の

勤務時間に関する規程の全部改正について」ご説明いたします。本案は、田川市職員の

勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第４条の規定に基づき、田川市教育委員会の職

員で特別の形態によって勤務する必要がある者の勤務時間等の特例に関し、必要な事項

を定めるため規程を改正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８号の規定に基づき教育委員会の議決を求めるものでございます。資料の

３ページをお願いします。まず、田川市職員の勤務時間、休憩等に関する条例が定めら

れております。この条例に基づきまして、条例施行規則で１週間当たりの勤務時間を３

８時間４５分と定めるとともに、勤務時間を基本、それから遅出１、遅出２、遅出３の

４区分といたしております。今回の改正では、資料の別表に色をつけております部分が

条例施行規則と重なることとなりますので、この部分を削除するなどの改正を行うもの

でございます。なお、この規程は平成２７年４月１日から施行するものであります。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。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 特別の勤務に従事する職員というのは、この表に載っている人たちを指すの

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 通常勤務というのは８時半から１７時までとなっております。それ以外

の時間帯の区分で勤務する職員を指すということになります。 
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○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員    生涯学習課の遅出１と遅出２の違いは何ですか。 

○教育総務課○教育総務課○教育総務課○教育総務課長長長長 この違いは休憩時間です。勤務時間に休憩時間が含まれておりますので

分かりづらいかと思いますが、実際の勤務時間は７時間４５分ということになります。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 休憩時間の取り方というのは規定があるのでしょうか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 通常勤務であれば１２時１５分から１３時までの４５分が休憩時間と

なっております。休憩時間につきましては勤務形態によってずれる場合がございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 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） 

 ご異議なしと認めます。よって、日程第２ 議案第９号「特別の勤務に従事する田川

市教育委員会職員の勤務時間に関する規程の全部改正について」は原案のとおり可決い

たします。 

  次に移ります。日程第３日程第３日程第３日程第３    議案第１０号議案第１０号議案第１０号議案第１０号「田川市教育委員会公印規則の一部改正につ「田川市教育委員会公印規則の一部改正につ「田川市教育委員会公印規則の一部改正につ「田川市教育委員会公印規則の一部改正につ

いて」いて」いて」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３ 議案第１０号「田川市教育委員会公印規則の一部改正につい

て」ご説明いたします。本案は、平成２６年４月１日に田川市立猪位金、船尾、大浦、

大藪、伊田幼稚園を廃止し、平成２７年第２回田川市教育委員会２月定例会におきまし

て、田川市立後藤寺幼稚園の名称を田川市立幼稚園に変更することについて承認がなさ

れたことから、田川市教育委員会公印規則を変更するため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８号の規定に基づき教育委

員会の議決を求めるものでございます。次のページをお願いします。改正の内容といた

しましては、別表中の角印、福岡県田川市立○○幼稚園印、この○○のところに以前は

猪位金、船尾、後藤寺、大浦、大藪、伊田の名称が入っておりましたが、今回、田川市

立幼稚園は１園のみとなったことから、福岡県田川市立幼稚園印及び福岡県田川市立幼

稚園長印とするものでございます。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。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 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３ 議案第１０号、「田川市教育委員会公印

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。 
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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１１号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律議案第１１号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律議案第１１号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律議案第１１号「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の施行に伴う教育委員会関係規則の整備に関する規則及び田川の一部を改正する法律の施行に伴う教育委員会関係規則の整備に関する規則及び田川の一部を改正する法律の施行に伴う教育委員会関係規則の整備に関する規則及び田川の一部を改正する法律の施行に伴う教育委員会関係規則の整備に関する規則及び田川

市教育委員会の教育長の勤務時間等に関する規則の制定について」市教育委員会の教育長の勤務時間等に関する規則の制定について」市教育委員会の教育長の勤務時間等に関する規則の制定について」市教育委員会の教育長の勤務時間等に関する規則の制定について」を議題とします。事

務局に説明を求めます。 

○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４ 議案第１１号「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の施行に伴う教育委員会関係規則の整備に関する規則及び田川市教

育委員会の教育長の勤務時間等に関する規則の制定について」ご説明いたします。本案

は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の公布により、関

係規則の整備を行う必要が生じたため、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。まず、「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の施

行に伴う教育委員会関係規則の整備に関する規則」の制定についてでございますが、そ

の背景といたしましては、国において平成２６年６月２０日に「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」が公布され、地方教育行政における責任体

制の明確化、迅速な危機管理法制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携強化

など、地方教育行政に対する抜本的な改革に取組むこととなりました。次に、改正及び

廃止の理由といたしましては、改正法の制定により、教育委員長と教育長が一本化され

た新「教育長」が置かれることとなることなどに伴い、関係する規則について、所要の

規定の整備を行うものでございます。次に、対象となる規則といたしましては、①田川

市教育委員会公印規則で、概要といたしましては、教育委員長と教育長を一本化した新

「教育長」の設置に伴うもので、委員長職の廃止に伴い、委員長名の一般文書用職印を

廃止するものでございます。次に、②田川市教育委員会会議規則で、概要といたしまし

ては、教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」の設置に伴うもので、教育長の位

置づけの変更及び委員長の廃止に伴い、委員長の文言を教育長に改正し、委員長の選挙

及び委員長の職務代理者の指定の条文を削るものでございます。また、議事録の作成及

び公表が努力義務とされたことから、議事録の作成及び公表に係る条文を追加するもの

でございます。２ページをお願いします。③田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規

則で、概要といたしましては、引用する条項の移動に伴う改正及び委員によるチェック

機能を発揮できるよう、教育長が委任された事務の管理及び執行状況を報告する規定が

新設されたことから、報告時期や対象事項等を規定する条文を追加するものでございま
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す。④田川市教育委員会事務局処務規則で、概要といたしましては、引用する条項の移

