
 

 

（１４時３０分開議） 

○教育長 ただいまから、平成３１年第５回田川市教育委員会４月臨時会を開会いたします。

日程第１ 事務報告「田川市新中学校の創設について ⑴ 市立中学校の現状について」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 事務報告 「田川市新中学校創設について」、まず「⑴ 市立中学校の現状に

ついて」ご説明させていただきます。附属資料１の１ページをご覧ください。平成１８年

度田川市立学校適正規模審議会への諮問時点で、猪位金中学校を含む市内全ての中学校が

適正規模の１２～１８学級を満たしておらず、２校が過小規模校、この場合の過小規模校

は、１～５学級となっております。この２校につきましては、猪位金中学校が４学級、田

川中学校が３学級という状況でございます。また、他の６校が６学級～１１学級の小規模

校でございました。平成３０年度現在におきましては、以下のとおりであり、猪位金学園

は除いております。上段６～１１学級の小規模校が弓削田中学校、後藤寺中学校、鎮西中

学校、伊田中学校、金川中学校となっております。なお、かっこの数字につきましては、

特別支援学級を除く普通学級の数を表示しております。また、下段の過小規模校につきま

しては、田川中学校、中央中学校となっております。これに伴う弊害として、一般的に以

下の課題がございます。１点目に部活動数の減少、２点目に子ども同士の切磋琢磨の機会

の減少、３点目に社会性やコミュニケーション能力の低下、４点目に多様な意見に触れる

機会の減少、５点目に高校進学等に伴うギャップ等がございます。さらに、学校の小規模

化に伴いまして、教職員の定数配置が減少することから、以下のような課題を「田川市立

学校校区再編基本方針」で示し、全校が小規模校である中学校について、早急な取り組み

が必要であると判断し、今回の再編は中学校のみを対象とすることとしております。以下、

５点示しておりますが、６点目に１０教科ございます、全教科に専任の教職員を配置でき

ない学校がある。こちらは過小規模校の課題と言えます。また、小規模校では７点目に記

載しておりますとおり、配置できた学校においても教科に１人の場合が多い。８点目に教

職員間で学習指導や生徒指導等についての相談・研究・協力・切磋琢磨等を行うことが困

難。また、９点目に、複数の教職員の目で多様に子どもを捉えることができないため、特

性等の把握が一面的になりやすく、生徒の新しい可能性や能力の発揮を阻害する場合があ

る。最後１０点目といたしまして、教職員の異動や新規採用教員の配置が困難といったこ

とが、課題として挙げられます。以上でございます。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、次に移ります。「⑵ 学校適正規模推進の経過について」を議題と

します。事務局に説明を求めます。 
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○推進室長 続きまして、「⑵ 学校適正規模推進の経過について」、附属資料２に沿いまし

てご説明させていただきます。１ページをご覧ください。市教育委員会は、平成１７年７

月に「田川市立学校適正規模審議会」に以下の事項につきまして、諮問しております。１ 

通学区域及び学校適正規模についての検討、２ 学校運営面、教育指導面、財政面からの

学校統廃合を視野に入れた検討という諮問をさせていただいております。その結果、以下

に示すとおり平成１８年１月の同審議会の答申に基づき、市立学校の適正規模の推進を図

ってきたものでございます。答申の内容につきましては、別紙資料を添付しておりますが、

内容の主なものを二重かっこに記載しております。まず、１ 短期構想につきましては、

船尾小学校と弓削田小学校の統合を平成２１年４月に実施しております。２ 中期構想と

しましては、１つ目の猪位金校区の小中一貫校のモデル校区としての検討を平成２６年４

月に小中一貫校である猪位金学園開校で実現しております。２つ目の田川中学校と中央中

学校との統合につきましては、後にご説明申し上げますが、平成２３年６月に、「長期構

想と併せて、市全体の校区再編案を検討する」と市教育委員会で方針変更を行っておりま

す。最後に、３ 長期構想としましては、通学区域の矛盾を解消する校区再編、また、１

小学校１中学校の校区再編も視野に入れた統合を検討するという答申がなされたもので

ございます。そこで市教育委員会は長期構想の実現に向け、これまで以下のとおり検討を

進めて参りました。まず、平成２３年６月定例教育委員会で議決した「１ 田川市学校適

正規模推進について方針」でございます。内容は、⑴ 施設一体型の猪位金小・中の統合

の検討を進める、⑵ 「田川中学校と中央中学校との統合」については、長期構想と併せ

て、市全体の校区再編案を検討していくこととしております。続きまして、平成２３年  

１０月定例教育委員会で「２ 学校適正規模推進（小中一貫校）に関する基本方針」が決

定されております。⑴ 猪位金小と猪位金中の統合により、施設一体型小中一貫校の設置、

⑵ 平成２６年４月の開校を目指す、⑶ 平成２４年２月までに、統合準備委員会（仮称）

を設置するということでございます。続きまして、２ページをご覧ください。平成２５年

９月定例教育委員会で議決した、３ 田川市立学校校区再編基本方針でございます。この

中で大きく３点決定しております。「⑴ 中学校の適正規模は、１学年３学級以上であっ

て、かつ、３学年で９学級以上。」理由といたしましては、田川市立学校適正規模審議会

答申では、中学校の適正規模を３学年で６学級としておりましたが、次の理由により９学

級とすることと定めております。ア クラス編成を可能とすることにより、クラス替えに

よる新しい仲間との出会いや、いじめ、学級崩壊等への対応が可能となる。先程の課題で

もございましたが、イ ５教科（国語、社会、数学、理科、英語）でそれぞれ複数の教職

員を配置しやすいことと示しております。「⑵ ２中学校から３中学校を基本とする」と
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いう点でございます。田川市内は、全ての校区が６㎞圏内となるため、１中学校とするこ

とも可能ではありますが、１校では過大規模校となります。また、４校では、生徒数が今

後２０年間で３分の２程度に減少する見込みであるため、適正な規模が保てなくなる恐れ

があるという点でございます。「⑶ 猪位金小中一貫校の校区線引きなどは、校区再編計

画策定の中で検討」としております。平成２６年度に開校の予定であるが、引き続き児童

生徒の減少が予測されており、校区線引きなどについては、校区再編計画策定の中で検討

することとする。また、開校後に一貫校としての成果と課題を検証していくこととすると

決定しております。さらに、平成２６年９月定例教育委員会で議決した、「４ 田川市新

中学校創設基本計画の策定方針」でございます。この中で大きく３点決定がなされており

ます。「⑴ 新中学校の境界線は、現小学校区の境界線に沿って設定する」という点でご

ざいます。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おります。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おります。したがいまして、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こととしておりました。「⑵ 学校適正配置の校数は、２

