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（開会１４時００分） 

○○○○教育教育教育教育長長長長    ただいまから平成２８年第２回田川市教育委員会２月定例会を開会いたし

ます。日程第日程第日程第日程第１１１１「平成２「平成２「平成２「平成２８８８８年第年第年第年第１１１１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１１１１月定例会会議録の承認につ月定例会会議録の承認につ月定例会会議録の承認につ月定例会会議録の承認につ

いて」いて」いて」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

ご質疑ありませんか。 

ご質疑がないようですので、日程第１「平成２８年第１回田川市教育委員会１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４号議案第４号議案第４号議案第４号「「「「平成２７年度教育費（３月補正）予算要平成２７年度教育費（３月補正）予算要平成２７年度教育費（３月補正）予算要平成２７年度教育費（３月補正）予算要    

求について求について求について求について」」」」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 日程第２ 議案第４号「平成２７年度教育費（３月補正）予算要求につ

いて」ご説明申し上げます。１ページをお願いします。総括表でございます。まず、

今回の補正では歳入は２３５６万２千円の減額、歳出は４０５１万円の減額補正で

ございます。ご存知のように、３月補正は執行残等の整理が主なもので、それに基

づく決算見込みでございます。歳出の主なものといたしましては小学校災害復旧事

業費がございます。これは入札残及び執行残による減でございます。それから、放

課後児童健全育成事業費は嘱託職員賃金等の減でございます。次に、歳入の主なも

のといたしましては文教施設災害復旧費国庫負担金でございます。これは先程の小

学校災害復旧事業費の歳出減に伴う国庫負担金の減でございます。また、放課後児

童健全育成事業費補助金も先程の放課後児童健全育成事業費の歳出減に伴う県補助

金の減でございます。これは当初は県３分の２の補助でしたが、子ども子育て支援

新制度により国３分の１、県３分の１の補助に変わりましたので予算の組み換えを

行っております。以上が補正の主な要因でございます。詳細につきましては各課か

らそれぞれ説明申し上げたいと思います。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 教育総務課に係ります平成２７年度３月補正予算要求額の概要につ

いてご説明いたします。１２ページをお願いします。まず、歳出でございます。上

段、事業名、教育委員会人件費で、これは新教育委員会制度移行に伴いまして、教

育長と教育委員長が一本化されましたために委員長の報酬月額が変更となったこと

によるもので、２８万４千円の減額補正となっております。下段、事業名、小学校

施設維持管理経費で、これは清掃委託料と給食器具費の入札減によるもので、１５

９万４千円の減額補正となっております。１３ページをお願いします。上段、事業
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名、小学校施設防災機能強化事業費で、これは今年度実施いたしました７校の屋内

運動場の天井等落下防止対策事業の普通旅費の執行残、工事請負費の入札残による

もので、１８６万３千円の減額補正となっております。下段、事業名、中学校施設

維持管理経費で、これは修繕料、環境衛生薬品、校用器具費の執行残、清掃委託料

の入札残によるもので、１３９万９千円の減額補正となっております。１４ページ

をお願いします。上段、事業名、中学校施設防災機能強化事業費で、これは今年度

実施いたしました、やはり７校の屋内運動場の天井等落下防止対策事業の入札残に

よるもので、２５４万９千円の減額補正となっております。下段、事業名、幼稚園

施設維持管理経費で、これは臨時職員等賃金の執行残と清掃委託料の入札残による

もので、９３万８千円の減額補正となっております。１５ページをお願いします。

上段、事業名、小学校災害復旧事業費で、これは昨年の台風１５号によって破損し

ました後藤寺小学校の太陽光パネルの復旧工事に伴う設計等委託料、工事請負費の

入札残によるもので、８７１万２千円の減額補正となっております。下段、事業名、

中学校災害復旧事業費で、これも台風１５号によって破損しました弓削田中学校の

校舎屋根の防水シート剥離による復旧工事に伴います工事請負費の入札残によるも

ので、９５万４千円の減額補正となっております。１６ページをお願いします。事

業名、幼稚園災害復旧事業費で、これも台風１５号によって破損しました時計の復

旧に伴う工事請負費の執行残によるもので、１万１千円の減額補正となっておりま

す。次に、歳入でございます。２ページをお願いします。上からご説明いたします。

まず、学校施設使用料で１４万４千円の増額です。次に、文教施設災害復旧費国庫

負担金で１２９０万５千円の減額で、これは災害復旧対象物として申請しておりま

したもののうち、国からの内定に伴う補正です。次に、学校施設環境改善交付金で

１９４万４千円の減額で、これは交付金の確定に伴う補正です。最後に雑入です。

主なものは市有物件災害共済金で、災害共済金対象額の減額見込等により１８万５

千円の減額です。以上が教育総務課に係ります平成２７年度３月補正予算要求額の

内容でございます。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 続きまして、学校教育課に係る３月補正予算についてご説明いたし