動に伴うものでございます。⑤田川市教育委員会教育長職務代理者に関する規則で、概

要といたしましては、教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」の設置に伴い、教

育長の職務代理者が事務局職員でなくなることによるものでございます。また、教育長

の職務代理者は教育長が教育委員を指名することとなるものでございます。⑥田川市教

育委員会会議傍聴人規則で、概要といたしましては、教育委員長と教育長を一本化した

新「教育長」の設置に伴うものでございます。また、教育長の位置づけの変更及び委員

長の廃止に伴い、委員長の文言を教育長に改正するものでございます。この施行日は平

成２７年４月１日でありますが、教育長がなお従前の例により在職する場合においては、

先程の条文の①、②、③（第１条の改正規定を除く部分）、⑤及び⑥の規定による改正前

の規定は、なおその効力を有することとなっております。規則及び新旧対照表を４ペー

ジから２０ページに添付いたしております。次に、「田川市教育委員会の教育長の勤務時

間等に関する規則」の制定についてでございます。制定の理由といたしましては、改正

法の制定により、教育長が一般職から常勤の特別職に変更になり、教育長の勤務時間等

の条例の根拠規定であった教育公務員特別法第１６条が削除されたことに伴い、新たに

教育長の勤務時間等について規定する所要の措置を講じる必要が生じたため、規則の制

定を行うものでございます。規則の内容といたしましては、教育長の勤務時間等に関し

必要な事項を定めるというもので、勤務時間は午前８時３０分から午後５時までとする。

休憩時間は午後０時１５分から午後１時までとするというものであります。施行日は平

成２７年４月１日でございますが、この規則は施行の日以後初めて任命される教育長か

ら適応することとなっております。なお、規則を２１ページに添付しております。次に、

総合教育会議に関することといたしまして、総合教育会議の庶務等は、首長が総合教育

会議を招集することに鑑み、首長部局で行うことが原則とされておりますが、２月定例

教育委員会において教育委員会が補助執行することは協議済であります。これに伴い、

田川市教育委員会事務局処務規則の一部改正が必要となりますが、市長部局において改

正する市長の権限に属する事務の委員会又は委員の事務を補助執行させることに関する

規則の改正に基づいて、今後改正手続きを行う予定でございます。対象となる田川市教

育委員会事務局処務規則の改正でございますが、この概要といたしましては、市長の権

限に属する事務を教育委員会で補助執行することに伴うもの、また、総合教育会議に関

する所掌事務を追加するものでございます。以上で説明を終わります。 
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○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 教育長はいつでも勤務しなくてはいけないという感覚があるものですから、

土・日は休みになるのですか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 そうはいかないと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 出勤する以上、いろいろな手当てが付くのかとか、そんなことも考えました。 

○○○○教育部長教育部長教育部長教育部長 特別職ですから出ません。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 改めて制定しなくてはいけないのですか。 

○○○○教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長 特別職なので、何もなければ常に２４時間勤務しなければならないとい

う形になりますので、このように勤務時間を決めております。それから、日曜、祭日、

休日等につきましては、通常の職員と同じ取扱いとなっております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 役所の仕組みがよくわからないのですけど、なぜ今まで一般職だったのですか。 

○教育総務課課長補佐○教育総務課課長補佐○教育総務課課長補佐○教育総務課課長補佐 今までは常勤の委員として教育長をされていましたが、今度は特

別職扱いになりました。職務に専念する義務という形で、地方教育行政が設定されまし

たので職務に専念しなくてはならないということであれば、３６５日２４時間専念とい

うふうな形になります。それで、勤務時間帯を制定して、この時間帯の勤務ですよとい

うことをしなくてはいけなくなったということです。地方教育行政の中に職務専念義務

がなければ特別職ですので、そういった勤務時間等を制定する必要はありませんでした

が、その中で職務に専念する義務が謳われていますので２４時間専念というふうにはい

きませんので、勤務時間というのを割振りしなくてはいけないので、このように規則を

制定するような形になります。その辺の元となるのが条例で制定されています。田川市

教育委員会の教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定を田川市議会に

提出していますので、それに基づいて教育委員会が規則を制定するような形になります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 再度確認しますけれども、規定勤務時間以外の仕事については特別職であるか

らという規定はあるけれども、２４時間拘束される可能性があるということですね。 

○教育総務課課長補佐○教育総務課課長補佐○教育総務課課長補佐○教育総務課課長補佐 そうです、地方教育行政の中に職務に専念しなければいけないと

いう規定がありますので、それをそのまま据えますと、３６５日２４時間勤務というこ

とになりますので、それをしなくていいように勤務時間を設定しなくてはいけないとい

うことになります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 制度が変わりますので、前のことは当てはまらないかもしれませんが、以前の

教育長さんはこの曜日はお休みにさせていただきたいというような形で、お休みになっ
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ていらっしゃったようです。今後はそういうことは可能にはなるのでしょうか。この規

則には年休とか、そういうようなことはないのですか。 

○教育総務課課○教育総務課課○教育総務課課○教育総務課課長補佐長補佐長補佐長補佐 条例制定(案)の中に教育長は次の各号に該当する場合において、

あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができ

るというふうな条項がありますので、それを利用すれば、この日に休みを取りたいとい

うことであれば、休めるような形には定めていますので、それ以外は年休を取ったらい

けないというふうなことはないです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 これは新しい制度になっても残るのですね。 

○教育総務課課長補佐○教育総務課課長補佐○教育総務課課長補佐○教育総務課課長補佐 条例で謳うような形にしていますので、教育長がこの日に休みた

いというときはその日は休める形になります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 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４ 議案第１１号「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の施行に伴う教育委員会関係規則の整備に関

する規則及び田川市教育委員会の教育長の勤務時間等に関する規則の制定について」は

原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第日程第日程第日程第５５５５    議案第１２号「田川市石炭・歴史博物館設置条例議案第１２号「田川市石炭・歴史博物館設置条例議案第１２号「田川市石炭・歴史博物館設置条例議案第１２号「田川市石炭・歴史博物館設置条例施行規則施行規則施行規則施行規則

