
 

（１４時３０分開議） 

○教育長 ただいまから、令和元年第７回田川市教育委員会６月定例会を開会いたします。

日程第１「平成３１年第５回田川市教育委員会４月臨時会会議録及び令和元年第６回田川

市教育委員会５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、何か、ご質問、ご意見等ございませんか。 

  ないようですので、会議録を承認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１「平成３１年第５回田川市教育委員会４月臨

時会会議録及び令和元年第６回田川市教育委員会５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 議案第９号「田川市新中学校創設基本計画（案）について（継

続審議）」を議題とします。本案につきましては、非常に重要な内容でありますので、教

育委員会４月臨時会及び教育委員会５月定例会において、慎重に審議を行ってまいりまし

た。前回の定例会において、市議会議員の意見、要望を踏まえて、最終的な決定を行うこ

ととし、継続審議となっていました。そこで、先日、開催された市議会の各常任委員会に

おいて、本計画について事務報告を行いましたので、その結果を踏まえ、審議を行いたい

と思います。それでは、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（継続審

議）」ご説明いたします。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決を求めるものであ

ります。今、説明がありましたとおり、６月５日水曜日から７日金曜日にかけ、本市市議

会の総務文教委員会、厚生委員会、建設経済委員会の３常任委員会におきまして、基本計

画（案）に関する事務報告を行いました。そこで、出された質問、意見、要望につきまし

ては、次ページ以降に添付しております。その主なもののみ、ご説明させていただきます。

まず、１ページをご覧ください。６月５日、水曜日に開催されました、総務文教委員会に

おきまして、柿田議員の質問、意見であります。「イ アンケート結果では、賛成・反対・

どちらでもないが同程度である。基本計画決定前に、住民説明会が必要ではないか。」と

いうご意見でございます。これに対しまして、「これまで、住民説明会、ＰＴＡ説明会を

実施してきており、アンケートにおいて反対理由とする「通学方法」や「通学の安全確保」

に対応、対策を実施することにしており、これにより、反対意見が解消できると考えてい

る。また、基本計画決定後、早い時期に説明会を実施する方針である。」と回答しており

ます。次に「ウ スクールバスは無料、通学運賃補助は３年間ずっと継続すると考えてよ

いか。」という質問でございます。これに対しまして、「先進自治体では一般的に、スクー
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ルバスは無料、通学運賃補助は段階的に廃止している。」と回答しており、本市において

も、財政面に関わる課題でございますので、今後の検討課題と考えております。また、「エ 

東中は開校後グラウンドの造成を行うとあるが、東中の生徒は開校後、グラウンドがない

状態で過ごすのか。安全・安心に通えることが大前提である。開校時点で校舎・グラウン

ド等の工事が終わるよう、余裕を持ったスケジュールにすべきではないか。」というご意

見でございます。これに対しまして、「現段階において、令和４年４月に新中学校を開校

することが、生徒に最も早く、より良い教育環境を提供できる時期と考えている。グラウ

ンド予定地全体を一斉に整備をすると、開校時期が遅延することになる。そのため、新規

予定地については、工事を分離することで、予定どおり開校が可能となる。また、開校後

の工事となるが、既存のグラウンド部分の活用は可能であり、十分な安全対策を実施する

ことで、授業の実施は可能と考える。」と回答しております。本日、別添といたしまして、

最終ページに東中学校の全体構想図を再度、添付させていただいております。これまで使

用しておりました図面では、グラウンドに示す２００ｍトラックが、Ｂの部分の新規取得

地にはみ出す形で標記していました。今回の資料で分かりますとおり、現在のグラウンド

は、体育科の授業や体育祭等で活用されておりますので、既存グラウンド部分のみで、 

２００ｍトラックは当然収まり、授業等の実施に支障はないものと考えております。１ペ

ージにお戻りください。続きまして、梅林議員の意見でございます。「これまで教育委員会

では、住民説明会等を繰り返し行っており、一定程度の住民合意が得られたのではないか

と感じている。確かに住民に対し周知徹底することが望ましいものであるが、子どもたち

のことを考えると、より早い教育環境の整備が必要である。これまでも教育委員会は、６

月に意思決定することを議会に対し述べてきた。子どもたちを中心に考え、進めていくべ

きである。」という意見をいただきました。続きまして、２ページをご覧ください。６月６

日木曜日に開催されました、厚生委員会におきまして、小林議員からいただいた意見でご

ざいます。「ア 登下校の見守りなど、学校と地域コミュニティは深く関わっているが、今

回の再編案は地域コミュニティの破壊につながるのではないか。」というご意見でございま

す。これに対しまして、「現在、中学校区ごとに設置されている校区活性化協議会との関わ

りは深いが、小学校区単位に見直す等してコミュニティが崩壊することのないよう努めた

い。また、中学校と地域との繋がりについても、十分な配慮を行っていきたい。」と回答し

ております。また、先程の柿田議員と同様ですが、佐藤議員からも、「ウ スクールバス、

定期代補助は永続的に行うのか。一方は継続し、もう一方は継続しないのはどうか。」とい

った、ご意見をいただいております。以上、簡単ではございますが、議会からいただきま

した意見要望等をご報告させていただきます。 
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○教育長 市議会からの意見、要望については、今、事務局の説明があったとおりでござい