校を基本とする」という点でございます。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りません。すなわち１０年後、２０年後におきましても、

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ございます。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ます。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も懸念されます。３ページをご覧ください。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には、学校適正配置

の校数は２校とすることを目指すとしております。ただし、その決定は、通学の距離、時

間、方法、安全性などの適正を検証した上で行うこととしております。さらに、「⑶ 小

中一貫校の新設は、校区再編の軸としない」ということも決定しております。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、学力向上や生徒指導上の課題解

決に、一定の成果が見込まれます。しかし、その狙いは、生徒数減少により生じる教科欠

等の問題を解消するものではございません。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、教科欠の解消はもとより、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、高い教育効果が望めるものと考えております。したが
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いまして、今回の再編は、統廃合による適正規模校の設置を軸とし、小中一貫校の新設は

軸としないと決定したものでございます。また、平成２６年同月でございますけれども、

「５ 田川市新中学校のあり方に関する審議会設置」をなされております。平成２８年８

月に、「６ 田川市新中学校のあり方に関する審議会答申」がなされております。同審議

会におきましては、「候補地は現有地から選定すること」及び「新中学校は２６，０００

㎡以上必要」ということを前提条件として、検討がなされております。その上での決定事

項といたしまして、⑴ 学校位置は、現田川中学校敷及び鎮西中学校敷が望ましいとされ

ておりました。その理由といたしましては、ア 敷地面積が広い、イ 地理的組み合わせ

がよい、ウ 生徒数・学級数のバランスが良いということでございました。⑵ 通学校区

につきましては、田川中学校敷に設置されます、仮称北中学校につきましては記載のとお

り、また鎮西中学校敷に設置されます、仮称南中学校につきましても記載のとおりでござ

います。なお、⑶ 新中学校の開校時期につきましては、平成３３年４月を目指すとなっ

ておりました。当審議会の答申（案）につきまして、この答申を受ける前に、田川市議会

及び住民説明会を行ったところでございます。⑴ 市議会３常任委員会への説明につきま

しては、平成２８年４月８日から１２日までにかけまして、行っております。内容につき

ましては、主な意見でございますが、まちづくりとの関係をどう考えているのか。また、

学校の敷地面積で学校位置を選ぶのであれば、伊田中学校横の医師住宅は市有地であり、

法面を整備すれば面積が増え、選択肢が増える。コンパクトシティ－、田川市の歴史につ

いても検討が必要ではないか。人口動態から弓削田校区に持ってきてもらいたい。弓削田

校区は定住者も多い。市内の住む場所で格差があることは不公平であり、猪位金校区も再

編の議論に加えるべきである。校区活性化協議会等の地域コミュニティの問題がある。各

団体の要望などを徴する期間が必要ではないか。後藤寺地区、大浦地区共同のコミュニテ

ィができており、それを分断して再編できるのか。また、田川科学技術高校は特色ある学

校であり、今後、面積を拡張することも考えられ、隣接する田川中学校とするのはなぜか。

最後に、中心市街地に人が多く住めるような方策も必要ではないかということでございま

した。また、平成２８年４月１２日から２７日まで実施いたしました、⑵ 全小学校区で

の住民説明会実施でも、金川校区からの小中一貫校の請願が出ているが、他の校区でも同

じ意見が出るのではないか。水害が発生した場合、伊田小は水没区域であり、校区に避難

所がなくなる。鎮西中学校は公共交通機関の利便性が悪く、自動車に乗らない保護者はど

のように行けば良いのか。大浦小は２小１中校区であり、２小学校の交流や活動のこれま

での文化や歴史をどう評価するのか等が出されておりました。まだまだこれ以外にも多く

の意見や要望がなされておりました。５ページをご覧ください。これらの意見に対しまし
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ても、教育委員会事務局といたしましては、以下のように答弁させていただいております。

教育委員会といたしましては、市議会及び住民説明会で頂いた貴重な意見、要望を真摯に

受け止め、審議会に報告する。さらに、田川市新中学校創設基本計画の作成に活かしたい

というふうに答弁いたして参りました。そこで、「８ 田川市新中学校創設基本計画（案）

の作成」を平成２９年９月に定例教育委員会でご説明させていただきました。田川市新中

学校創設基本計画（案）の作成におきまして、あり方審議会での検討経過を検証しており

ます。同審議会においても、通学区域を旧東区、旧西区の枠組みでの検討が約 1 年半なさ

れていたが、伊田中学校敷が狭小であり、最終的に敷地面積の広さ及び地理的組み合わせ

等から答申案のとおりとなった経過でございます。そこで、あり方審議会で検討がなされ

なかった周辺民有地の取得可能性を調査いたしております。その結果、取得が見込まれた

ことから、改めてあり方審議会が当初検討した案と答申の案を、市議会及び住民説明会で

の意見・要望等も含め、さまざまな観点から比較検討した結果、以下のとおり決定した次

第であります。内容につきましては、既にご存知のとおりでございますが、⑴ 学校位置

を現伊田中学校敷及び後藤寺中学校敷とする。ア 明治期の市制町村制の施行後、地域が

村、町、市へと集約・合併していく過程において、伊田、後藤寺が中心となり発展を遂げ

てきたことから、今なお、旧東区、旧西区の枠組みで文化的、精神的な結びつきがあるこ

と。イ ２小学校区で１中学校区を構成している後藤寺小校区と大浦小校区を、同じ新中

学校区に編成することにより、これまでの地域の取り組みやつながり等に配慮できること。

ウ 各学校敷は、都市計画マスタープランにおいて都市拠点をはじめとする各拠点を連携

する幹線道路沿線に位置しており、将来的なまちづくりや公共交通軸を保持する観点から

有利な立地条件であること。また、⑵ 通学校区につきましては、東中学校区につきまし

ては記載のとおり、また西中学校区につきましても記載の通りでございます。⑶ 新中学

校の開校時期につきましては、１年遅れの平成３４年４月を目指すことと決定した次第で

ございます。以上です。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、次に移ります。「⑶ 新中学校の全体構成（案）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 附属資料３ 「新中学校の全体構想（案）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。Ａ３横開きの配置図を添付させていただいておりますので、