ます。歳出２６事業のうち主なものについてのみ、ご説明させていただきます。歳

出全体をとおしまして、減額補正の主な原因は対象児童・生徒の減でございます。

１７ページ上段です。放課後児童健全育成事業費で７７１万８千円の減額です。放
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課後児童クラブの嘱託職員を当初２３人で見込んでおりましたが、２１人と減であ

ったこと、また、補助指導員についても１名減であったことにより賃金の減額が主

な理由でございます。続いて１８ページ上段です。教育研究所経費で６９万９千円

の減額です。今年度はＳＳＷの勤務時間を変更いたしまして、週４日で９時半から

１８時までと１日を調整休としたため、時間外手当が減額になりました。続いて１

９ページ上段です。若年者専修学校等技能習得資金事業費で７１万１千円の減額で

す。技能習得資金貸付者金額の変更による貸付金の減が主な理由でございます。続

いて２０ページ下段です。小学校健康管理経費で２３万５千円の減額です。教職員

の健康診断受診者の減による検査委託料の減が主な理由でございます。教職員の健

康診断受診者が減となりましたのは、その多くの教職員が公立学校共済の人間ドッ

クを実施しているためでございます。続いて２２ページ下段です。小学校教育振興

各種補助金で２４４万３千円の増額です。猪位金学園へＩＣＴ機器の寄附が予定さ

れており、その周辺環境を整備するため学園の教育振興基金の支出を増額したこと

が理由でございます。２３ページ下段からが中学校費でございますが、小学校と同

内容の事業につきましては補正の理由は同じでございますので説明は省略させてい

ただきます。２６ページ上段です。休日学習推進事業費で５３万７千円の減額です。

土曜学び塾のことでございますが、５月から事業を開始したこと、また、講師の出

勤時間の減による謝礼金の減が主な理由でございます。続いて２８ページ下段です。

幼稚園就園奨励費で１４７万２千円の減額です。補助対象者の階層変更による補助

金の減でございます。以上が歳出の主なものでございます。次に、歳入についてご

説明いたします。３ページをお願いします。中段、４節の子育て支援交付金の放課

後児童健全育成事業補助金で１９５３万３千円の増額です。部長からの説明にもあ

りましたように補助金の体系が変わりました。県３分の１、国３分の１ということ

の組み換えが行われましたための増額でございます。続いて、３節の幼稚園費補助

金の幼稚園就園奨励費補助金で２６２万３千円の減額です。先程、歳出でご説明い

たしましたが、補助対象額が減となりましたための減額でございます。４ページを

お願いします。上段、３節の児童福祉費補助金の放課後児童健全育成事業補助金等

で２４５１万５千円の減額です。これも先程申し上げましたように補助金の組み換

えによるものでございます。その他は記載のとおりでございますので、説明は省略

させていただきます。以上で学校教育課の３月補正予算の説明を終わります。 
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○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 それでは生涯学習課の平成２７年度３月補正予算要求額について説

明させていただきます。今回の３月補正予算では決算見込みとしての執行残等が見

込まれるものの減額補正でございますが、その中で主なもののみ説明させていただ

きます。まず、歳出でございますが、事業といたしましては３０ページから３７ペ

ージに記載しております１４事業の補正を予定しております。３０ページをお願い

します。上段、人権・同和問題啓発事業費でございますが、その主なものは同和地

区の子ども達を対象として８月に実施を予定しておりました合宿研修会が台風の影

響により中止したことに伴う講師謝礼金等の減額補正でございます。３２ページを

お願いします。生涯学習費でございますが、その主なものは当初予定しておりまし

た臨時職員の任用をしなかったことによる人件費の減額補正でございます。３５ペ

ージをお願いします。上段、市民会館維持管理経費でございますが、その主なもの

は市民会館管理委託業務の入札残に伴う減額補正でございます。３６ページをお願

いします。上段、保健体育総務事務費でございますが、その主なものはスポーツ推

進委員の研修会不参加に伴う旅費の減額補正でございます。最後に歳入でございま

す。７ページをお願いします。上段、学校施設使用料でございます。学校開放事業

に伴う学校体育館電気使用料が当初見込みより少なかったことによる減額補正でご

ざいます。８ページをお願いします。社会教育使用料でございます。中央公民館の

使用料で当初見込みより少なかったことによる減額補正でございます。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３月補正予算要求について

ご説明いたします。計数整理のみの補正の説明は省略させていただきます。まず、

歳出の説明からさせていただきます。３８ページをお願いします。上段、文化関係

一般経費で２９万９千円の減額補正となります。主なものは運送料の減です。それ

は文化課が市民会館に移転する際の運送費で、スペースの関係で搬送するものが当

初見込んでおりましたよりも少なくなったことによる減額でございます。下段、文

化財保護事業費は主に旅費の減額でございます。次に、３９ページ上段の埋蔵文化

財発掘調査事業費は嘱託職員を予定しておりましたが、臨時職員の任用となりまし

たことによる賃金の減額でございます。下段、文化振興基金費はふるさと寄附金と

して受け入れしていたものを文化振興基金に積立いたします２８８万５千円を計上

しております。次に、４０ページ下段、図書館運営事業費で１０５万５千円の減額
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補正となります。主なものは臨時職員等の時間外賃金の減、委託料の減でございま