ます。多くの意見、要望をいただき、今後、開校までの間に検討が必要な事項もありまし

たが、基本計画の見直しが必要となる意見、要望はなかったと思っています。また、事前

に私が地域代表者とお会いし、事前に説明した結果についても、ご報告いたします。まず、

中央中校区活性化協議会の会長さんからは、「１つの小学校から別々の中学校に進学した

り、同じ行政区なのに別々の小学校に通学する等の校区のねじれを解消することは、大切

であり賛成である。しかし、それに伴い中央中校区が狭くなり、「中央中校区活性化協議

会が存続できなくなるのでは」と心配している。今後、中学校校区ごとではなく、小学校

校区ごとに校区活性化協議会を進めていくことになると思うが、地域の意見を十分に取り

入れて、校区活性化協議会の再編について教育委員会も検討してほしい。」という強い要

望がありました。また、金川中校区の区長会会長からは、「“まつり金川”等の地域行事に、

中学生の力が欠かせない。学校と地域の繋がりの強さや中学生の地域での活躍ぶりが、金

川中校区の誇りでもある。中学校が再編されるとこの良き伝統が維持できないのではない

か、と住民の多くが心配している。」という切実な意見もいただきました。さらに、田川

中校区の区長会会長からは、「保護者の一番の心配である通学路の安全性の確保と新しい

土地の購入費等については、住民にきちんと説明できるようにしてほしい。そして、校区

のねじれについては、早急に解消してほしい。」という意見もいただきました。ここで先

週、鎮西校区区長会及び金川校区区長会から「田川市新中学校創設基本計画の白紙撤回及

び慎重議論を求める陳情」が教育長宛てに提出されました。本市教育委員会会議規則にお

いては、陳情及び請願等への対応についての規定はありませんが、２校区の区長会会長か

ら連名で提出されておりますので、同規則第２０条の規定により、このことについても併

せて審議したいと思います。それでは事務局に説明を求めます。 

○推進室長 今、ご説明がございました「田川市新中学校創設基本計画の白紙撤回及び慎重

議論を求める陳情」につきまして、事務局より読まさせていただきます。期日は、令和元

年６月１３日となっており、受け取りましたのは６月１４日金曜日です。陳情者は、記載

のとおりでございます。「田川市新中学校創設基本計画（案）が平成２９年９月に策定さ

れました。この案は、当初の住民説明会で説明された田川市新中学校のあり方に関する審

議会答申の「南北案」から大幅に変更された、いわゆる「東西案」であり、小中一貫の猪

位金学園を除く市内７中学校を廃止し、新たな中学校を２校開設する計画となっています。

この計画案に関しては、「生徒指導、学習指導及び生徒同士の人間関係の悪化」、「通学方

法及び通学路の安全確保」、「地域コミュニティーの崩壊」等に不安を抱える保護者を中心

とした住民が大多数いることから、賛成と反対が拮抗しており、住民合意が形成されてい
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るとは言い難い状況にある中、田川市教育委員会は令和４年度の開校を目指し、この計画

を最終決定しようとしていると新聞報道されました。文部科学省が平成２７年１月に策定

した「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」には次のように記され

ています。① 現在の学級数や児童生徒数の下で、具体的にどのような教育上の課題があ

るかについて総合的な観点から分析を行い、保護者や地域住民と共通理解を図りながら、

学校統合の可否について考える必要がある。② 学校は各地域コミュニティーの核として

の性格を有することが多く、防災、保育、地域の交流等、様々な機能を併せ持っている。

また、学校教育は地域の未来の担い手である子供たちを育む営みでもあり、まちづくりの

在り方と密接不可分であるという性格を持っている。③ このため、学校規模の適正化や

適正配置の具体的な検討については、学校が持つ多様な機能にも留意し、学校教育の直接

の受益者である児童生徒の保護者や将来の受益者である就学前の子供の保護者の声を重

視しつつ、地域住民の十分な理解と協力を得るなど「地域とともにある学校づくり」の視

点を踏まえた丁寧な議論を行うことが望まれる。④ 地理的な要因や、学校が地域コミュ

ニティーの存続に決定的な役割を果たしている等の様々な地域事情により、学校統合によ

って適正規模化を進めることが困難であると考える地域や、小規模校を存続させることが

必要であると考える地域なども存在するところであり、こうした判断も尊重される必要が

ある。これらのことから考えると、近年の社会の変化に伴い、多様化・複雑化するニーズ

に学校の教職員や教育行政の力だけで対応していくことは困難で、学校がその目的を達成

するためには、保護者・地域住民等の支えが必要不可欠となっていること。また、学校統

合の適否を検討するに当たっては、学校教育の直接の受益者である児童生徒の保護者や将

来の受益者である就学前の子供の保護者の声を重視しながら、地域住民や地域の学校支援

組織と教育上の課題やまちづくりも含めた将来ビジョンを共有し、十分な理解や協力を得

ながら慎重に進めていくことが肝要であり、行政が一方的に進める性格のものではないこ

とは言うまでもありません。以上の観点から、田川市新中学校創設基本計画（案）の経過

を再度検証してみると、本市の最重要課題の一つであるにも関わらず、令和４年度の開校

を重視するあまり、本質の議論に反して拙速な議論が展開されてきたことは否めません。

日本国憲法９２条に規定されている「地方自治の本旨」の一つは、住民自治です。これは

当然のことながら、「地域のことは、その地域に住む人たちが自ら考えて決める」という

ことであり、我が国の地方自治の根幹を成すものであります。本市は現在、中学校再編と

いう最重要課題を抱えており、まさに本市の住民自治の力が試されているものと考えます。

我々の地域においても、この計画に対する地域住民からの様々な意見や不安の声が寄せら

れており、その集約が求められております。その集約は勿論、それぞれの地域が主体的に
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行い、自ら解決に向けて努力すべきものであると考えるとともに、一定の時間が必要とな