そちらをご覧いただきたいと思います。「１ 東中学校の全体構想」でございます。⑴ 敷

地面積につきましては、約４０，９００㎡。ただし、買収予定地の測量が完了しておりま

せんので、若干の変更が見込まれます。⑵ 特徴といたしましては、ア 新校舎は近隣の



5 

 

高層施設への影響等を考慮し、旧校舎の位置に４階建て校舎を配置したいと考えておりま

す。イ 体育館等は新校舎に隣接して配置したいと考えております。買収予定地の図面Ｂ

の部分でございます。ウ 買収予定の学校東側山林つきましては、グラウンドとして整備

したいと考えております。エ 学校西側の田川市立病院医師住宅及び図面Ｃの部分になり

ます、北側の国道３２２号線に面する土地を買収して、桐ヶ丘地区の市道を延伸したいと

思っております。オ 同市道の設置によりまして、学校校門を交通量の多い国道側から市

道側に変更したいと考えております。カ 市道を挟み校門の対面する位置旧田川市立病院

医師住宅跡地に、保護者の送迎車及びスクールバスのロータリー及び駐車場を設置したい

と考えております。最後に、これまでの正門を利用しまして、キ 教職員の乗用車及び給

食用物資搬送車等と生徒の動線が重ならないよう自動車専用進入路を整備したいと考え

ております。続きまして、別紙２の配置図をご覧いただきながらご説明させていただきた

いと思います。「２ 西中学校の全体構想」でございます。⑴ 敷地面積につきましては、

約３４，８００㎡となります。ただし、こちらにつきましても買収予定地の測量等が完了

しておりませんので、若干の変更が見込まれます。⑵ 特徴といたしまして、西中学校に

つきましても南側に高層施設がございますので、ア 新校舎は近隣の高層施設への影響等

を考慮し、旧校舎の位置に４階建て校舎を配置したいと思っております。なお、校門につ

きましては、現在の校門付近に設置したいと思っております。また、イ 体育館等につき

ましても東中学校と同様に、新校舎に隣接して配置したいと考えております。ウ 学校敷

周囲を若干セットバックいたしまして、周辺の歩道の拡張及び自転車道を整備したいと思

っております。また、配置図のＢの地点になりますが、エ 学校から松ノ木橋西側の土地

を買収し、保護者の送迎車及びスクールバスのロータリー及び駐車場を設置したいと考え

ております。そうなりますと、こちらから通学する生徒が増えますので、オ 松ノ木橋に

自歩道専用道を整備したいと思っております。また、カ 松ノ木橋側から通学する生徒の

ため、裏門を設けることを考えております。また東中学校と同様に、キ 教職員の乗用車

及び給食用物資搬送車等と生徒の動線が重ならないよう自動車専用進入路を整備したい

と考えております。以上、簡単ではございますが「新中学校の全体構想（案）について」

ご説明させていただきました。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  校門や道については、まだ確定していないんですか。 

○推進室長 大体の位置は想定していますけれども、現実的には学校施設の位置等、今後関

わりがございますので、正式な設計作業では正式な位置が設定されようかと思います。校

門から見て真正面に学校があるほうが望ましいという声もありますし、また、そこからま
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っすぐに見えると外部の方が侵入しやすいという懸念がありますので、専門家の意見も聞

きながら正式な図面の設計と合わせて、今後位置等も決定したいと思っております。 

○教育長 想定している位置で良いので、印をつけたら分かりやすいと思います。 

○推進室長 西中学校の裏門につきましては、大体ではあるんですけれどもトラックがあり

ますが、三角の何もない部分がありますので、大体その位置に設ける形になろうかと思い

ます。 

○教育長 東中学校は、およそどの位置に想定されますか。 

○推進室長 東中学校の裏門は想定しておりません。正門はロータリーの前付近になろうか

と思います。また、現在の正門については自動車専用道路にしたいと考えております。 

○毛利委員 西中学校のＢの部分は、土地が大分下がっていますね。ここの部分は現在田ん

ぼか何かですか。 

○推進室長 Ｂの部分につきましては、現在田んぼになっておりますので、ここを川沿いの

道路面ではなく間を斜めに走っている道路にあわせる形になろうかと思います。 

○毛利委員 普通の駐車場として、土地はあげておくんですかね。というのは、校舎を建て

替えるか分かりませんが、校舎から駐車場までかなり遠いですよね。 

○推進室長 校舎につきましては、新築を基本と考えておりますので建て替えます。毛利委

員のご指摘のとおり、駐車場が校舎と反対の位置に対面しておりますので遠いんですけれ

ども、ご存知のとおり後藤寺中学校の周辺は住宅街となっており、空いた土地がございま

せんので、一番近い土地があったということで、ここを選定させていただいたところでご

ざいます。 

○推進室補佐 少し補足をさせていただきます。後藤寺中学校周辺は、ご存知のとおり道が

非常に狭くございます。ここを合併することによりまして多くの生徒が通う形になります

ので、やはり交通事故を防ぐべきでありますので、どうしても現在送迎をされる保護者の

方が多くございますので、学校の校門付近に車を寄せるよりも、少し離したところＢの部

分にもってきて、徒歩で通学する生徒と送迎される生徒を、わざと分離させていただいた

というところもございます。ただし、そうしますと、今ご指摘があったとおり、校舎まで

歩く時間がどうしても長くなりますので、松ノ木橋の安全確保を図るために、歩道橋の設

置それから橋を渡ったところに裏門を設置するということを考えております。 

○教育長 他に、何かご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、次に移ります。「⑷ 校舎建設中の教育環境について」を議題とし

ます。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 附属資料４ 「校舎建設中の教育環境について」ご説明させていただきます。
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１ページをご覧ください。既存学校用地内で効率的・効果的な校舎等を建設するには、全