す。次に、４２ページ下段、文化振興事業費は本年度、文化振興基金奨励事業の申

請がございませんでしたので、その助成金の３０万円がそのまま減額となります。

次に、４３ページの上段、美術館維持管理費で９万円の減額補正となります。指定

管理者制度導入の際のインターネット接続工事が不要となりましたことによる減額

でございます。下段、美術館運営事業費で２５６万８千円の減額補正となります。

主なものは平成２７年４月から９月までの半年間、直営での半年間ですが、美術館

長を教育長が兼務したことによる嘱託員報酬の減額と１０月からの指定管理運営業

務委託料の減額でございます。次に、４４ページの美術館企画展事業費で７１万３

千円の減額補正となります。半年間、直営で企画展事業をいたしましたが、それに

係る経費でございまして、印刷費や運送費の減によるものでございます。次に、歳

入の説明でございます。９ページをお願いします。一番上の段の社会教育使用料と

一番下の雑入、これにつきましては共に美術館に係るものが主なものでございまし

て、美術館の貸館使用料、企画展の図録販売の増による増額補正となっております。

２段目の社会教育費委託金は埋蔵文化財発掘調査費委託金で減額補正となります。

３段目の文化振興基金繰入金は美術館の企画展事業費の歳入が増、歳出が減になっ

たため繰入金が減額になったものと文化事業の奨励事業助成金が該当なしだったた

め繰入金を減額するものでございます。以上で文化課に係ります３月補正予算の説

明を終わります。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 世界記憶遺産推進室に係ります３月補正予算の説明を行います。歳出か

ら説明させていただきます。主なもののみ説明させていただきます。４５ページ、

上段でございます。事業名、近代化産業遺産保存活用基金費でございます。こちら

につきましては平成２７年度分の近代化産業遺産保存活用基金への積立によるもの

でございます。募金箱による募金、寄附金それぞれ実績があっており、合計いたし

まして４千円の計上でございます。下段でございます。事業名、石炭歴史博物館運

営事業費でございます。主な補正の内容といたしましては、臨時職員等の任用時期

の変更に伴う減、印刷時期の変更に伴う印刷費の減、この印刷と申しますのは博物

館のパンフレット及びチケットでございます。並びに展示パネル製作時期の変更に

伴う委託料の減、そういったことがございまして２８３万６千円の減額をするもの

でございます。４６ページをお願いします。上段でございます。事業名、教育普及
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事業費（博物館）でございます。主な補正の内容といたしましては、関連イベント

の実施主体変更に伴う講師謝礼金、著作権料の減でございます。こちらにつきまし

ては、筑豊フォーカス実行委員会と田川市で今回世界文化遺産の登録を記念した企

画展を実施いたしましたが、その際にこの講師謝礼金、著作権料ともに筑豊フォー

カス実行委員会の負担ということになりましたので、減額するものでございます。

併せまして展示内容の変更に伴いまして、今回九州国立博物館に保管していただい

ております原画の一部を田川市に移動させまして展示をする、当初そう計画をして

おりましたが、その内容が変更になり、こちらの田川市石炭歴史博物館で保管をし

ている原画のみを使いまして原画展を執り行なっておりますので運搬料を減額する

ものでございます。そういったことがございまして６６万２千円の減額補正をする

ものでございます。下段でございます。事業名、世界記憶遺産保存事業費でござい

ます。主な補正の内容といたしましては、当初、共同研究の開始時期を平成２７年

度開始と見込んでおりましたが、２８年度からの開始ということで先方の大学との

合意に達しておりますので、それに伴いまして研究員の謝礼金の減額を行うもので

ございます。併せまして世界記憶遺産保存等指導委員会の開催回数の変更に伴う減

額でございます。そういったことがございまして３８万９千円の減額補正をするも

のでございます。４７ページをお願いします。事業名、世界記憶遺産ガイド等拡充

事業費でございます。こちらにつきましては当初、館内解説員に謝礼金を支給し、

館内のガイドをお願いすると計画しておりましたが、博物館のスタッフの中で館内

解説ができるように人材育成を行いまして、可能な限り博物館のスタッフでの解説

に努めてまいりました。その結果１５７万５千円の減額補正をするものでございま

す。続きまして４８ページをお願いします。先程、ご説明申し上げました近現代紙

資料の保存・修理に関する共同研究に関しまして、先方の大学と合意に達しまして、

平成２８年３月に契約を締結する予定でございますが、共同研究の期間といたしま

しては平成２８年４月から平成３２年３月末までということになりましたので、そ

れに伴い債務負担行為の設定を行うものでございます。金額につきましては限度額

９１万６千円でございます。続きまして１０ページをお願いします。歳入でござい

ます。主なもののみ説明させていただきます。まず、最上段の社会教育使用料でご

ざいます。当初の見込みに比べまして決算見込みが減額となったことにより減額補

正を行うものでございます。減額の金額は４８万９千円でございます。続きまして
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１１ページをお願いします。雑入でございます。最上段の図録売上代金等、そして