の一部改正について」の一部改正について」の一部改正について」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。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 日程第５ 議案第１２号「田川市石炭・歴史博物館設置条例施行規則の一部

改正について」でございます。本案につきましては、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ページをご覧ください。本案につきましては後に事務報告をさせていただきます日程

第８並びに日程第９と関連のある事項でございます。田川市石炭・歴史博物館設置条例

施行規則につきましては、昭和５８年の市博物館開館時に制定された規則でありますが、

この度関係する要綱を整備するにあたりまして、当該規則の内容 を確認いたしました

ところ、本来、教育委員会では定めることのできない市長の権限に属する項目、具体的

に申し上げますと資料の寄贈、観覧料の免除がこの規則の中の条項として定められてい

ることが判明いたしております。こちらを市長部局の法制担当課と協議を行いました結

果、この部分を削除し、改めて市長部局側で観覧料の免除、資料の寄贈について規定を
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設ける必要がある、そういった指導を受けたところでございます。このことから、当該

施行規則の一部改正を行いまして、後に事務報告を行います寄贈資料の受入れ並びに観

覧料の免除に関する規則の制定を新たに行いたいと考えております。こちらにつきまし

ては１４ページをご覧ください。具体的にご説明申し上げます。新旧対照表でございま

すが、事の発端は旧に書いてございます第８条でございます。資料の寄贈、寄託という

見出しがついているところでございます。見ていただくとお分かりいただけると思いま

すが、資料の寄贈・寄託に関する規定文でありながら、寄贈に関する定めが一切ござい

ません。したがいまして、これまで博物館を運営する過程の中で折々、寄贈を受け入れ

ているのですけれども、それに関する規定がない中で運用を行ってきたということでご

ざいます。今回、寄贈に関する細かな規定を定めたいということで、法制担当課と協議

していく中で、そもそも寄贈、いわゆる資料の受入れ、財産の受入れと申しますのは、

市長の権限に属する事務であることから、教育委員会規則の中に寄贈の規定があること

が的確ではないのではないかというような指摘を受けまして、今回の改正に至ったもの

であります。新たに市長部局で寄贈に関する規定を設けるということでございますので、

この施行規則の中の寄贈という文字を今回削除するということでございます。これと併

せまして、細かく規定を見ていきますと観覧料の免除、こちらも市長の権限に属する事

務ということでございますので、該当部分を削除し、新たに規定を設けるということで

ございます。そして、１６ページにはこれに関係する様式の定めがございますので、こ

ちらも併せて削除するということでございます。先程申し上げました観覧料の免除並び

に寄贈の受入れに関する新たな規定につきましては、後ほど事務報告をさせていただき

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    ご質問、ご意見等ございませんか。 

  先程からお伺いしておりまして感じたことですが、実際に運用する方にとって、権限

が教育委員会側にあったりとか、市長部局側にあったりとか、そこら辺は目が行き届く

のかどうかというのが心配になるのですけれども、そういった簡単なマニュアルのよう

なものは作ってあるのでしょうか。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 細かなマニュアルというものの整備にはいたっておりませんけれども、通常、

規程に基づいて事務を進めておりますので、それが教育委員会に属する規則であろうと、

市長事務局に属する規則であろうと、それは等しく日々、確認をしながら事務を進めて

おりますので、今のところ教育委員会側の規程だからとか、市長部局側の規程だからと
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か、そういったような不具合というのは特段ございません。ただ、事務を進めていく過

程の中で、この案件は教育委員会の議決を要するのかとか、あるいは決裁権限を誰が有

するのかとか、そういったようなところはそれぞれの案件ごとに異なっておりますので、

そちらにつきましても昨年の４月に補助執行をする過程の中で整理を行っていますの

で、その結果を踏まえて日々事務を進めているということでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 補助執行をするときにはいろいろと注意事項があるようですけれども、私たち

はこれからもそのような業務を担っていきますので、その辺は参考にしながら業務をさ

せていただきたいと思います。 

  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、原案のとおりに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１２号「田川市石炭・歴史博物館

設置条例施行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６日程第６日程第６日程第６    事務報告「田川市立幼稚園入園状況について」事務報告「田川市立幼稚園入園状況について」事務報告「田川市立幼稚園入園状況について」事務報告「田川市立幼稚園入園状況について」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６「田川市立幼稚園入園状況について」ご説明いたします。１ペ

ージをお願いします。１．入園申込みについての周知でございますが、１月１日号の広

報たがわ、田川市ホームページで掲載をいたしました。並びに田川市立幼稚園及び市の

各施設へのポスター掲示により周知を行っております。２．入園願書の申し込み受付期

間でございますが、平成２７年１月１４日から１月２１日までといたしました。３．入

園申込みの状況でございます。まず、３歳児は定員２０名に対しまして申し込み人数が

３８名でございましたので、１月２８日に公開抽選会を開催いたしました。結果２０名

の入園決定者を得ています。４歳児は定員４０名に対しまして申し込み人数が３２人、

この３２人は決定です。また、２月２５日から２６日に二次募集を行いましたところ、

４歳児につきましては２名の応募がありましたものですから、合わせて３４名で確定で

す。５歳児につきましては定員４０名に対しまして申し込み人数が３６名、二次募集は

ございませんでしたので３６名で確定でございます。３歳児、４歳児、５歳児を合わせ

まして９０名が入園決定ということになりました。以上でございます。 

○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。 

３歳児はご好評だったようですが、４歳児、５歳児については定員ほど申し込みがな
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かったようですけれども、それは予測がついていたことなのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 例えば、５歳児でございますが、現有でいいますと４歳児が５歳児にあ