体構想（案）が望ましいと考えており、仮設校舎が必要となります。仮設校舎の設置場所

につきましては、教育委員会事務局と当該校における協議の結果は、以下が望ましいので

はなかろうかと考えているところでございます。まず、「１ 伊田中学校」につきまして

は、小学校グラウンド、中学校グラウンド、田川情報センター前の市有地、この３点から

選定いたしました。選定の結果、⑴ 仮設校舎につきましては、田川情報センター前の旧

田川東高校跡地に設置したいと考えております。なお、⑵ 体育科の授業及び部活動につ

きましては、福岡県立大学の体育施設等を活用したいと考えております。続きまして、「２ 

後藤寺中学校」です。後藤寺中学校の仮設校舎を設置する場合に考えられますのは、小学

校グラウンド、中学校グラウンドで選定させていただきました。結果につきましては、⑴ 

仮設校舎につきましては、現在の後藤寺中学校グラウンドに設置したいと考えております。

なお、⑵ 体育科の授業及び部活動については、現在の屋内運動場を開校前まで活用し、

開校後に解体撤去することで、活用を図りたいと考えております。また２ページにありま

すけれども、「３ 仮設校舎の概要」を簡単に説明させていただきます。⑴ 構造につき

ましては、軽量鉄骨造折板２階建、⑵ 設置期間につきましては、設置工事及び解体工事

期間を除きまして、実際に生徒が入る機関となりますのが、平成３２年６月～平成３４年

３月の約２年間となります。⑶ 概要は、ア 仮設校舎は、２階建とし通常教室・管理棟

と特別教室棟に分け、渡り廊下で接続する。また、イ 仮設校舎につきましては、通常の

校舎とは異なりまして中央廊下とし、その両側に教室、特別支援教室等を配置する。なお、

すべての教室にエアコンを設置することとしております。⑷ 体育授業、行事等の取扱い

につきましては、学校と協議いたしまして、今のところ別紙のとおり検討しているところ

でございます。⑸ その他といたしまして、仮設校舎の設置に関しましては、平成３１年

８月を目途に設計を行う予定でございますが、教室等の配置につきまして、生徒、教職員

が利用しやすい仮設校舎とするために、教職員の意見・要望を集約したいと考えており、

現在、既に伊田中学校、後藤寺中学校と協議を行っているところでございます。なお、写

真を添付させていただいておりますが、こちらは川崎中学校の仮設校舎となっております。

以上、簡単でございますが、説明を終わります。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

○毛利委員 今の説明を、川崎中学校をイメージしながら聞いていましたが、それで大丈夫

ですか。 

○推進室長 基本的に川崎中学校の仮設校舎をイメージしていただければ大丈夫かと思っ

ております。それから、今週から該当校である伊田中学校、後藤寺中学校の教職員と学校
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側にお願いをして、視察に行ったところでございます。 

○柴田委員 後藤寺中学校に関することですが、仮設校舎を中学校のグラウンドに設置する

としたら、体育祭はどうなるんですか。 

○推進室長 体育祭につきましては、まだ学校側と最終的な詰めを行ってないんですけれど

も、後藤寺小学校のグラウンドは、市内の小学校の中で一番広いので、小学校のグラウン

ドで中学校の体育祭を行うのは可能と考えております。また、小学校のグラウンドが厳し

い場合は、市の総合グラウンドを使用するという方向で、検討させていただければと思っ

ております。後藤寺中学校の体育祭につきましては、小学校のグラウンドを第一に検討し

ているところでございます。 

○教育長 他に、何かご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、次に移ります。「⑸ 開校時期及び開校までのスケジュールについ

て」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 附属資料５ 「開校時期及び開校までのスケジュールについて」ご説明いたし

ます。先程の仮設校舎と関わってきますが、「１ 開校時期について」は、今までと同様

の平成３４年４月を目指したいと思っております。「２ 開校までのスケジュールについ

て」は、別添の新中学校創設工程表をご覧ください。２校ともに、スケジュールにつきま

しては非常に厳しい期間設定でありますが、近隣自治体の事例を基に、昨年度、業務支援

委託を行っておりましたが、専門事業者との確認を行い、実現可能と判断した次第でござ

います。「３ スケジュールの留意点」につきましては、まず、⑴ 東中学校でございま

す。東中学校、西中学校同様に、ア 基本設計及び実施設計の設計期間は、他自治体の例

から１２か月を見込んでおります。また、イ 校舎等の建設期間につきましては、１５か

月間を見込んでおります。東中学校につきましては、ウ 校地東側山林部分の外構工事に

つきましては、開校後に実施をしたいと考えております。工程表の上段を見ますと、平成

３４年度開校後、緑色黄色で約 1 年間をかけて校内造成と示しているところでございます。

続きまして、⑵ 西中学校につきましては、先程の仮説校舎のところでも若干説明させて

いただきましたが、仮設校舎をグラウンドに設置いたしますので、その解体撤去及び旧屋

内運動場を開校後に解体撤去する必要がございます。解体撤去につきましては、東中学校

の山林部分の外構工事のように１年間かかるとは見込んではございません。約３か月あれ

ばできるのではないかと思っております。なお、「４ 設計事業者の選定方法」につきま

しては、様々書いてありますけれども、プロポーザル方式で全国規模の大手の事業者にお

願いできればと思っております。以上、簡単ではございますが、説明は以上です。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 
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  ないようですので、次に移ります。「⑹ 新中学校建設に係る予算及びその財源につい

て」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 「新中学校建設に係る予算及びその財源について」附属資料６に沿って、ご説