最下段のオリジナル商品等売上代金と共に当初の見込みに比べまして決算見込みが

減額となりましたので、それに応じまして減額補正を行うものでございます。以上

で説明を終わります。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご質問、ご意見等ありませんか。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 学校教育課です。２２ページに猪位金学園へのＩＣＴ機器の寄附に伴う

周辺環境の整備というのがありますが、具体的にはどういうことですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 まだ、あくまで予定でございますので詳しくは説明できないのです

けれども、地域の方が猪位金学園にタブレット端末を寄附いただけるということで

ありました。タブレット端末を使うためには接続をしなければいけませんので、そ

のために既にあります猪位金基金、数年間で使うという計画がありましたけれども、

その整備のためには一定程度のお金がかかるということで基金を取り崩して充てさ

せていただきたいということであります。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 例えば、各教室で Wi-Fi が使えるとか、そういうことですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 １人１台体制までには多分ならないとは思うのですが、子ども達に

できるだけタブレット端末を持たせて、いろいろな教室でも使えるようにというこ

とです。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 ソフトの購入とかもするのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 それもその中に含まれております。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 猪位金小・中学校のタブレット端末の使用状況を見ながら、田川市全体

でもというようなパイロット的なことですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 今、委員さんが言われたのはグランドデザインをどうするかという

話になろうと思います。今後、パソコンの入れ替え時期が各学校にはやってまいり

ますので、猪位金学園にはモデルとしてＩＣＴ、タブレット端末の有効性なりを検

証いただいた上で次回から迎えますＩＣＴ機器の入れ替えの時期には各学校もタブ

レット端末の方がいいのか、もっと言えば、更に進んだＩＣＴ端末が出てくる可能

性もございますので、そういうことも含めて検討させていただきたいと思います。

決して猪位金だけという話にはせずにおこうというふうには考えているところです。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 私が心配しましたのは、家庭環境の格差によって教育のレベルが変わっ

てくる、次の世代に引き継がれるとよく言いますけれども、やはりその地域の環境
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もあると思います。寄附をしてくださるような地域の方は良い教育が受けられて、

次の時代もいい所得が得られるというような形になるでしょうけれども、校区によ

って格差を助長していくのはどうかと思われますので、寄附をいただくのはありが

たいことですけれども、そういうものをありがたくいただけるよう、必ず他の校区

にもフィードバックできるようなそういった実践的なものにしていただきたいなと

思います。また、適材適所といいますか、もし、特別に投入しなければならないも

のがあるのならば、そういうところも見極めながら、今後も田川市全体の向上を図

っていかれるようにしていただきたいと思います。 

○学校教育課○学校教育課○学校教育課○学校教育課長長長長 言われたとおり平等性と特色化のバランスを取りながら推進してま

いりたいと思います、 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ＩＣＴ教育の推進は全体で進めていきたいと思っています。 

 ほかに、ご質問等ありませんか。 

ないようですので、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第２ 議案第４号「平成２７年度教育費（３

月補正）予算要求について」は原案のとおり可決します。 

次に移ります。日程第３日程第３日程第３日程第３    事務報告「事務報告「事務報告「事務報告「組織見直しに関する骨子（案）について」組織見直しに関する骨子（案）について」組織見直しに関する骨子（案）について」組織見直しに関する骨子（案）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３「組織見直しに関する骨子（案）について」報告いたします。

平成２８年４月の機構改革に向けての組織見直しに関する骨子（案）が示されまし

た。まだ案の段階ですので確定ではありませんが、教育委員会に関するところを報

告させていただきます。教育委員会としての変更は学校再編と中学校給食の推進を

図ることから学校再編・中学校給食推進室が設置される予定となっております。ま

た、文化課が生涯学習課の中に係として設置されます。また、現在、世界記憶遺産

推進室に補助執行されていました田川市石炭・歴史博物館に関すること及び炭坑に

関する文化財の保護に関することが文化係で事務執行されることになります。以上

のように組織は見直しをされておりますが、まだ課名、係名とも決定という訳では

ありません。各課、係に担う事務分掌についても調整中でありますので、詳細につ

いては後日ということになります。以上で報告を終わります。 

○○○○教育長教育長教育長教育長 今日の庁議での名称のことは言わなくてもいいですか。 
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○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 資料には名称を生涯学習課としていますが、課名を文化生涯学習課と変 

更いたしました。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 理由等も説明してください。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 今、田川市にとって文化活動は重要なことでありますので、その文化と