るものです。つきましては、この計画策定には下記の多く課題等が散見されることから、

田川市教育委員会におかれましては、熟議の上、田川市新中学校創設基本計画を拙速に決

定するのではなく、市民目線に立った慎重な議論を再度、全市的に展開することにより、

しっかりとした住民合意の形成に努めることを強く求めるものであります。記、１ 田川

市新中学校創設に関するアンケート結果から、住民合意が形成されたとは到底考えること

が出来ない、２ 田川市新中学校のあり方に関する審議会答申の「南北案」から大幅に変

更された、いわゆる「東西案」に至る経過が不透明であり、住民の理解が得られていない、

３ 保護者の最大の関心事である通学時の安全確保に対する具体的な対応策の説明がな

されていない、４ 新中学校創設に伴い実施される小学校の通学区域の見直しについて、

説明がなされていない、５ 開校予定の令和４年度まで既に３年を切っており、現実問題

として十分な工期が確保できないことから、次の問題を引き起こす可能性が高い、「現場

の教職員の意見等が設計に反映されず、非常に使い勝手の悪い学校が建設される」「突貫

工事が行われる可能性が高く、学校施設の質を担保できない」「工事現場の労働者にしわ

寄せがいき、過重労働を余儀なくさることにより、公共工事の労務管理上、支障が出る」、

６ ２０２０東京オリンピックによる人材不足や資材不足に伴い、工事物価が高騰してい

るため、工事費が増える可能性が高く、そもそもこの時期に大規模工事を行うこと自体、

非効率である。７ 新中学校開校後に校舎敷地の造成工事等を行う予定であり、学校生活

における安全性及び騒音等の環境において、問題を抱えている、８ 地域の子供は地域で

大切に育てたいと願う住民の思いや中学校校区の地域コミュニティーを壊す恐れがあり、

社会教育上の観点が欠如している」以上でございます。 

○教育長 陳情の意見に対する事務局の考えを求めます。 

○推進室長 それでは、最終ページの８項目の意見に対しまして、教育委員会事務局の考え

を示させていただきたいと思います。まず、「１ 田川市新中学校創設に関するアンケー

ト結果から、住民合意が形成されたとは到底考えることが出来ない」という点でございま

す。アンケート結果につきましては、「賛成」が最も多く、次いで「どちらでもない」、「反

対」の順でございました。しかし、「賛成」、「反対」、「どちらでもない」は同程度でござ

いました。また、反対理由の多くは、「通学距離が伸び、子どもたちの負担が増える」及

び「通学路の安全確保が心配」でございました。これを受けまして、教育委員会は通学に

係る負担軽減として、自転車通学の許可、スクールバスの運行及び公共交通機関による通

学の許可等の交通費の負担軽減策等を検討することにしております。また、通学路の安全

確保におきましても、市長部局の協力を得て、歩道の確保、歩道の明確化のためのカラー
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舗装、転落防止柵の設置等、整備を進めることにしていますが、より効果的な安全確保を

図るため、専門家の意見を聞くことにしています。以上のことから、反対する理由に対す

る手立てが見込まれたことから、一定の住民合意が図られたものと考えております。「２ 

田川市新中学校のあり方に関する審議会答申の「南北案」から大幅に変更された、いわゆ

る「東西案」に至る経過が不透明であり、住民の理解が得られていない」という点でござ

います。田川市新中学校のあり方に関する審議会答申の「南北案」について、市議会及び

住民への説明会を実施したことは、教育委員の皆様もご存知だと思います。その際、多く

の意見等をいただきました。特に、市議会からは強い反対意見をいただきました。意見の

中には、「市全体のまちづくりとの整合性」及び「コンパクトシティの考え」等、市議会

から具体的な意見をいただき、再度、検討を行った結果、総合的な観点から判断したもの

であり、この点についても、これまで繰り返し市議会に説明をさせていただいております。

「３ 保護者の最大の関心事である通学路の安全確保に対する具体的な対応策の説明が

なされていない」という点でございます。こちらにつきましては、先程ご説明させていた

だきましたが、通学路の安全対策につきましては、歩道の確保、歩道の明確化のためのカ

ラー舗装、転落防止柵の設置等、整備を進めることにしておりますが、予算を確保いたし

まして、専門家の意見を聞くことを考えております。さらに、開校準備協議会におきまし

て、保護者や地域住民等の意見を参考に危険箇所の把握に努め、安全確保を継続的に図る

ことにしております。「４ 新中学校創設に伴い実施される小学校の通学区域の見直しに

ついて、説明がなされていない」という点でございます。中学校の再編の目的の１つが「通

学区域の矛盾を解消する」ことでありますが、これまで保護者の申出により区域外通学を

認める地区、いわゆる特例区がございましたが、同一地区で別々の学校に通学する児童、

生徒が混在する状況でございます。この居住する地区によって区域外就学を認める地区を

無くすこととしているが、当然、保護者及び地区住民の理解を得たうえで、見直すことに

しております。理解が得られなかった場合につきましては、本来の通学小学校に通っても

らうことになりますが、今後、教育委員会事務局で十分な理解が得られるように、保護者

及び地区住民との協議を行いたいと考えております。「５ 開校予定の令和４年度まで既

に３年を切っており、現実問題として十分な工期が確保できないことから、次の問題を引

き起こす可能性が高い」という点の、まず一つ目の「現場の教職員の意見等が設計に反映

されず、非常に使い勝手の悪い学校が建設される」という点でございます。教育委員会と

しては、十分な現場の教職員の意見が反映されるように、既に検討を行っているところで

ございます。二つ目の「突貫工事が行われる可能性が高く、学校施設の質を担保できない」

という点でございます。こちらにつきましては、基本計画案で予定していた期間からは短
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縮させていただいておりますが、工事における工期につきましては、専門家の意見を参考