明させていただきます。まず、１ページの「１ 事業費内訳」につきましては、東中学校、

西中学校ともに記載のとおりでございます。合計で、約９８億８千万でございますが、校舎

等の設計がまだ終わっておりませんので、工事費等が変更することが見込まれます。学校建

設に係る費用に含めていない点については、以下のとおりでございます。なお、費用につい

ては施工数量や事業の詳細が未定のため金額が変動することがあることもご承認いいただけ

れば思います。先程、全体構想の中でもご説明させていただきましたけれども、⑴ 西中学

校敷周辺の歩道拡張及び自転車道の整備費用につきましては、約３千３百万円。⑵ 松ノ木

橋に設置する自歩道専用道の整備費用、こちらは詳細未定のため、まだ算出できておりませ

ん。また、今後整備が必要となってきます田川市全体の通学路にかかる費用でございます。

通学路整備等に関する費用は、整備方法等コンサルにお願いしたいと思いますが、これだけ

でも約２億円かかろうかと思います。今後、現在考えてある通学路以外にも、設置いたしま

す開校準備協議会や地元の方々、保護者にも協議を行えば、これ以外にも整備が必要になっ

てくる通学路が増加してくるのではないかとも考えております。最後に、⑷ スクールバス

購入費及び通学支援補助でございます。スクールバス対象者を徒歩４キロを超える生徒、自

転車通学対象者を直線２キロを超える生徒及び部活動加入者を想定しております。しかし、

こちらについても開校準備協議会で条件等を協議することになりますので、条件が変更にな

る恐れがあることから、まだ調整が必要であると考えております。２ページをご覧ください。

「２ 財源構成」でございますが、一番左に事業費につきまして国庫補助金及び学校教育施

設等整備事業債、また過疎対策事業債、それ以外にも一般財源、田川市の予算が必要となっ

てきます。一番右に単費総額と記載しておりますが、こちらが田川市の実質負担額となって

おります。網掛けの部分のみ説明させていただきますが、単費総額で約３２億７千万となっ

ております。なお、起債の償還時に発生いたします利息はこの中には含めておりません。私

たち担当といたしましては、「３ 実質負担額の削減に向けて」のところに記載しております

とおり、実質負担額の削減のために、財源構成において、特に有利となる過疎対策事業債の

積極的な活用を図るため、全国市長会等の関係機関と連携しながら、機会あるごとに国・県

に対し要望活動を実施していきたいと思います。特に、過疎対策事業債については平成３２

年度末に期限が到来するため、その後の期間の延長や補助対象の充実拡大に向けて市財につ

きましては、市長部局の財政課が所管となりますが、財政課と連携しながら、なるべく市に

有利な財源構成となるように努力したいと思っております。以上、簡単ではございますが、
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説明を終わらせていただきます。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、次に移ります。「⑺ 金川校区の中学存続（小中一貫校化）に関す

る請願について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 「金川校区の中学存続（小中一貫化）に関する請願について」附属資料７に沿

いましてご説明させていただきます。１ページをご覧ください。既に何回か事務報告で検

討いただきましたが、再度内容につきましてご説明させていただきます。「１ 提出日」

につきましては、平成２８年３月２３日、「２ 提出者」は金川校区の中学校統合・再編

を考える会代表 花岡成二氏、金川校区区長会会長 吉武精稔氏でございます。「３ 署

名数」は、２，６６０名でございます。「４ 陳情の趣旨」の抜粋でございますが、「中学

校統合・再編は効果も期待されますが、金川地域のつながりに根差した特色豊かな学校運

営が失われてしまうことが十分考えられますので、小中一貫校の形で地域密着型の学校運

営を継続されることを陳情します。」となっております。「５ 教育委員会の考え方」とい

たしまして、記載させてもらっています。平成２９年４月及び５月の定例教育委員会での

審議結果を受けまして、田川市新中学校創設基本計画（案）を作成し、その趣旨に沿って

保護者及び住民に説明を行ってきたところでございます。また、田川市新中学校創設基本

計画の策定、今後の教育委員会での議決に際しまして、「金川中学校を含む７中学校を廃

止し、２校の新中学校を創設」、また「学校位置」、「校区の枠組み」及び開校時期等の中

心的な事項につきまして、変更することは考えておりません。さらには、新中学校２校を

創設することは、平成２６年に策定いたしました「田川市新中学校創設基本計画の策定方

針」に沿って決定したものであり、市議会総務文教委員会に対し事務報告を行い、市議会

に提出された同陳情につきましても、審査の結果、不採択となっております。その結果に

つきましても、返報させていただいております。このことから、田川市新中学校創設基本

計画の策定に当たりまして、議決後、提出者に別紙のとおり回答書を回答することとした

いと思っております。１枚めくっていただきますと、回答（案）を添付させていただいて

おります。内容文のみ読ませていただきます。「平素より本市教育行政に対し、多大なる

ご尽力、ご協力を賜り感謝申し上げます。さて、平成２８年３月２３日に提出いただきま

した上記請願について、これまで本市教育委員会で慎重に協議、検討した結果、金川校区

の中学存続及び小中一貫校化は実施しないことに決定しました。その理由といたしまして

は、新中学校２校を創設（猪位金学園を除く）することは、平成２６年に策定した「田川

市新中学校創設基本計画の策定方針」に沿って決定したものであり、この方針は市議会総

務文教委員会も了承しております。さらには、市議会に提出された同陳情についても、不
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採択となったことによるものであります。本請願に対する回答が遅延したことをお詫びし、

今後におきましても、これまで以上に本市教育行政に対するご支援、ご協力を賜りますよ

うお願いいたします。なお、併せて本市教育委員会で策定いたしました、田川市新中学校

創設基本計画を添付いたします。」としております。以上、簡単ではありますが説明を終

わります。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

○毛利委員 相手の方は納得したんでしょうか。 

○推進室長 なかなか、納得まではいかないと思いますが、文書をもって請願という形で提

出されておりますので、教育委員会としては正式に文書をもってご回答させていただきた

いと思い、今回、回答書（案）を作成させていただきました。 

○教育長 他に、何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、次に移ります。「⑻ 猪位金学園のあり方について」を議題と 

します。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 「⑻ 猪位金学園のあり方について」、附属資料８に沿いましてご説明させて

いただきます。先程、⑵ 田川市学校適正規模推進につきまして、猪位金学園の設置につ

きましてもご説明させていただきましたが、再度その部分だけを抜粋して再掲しておりま

す。「１ 経過」でございますが、平成１８年１月の田川市立学校適正規模審議会の答申

のイ 中期構想の中で（ア） 猪位金校区の小中一貫校のモデル校区としての検討が示さ

れたところでございます。それにしたがいまして、平成２３年６月の定例教育委員会で議

決されました、⑵ 田川市学校適正規模推進についての方針で先程説明したとおり、ア 

施設一体型の猪位金小・中の統合の検討を進めるということが決定いたしております。さ

らに、平成２３年１０月の定例教育委員会で議決いたしました学校適正規模推進（小中一

貫校）に関する基本方針で、イ 平成２６年４月の開校を目指す等が決定したところでご

ざいます。以上のように、小中一貫校であります猪位金学園は、「田川市立学校適正規模

審議会」の答申の中期構想に基づく本市の学校適正規模化の推進に沿いまして、平成２６

年４月に市教育委員会が設置したものでございます。今回の中学校再編につきましても、

同答申の長期構想に基づくものでございますから、猪位金学園（中学校）が再編の枠組み

から除かれた経過となっております。２ページをご覧ください。「２ 今後の猪位金学園

（中学校）のあり方について」は、後程、議題第９号 「田川市新中学校創設基本計画（案）」

の中でご説明させていただきますが、今後も⑴ 小中一貫教育のモデル校としての検証が

必要になってこようかと思います。猪位金学園は今後も存続させ、小中一貫教育のモデル

校として研究する。充分な研究成果を蓄積するため、平成２６年４月の開校時に入学した
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児童が、９か年の教育課程を修了する令和６年度以降に、研究成果を検証することとして