いう名前が無くなるということは田川市にとって重要なことでありますので、この

名前を残してもらいたいということで、生涯学習課の前に文化という名前をつけて

もらうということになりました。それについては、庁議の中で教育長が発言され、

それは大事なことだということで承認をされております。以上です。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご質問等ありませんか。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 これは実質的には平成２８年度からですか。 

○教育部○教育部○教育部○教育部長長長長 平成２８年４月１日からということになります。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 教育長はこの組織付けについて、例えば、こう変わるからこうしたいと

か、こういうことができるのではないかとか、そういうことについて、どのように

お考えになっていらっしゃいますか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 当然、中学校再編や中学校給食は最重要課題ですから、そこに特化した推

進室を置くことは当然望ましいといいますか、こちらもそれを要望しました。それ

から、生涯学習課のことは文化生涯学習課ということで名称のことをお話ししまし

たが、私だけではなく、市長も田川市にとって、これから教育とか、文化とか、そ

ういうことはとても大事であると考えています。指定管理制度等によって人数が縮

小されるのは仕方ないのですけれども、文化遺産の活用とか、文化活動をますます

広げていかなければいけません。名称が生涯学習課に含まれてしまうと、まるで格

下げされたように受け取ってしまわれる可能性もありますし、後退したのかと見ら

れることもあると思いますので、文化生涯学習課という名称でぜひ残してほしいと

いうことを教育委員会内で話をして本日の庁議でも認めてもらったしだいです。あ

とは今までと同じように中身を充実させて、連携が大事だけれども役割分担を明確

にということで考えています。以上です。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 ありがとうございます。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 今、案では教育委員会は４課ですが、将来的に学校再編・中学校給食推

進室は完成すれば無くなるのですよね。そういうことは最終的には３課になるとい

うことですか。 
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○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 まだ３課になるかどうかは決定しておりません。もしかしたら、ここが

別の課に変わる可能性はありますので、将来は３課になると決まった訳ではござい

ません。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 今、子育て支援課との連携ということがよく言われていますけれども、

今回の編成でそこら辺を具体的に表現するようなことは考えられていますか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 幼稚園が教育総務課の所属であるのはご存知だと思いますけれども、

保育所と同じように幼稚園が子育て支援課の傘下に入るような形になっております。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 組織の見直しの骨子のみで事務分掌的なものがまだ横についておりませ

んので、中身を見ることは難しいかと思いますので、次回どういう内容の事務分掌

が移管されたかというのはお示しをしたいと思っております。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 先程の子育て支援に関しては幼稚園、保育園を一元化ということですか。 

○○○○教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長 今のままです。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 先般からのお話ですが、乳幼児検診で早めに発達障害やら、いろいろな 

問題が解決できないのだろうかという話というのは、この組織では学校教育課とい 

うことになってくるのですか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 教育大綱にも出ていますが、就学前と義務教育の連携とか、義務教育と高

校の連携とかで０歳から１８歳までの見守りとか、継続的な支援とか、そういう体

制をということで今、実は福祉行政担当者等と協議を始めています。今、神崎委員

も言われましたが、どうすればいろいろな課題を持っているご家庭だとか、発達上

の課題を持っているお子さんとかを早めにキャッチできるのか。そして、ずっと継

続的に支援していけるような専門家の体制作りとか、保幼小中高の体制作りとかは

どうあるべきかということで協議中なのですが、今回の見直しの中にはそれは間に

合いませんでしたけど、継続的に審議して、そして一番良い形で、例えば、直方市

の子ども育成課とか、そういう教育委員会と福祉行政が一体化したようなシステム

にチャレンジしている行政もあるので、田川市の実態にあったそういうシステム作

りを協議して検討しているところです。そして、それが形になれば市長部局とも審

議して、もちろん教育委員会でも協議して、また、総合教育会議でも協議して、そ

して、田川市に一番あった子どもの育ちの見守り、支援システムを作っていくとい

う考えで進めていこうかと考えております。ただし、まだそこまで煮詰まっており

ませんので、今回は機構改革の中で定義するには至っておりません。また、ここで
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審議等をしてもらうことになるかと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 小・中学校の場合は学習指導要領がありますが、幼稚園の場合は教育要

領というのがあります。それが子育て支援課に移るということで教育要領の作成や

指導等についてはどう変化するのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 移管になりますと、指導そのものを子育て支援課でということにな

ろうかと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 やはり子育て支援課に移るんですね。ただ、そうなりますと学校教育課

の場合は指導主事等がおりますからいいのですが、指導方法とか、そういうことは

なかなか難しくなってくるのではないでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 おっしゃるとおりです。ですから、ＯＪＴの必要性がますます増し

てくるのかなというふうには思っているところです。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ちょっとそこは心配です。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 関連なのですが、かつて幼児教育審議会というものが教育委員会で立ち