に十分確保した次第でございます。決して突貫工事が行われるとは考えていません。三つ

目の「工事現場の労働者にしわ寄せがいき、過重労働を余儀なくされることにより、公共

工事の労務管理上、支障が出る」という点でございます。公共工事の労務管理上の観点か

らそのようなことはないと考えております。「６ ２０２０東京オリンピックによる人材

不足や資材不足に伴い、工事物価が高騰しているため、工事費が増える可能性が高く、そ

もそもこの時期に大規模工事を行うこと自体、非効率である」という点でございます。こ

ちらにつきましては、ご指摘のとおり、東京オリンピック等の影響により工事物価は高騰

しております。また、今後も工事物価の高騰が予想されること、財源の観点からも、令和

２年度末をもって過疎債の適用が終息すること等から、早期の新中学校の建設が望まれる

と考えております。さらに、既存の老朽化した校舎等の修繕費の問題もございます。しか

し、我々教育委員会が最も大切に考えていることは、本市の子どもたちに１年でも早期に

適正規模で最適な教育環境を提供することであると考えております。「７ 新中学校開校

後に校舎敷地の造成工事等を行う予定であり、学校生活における安全性及び騒音等の環境

において、問題を抱えている」という点でございますが、新中学校開校後に実施する現伊

田中学校敷となる東中学校の新規取得用地の造成工事に係るご指摘であると考えますが、

第一に考えるのは、できるだけ早期に教育環境整備を行い、本市の子どもたちに最適の教

育環境を与えることを優先したものでございます。後藤寺中学校は、仮設校舎を現在のグ

ラウンドに建設する予定としており、当然、その間も安全性及び騒音等に十分な配慮を行

い、既存校舎の解体工事、新校舎等の建設工事を実施することにしております。そのため、

仮設校舎での安全対策と同様に十分な安全性及び騒音等に配慮しながら、開校後の造成工

事を実施したいと考えております。ちなみに、本市の人口が最も多い時期の昭和３８年度

に伊田中学校では８６７人、後藤寺中学校では昭和３０年度に１，６９６人の在校生が通

っており、再編後の生徒数を大きく上回る生徒が在籍していた時代もございました。「８ 

地域の子供は地域で大切に育てたいと願う住民の思いや中学校校区の地域コミュニティ

ーを壊す恐れがあり、社会教育上の観点が欠如している」という点でございます。教育委

員会としては、既存の小学校は現状において統廃合の必要性はないと考えており、小学生

は地域で育てていただき、中学生はより大きな集団で、切磋琢磨することができる教育環

境を与えたいと考え、平成１７年度から学校の適正規模化に取り組んでまいりました。ま

た、社会教育についても教育委員会が所管しており、既存校区活性化協議会は中学校区単

位でございますが、小学校区単位に再編することで、地域コミュニティを維持できると考

えており、社会教育の観点についても、当然考慮しているところでございます。以上でご
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ざいます。 

○教育長 それでは、ただいま説明がありました、事務局の考えを踏まえて、委員お一人ず

つの考えをお聞かせいただけますでしょうか。 

○毛利委員 児童生徒の人数が少ないということで、部活動も人数が足りず十分にできない

とか、２、３校合同で１チームを作るという様な状況が現実にあります。やはり、部活動

も自分の学校のグラウンドで練習することが望ましいと考えると、子ども達が少なくても

部活動はできることもありますが、自分達の学校のグラウンドで、大勢の仲間と一緒に切

磋琢磨して部活動の練習を行い、また、学習面においてもこのことが大切になると思いま

す。先程の陳情に「生徒指導、学習指導及び生徒同士の人間関係の悪化」とありましたが、

私は逆もあると思います。そのために教師がいて地域があるわけだから、大勢の集団の中

で子ども達が揉まれることも大事なことではないかと思っております。それからもう１つ

は、現在の教職員の課題は、やはり教科だと思います。１つの学校に教科の先生が１人し

かいないということ、また田川市内の研修会でしか揉まれないということです。そうでは

なく、学校内でその教科の教師同士で研修を行い、高め合えるような状況を早急に作らな

ければいけないと、前々から思っていました。そのことを考えると、この新中学校創設基

本計画案で示されている方向性を、早めに行っていただきたいと思います。 

○河底委員 私も中学校再編の話が出てから、説明会にもずっと参加させていただきました。

最初は、本当に反対の意見が多くて罵声を浴びながら事務局は説明をされていたんですけ

ど、具体的に決まってきてからの説明会では、そこまで大きな声が出るわけでもなく、最

終的には「子どもが安全に行けるのか」、「道幅はどうなのか」、「ロータリーは作ってくれ

るのか」、「送迎してもいいのか」、「自転車通学はどうなのか」といったような子ども達に

関する要望が多かったような気がします。本当に参加してくれた方々の思いが、反対では

なくて「子どもが本当に安心安全に楽しく行ける学校を作ってくれるように」とそういう

思いで意見をくださっていると思うんですよね。私が一番に思うのは、子どもが安心安全

で楽しく、「今日も行ってくる」と言って、中学校で自校式の温かい給食が食べられて、

そして保護者が「再編して２校になったけど、子ども達が楽しんで通っている、学力も向

上している」と思ってもらえるような、毛利委員が言われたように、先生達は先生達で切

磋琢磨して勉強し合いながら、子ども達も先生達もお互いに成長していけるような、そん

な中学校再編にしてほしいと私は思っています。まだこれからが、大変でしょうけど頑張

っていきましょう。よろしくお願いします。 

○加治委員 私は、お二人がおっしゃったことと同じことになるんですけれども、凄く難し

い問題だと思いますので、私もじっくり考えてみました。やっぱり何事も何か新しいこと
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をする時には、色んなリスクは負ってしまうと思います。そして、ある意味では、現在そ

ういう時期にきているのではないかなと思います。この話はいい加減に進んできたわけで

はなくて、やはりきちっとした中でのそれまでの時間も費やしてきたと思います。田川に

住んでいて、少子化や過疎化を現実的な問題だとすごく思いますが、だからと言って教育

等が衰退して良いのかと言ったら、それは全く違うと思っています。本当に限りない夢の

ある子ども達に対して、より良い教育というものを目指していくことを目標としなければ

いけないと思うし、田舎だからというのは全く関係ないと思います。むしろ、この環境で

あるからこそ、やはりこの新中学校を創設することによって、子ども達により良い環境を

与えるというのは、もしかしたら本当に私たち大人に与えられた大切な仕事ではないかな

と思います。市民の方からの色んな意見があることは確かですし、今でもこういう厳しい

お言葉の文章があります。そのことも、もちろん理解できないわけではないんですが、や

はりもう決定して進めていくとした限りは、やはり新中学校創設後、「新中学校が建設さ

れて良かった」と思ってもらえるようにすることが、第一だと思います。子ども達がいか

に健やかに、そして幸せに成長できるかということを、全員が意識を同じ方向に向け、目

標を決めてやるしかないと思います。今は現実に関わっているご両親や地域の方々が、特

に強く色々考えられていると思うんですけど、この新中学校創設を田川市民の１つの大き

な問題としてもっと広い意味で捉え、中学校生活を仮設校舎で過ごした大変だった子達が

親になった時とか、そういう本当に長い目で見て、「田川市ぐるみ」という言葉があるよ

うに市民全員での取組というものが、私は必要不可欠だと思います。今回、新聞に新中学

校創設基本計画案のことが載ったことで「そうなんだね」と認識された市民の方や念頭に

置かれるようになった方もいると思います。そこで、例えば今後、市の広報紙にその対象

となる子ども達の状況と工事の進み具合等、その時の進行状況を毎月お知らせするコーナ

ーをしっかり設けて、市民へ発信することが大切だと思います。子ども達に対する取組等

を、あらゆる角度から市民全員で共有していくことを目標にしていけたらいいなと思いま

す。そうすることで、中学校が創設されることに対しての理解と何よりも市民のみなさん

全般に関わっていただくことで、愛情というか親しみのようなものが生まれてくるのでは

ないかと思います。やっぱり今一番大切なことは、子ども達の教育を考えるということ、

そして現実に日常の生活がとても大きく変化する子ども達に対しての配慮も考えなけれ

ばいけないと思います。仮設校舎での学校生活ということに対して、とても大変な経験を

することにはなりますけれども、そういう経験ができたからこそ、その子ども達が大人に

なった時に「あの時は大変だったけど良かったな」と言えるような新中学校を作り上げる

ことがすごく大切なのではないかと思います。話が長くなりましたが、最後に私が大学時
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代ウィーンに留学していた時に、一番栄えている場所に「ハースハウス」という、日本で