おります。その研究成果につきましては、田川市全体の学校教育に積極的に生かすことが

必要かと思います。また、⑵ 今後のあり方につきましては、これまでの説明のとおり、

猪位金学園（中学校）はこれからも存続させていくこととしております。なお、内容の詳

細につきましては、議案第９号「田川市新中学校創設基本計画（案）について」の中で説

明させていただきたいと思います。以上、簡単でありますが、説明を終わります。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、次に移ります。「⑼ 通学路の整備について」を議題とします。事

務局に説明を求めます。 

○推進室長 「通学路の整備について」、附属資料９に沿いまして説明させていただきます。

１ページをご覧ください。「１ 通学路（市道）の整備」の ⑴ 経過でございますが、

記載のとおりでございます。「２ 整備（案）の概要」でございます。ア 東中学校校区

につきましては、これまで仮の通学路として(ア) 路線数１４路線を調査して参りました

が、(イ) 整備内容及び概算費用は以下のとおりでございます。また、イ 西中学校校区

の(ア) 路線数は、２４路線で(イ) 整備内容及び概算費用につきましては、記載のとお

りでございます。⑶ 整備に向けての課題でございますが、ア 整備内容につきましては、

危険要因を解消するための、道路拡幅などの抜本的解決を図るような整備は極めて困難で

ございます。大半の路線につきましては、路側線の設置・補修、カラー舗装に留まること

となります。イ 整備費用が膨大となることが見込まれます。開校予定が平成３４年４月

までに整備を完了することが望ましいが、本市の財政状況を考慮した場合、大きな財政負

担が生じることから開校後も継続して整備を進めていくことになります。また、先程も申

し上げましたとおり現在、資料にあげている路線数は、仮の通学路として各校区から２本

あるいは３本の路線を引いたものでございますが、それ以外にも当然色んな方面から生徒

が通学することになりますので、さまざまな整備が必要になってこようかと考えておりま

す。ウ これらの整備に加えまして、今申し上げたとおり、今後、設置予定であります「開

校準備協議会（仮称）」でも、通学路整備に関し要望がなされると考えております。エ ま

た、我々推進室及び土木課において現地調査を実施し、概算費用を算出いたしましたが、

測量等を実施したものではございませんので、概算費用に変動が見込まれます。本事業に

つきまして、正確な施工数量の確定や経費の算出が必要となりますので、コンサルタント

に委託することが望ましいと考えております。また、オ 今後、補助事業の採択、工事予

定発注量、道路の危険度や概算経費等を勘案しながら整備優先度を図っていく必要があろ

うかと考えております。３ページをご覧ください。カ 以上のことから、平成３１年度に
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おいて、通学路の整備方法や施工量、経費の算出等に関しましてコンサルタント業務を発

注いたしまして、平成３２年度以降に具体的な整備を実施することとしております。また、

⑷ 仮通学路（国県道）の整備につきまして、これまでの説明のとおり、国県道について

は、これまでも市教育委員会で検討してきたとおり、新中学校基本計画を教育委員会で策

定したのち、国道３２２号線の拡幅を開校までに完成することを中心に、その他の国県道

の整備や信号等の交通安全設備の設置についても、市長部局、教育委員会、地域等と連携

しながら要望活動を実施していきたいと思います。大きな２点目といたしまして、「２ 防

犯灯の整備について」です。こちらの⑴ 経過につきましても、記載のとおりでございま

す。⑵ 整備に向けての課題でございますが、ア 現段階において、教育委員会といたし

まして、仮通学路には約５５６箇所の防犯灯設置が必要であろうと思っております。しか

しながら、本年度に設置される防犯灯は１５箇所のみであり、進捗が図れない状況となっ

ております。イ 防犯灯に関する事務を所管する安全・安心まちづくり課では、通学路へ

の防犯灯設置につきまして要綱を規定しておりますが、その設置要綱は厳しく、予算が増

額することもなかなか厳しいということでございました。ウ 新中学校では、現在と比較

すると通学距離・時間が延びる生徒が多く見込まれます。さらには部活動が充実すること

から、夜間に通学する生徒が多くなることも見込まれますので、夜間における通学路の安

全確保は必要不可欠なものであると考えています。設置概算経費でございますが １箇所

設置費用で１万５千円の５５６か所で約８３０万円ほどかかるのではないかと考えてお

ります。また、これにつきましては社会資本整備総合交付金の対象にはならないので市の

負担となります。エ 仮に、教育委員会が通学路に関し防犯灯を設置した場合、市内には

地域の所有する防犯灯、市が所有する防犯灯、教育委員会が所有する防犯灯が存在するこ

ととなり、管理事務が煩雑になることも予想されます。オ 以上を踏まえ、検討の結果、

防犯灯の設置に関しましては通学路の安全確保を図る上で重要事項であることから、開校

までの間に段階的に教育委員会におきまして防犯灯を設置、維持管理を行うことにしたい

と考えております。また、開校後につきましても通学路の安全確保や小学校の通学路につ

きましても安全対策を実施する必要があることから、一定の予算計上を行っていきたいと

考えております。以上でございます。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、次に移ります。「⑽ 田川市新中学校開校準備協議会の設置につい

て」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 「⑽ 田川市新中学校開校準備協議会」につきまして、附属資料１０に沿いま

して、説明させていただきます。「１ 目的」でございます。平成３４年４月に開校を予
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定しております、新中学校の開校準備を円滑に推進するとともに、開校後に生じる課題や

問題に対応するため、同協議会を設置するものでございます。「２ 設置期間」につきま

しては、平成３１年８月から平成３５年３月までを予定しております。「３ 協議会の概

要」でございます。まず、⑴ 委員構成でございますが、ア 市内の小学校に通う児童の

保護者、イ 市内の中学校に通う生徒の保護者、またウ 市民、エ 教職員、オ 学識経

験者、カ 行政職員、キ その他教育委員会が必要と認めた者で概ね１００名程度を想定

している組織でございます。続きまして、⑵ 組織でございますがア 委員長、イ 副委

員長、ウ ５部会にそれぞれ部会長、副部会長、部会員を置きたいと考えております。今、

申し上げた⑶ 部会につきましては、ア 総務部会、イ教育部会、ウ 施設部会、エ Ｐ

ＴＡ・交通安全部会、オ 制服部会を設置し、各部会で調査研究し、教育委員会へ報告す

ることとしております。また⑷ 主な協議事項につきましては、ア 校名、校歌、開校記

念事業等に関すること。イ 学校経営方針、教育課程、生徒指導、児童・生徒の事前交流

に関すること。ウ 学校の備品の整備、管理及び破棄に関すること。エ ＰＴＡの組織運

営に関すること。オ 通学路及び通学方法に関すること。カ 制服に関すること。キ そ

の他、新中学校の開校準備に関することとしております。２ページをご覧ください。４ 今

後のスケジュールでございます。今後予定されております、⑴ 平成３１年６月議会に関

連する予算を上程し審議していただくことを考えております。その後、予算がつきました

ら⑵ 設置要綱を策定し、⑶ 構成メンバーへの依頼、決定、関係団体への依頼も必要に

なってくると考えております。その後、⑷ 教育委員会へ事務報告をいたしまして、でき

れば８月に⑸ 会議を開催していきたいと考えております。なお、５ 参考に組織のイメ

ージ図を添付させていただいております。以上、簡単ではありますが、説明を終わります。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、今から１０程度休憩を取りたいと思います。 