たります。今年度、４歳児が３３名でありましたから、この程度かなと思いますし、少

し増えているという現状でございます。また、４歳児につきましては、今年度の３歳児

が２０名いますので、増えた方は１２名ということになります。若干少なかったですが、

追加が２名おりますので１４名です。現員が３歳児、４歳児、５歳児を合わせまして８

９名ですので、その現員どおりという状況です。ただし、定員の１００名にはちょっと

至らなかったというところでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 定員に至らなかったということで、先生の数が変わったりすることはあります

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 クラス数は維持できますので、変わることはございません。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ４歳児、５歳児は定員には数名不足ということなのですが、途中で入るとい

うことは可能ですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 随時受付を行っておりますので、入園は可能です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 途中から入園するときは入園料等はどんなふうになりますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 通常どおりです。 

○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。 

（東日本大震災発生時刻を知らせる館内放送） 

（出席者 黙祷） 

○委員長○委員長○委員長○委員長 審議に戻ります。日程第７日程第７日程第７日程第７    事務報告「田川市新中学校のあり方について事務報告「田川市新中学校のあり方について事務報告「田川市新中学校のあり方について事務報告「田川市新中学校のあり方について（中（中（中（中

間答申）間答申）間答申）間答申）」」」」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「田川市新中学校のあり方について（中間答申）」についてご

説明いたします。１ページをお願いします。１．これまでの経緯でございますが、平成

２６年１０月２０日「田川市新中学校のあり方に関する審議会」が発足いたしました。

審議会は学識経験者２名、区長会代表２名、校区活性化協議会代表２名、市ＰＴＡ連合

会代表３名、教育関係者１名、田川市職員２名、計１２名で構成されております。審議

会では再編に関する市民意識を把握するため、平成２６年１１月から１２月にアンケー

ト調査を実施いたしました。なお、これまで６回の会議を開催し、平成２７年３月９日

付で市教育委員会に中間答申を提出しております。神崎委員長に代表してお受け取りい



 

 １０

ただいております。２．答申書の概要でございます。まず、アンケート調査の結果でご

ざいますが、あらかじめ送付しておりましたアンケートの集計結果をご覧ください。田

川市立中学校再編による新中学校設立に関するアンケート調査報告書でございます。６

ページをご覧ください。問６に円グラフが出てまいります。中学校の再編は必要だと思

いますか。という問でございますが、その円グラフを見ていただくとお分かりのように

中学校の再編は必要と回答された方が３０％、中学校の再編は必要ないと回答された方

が２７％に対しまして、わからないと回答された方が４２．６％おられます。報告資料

に戻ります。このことから、住民への周知、それから情報提供が不十分であり、配置、

校区割等を提言できる段階にはないため、まずは住民説明会を開いて、情報の共有を図

ることを審議会は提言するという内容でございます。審議会は引き続き議論を継続し、

平成２７年度を目途に最終答申を出すという内容でございます。続きまして、答申書の

６ページの５．まとめをご覧ください。まとめに意見が集約されておりますので、読み

上げることで答申書の中身の報告に変えさせていただきたいと思います。５．まとめ、

市教委は、再編により最良の教育環境を創るということに関して、学校運営に立脚した

一方通行的な議論を行ってきました。これに対し、審議会は地域や保護者から求められ

る「魅力ある学校づくり」の視点を加えることを具申します。地域や保護者にとって魅

力ある学校とするためには、それぞれの学校に特色を持たせることもひとつの手段です。

今後少子化が増々進み、地域間、学校間で、いやが上にも競争が激化することが予想さ

れます。地域や保護者のニーズに向き合い、「魅力ある学校づくり」を進めなければ、

公立中学校は凋落の一途をたどることになります。市教委は、まず市民への速やかな情

報提供から取りかかるべきです。アンケートによって議論に火が付いたこの機を逃さず、

市民意識の醸成に努めることを求めます。市民の関心が、校区割りや学校位置だけでな

く、学力向上などに必要とされる取り組みやその効果に向けられるよう丁寧に説明を行

い、課題と効果の共有を図るよう提言します。私たち審議会は、教育の質を担保する新

たな施策の提言に向け、市教委が集約した保護者や地域の意見を反芻し、新中学校の血

となり肉となるよう、引き続き議論を重ねていきます。最終答申は平成２７年度中に出

すことを目指します。再編にかける市教委の姿勢を市民に伝え、その熱意を共有するこ

とが、新中学校設立の一里塚となると期待しています。ということでございます。今一

度報告資料にお戻りください。４．アンケート結果の公表でございます。答申をいただ

きまして、議会報告後、田川市ホームページに３月９日公表いたしました。３月１５日
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号の広報たがわでアンケート結果の概要版を全戸配布いたします。アンケート結果の概

要版につきましては、資料の最後につけております。５．アンケート結果の折り込みチ

ラシにつきましては、資料のとおりでございます。６．住民説明会の実施につきまして

は、審議会で説明会の方法、時期、回数、説明単位等を決定後、実施いたします。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、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 今後、十分な情報提供をする必要があるということが出てきたのですが、平

成２７年度中に最終答申が出るということになれば、その前に住民説明会を開かなくて

はいけないと思うのですが、そのスケジュールはまだ出てきていないのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 スケジュールにつきましては、審議会でご審議をいただきまして、どの

時期にということになると思いますが、平成２７年度になりましたら、できるだけ早い

時期に住民説明会を開いていかなければいけないだろうというふうには考えていると

ころでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この答申をお受けした時に新聞社の方が来られておられましたけれども、報道

では市民の方に行き渡るような情報は何かありましたでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 各社、次の日の朝刊に記事がございました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 内容はどんな感じでしたか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 答申にありますように、情報提供が不足しているので住民説明会を急ぐ

ようにという内容と平成２７年度末を目途にこの審議会が最終答申を出すということ

が中心でございました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ３月１５日号の広報たがわの折り込みチラシで概要版を全戸配布とあります

が、概要版というのはどこからどこまでですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ご協力ありがとうございましたと書かれてあるＡ３両面印刷の折り込