いう東京タワーの目の前に近代的な建物が建ったんですね。それは、全部ガラス張りの建

物で、どう考えてもヨーロッパの古い建物がある、それもウィーンの顔であるような広場

にそれができた時に、「由緒あるウィーンの真ん中にそんな近代的なものをとんでもない。」

と反対の新聞記事やデモが起こりました。でも、その時に新聞のあるところに書いてあっ

たのが、「しかし、あれは１００年経ったら愛される」と書いてあったんですね。随分気

が長いなと思ったんですけれども、その後にその建物があれだけの反対の中で建設されて

１０年経った時に、町の人たちにとってその建物は、ある意味で街のシンボルになったん

ですね。どうして１０年で意識の変化があったのかと言ったら、やっぱりそれは市民がず

っとその建物に関わり、そこを愛おしく思ったからだと思います。そこにしかないものが

売られている等、今でも良い意味で利用されているんですね。その建物が市民にとっても

ウィーンの１つのシンボルとして愛されているとあるように、今回、新中学校を創設する

時も、色々な意見や要望があることは当然だと思います。私は今までこの新中学校に対し

て色々と関わらせていただいて、まずは子ども達のことを一番に考え、何ができるかと考

えた時に、とても大切な新中学校というところではないかと、私は思います。 

○柴田委員 ご存知かと思いますが、私には中１の息子と小３の娘がいて、まさに新中学校

へ関わる子どもの母親として、保護者としては、最初は４年後が本当に今の少人数の中学

校から大人数になってどうなっていくんだろうと不安に思っていました。しかし、確かに

周りの意見もあるんですけど、住民説明会や丁寧な学校での説明会もあり、不安から最近

では４年後だったら友達も大勢できる、部活動も大幅に大きく試合もできていく、段々そ

ういう楽しみな良いところが出てきているんですよね。残念なことながら、息子は中１な

ので新中学で学習することはできないんですけど、逆に仮設の中学校でしか味わえないこ

とがたくさんあると思うんですよね。今から校舎ができて、グランドが移動になって不便

な分もありますけど、逆の発想でその時の３年間だけしか味わえないことを先生達とＰＴ

Ａが協力して、また違う思い出を作ってあげたら良いなと私は思います。また、小３の娘

は新中学で学習できるので、母親代表として色んな意見をまとめて、また小学校の育成会

の地域とのつながりや思いを必ず残し、伝えていき、田川市の子ども達一人ひとりにとっ

て、より良い環境になるように、私も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○教育長 今、いただいたご意見について、何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  私も中学生という青年前期の時期になったら、狭い人間関係ではなくて多様な個性の友

人、教師と出会って切磋琢磨することが、今からの不透明な時代、大変革の時代を乗り切
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るためにも「学力」とか「社会性」や「個性」を伸ばしていくためにも必要だと思います。

また、学校関係の人間関係を広げるだけではなくて、地域のコミュニティ自体を広げなけ

ればいけないのではないかと思います。小学校の間は、地域の皆さんに抱かれて、みんな

に励まされて、その中で子どもは育っていくと思いますが、青年前期になると地域コミュ

ニティを広げ、多様な個性や考え方を持つ地域の方との出会いや交流することが大事だと

感じます。金川校区の区長さんが心配されている、「中学生が校区の地域活動に参加できな

くなるのではないか」ということについても、新中学校になっても、地域活動については

参加できるような配慮が可能です。当然、それは金川校区だけではなくて、それぞれの地

域活動への参加についての配慮は必要ですし、むしろ新中学校が創設されたらコミュニテ

ィが広がることで、子ども達が田川市全体を視野に入れた地域活動を行い、さらに子ども

達が成長できると思っております。私も教育委員の皆さんと同じく、少人数のために人間

関係が固定化されたり、部活動で複数の学校による合同チームが形成されたり、場合によ

ったら教科欠で１人の先生が２つも３つも掛け持ちしなければいけないような状況ではな

くて、複数の先生達が助け合ったり切磋琢磨したりして、教科指導や生徒指導を組織的に

できるようにということで、１日でも早く適正規模のより良い教育環境をと考えておりま

す。宮若市の新中学校を保護者が視察した時に、「このようなハード面もソフト面も素晴ら

しい環境の子ども達と自分の子どもが競争しなければいけないんだな。」、「早く負けない教

育環境をぜひ早く作ってもらいたい。」という声が出たそうです。私も飯塚市や宮若市の新

中学校に負けない、ハード面やソフト面の整備された、トイレも綺麗で空調も整備された

教育環境の中、先生や子ども達が思い切り個性の磨き合いができる、そんな夢の新中学校

早く創設したいと思っています。５０年１００年先に「新中学校創設が、田川が輝く１つ

のきっかけになったね」と言われるような、そんな新中学校を教育行政だけではなくて、

市長部局、教職員、ＰＴＡや地域の方々と一緒に、また小中学校の児童生徒の意見も取り

入れながら進めていきたいと思います。それでは、「田川市新中学校創設基本計画の白紙撤

回及び慎重議論を求める陳情について」、本計画に取り入れないこと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） 

  それでは続きまして、本計画案を決定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） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第２ 議案第９号「新中学校創設基本計画（案）

について（継続審議）」は原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第３ 議案第２１号「令和元年度教育費（６月補正）予算要求につ
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いて」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育部長 議案第２１号「令和元年度教育費（６月補正）予算要求について」ご説明いた

します。本案は、令和元年度教育費（６月補正）予算要求について、田川市教育委員会事

務委任及び臨時代理規則第２条第１０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。次のページをお願いします。教育費予算の１ 総括表でございます。歳入に