１０分休憩（１５時４５分再開） 

○教育長 日程第２ 議案第９号「田川市新中学校創設基本計画（案）について」を議題と

します。この議案につきましては重要な議案になりますので、まず、本日は事務局の説明

を聞いて教育委員の皆様から質問等をいただき、次回５月の定例教育委員会において、再

度慎重に審議を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、事務局に説

明を求めます。 

○推進室長 日程第２ 議案第９号「田川市新中学校創設基本計画（案）について」ご説明

させていただきます。提案理由でございます。本案は、本市中学校の再編を行うもので、

田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１号の規定により教育委員会の議
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決を求めるものでございます。１ページをご覧ください。田川市新中学校創設基本計画

を策定するに当たり、既存の基本計画（案）は平成２９年９月に作成したものであり、

作成から約１年半が経過しております。そのため、以下のとおり修正を行いたいと考

えております。１ 修正の主な理由につきましては、⑴ これまでの検討内容及び議

会答弁等に沿った修正を行う。⑵ 使用するデータについても、最新データに変更す

るものでございます。２ 変更箇所につきましては、別添の新旧対照表に沿いまして、

ご説明させていただきたいと思います。新旧対照表をご覧ください。Ａ４横向きに印

刷したものでございます。１ページに目次を掲載させていただいております。下線と

網掛けの部分を変更しており、右が旧、左が新になります。目次につきましては、標

記１の後ろにありました点を省かせていただいております。また、第三章の市立中学

校の状況の１．生徒数と将来推計、２．施設の状況という部分でございますが、内容

的に資料編に属するものでございますので、２ページ目の資料編に添付させてもらっ

ております。なお、第三章を資料編に移動させたことによりまして、それ以降の章を

一章分繰り上げたものでございます。３ページをご覧ください。「第二章 計画の目標」

でございますが、１の後の点を省略したものでございます。２ より良い教育を実践

していくための目標で⑴ 活気あふれる学校づくりにつきましては、「高い目標を共有

し、学業、部活動、学校行事に取り組み、活気あふれる学校づくりを進め、活力ある

集団の中で子どもたちに豊かな社会性を育みます。」としていたものを、「高い目標を

共有し、学業、部活動、学校行事に取り組み、活力ある集団の中で子どもたちに豊か

な社会性が育つように、活気あふれる学校づくりを目指します。」という表記に改めさ

せていただきたいと思います。４ページをお願いいたします。先程、目次の中で申し

ましたとおり、第三章を全文資料編に移動させていただいております。５ページをご

覧ください。これまでの第四章を一章繰り上げております。また、これまで「スクー

ルバスの運行を検討します。」という表記でしたが、その前に新しいほうで網掛けで示

しております「公共交通機関の利用や」という文言を追記しております。また⑵ 再

編の枠組みと学校位置ですが、「校区は、旧東区、旧西区に分け、それぞれの中心的地

域」と記載した部分を、「それぞれの地理的中心」という表記に改めさせていただいて

おります。６ページをご覧ください。「校区の枠組み及び学校位置は、以下の観点から

総合的に判断して望ましいものと考えます。」というところの、まず１点目の表記でご

ざいますが、最後の部分の「今なお、旧東区、旧西区の枠組みで文化的、精神的な結

びつきがあること。」という表記を「今なお、伊田地区、後藤寺地区を中心とした枠組

みがあること。」に改めさせていただいております。続きまして、７ページをお願いし
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ます。こちらもこれまでの第五章を第四章に繰り上げさせていただいております。内

容といたしましては、「開校準備協議会」の表記でございます。「開校準備協議会（仮

称）」としており、また「それぞれの校区で設置」することとしておりましたが、「開

校準備協議会」を「田川市新中学校開校準備協議会」という表記に改めさせていただ

いております。また「それぞれの校区で設置」を省略させてもらっております。なお、

下段の検討内容の中にスクールバス運行の後に「自転車通学、公共交通機関の利用」

を追加させていただいております。８ページをご覧ください。上段に「（義務教育学校、

コミュニティ・スクール等の検討）」という表記がございましたが、この部分を省略さ

せていただいております。２ 再編までのスケジュールにつきまして、これまで平成

２９年度から平成３４年度までのスケジュールであったのものを平成３１年度から平

成３４年度までのスケジュールに改めさせていただいております。９ページをご覧く

ださい。これまでの第六章を第五章に繰り上げております。１ 課題に対する検討の

中に「また、これまで説明会や懇談会、アンケート等で頂いたご意見・ご要望につい

ても、課題として取り上げ、具体的な方策を検討します。」と追記させてもらっており

ます。⑴ 再編後の校舎等の施設整備についてでございますが、「現校舎は老朽化が進

んでおり、大規模改修が必要な時期に来ています。また、現校舎を新中学校に活用す

る場合、その生徒数に応じた教室数を確保できないため、増築が必要になります。」と

いう部分を削除し、新たに「また、今回の施設整備に併せて、エアコン設置を検討し

ます。さらに、生徒の人数が増えるため、先進事例を参考に、教員の目が十分に行き

届くような校舎配置を検討します。」ということで、これまで保護者からいただいた意

見要望に対する文言を追加しております。１０ページをご覧ください。これまでに、

「⑼ 通学区域について」としておりましたが、これを「⑵」に変更しております。

なお、ここの記載順につきましては時系列にあわせまして、並べ替えをさせていただ

いております。「⑻ 生徒の通学について」も「⑶」に改めまして、内容を大幅に見直

しております。記載の方法としましては「通学は徒歩を基本としますが、再編により

通学距離が一定以上伸びる生徒については、自転車通学の許可及びスクールバスの運

行を検討します。また、既存の路線バスやコミュニティバス、平成筑豊鉄道等の公共

交通機関が利用できる地域は、運賃の補助を検討します。」と改めさせていただいてお

ります。なお、新規で「通学路については、生徒の安全確保のために、歩道の確保や

防犯灯の設置等、関係機関と協議連携して整備を進めます。」を追記しております。こ

れまでの「⑵ 整備中の教育環境について」を改めまして、「⑸ 校舎建設中の教育環

境について」としております。「施設整備対象校」という表記でございましたが、具体
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的に「伊田中学校及び後藤寺中学校」に記載を改めております。また、「整備中」を「校