みでございます。半分に折りますとＡ４の折り込みの形になります。広報たがわでと考

えましたのは、まず、アンケートをいただいた方にこんなアンケート結果でしたという

のをお伝えすることが大切だと思いました。そうなりますと、広報たがわによる折り込

みによる配布が一番行き渡るのではないかと考えた次第でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 審議会の方にはこれからもお手数をお掛けすると思います。まとめのところに

「魅力ある学校づくり」を進めなければ、公立中学校は凋落の一途をたどることになり

ます、という言葉をいただいております。教育委員会の中におりますとなかなか見えに
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くいところもあると思いますが、審議会の皆さん方に厳しくご指摘いただいていると心

しまして、平成２７年度もいろいろな面でがんばっていかなければならないなと思いま

した。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 この何日間か震災に関連して東北のニュースが放送されています。変な言い

方かもしれませんが、復興の原動力は若い人なんですね。若い人の将来をどうしたらい

いか、復興するにはどうしたらいいかということで、若い人の意見を十分反映しながら、

進めていっている。そういう若い人が中心になっていくとその町はどんどん復興が早く

なっていったという放送がされていました。そのニュースを見て、学校のことについて

考えてみると、ぜひ若い人に意見をだしていただきたい。この結果には母親が出てきて

いるのですが、父親の意見もどうにかして出せる方法はないかなと思いました。若い母

親や父親を中心にしながら、説明会の中でそういう意見を十分に出して、そして、まと

めていっていただきたいなと思います。それと、もう一つは先程、学力のことを言って

いたのですが、先日、土曜日の２時半ぐらいでしたが、行橋から田川に向かって平成筑

豊鉄道に乗りました。最初はガラガラだったのですが、豊津になったら学生でいっぱい

になりました。座るところがなくて、みんな立っているぐらいです。それで、どこで降

りるのかなと思いながら、田川の方に向かうのだろうなと思って情けない気持ちで見て

いたのですが、私は油須原で降りたのですが、油須原で１０何名か降りました。残りは

降りずに田川の方に向かいました。油須原で降りたら、そこにはたくさんの車が待って

いました。そして、どこに行くのかなと思いながら帰って来たのですが、赤、大任、添

田、川崎の方に全部流れていきました。ということは、やはりその子ども達は田川方面

から通っているということになるんです。土曜日だから土曜授業が行われたのだろうと

思いながら見ていたのですが、やはりどうにかして改革をしながら、新中学校も含めて

学力を高めるということをどうにかして進めていかないといけないなと思いながら見

ました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 田川市の教育委員会の中におりますと、中高一貫校とか、私立の中学校に行か

れる方のことを残念に思う気持ちが先に立ちますけれども、これは決していけないこと

をしている訳ではなくて、それぞれの選択で行っていることですので、これはこれで良

しと思います。ただ、田川市の小学校や中学校の教育がそれと比べると心許ないという、

そういう実感が皆さんおありだからこそ、こういうことが起きると思います。ここら辺

のところも含め、審議会の皆さんの審議を真摯に受け止めて改善していければいいなと
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思っております。 

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、次に移ります。日程第８日程第８日程第８日程第８    事務報告事務報告事務報告事務報告「「「「田川市石炭田川市石炭田川市石炭田川市石炭・・・・歴史博物館観歴史博物館観歴史博物館観歴史博物館観

覧料の覧料の覧料の覧料の減免に関する規則の制定について」減免に関する規則の制定について」減免に関する規則の制定について」減免に関する規則の制定について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 「田川市石炭・歴史博物館観覧料の減免に関する規則の制定について」ご説

明させていただきます。先程、日程第５でご説明申し上げました田川市石炭・歴史博物

館設置条例施行規則の一部改正に合わせまして、今回、市長の権限により田川市石炭・

歴史博物館観覧料の減免に関する規則を制定するものであります。主な内容をご説明申

し上げます。これまで施行規則に規定がございました免除と合わせまして、減額につい

ての規定文がこれまでございませんでしたので、規定文の整備を行うものであります。

まず、減額の対象といたしまして、身体障害者福祉法第１５条第４項の規定により身体

障害者手帳の交付を受けている者、合わせまして精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、並び

に知的障害者と判定されたものに対して公的機関が発行する療育手帳又は療育手帳に

代わる証明書の交付を受けている者、これらの者が観覧するときはこれまでも減額の対

象といたしておりましたが、その規定が整備されておりませんでしたので、その規定文

を整備するものでございます。観覧料の減額につきましては、２ページの上に表を掲げ

ております。一般の観覧料は２１０円でございますが、先程説明いたしました方々に観

覧いただく場合は１００円という形になります。高校生の場合は通常１００円でござい

ますが、それを５０円、小、中学生につきましては通常５０円を３０円というふうにそ

れぞれ減額するものでございます。減額の手続きといたしましては、減額を受けようと

する者は、先程説明をいたしましたそういった掲げる者であることを証する書類又は手

帳を提示いただくことになります。それと合わせまして、先程の施行規則の一部改正に

より削除を行いました免除の規定を、こちらで整備するというものでございます。それ

に合わせまして一部改正を行っておりますので、その部分を中心にご説明申し上げたい

と思います。免除の対象を定めておりまして、公用で観覧するとき、学校教育法第１条

に規定する学校の学習活動として、児童、生徒及び学生並びにこれらの引率者が観覧す

るとき。小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の児童又は生徒が

土曜日に観覧するとき。そして、⑴のアの(ア)から(ウ)までに規定する者のうち介護を

要する者の付添いのために観覧するとき。ただし、原則として介護を要する者１人につ
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き１人に限る。その他市長が必要と認めるとき。こういったような定めにいたしており