上げられていた時期がありました。後藤寺幼稚園の耐震問題が出る前の段階からそ

ういう話があったのですけれども、その委員の選考の仕方とか、審議の内容の作り

方とか、そういうことがきちんと精査されないまま学校教育課の方で審議メンバー

を決めてスタートしてしたという経緯がありまして、２年ほどごたごたしながら、

今の幼稚園の話に繋がっていったという経過があります。せっかく外部の先生をお

呼びして、２年もかけて話をしたにも関わらず、今となってはあまり幼児教育につ

いて話し合ったものがここに上ってこないというような状況があります。そのとき

そのとき立ち上げるのですけれども後が続かないということがありましたので、こ

れは随分前の課長さんが作られたことではありますが、時間と審議内容の無駄だと

は申しませんけれども、蓄積がないままに、また新しい子育て支援についての話合

いをしましょうというような形になりますので、その辺はきちんとプランを作って、

平成２９年度にはという形で落としどころを作りながらきちんと踏んでいかないと

と思います。審議に上がっては消えていくという浮き沈みを良く見てまいりました

ので、今回こそは田川市の子ども達も直面して不退転の状況にございますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 今の話からですが、教育基本法第１７条に「地方公共団体は、国が定める

教育振興基本計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教
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育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない」

という条文があります。それを田川市はまだ作っていないんです。基本法に基づい

て教育振興基本計画を作っていくということで、今、大学の先生にもアドバイスを

もらうようにしているのですが、どういうメンバーで進めていけばいいのか、神崎

委員さんが言われたように立ち上げて駄目になるといいますか、次につながってい

かないような形では意味がないので、その法律を一つの根拠にして、そして、教育

委員会にも相談をしますが、そのメンバーの方といつまでにこういう形をゴールに

ということを決めて取り組みたいと思います。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 教育長にお願いしたいのですけれども、早くそのプランを皆さんにわか

るようにしていただいて、皆さんがどのように動いたらいいのかとか、そういった

ことがきちんと早めに把握できるようにお願いしたいと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 案が固まれば、当然そうしたいと思います。 

ほかにご意見等ありませんか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 追加をさせてください。先程の幼稚園教諭についての研修のことに

関してです。子育て支援課に幼稚園教諭が移管されましても、幼稚園担当の筑豊教

育事務所との関わりは消えませんので、必要な研修は筑豊教育事務所の指導主事に

要請することによって可能になってこようかと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 わかりました。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ほかにありませんか。 

ないようですので、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「田川事務報告「田川事務報告「田川事務報告「田川市市市市中学校生徒会サ中学校生徒会サ中学校生徒会サ中学校生徒会サ

ミットの開催について」ミットの開催について」ミットの開催について」ミットの開催について」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 事務報告「田川市中学校生徒会サミットの開催について」

ご説明いたします。１ページをお願いします。２の目的から説明させていただきま

す。現在、本市中学校では各校が生徒会を組織し、活動しています。これを発展さ

せ田川市全中学校生徒会代表が一堂に会し、意見交換や討議を行うことにより、生

徒の自主的・主体的な姿勢を育むとともに、各校における生徒会活動の交流と充実

に向けて話し合うと共に田川市全体の取り組みを推進することを目的としています。

これは学習指導要領において特別活動が狙う生徒の自主性・自発性をできるだけ尊

重し、生徒が自ら活動の計画を立て、生徒がそれぞれの役割を分担し、協力しあっ

て望ましい集団活動を進めることからも意義のあることであるというふうに捉えて
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おります。１の経緯でございますが、記載のとおりでございます。３の構成につい