舎建設中」に記載を改めております。これまでの「⑶ 給食の実施方法について」は、

「⑹」に変更しております。１１ページをご覧ください。「⑸ 学校間の交流」につき

ましては、「⑺」に変更いたしまして、なお、新しく「また、特別支援学級に通う児童・

生徒については、事前交流の機会を設けるとともに、小学校、中学校の担当教員が連

携し、特に慎重な対応ができるよう十分な検討を行います。」ということで、特別支援

学級に通うお子さんを持つ保護者の方々の安心を得られるような追記を行っておりま

す。また、こちらを新規でございますが、⑻ ＩＣＴ教育の推進について「ＩＣＴ教育

機器（電子黒板・デジタル教科書・実物投影機・タブレットＰＣ）の有効活用により、

「どの生徒に対しても分りやすい授業」や「主体的・協働的な授業スタイル」を実現

し、基礎学力の定着及び情報活用能力の育成を目指します。また、教員の負担を軽減

し、子どもたちと向き合う時間を増やすため、校務支援システムの導入も検討します。」

と追記をさせてもらっております。１２ページをご覧ください。これまでは、「⑹ 教

員配置等の配慮」でございましたが、「⑼」に改めまして、こちらも追加で記載させて

いただいております。「また、開校直後の生徒の不安を解消するため、心理の専門家（ス

クールカウンセラー）や福祉の専門家（スクールソーシャルワーカー）等による相談

体制の整備を検討します。さらに、ＩＣＴ支援員、ＡＬＴ（外国語指導助手）及び生

徒指導支援スタッフ等の常駐についても検討します。」と改めております。また、「⑽ 

部活動の充実について」も新規で記載させていただいております。「生徒の意向を事前

に調査をしたうえで、部活動の種類を体育系、文化系ともに拡充します。また、教員

の負担を軽減するとともに、高いレベルで指導が受けられるように、外部指導員の活

用も検討します。」としております。⑾ 学用品についてです。「保護者の負担が過重

にならないように、十分に配慮します。新中学校の制服については、中学校生徒会サ

ミットにおいても提言されたＬＧＢＴＱの生徒に配慮した制服を検討します。」として

おります。１３ページをご覧ください。⑿ 新たな協力体制の構築についてです。「保

護者や住民間で新たな絆を作り、学校で生じる課題や問題に対応する新たな協力体制

を構築するため、保護者や地域住民が参画して学校運営の改善に取り組む「学校運営

協議会制度（コミュニティ・スクール）」の導入について、小学校を含め検討します。」

と改めました。⒀ 跡地の利用につきましては、順番を変えて「⑷」から「⒀」に変

更しております。最後に、猪位金学園についてでございますが、先程説明いたしまし

たがここで改めて記載させてもらっております。「猪位金学園は、小中一貫教育のスタ

イルを研究しており、その研究成果は、田川市全体の学校教育に生かしていくことと
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しています。今後、同学園（中学校）については、より多くの研究成果を蓄積するた

めにも、存続することとします。一方で、同学園（中学校）は、適正規模の観点から

課題が残りますので、将来的にその存続について検討が必要となった場合は、地域や

保護者と協議を行いながら、その後のあり方について検討します。」と改めさせていた

だいております。最後、資料編でございます。これまで第三章にあった「１ 生徒数

と将来推計」、「２ 施設の状況」等を移動させていただいております。また、２ 施

設の状況の中で「建築後４０年」としておりましたが、５０年を経過している施設も

ございますので、「建築後５０年」に表記を改めさせていただいております。なお、経

過年数につきましても「平成２９年４月１日時点」だったものを、「平成３１年４月１

日時点」に改めさせていただいております。なお、別添といたしまして、今、申し上

げました新旧対照表で改めさせていただいたものを、最終案という形で添付させてい

ただいております。また、これまでの「田川市新中学校創設基本計画（案）」もあわせ

て添付させていただいております。以上、簡単ではございますが、説明を終わります。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

○毛利委員 新旧対照表の１０ページ生徒の通学についてですが、コミュニティバスや

平成筑豊鉄道等については、運賃の補助を検討することが書かれていますが、対象範

囲や期間については、どのくらいを考えていますか。 

○推進室長 現在言えることは、新中学校の開校後、これまでの通学距離以上に延びる

生徒が多数いますので、その分については、何らかの通学の支援が必要ということで、

スクールバスや公共交通機関の利用という形で認めていただこうと今回記載をさせて

いただきました。毛利委員ご指摘のとおり未来永劫続くのかと言いますと、市の財政

状況等も関係してきますので、今のところは開校後、公共交通機関の運賃の補助、助

成については通学定期代等全額補助で検討しております。また、その条件につきまし

ては、先程申し上げましたとおり開校準備協議会で、どの範囲の生徒に適応するのか

ということを決定していく必要があると思っております。 

○教育長 私も何か所か統合された学校に行きましたが、通学するのに公共交通機関を

使わなくてはいけなくなったことに対して、さまざまな方法を使って対処されていた

ので、これから検討していかなければならないと思います。 

  他に、何かご質問、ご意見ございませんか。最初に申し上げましたとおり、今回の

議案は特に重要な内容となっておりますので、次回の定例教育委員会で再度検討した

いと思います。 

 では、次に移ります。日程第３ 諸般の報告「５月の定例会日程変更案について」
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を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育総務課長 前回の定例教育委員会におきまして、次回の定例教育委員会は５月１

３日で決定いたしておりましたが、当日に田川市議会臨時議会が開催されることにな

りましたので、日程の変更をお願いしたいと思っております。変更案といたしまして

は、５月１４日、火曜日はいかがでしょうか。 

○教育長 では、５月定例教育委員会は、５月１４日、火曜日、１４時３０分に変更し

ます。 

  他に、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３１年度田川市教育委員会４月臨時会を閉

会いたします。 

（閉会１６時８分） 

 

 