ますが、これまでの施行規則に定められました規定文と照らし合わせて見てみますと、

まず(イ)のところがございます。(イ)のところはこれまで現行では学校教育法第１条に

規定する学校の学習活動として、市内の児童、生徒及び学生並びにこれらの引率者が観

覧するという時に市内限定でございました。ただし、実際には田川郡から、あるいは県

内から社会科見学等でたくさんのお子さん方が教育活動、学習活動の一環でお越しいた

だいておりますので、今回、田川市に限らず博物館法の精神に基づきまして、幅広く学

生、生徒、児童の方々が学習活動の一環でお越しいただくときには無償にて観覧いただ

く、そういった規定にいたしております。また(エ)の部分はこれまで規定がございませ

んでした。当然ながら身体障害者の方々につきましては、通常、介護を要しますので介

護者の方々が必ず付き添いで一緒に観覧いただくということでございますので、そうい

った付添いのために観覧される方につきましては、そういった該当する方々と同様に無

償にて観覧いただくというものでございます。(イ)の市内限定であったものが市内に関

わらずといったような規定にしたこと。そして、(エ)のところでございますが、身体障

害者、精神障害者、そういったようなことに該当される方々が観覧される場合に付き添

いで来られた方は同じく免除の対象とするというような形にいたしております。新しく

制定いたしましたこの規則につきましては平成２７年４月１日の施行というふうにい

たしております。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。 

  減額の対象ですが、ご高齢で介護が必要で車いすに乗られている方はここには該当し

ないのでしょうか。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 ご高齢で介護が必要な方から割引とか、免除とか、そういう制度はないので

しょうかという申し出というのは、私が承知している限りにおきましてはございません。

そもそも、高齢者の方から割引なり、そういったものはありませんかというお尋ねはか

なり頻繁にあっております。今回このような見直しを行ったのは、学校の学習活動の一

環ではなく、個人で来られた小学生、中学生には観覧料をいただいておりますので、そ

ういったことでいいのかという議論はあろうかと思います。そういう観覧料のあり方と

いいますのは、これから検討していく必要があると考えております。現在、議会からも

今回の博物館の改修工事とか、ランニングコストとか、いろいろと多額な経費が掛かっ

ているので、やはり観覧料は見直しの時期にきているのではないかという、そういった
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ご意見をいただいております。リニューアルオープンをするときを目指して、観覧料の

あり方については抜本的に検討していく必要があるだろうと考えております。その中で

今、委員長からお話をいただきました内容も含めて検討を深めてまいりたいというふう

に考えています。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 (ウ)の部分については土曜日はお休みだからということで個人的に行って

もいいということですか。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 これまでも小、中学生等につきましては無償でございましたので、こちらに

ついては規定に変わりはございません。個人でも全く問題ございません。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 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、次に移ります。日程第９日程第９日程第９日程第９    事務報告「田川市石炭・歴史博物館寄事務報告「田川市石炭・歴史博物館寄事務報告「田川市石炭・歴史博物館寄事務報告「田川市石炭・歴史博物館寄

贈資料受入れ事務処理要綱の制定について」贈資料受入れ事務処理要綱の制定について」贈資料受入れ事務処理要綱の制定について」贈資料受入れ事務処理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。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 「田川市石炭・歴史博物館寄贈資料受入れ事務処理要綱の制定について」ご

説明させていただきます。１ページをご覧ください。１概要でございます。田川市石炭・

歴史博物館への資料等の寄贈につきましては、現在、田川市石炭・歴史博物館設置条例

施行規則第８条、これまでの規定文でございますが、それにより受入れを行ってはいま

すが、この条項につきましては、寄贈の手続き等詳細な規定が定められておりません。

従いまして、今回、細かな事務処理の定めを設けるべく、この要綱を定めるということ

でございます。主な内容のみのご説明を申し上げます。４内容でございます。まず、寄

贈受入対象資料を定めております。炭坑と関連する資料であること。博物館に所蔵して

いない重要な資料であること。汚損又は損傷がなく、博物館での利用及び保存に適する

状態であること。所有権が明らかであり、かつ、所有権を有する全ての者に寄贈の意思

があること。条件付きの寄贈でないこと。こういったようなことを定めております。そ

して、２ページでございます。博物館職員につきましては、資料を寄贈しようとする者

に対しまして、事前に今からご説明申し上げます事項について説明をし、周知を図ると

いうものでございます。資料の寄贈手続に関すること。所有権移転等、権利関係に関す

ること。寄贈された資料の返還に応じられないこと。博物館の判断による寄贈資料の展

示又は処分等に関すること。その他必要な事項でございます。こういったようなものを

事前に、資料を寄贈しようとされる方々にご説明申し上げ、ご納得の上、寄贈を受入れ

るというものでございます。この寄贈の受入れでございますが、実際にはかなり頻繁に

寄贈の申し出があっておりますけれども、これまでは特に規定がございませんでしたの
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で、今まではほぼ受け入れを行ってまいりました。しかし、中にはなかなか研究の対象

とならないものもありましたので、きちんと審査を経て、受入れの可否を決定するとい

う手続きを今回新たに設けるというものでございます。寄贈の受入れにつきましては、

審査員の審査に基づき受け入れの可否を決定するというものでございます。この受入れ

の審査でございますが、審査員を定めております。３ページをご覧ください。審査員に

は、次の博物館職員を充てるということで館長、副館長、学芸員、そのほか市長が特に

必要と認める者を審査員に任命することができる、ということにいたしております。そ

して、審査員は、資料事前調査書及び資料寄贈申込書に基づきまして、資料的価値等を

総合的に判断し、寄贈の受入れの可否について審査を行うということでございます。最

終的にこの審査を経て、受入れが決まりましたら、速やかに寄贈者に対しまして、市の

方から礼状を送付するというものでございます。４ページからは処理要綱の規定文（案）

でございます。そして、最後の１３ページをご覧ください。今、縷々ご説明申し上げま

したようなものを事務の流れという形で図案化し、記載してございます。こちらが田川

市石炭・歴史博物館における寄贈品受領の流れでございます。以上で説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご意見、ご質問ございませんか。 

  再度、確認したいのですが、寄贈と寄託の違いは何ですか。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 端的に申し上げますと、所有権の問題であるというふうに認識いたしており