おきましては、既決予算額３億７千９３０万６千円に対して、増額補正額、２千１６５万

１千円、歳入合計は４億９５万７千円となっております。歳出につきましては、既決予算

額２１億９千７１９万７千円に対しまして、今回の増額補正額９億４９８万７千円、歳出

合計３１億２１８万４千円となっております。２ 主な増減理由について掲載しておりま

すが、ここで田川市全体の令和元年度の予算要求について、概略を説明させていただきま

す。当初予算では、骨格予算として２８４億の予算組をしております。今回、市全体の補

正では１８億の増額補正予算となり、補正後は３０２億７千４２６万９千円となっており

ます。ここ数年、２８０億から２９０億までで推移しておりましたが、平成１３年度以降

３００億の大台を超える年間予算となっております。主な補正の内容でございますが、教

育費に関わるものがほぼ大半でございます。新中学校建設事業６億８千１９２万円、それ

に伴います学校適正規模推進事業２７３万１千円、同じく通学路安全推進事業１千１２万

６千円となっております。併せまして、今回の政策で挙げております、オリンピック・パ

ラリンピックの関係で新たな誘致推進事業といたしまして、ベラルーシ車いすフェンシン

グチームに対する補助金等で、追加として２１０万７千円、それから社会教育体育施設整

備といたしまして、内容としては、オリンピック・パラリンピックのキャンプ誘致設置に

あたりまして、トレーラーハウスを設置することとしておりますが、それに関する経費が

９千４５１万５千円となっております。ただし、ここで歳入歳出の割合でございますが、

３００億円を超えたことにもよりますが、財源不足が生じております。当初は１５億円の

不足額でございましたが、今回の補正により６億円の増となり、歳出超過が２１億２千万

円となっております。これにつきましては、財政調整可能基金といいまして、基金の取り

崩しによって歳入歳出を合わせております。平成３０年度末の財政調整可能基金は約４０

億円でございましたが、今回２０億円の取り崩しということで、残額が２０億円となって

おりますので、今回の特殊な歳出等を組んでおりますが、田川市としては非常に厳しい状

況であることは変わっておりません。ご存知のとおり、実質財源は田川市の市税を含めて

３割、国の国庫支出金等の依存財源で７割ということでありますので、今後におきまして

も効率的な予算運用が図られる必要があると考えております。詳細につきましては、各課

長から説明をさせていただきます。 
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○教育総務課長兼施設管理係長 それでは、教育総務課における６月補正予算について説明

を行いたいと思います。１ページをお願いいたします。６月補正予算総括表でございます。

今回の補正は、歳出のみの補正でございます。補正額については、記載のとおりでござい

ますので、説明は割愛させていただきます。それでは、６月補正予算説明資料を用いまし

てご説明申し上げます。２ページをお願いいたします。上段１０款２項１目、小学校施設

維持管理経費でございます。補正の理由は、ブロック塀改修工事及び施設解体工事等に伴

う増額補正でございます。１３節、施設管理保守点検等委託料につきましては、大藪小学

校のグラウンド南側に、民地と隣接する位置に２本のけやきの木がございまして、その２

本を撤去する費用でございます。同じく１３節、設計等委託料でございます。これにつき

ましては、鎮西小学校の駐車場改修測量設計でございます。５ページをお願いいたします。

衛星航空写真を載せております。赤線で囲っている部分の整備委託を行うものであります。

校舎前の道路及び駐車場の整地が悪く、校舎より低い位置にある、また避難所として活用

している体育館に大雨が降る度に校舎側から雨水が大量に流れ、避難所としての安全性の

確保が難しくなっております。それに併せて、正門付近の植栽等により道幅が狭く、登下

校する児童と車両の接触が懸念されるため、安全性を確保するために、この整地の設計を

行うものでございます。２ページにお戻りください。続きまして１５節、ブロック塀改修

工事請負費でございます。ブロック塀改修工事の一部について、国庫補助の対象外になる

ことが判明したことに伴い、本年度有利な財源を活用するため、平成３０年度予算での執

行を取りやめ、本年度予算に改めて計上するものでございます。４ページをお願いいたし

ます。４ページは、ブロック塀改修工事費詳細でございます。左側には、平成３０年度繰

越明許費としてあげております。それから、国から示された事業内容・要件であります、

既存不適格と判断されるブロック塀の判断根拠がない学校、後藤寺小学校、田川小学校、

鎮西小学校、金川小学校、田川中学校の一部、中央中学校について、改めて６月補正に予

算を計上し、有利な財源を活用するために今回の補正に計上したものでございます。２ペ

ージにお戻りください。１５節、解体工事請負費でございます。この解体工事請負費につ

きましては、鎮西小学校の旧図書館解体工事請負費でございます。資料といたしまして、

６ページに位置をつけております。この旧図書館につきましては、木造であり昭和３５年

度に建築されたもので、大変危険でありますので、今回解体を行うために、費用を計上し

ております。２ページ下段１０款２項１目、小学校施設長寿命化改修事業費でございます。

この事業は、学校施設長寿命化計画策定及び施設改修設計業務に伴う増額補正を行うもの

であります。１３節、計画策定業務委託料でございます。この委託料につきましては、文

部科学省が策定した公共施設総合管理計画に基づき、交付金の前提条件となる個別施設計
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画を策定するものでありますので、その計上を行っております。下の段の１３節、設計等