てです。⑴各中学校の生徒会長を含む生徒会執行部役員３名でサミットは構成いた

します。⑵各学校の中から、議長校１校、副議長校１校を決定いたします。⑶議長

校、副議長校は輪番で行います。順番は記載のとおりでございます。⑷田川市中学

校生徒会サミットは基本的に議長校の学校で行います。つまり回数が重なりますと

いろいろな学校に生徒会役員は行けるということになります。また、議長校の関係

者については参観を認めます。⑸各学校の生徒会担当教員や担当管理職、それから

教育委員会事務局でつくる田川市中学校生徒会サミット実行委員会で日程やサミッ

トの議題等の話し合いを行います。⑹各学校の生徒会担当教員、それから担当管理

職、ここには小学校代表校長も含みます。教育委員会事務局、それから市Ｐ連事務

局、田川市出身ボランティア学生とでつくる田川市中学校生徒会サミット支援委員

会で会議の進行、内容などの具体的な事項の話し合いを行います。次のページをお

願いします。４の組織図については記載のとおりでございます。なお、先程少し触

れましたが、生徒の自主的な議論を引き出すため、コーディネーター役として本市

出身の大学生ボランティアに関わっていただきます。このボランティアは生徒にと

って良いモデル像になると思います。５の具体的な取り組みとしては、以下の７点

を想定しております。６の今後の方向性につきましては、第１回田川市中学校生徒

会サミットをきっかけに年２回の開催を目指します。次回は平成２８年８月の予定

でございます。次のページをお願いします。第１回田川市中学校生徒会サミットの

内容でございます。実施日は今週です。１２日（金）、時間は１５時３０分からです。

会場校は猪位金学園です。今回のテーマは自分たちの中学校の自慢と改善点、と中

学校再編に向けてどのような学校を作りたいかということで、これからの中学校に

ついて考えることとしています。このサミットを通しまして、本市中学生が学校内

外における生徒からなる集団による健全な人間関係の広がり、より良い学校生活を

主体的に築こうとする自主的能力や責任感を育てる自助になることを期待しており

ます。説明は以上でございます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 何かご質問、ご意見等ありませんか。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 これは子ども達のリーダーシップを育てたりとか、自発的な発想を育て

たりとかするのにとてもいいことだと思います。ただ、各学校から３名ずつという

ことで生徒会長を含む生徒会役員ということですが、こういった子ども達は意外と
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発言の場があったりとか、既に学校の中でもリーダーシップを持つ立場にいたりと

かして、意外とこういうことをやるチャンスに恵まれている子ども達だと思います。

その子たちに更にそういう大きな場で活躍していただくというのはもちろんいいこ

とですけれども、その他の子ども達、学校にいるその他の子ども達がこのサミット

にどのように関わっていくか、あの人達だけの集まりよという感じで、冷たい視線

で関係ないという形にはなっては意味がないと思います。それで、各学校でこのサ

ミットに向けてどのような取り組みをしていくのかというところが一番大事なこの

話の核になってくると思うのですが、そこら辺について何かプランはあるのでしょ

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 おっしゃるとおりです。これが生徒会役員のためだけのサミットに

なっては意味がございませんので、例えば、今回１２日に行いますサミットの議題

であります再編後の中学校、どんな中学校を望むかということにつきましては、も

う各学校の生徒会に下ろしまして、生徒会から生徒に投げかけて意見集約を行って

おります。つまり、生徒会サミットでそれぞれの生徒会代表の子ども達が言うこと

は自分の考えではなく各学校の生徒会の考えというふうに集約していけるようなシ

ステムをとっております。また、２点目といたしましてサミットの会場校の子ども

達には傍聴を認めるとしたのは、その中での様子というのを８回に１回にはなりま

すが、当事者意識を持って参加いただきたいということがございますので、そうい

うシステムを取っております。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 ありがとうございます。 

○河底委員○河底委員○河底委員○河底委員 これは中学生だけですよね。小学校６年生も４月からは中学生になるの

で、そういう子ども達に聞かせるのはどうですか。中学生になったらこんなことを

するんだと、生徒会長が自分たちの学校の意見を紹介するという、かっこいい中学

生の姿を見せられたら、中学生のイメージが湧きますよね。自分も中学生になった

ら生徒会に入ってとか、そういうステップアップできる何かを見せるのもいいと思

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 もちろん、これを作り込む段階でそのことは議論いたしました。現

状といたしましては会場とか、集まる人数とかの関係でどうしても小学校までに手

が広がらなかった訳ですが、将来的には小学生の参加をどうしていくかというのは

考えていきます。また、各校区において生徒会・児童会交流といいますか、まずは
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それぞれの単位でそこをしっかりやっていただいた上で小学生にこの場に来ていた

だくとか、そういうことまで議論の中では出てきておりましたので考えております

が実現に至っておりませんというのが現状でございます。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 会場校の生徒の参観を認めるということですが、大人は参観できないの

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 関係者と書かせていただいたのは大人も含めて参観ができますとい

うことで、関係者というふうにまとめさせていただいております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 わかりました。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 今後、このサミットは続いていくと思うのですけれども、各回のテーマ

はどういうふうにして、誰が決めていく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    基本的に生徒会サミット実行委員会で話し合いをさせていただいて

と考えております。ただし、その中には「次回どんなことを話し合いたいですか。」

と問いかけて、その子ども達の意見も取り入れながら、やはり何よりも主体性が大

事ですから、子ども達がサミットの中で「次回こうだよね。」ということについては

できるだけ尊重して、テーマを作っていきたいとは考えています。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ほかにご質問等ありませんか。 

  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    事務報告「旧猪位金小学校及び旧事務報告「旧猪位金小学校及び旧事務報告「旧猪位金小学校及び旧事務報告「旧猪位金小学校及び旧

猪位金幼稚園の利活用について」猪位金幼稚園の利活用について」猪位金幼稚園の利活用について」猪位金幼稚園の利活用について」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５「旧猪位金小学校及び旧猪位金幼稚園の利活用について」