ます。寄贈につきましては所有権が市に移りますが、寄託は預けという形になりますの

で、お持ちの方は別にいらっしゃるということでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    寄託の期間等は契約といいますか、そういうものによって決められるのですか。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 寄託の場合は、当然、有期限だと認識いたしております。その寄託の申し込

みの方と相互合意の上に期間を定める必要があると考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 寄贈受入対象資料のところに、炭坑と関連する資料であること、とありますが、

炭坑が運営されていた時代の民俗的な風俗的なものに関してもそれは関連するという

ことですか。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 その辺りは明確に線引きをすることがなかなかできませんが、基本的には民

俗に関するものということになりますと、基本的には文化課が所管されている資料に該

当するというふうに考えております。対象の資料が炭坑と直接的に関係のあるようなも

のであれば、私共の方で受入させていただくということでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ほかに、ご質問、ご意見ございませんか。 



 

 １７

  ないようですので、次に移ります。日程日程日程日程第第第第１０１０１０１０    事務報告「炭坑マンガ「事務報告「炭坑マンガ「事務報告「炭坑マンガ「事務報告「炭坑マンガ「炭都田川の炭都田川の炭都田川の炭都田川の

記憶記憶記憶記憶」」」」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。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 「炭坑マンガ「炭都田川の記憶」について」ご説明申し上げます。これにつ

きましては、筑豊地域で最大と評されております炭坑が存在いたしました田川市におき

まして、日本の近代化を支えた石炭や炭坑を知る人も少なくなりまして、時代の経過と

ともに次世代への継承が難しくなりつつあります。そこで炭坑を知らない世代、特に子

ども達に炭坑の歴史や仕組み並びにユネスコ世界記憶遺産に登録されました山本作兵

衛コレクションを知り、より炭坑等に興味をもっていただく、そういったことを目的に

今回、マンガを作成したというものでございます。なお、この作成に当たりましては、

平成２７年度から本市小・中学校で実施されます「田川みらい学習」の授業等で活用で

きるような内容ということで、これまで一年に亘り、学校教育課と連携を図りながら、

この内容を詰めていったというものでございます。事業の概要についてご説明申し上げ

ます。まず、事業額でございます。２０１万７００８円でございます。この２００万の

事業費につきましては、平成２６年度文化庁補助事業、地域と共働した美術館・歴史博

物館創造活動支援事業を活用いたしまして全額が補助の対象となっております。この補

助事業の制度上、田川市が直接的に実施主体となることができません。実施主体につき

ましては、田川市世界記憶遺産活用活性化推進委員会という民間の組織になっていただ

いているということでございます。そちらから今回委託をお願いいたしました団体は京

都精華大学でございます。京都国際マンガミュージアム事業推進室に委託を行っており

ます。これまで関係機関と縷々協議を行ってまいりまして、先程申し上げました学校教

育課はもとより、人権の観点から部落解放同盟田川市協議会並びに山本作兵衛翁のご遺

族の方々と、マンガ作成上の視点あるいは内容等について鋭意検討・協議を重ねてまい

りました。また、マンガの作成にあたりましては元炭鉱従事者への取材を行うと共に、

これまで指導、助言を受けてまいりました。マンガのストーリーにつきましては説明を

割愛させていただきます。そして、対象の学年でございますが、一応、小学５年生以上

を想定いたしております。マンガの企画につきましては、サイズＡ５版で全４８ページ、

マンガの部分が４０ページ、その後ろに巻末の資料が６ページでございます。今回、６

０００部印刷を行います。配布先といたしましては、先程申し上げましたとおり、市内

の小、中学生にご活用いただきたいというふうに考えておりますので、それぞれの学校

に保管していただくという形で合計２１００部、配布したいと考えております。これに



 

 １８

併せまして、先生方お一人、お一人に配布ということで、合計３５０部、配布したいと

考えております。当然ながら、学校で保管をしていただきながら、子ども達に活用して

いただくということでございますので、これから紛失、汚損等々が考えられますので、

小・中学校の図書館に１校あたり１００部配布をさせていただきたいと考えております。

その他、関係機関あるいは博物館に学校の学習活動の一環で来られました社会科見学、

修学旅行の児童・生徒にも配布をしたいと考えております。先程ご説明いたしましたと

おり、今回は文化庁の補助事業を活用する形で市の単費がまったく発生しておりません。

従いまして、補助要件の関係からこれらすべては無料の配布といたしたいと考えており

ます。学校等へのマンガの配布につきましては、校長会及び教頭会で説明後に配布を予

定しているところでございます。まだ印刷が終わっておりませんので、今はカラーコピ

ーという形で出しております。今はＡ４版になっておりますが、実際にはこの半分、Ａ

５版という形になります。炭坑を知らない子ども達が、おばあちゃんに連れられて田川

市石炭・歴史博物館に来て、炭坑の歴史あるいは炭鉱労働の仕組み、そういったことを

学んでいき、田川に対する誇りを感じていくといったようなストーリーになってござい

ます。先程申し上げましたが、４３ページからはマンガだけでなく、橋本正勝さんの撮

影されました当時の写真等を資料として付けさせていただいております。そして、４４

ページは山本作兵衛コレクションについての紹介もさせていただいております。以上で

説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご意見、ご質問等ございませんか。 

  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「田川市議会における教諸般の報告「田川市議会における教諸般の報告「田川市議会における教諸般の報告「田川市議会における教

育委員会に係る案件等の報告について」育委員会に係る案件等の報告について」育委員会に係る案件等の報告について」育委員会に係る案件等の報告について」を議題とします。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 ３月５日、６日に一般質問が行われました。教育委員会に係る質問は３人の