委託料につきましては、田川市教育委員会が長寿命化計画で執り行っております、金川小

学校の外壁改修設計、田川小学校の運動場改修工事設計をあげております。３ページをお

願いいたします。１０款３項１目、中学校施設維持管理経費でございます。補正の理由は、

ブロック塀改修工事及び剣道場解体工事に伴う増額補正でございます。１５節、ブロック

塀改修工事請負費につきましては、先程の小学校と同様に中学校分の計上をいたしており

ます。下の段の１５節、解体工事請負費につきましては、７ページをお願いいたします。

弓削田中学校の剣道場位置でございます。この旧剣道場が木造であり、昭和４５年建築で

あります。老朽化に伴い危険ですので生徒の安全を確保するため、今回解体費を計上して

いるものでございます。以上で、説明を終わります。 

○学校教育課長 学校教育課に係る令和元年度６月補正予算についてご説明いたします。ま

ず、歳出分からご説明いたします。資料の２ページをお願いいたします。３款２項１目、

放課後児童健全育成事業費でございます。補正の理由は、現在、金川小学校体育館２階を

金川児童クラブの施設として利用していますが、国が示す児童１人当たりの基準面積を満

たしていないために、施設を拡張するためでございます。補正の内訳といたしましては、

施設改修工事費が６４３万５千円でございます。次に２ページ下段１０款１項２目、教育

研究所運営事業費でございます。補正の理由は、県委託事業の２事業でございます。１つ

目は、⑴ 学校安全総合支援事業費として、理由の⑴ 教職員の防災教育に関する指導力

養成のため、研究拠点校の研修経費等の増によるものでございます。補正の内容といたし

ましては、⑴ 学校安全総合支援事業費は、研究会における講師謝礼金、被災地視察や見

学学習における旅費やバスの借上料でございます。事業費は９０万円を限度額とし、県費

負担となります。２つ目は、⑵ 福岡県道徳推進教育推進事業費として、平成３０年度か

ら教科化された道徳の指導方法を研究するため、事業研究会や講師招聘による研修会を、

研究対象校の猪位金学園で実施する経費の増によるものでございます。公開授業における

講師謝礼金、研究会消耗品費、印刷費でございます。事業費は、４０万円を限度額とし県

費負担となります。３ページをお願いいたします。上段１０款２項２目、小学校ＩＣＴ教

育環境整備事業費でございます。補正の理由は、小学校の校舎が古く、校内のコンピュー

ターネットワークの構成等に不明な点が多いため、その実態を調査いたします。その調査

結果を活用し、今後、快適なＩＣＴ環境整備を効率的に進めていくためでございます。補

正の内訳といたしましては、学校設備状況調査委託料でございます。下段１０款３項１目、

中学校少人数学習指導事業費でございます。補正の理由は、当初、市費講師配置校は金川

中学校の継続の１名でしたが、生徒の転出入等の異動により弓削田中学校の１年生が１学
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級増えたため、１名を追加配置するものでございます。補正の内訳は、市費講師１名分の

人件費でございます。続いて、歳入分でございます。４ページをご覧ください。上段１４

款２項２目、子ども・子育て支援交付金でございます。補正額は４０７万円でございます。

中段１５款２項２目、児童福祉費補助金でございます。補正額は、１０１万７千円でござ

います。下段１５款３項４目、教育総務費委託金でございます。補正額は１３０万円でご

ざいます。５ページをご覧ください。上段２０款４項３目、労働保険被保険者納付金でご

ざいます。補正額は１万３千円でございます。説明につきましては、以上でございます。

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

○推進室長 新中学校再編推進室に係る令和元年度６月補正予算について、ご説明いたしま

す。１ページをご覧ください。総括表でございます。下段の歳出のみでございますが、内

容につきましては記載のとおりでございます。詳細につきましては、次ページ以降でご説

明いたします。２ページ、上段をご覧ください。今回、新設いたしました通学路安全推進

事業でございます。１３節、通学路整備設計等委託料といたしまして、１千１２万６千円

を計上しております。内容といたしましては、先程ご説明いたしましたが、我々推進室と

市土木課で通学路の安全調査を実施したところ、歩道の設置や歩道部分のカラー舗装、転

落防止柵の設置等の整備を進めることを確認しておりますが、より安全性の高い整備方法

や費用の積算を求めるため、専門家に調査を委託したいと考えております。続きまして、

下段の学校適正規模推進事業費でございます。補正部分のみ掲載しており、主なもののみ

ご説明させていただきます。まず８節、委員等謝礼金として、１００万８千円の増でござ

いますが、こちらにつきましては、開校準備協議会委員謝礼金でございます。また９節、

普通旅費として、５３万円の増は、文部科学省等への陳情に係る旅費を計上しております。

１１節、印刷費として、５７万５千円の増は、基本計画及び基本計画の概要版の印刷費を

計上しております。３ページをご覧ください。こちらにつきましても、新設の新中学校建

設事業費でございます。本年度、合計で６億８千１９２万円を計上しております。主なも

ののみご説明させていただきます。１３節、本体設計等委託料といたしまして１億３千 

７３７万５千円を計上しています。設計業務につきましては、本年度及び来年度の２か年

での事業でありまして、２校で総額３億６千３３４万４千円を見込んでおり、そのうち、

本年度の事業分に係る経費でございます。また１３節、土木設計等委託料といたしまして、

５千１５２万９千円を計上しております。これは、学校用地の造成工事に係る設計委託料

でございます。１４節、仮設校舎等賃借料といたしまして、２億９千７７７万６千円を計

上しております。伊田中学校及び後藤寺中学校の生徒が、新校舎建設中の学校生活を送る

ための仮設校舎設置に係るリース料でございます。現在、学校としての活用の期間は、来
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年、令和２年６月から開校直前の令和４年３月までの約２年間を見込んでいます。最後に