事務報告をさせていただきます。昨年１１月９日の定例会で事務報告をしておりま

したが、旧猪位金小学校跡地の活用については田川市民全体の財産であるというこ

とから企業誘致や産業・農業振興・定住化促進などの総合的な視点から市全体での

有効的な利活用策を検討していくことになったということを報告しておりました。

今般、本年１月の平成２７年度国の補正予算において創設されました地方創生加速

化交付金を活用しまして、企業・雇用対策課が芸術分野の起業支援として旧猪位金

小学校及び旧猪位金幼稚園の環境整備を行うこととなりました。防音、空調、作業

スペース確保のための工事費、音楽、映像等を制作するのに必要な機材購入費、田

川で芸術活動を行うための環境構築費用として６５００万円を３月補正予算に計上

予定ということでございます。今まで大都市でしか成し得なかった音楽、映像等の

芸術分野の起業を可能にしたいということでございました。資料としては企業・雇
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用対策課から提出されましたものを添付しております。説明は以上でございます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご質問、ご意見ありませんか。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 今、ご説明いただいたのですけれども、もう少し具体的にといいますか、

どういったふうになるのか想像できるように教えていただけませんか。 

○教育総務課○教育総務課○教育総務課○教育総務課長長長長 先日の総務文教委員会で企業・雇用対策課からこの資料について説

明されたのですが、私どもとしてもまだ具体的にどういうふうにというイメージを

持っているわけではありません。こういうことを市長部局は考えているという報告

に留まらせていただきたいと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ユニークといいますか、何か期待できるような活用方法なのですが、福

岡県ではこういう活用といいますか、こういう施設があれば教えてください。それ

と同時に小さな都市にこんなものができるぞと、福岡県の田川にこんなものがある

ぞとなれば、他所になければぜひここで作りたいということで他所から集まってく

ると思いますので、そういうＰＲをして多くの人が集まってきてくれたらうれしい

なと思いながら聞いていました。 

○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「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」と

いうことで位置づけられておりますので、確かに言われるように、小さな地方都市

でも独自なものを打ち出してというようなことが一番の目玉になると思います。ま

た、これに対して手を挙げるところというのは県下でも数多いということで、かな

り競争相手が多いということは聞いております。 

○毛利委○毛利委○毛利委○毛利委員員員員    例えば、いろいろなものを作りながら小さなコンサートができるとか、

普通の椅子でもいいから、みんなが音楽を聞いて楽しむことができればいいなとか、

そういうことがあるのかなと思いながら聞いていたのですが、そんなものも入るの

ですか。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 ライブスタジオみたいなものですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 おそらく入るとは思いますが、どういった方が使用されるかによっ

てだと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 まだ、はっきりとはわからないんですよね。息子がバンドをしていたので

すが、レコーディングの時はわざわざ探して他所に行くんですよ。田川は高校生と

かのバンドをしている子ども達の水準が高いと聞いていますので、ここがそういっ

た子ども達の拠点となって田川の良さを発信できればいいなと思うのですが、一体
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どんな方に来ていただけて、どんな形で活用されるのかはまだわからないようです。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 飯塚にスケートリンクがありますが、私が学生のときは久留米にも、福

岡のソラリアの辺りにもスケートリンクがありました。九大にはサークルかもしれ

ませんけどアイスホッケー部があって、飯塚とか久留米にもリンクを探して練習に

来ている友達がいました。だから、特殊な施設があれば車を飛ばしてでも来るとい

うことは確かにあると思います。今、福岡県にもフィギュアスケートの選手がいら

っしゃるようで、やはり飯塚のリンクに練習に来られていると聞いたことがありま

す。ですから、特殊な施設というのはわざわざでも行ってというようなものになる

可能性は確かにあると思います。予算というのはタイミングもあるとは思うのです

けれども、それをどう活かしていくかというのが大事なのではないかと思います。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 良いものができそうな感じはしますが、せっかく作るのであれば、中途

半端にならず活用できるようなものができればいいなと思います。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 ライブをするというくらいのもので終わらないで、きちんとフォローを

して、周りの理解も必要だと思います。今の音楽とかダンスをやっていると言った

ら、周りの人は昔、ビートルズが言われていたように不良みたいな感じで見る人達

もいるかも知れませんので、そこら辺をどういうふうにするかとか、きちんと管理

する必要もあるでしょうし、そういったところを全部総括していければ良いと思い

ます。 

○教育○教育○教育○教育長長長長 期待も大きいようですので、何とか良い方向にできたらと思います。 

  ほかにありませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第６日程第６日程第６日程第６    諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告「「「「２２２２月行事予定につい月行事予定につい月行事予定につい月行事予定につい

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） 

次に移ります。「「「「３３３３月の定例会月の定例会月の定例会月の定例会の日程案についての日程案についての日程案についての日程案について」」」」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 ３月の定例会でございますが、３月９日（水）の１４時からでいか

がでしょうか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご異議ないようですので、３月定例会は３月９日（水）の１４時からに決

定します。 

  ほかに、ご質問、ご意見等ありませんか。 

  ないようですので、以上をもちまして平成２８年第２回田川市教育委員会２月定
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例会を閉会いたします。 

（閉会１５時１５分） 

 

 