議員さんから行われたところでございます。まず、佐藤議員さんからは、子どもの貧困

対策に関する大綱ではスクールソーシャルワーカーの配置拡充が掲げられているが、今

後の配置をどのように考えているかという質問でございます。それに対しまして、ご存

知のとおり平成２５年度からスクールソーシャルワーカー１名を配置し、関係機関等と

の連携、調整による支援ネットワークの構築、学校内における生徒指導体制の支援等を

行っています。また、この大綱ではスクールソーシャルワーカーの配置拡充がおりこま

れておりますけれども、現在、国会で審議中でありますので、その動向を注視している

ところです。今後、予算の成立を受け、要件等が明らかになってくると思われますので、
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これまでのスクールソーシャルワーカーの取り組みを検証し、配置について検討してま

いりたいというふうな答弁を行っております。次に、２点目の質問でございます。就学

援助費の基準は生活保護基準の１.３倍未満となっているが、引き下げる考えはないの

か。また、ＰＴＡ会費等へも補助の拡大はできないのかというご質問でございます。こ

れにつきましては、生活保護基準と合わせた保護率は平成２５年度の３４.６９％に対

しまして、平成２６年度は３５.０７％という結果になっております。従いまして、平

成２６年度に認定ができなかった方を旧基準に当てはめても認定はできなかったとい

うことで、生活保護基準引き下げの影響があったとは言えないということで、今後も生

活保護基準の１.３倍未満の基準としたい。継続して引き上げずに１.３倍としたいとい

うことでございます。また、補助費目の拡大につきましては、現状からこれまでどおり

対応してまいりたいというふうな答弁を行っております。それから、２人目の石松議員

さんからは、教育行政についてということで質問があっております。まず、先日事件が

発生いたしております川崎市の中学１年生の事件についての教育長の考え方を問うと

いうことでございました。周りの方々はシグナルを受け取っていたというふうに思って

いる。そのシグナルに対してどう対応すればよかったのかなどは考えられる。今後取り

調べの内容が明らかになった時点で課題が見えてくるのではないか。また、校長会では

今まで取り組んできたことを再検討し、こういうことが起こらないよう準備をいたしま

した。また、県からは不登校児童・生徒の状況把握調査がありましたので、各学校で点

検をしていただき、連絡のつかなかった子どもはいなかった。今後も地域の力を借りな

がら、学校と一体で取り組んでまいりたいという答弁をさせていただきました。また、

次にスクールソーシャルワーカーの確保についてということで、佐藤議員さんと少し重

なる部分もあるのですが、本来、スクールソーシャルワーカーの配置、また、少人数学

級にいたしましても、国が措置すべき事項であるので教育委員会といたしましては、教

育長会を通じて要望してまいりたいという答弁を行っております。それから、市長の所

信表明の中に平成２７年度に指導主事を増員するということがございました。その活用

については、どういうふうな活用を行うのかという質問でございます。今回、中学校の

指導教諭を配置する予定にしていますので、専門的なところもありますが、全般的なと

ころで取り組んでいただきながら、子どもの生活のこと、また、家庭と学校との連携等

を含めた指導体制を図ろうというふうに考えておりますということでございます。それ

から、次に行政職の管理職の配置についてという質問でございます。これに対しまして
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は、教育委員会からの答弁は市長部局と連携し、お願いをしながら検討したいというふ

うな答弁でございます。これに附随いたしまして、副市長からは次の人事異動でしっか

り対応してまいりたいというような答弁でございました。それから、特別支援教育支援

員の任用時間を子どもの実態に合わせて弾力的にできないのかということでございま

す。現状といたしましては、支援員１人の勤務時間は４時間となっております。これを

子どもさんの時間に合わせて２時間程度延長できないかという質問でございます。特別

支援学級や通級による指導の対象児童・生徒が現在増加していることから、今回支援員

を増員することに重点をおきました。平成２６年度は１５名でございましたが、平成２

７年度は２３名への増員を予算計上いたしているところでございます。それで、ご質問

になっている時間の延長については、各学校からは増員の要望はありましたけれども、

時間数の増についての要望はなかったということで、まずは支援員の増員の効果を検証

することで今後の方策に繋げたいというふうな答弁をいたしております。それから、３

人目の植木議員からの質問でございます。質問内容は文化スポーツ施設の活用について

ということでございます。この活用ということですが、総合グラウンドの上の辺りだと

思うのですが、簡易宿泊所の建設についての考えはないのかということでございます。

それで、近隣を調査いたしました。筑豊ハイツ、それから行橋市に宿泊ができる研修セ

ンターがございますが、利用状況等を見ますと、学生さんの春休みとか、夏休みなどの

シーズン的な利用が主となっておりまして、年間を通じての利用は見込めないというこ

と、また、本市の財政状況から宿泊施設の建設は非常に厳しいという答弁をさせていた

だいております。また、市内にビジネスホテル等がございますので、民間宿泊所を利用

したスポーツ文化施設の合宿の誘致についても今後考えてまいりたいという答弁もい

たしております。一般質問については以上でございます。それと、総務文教委員会につ

いて新聞等に掲載されております美術館と図書館の運営を指定管理者に委託する条例

の件でございますが、９日の総務文教委員会では継続審査という結果になっております。

その内容といたしましては、市長が常々申されています伊田駅周辺を中心とするグラン

ドデザインとの整合性はどうなのかとか、石炭・歴史博物館を含めたところの一体的な

指定管理はどうなのかとか、そういうようなことで現在、継続審査という結論が出てお

ります。従いまして、本議会にてぜひ結論を出していただきたいということで、明日、

総務文教委員会を開催していただくよう現在、お願いをしておるところでございます。

以上で報告を終わります。 



 

 ２１

○委員長○委員長○委員長○委員長 次に移ります。「３月行事予定について」「３月行事予定について」「３月行事予定について」「３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。「「「「４４４４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 ４月定例会でございますが、４月８日（水）の１４時からでいかがでし

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、４月定例会は４月８日（水）の１４時からに決定い

たします。 

  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、以上をもちまして平成２７年第３回田川市教育委員会３月定例会

を閉会いたします。                                                                                                                             

（閉会１５時５５分） 

 

  