１７節、土地購入費といたしまして、１億２０２万円を計上しています。これは以前、新

中学校の全体構想でお示しさせていただきましたが、新規取得見込みの用地に係る購入費

でございまして、１２節で土地鑑定手数料を計上しておりますが、今後、専門家に鑑定し

ていただき、地権者の方と交渉に入りたいと考えております。４ページをご覧ください。

今後、開校までに係る新中学校建設事業費を継続費として総額で、９８億３千２１万２千

円を計上しております。令和元年度につきましては、ただいま、説明させていただきまし

たとおりでございます。令和２年度には、５５億１千５２５万円を計上しており、内訳の

主なものは、校舎等建設工事請負費として４６億８千８２万７千円、既存校舎等解体工事

請負費として２億６千５万１千円、基本・実施設計等委託料として２年目の２億２千 

５９６万９千円を計上しております。令和３年度には、３４億１千６５３万５千円を計上

しており、内訳の主なものといたしましては、校舎等建設工事請負費として３０億８千 

４３５万２千円、新規取得用地の造成工事請負費として１億３千６７７万２千円、新中学

校への引っ越しに係る物品運搬委託料及び備品購入費として１億８１５万１千円を計上し

ております。さらに開校年度である令和４年度には、伊田中学校グラウンド東側の新規取

得用地の造成工事請負費として１億２千４０８万円、仮設校舎賃貸借料といたしまして、

５千５４８万２千円、後藤寺中学校屋内運動場の解体工事請負費として３千４４７万４千

円を計上しています。なお、財源内訳につきましては、記載のとおりでございます。最後

に、新中学校建設工事に係る工程表を添付しております。以上、簡単ではございますが、

新中学校再編推進室に係る令和元年度６月補正予算の説明を終わります。 

○文化生涯学習課長 引き続き、文化生涯学習課に係ります６月補正予算の説明をさせて

いただきます。１ページをお願いいたします。上段、総括表でございます。増減ございま

すが、合計で１千５２５万１千円の増額補正でございます。歳出でございますが、１億４

千３１１万６千円の増額補正でございます。今回の６月補正予算につきましては、冒頭で

教育部長が申し上げましたとおり、４月の経常的経費の予算の後、選挙が終わりまして、

６月に政策的な既定の予算ということが主な内容となっております。それでは、個別の説

明をさせていただきます。２ページをお願いいたします。公民館・スポーツ係に係ります

歳出でございます。上段は１０款５項２目、公民館費のうち、市民会館維持管理費にかか

る増額補正でございます。内容は、市民会館の正面玄関自動ドアの改修工事費、それから

館内のウォシュレットの設置経費、合計４４０万１千円でございます。下段は１０款６項

１目、保健体育総務費のうち社会体育施設整備事業費に係る補正でございます。内容は、

トレーラーハウス購入設置に伴うものとしての経費、それから総合体育館談話室の備品を
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整備する経費、合計が９千４５１万５千円の補正でございます。３ページをお願いいたし

ます。上段は、同じく１０款６項１目、保健体育総務費のうち社会体育施設運営事業費の

補正でございます。内容は、総合体育館会議室の空調が歴年の使用により故障したため、

これを整備するための経費でございます。下段は１０款６項２目、保健体育振興費のうち、

地域スポーツ活動推進事業費にかかる補正でございます。夏季巡回ラジオ体操を田川市で

開催することが決定されました。期日は、７月２２日でございますが、これの運営にかか

る田川市が負担すべき経費が、ピアノの借上げと設置の際の警備委託料でございます。合

計が１５万４千円の補正でございます。４ページをお願いいたします。ここからは文化係

の歳出でございます。１０款５項３目、図書館費のうち図書館運営事業費でございます。

これは、全館空調機器の取り換えになりますが、その設計管理及び更新の機器工事費の２

千５１５万円を補正するものでございます。下段は１０款５項６目、文化会館費のうち文

化センター・青少年文化ホール運営事業費の補正でございます。内容は、文化センターと

青少年文化ホール内に設置されています、車いす用の観覧席が現在、文化センターに４席、

青少年文化ホールに２席あるものを、増席することといたしまして工事するものでござい

ます。それぞれ４席ずつ増席する経費でございます。４４１万５千円となっております。

５ページをお願いいたします。１０款５項６目、文化会館費のうち文化振興事業費に係る

補正でございます。これは、一般財団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成

事業に申請した事業が採択されたことによる補正でございます。内容は、田川文化センタ

ー及び青少年文化ホールを管理しております、指定管理者㈱ケイミックスパブリックビジ

ネスによりまして実施する、自主事業「地域の芸術環境づくり助成事業」の総経費７００

万のうち、一般財団法人自治総合センターから社会貢献広報事業の一環として交付される

助成金を雑入として受け入れ、そのまま助成金に充てるもので、金額は４００万円でござ

います。下段は１０款５項９目、世界記憶遺産保存活用費のうち世界記憶遺産保存・活用

等事業費でございます。当初予算で見送っておりました、三井田川鉱業所研究会報告書作

成及び国庫補助対象外の台湾交流事業旅費について計上するものでございます。三井田川

鉱業所研究会というのは、平成２７年から５か年計画で審議していただいておりました。

その結果として、今回最終的な報告書の執筆と報告書の作成をすることとなっております。

主なものはそれに係る経費でございます。合計で６０９万３千円でございますが、財源と

しては文化振興基金から６０４万の歳入補正になります。６ページをお願いいたします。

１０款５項９目、世界記憶遺産保存活用費のうち世界記憶遺産団体等支援事業費でござい

ます。文化庁所管の「地域と協働した博物館創造活動支援事業」に採択されました、「世界

の記憶」を活用したユニバーサル・ミュージアム事業の経費でございます。１８６万９千
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円を計上いたしております。７ページをお願いいたします。ここからは、文化係に関する

歳入でございます。上段は１４款２項６目、教育費国庫補助金でございます。これは先程

説明いたしました、国指定史跡の田川鉱業所伊田坑跡の保存活用計画の策定に係ります経

費、４０５万９千円のうち国が補助する金額で、当初予算で２３５万８千円を計上してお

りましたが、文化庁査定によりまして補助対象経費上限額が２４０万円の２分の１の 

１２０万を除く、１１５万８千円について減額するものでございます。２段目は１５款２

項７目、教育費県補助金でございます。上段のとおり国庫補助金が１１５万８千円の減額

となりましたが、文化財保護事業費補助金の史跡保存活用計画策定関係として、県から追

加で３０万円が交付されることになりましたので、これの歳入補正でございます。３段目

は１８款１項７目、文化振興基金繰入金です。文化振興基金繰入金は、歳出で説明いたし

ました三井伊田鉱業所研究会の報告書作成に係る世界記憶遺産保存・活用等事業費６０４

万円と、たがわ魅力向上課が所管する、伊田駅周辺アートの制作に係るシティプロモーシ

ョン事業費３００万円に充当するため、文化振興基金から繰入れするものでございます。

下段１８款１項１５目、世界記憶遺産保存活用推進基金繰入金でございます。世界記憶遺

産保存活用推進基金から、たがわ魅力向上大使である鈴木ナオミ氏が手がける「山本作兵

衛コレクションワールドツアー」に係る経費の一部をシティプロモーション事業としてた

がわ魅力向上課で実施するために経費を支出するものでございます。金額は１２０万円で

ございます。８ページをお願いいたします。２０款３項５目、世界記憶遺産活用活性化事

業資金貸付金元金収入でございます。これは、世界記憶遺産活用活性化事業資金の先程説

明いたしました、１８６万９千円の費用に充てるため支出される金額の貸付金でございま

す。それから下段の２０款４項３目、雑入でございます。歳出で説明いたしました、「地域

の芸術環境づくり助成事業」に充てます、コミュニティ助成事業助成金の歳入４００万円

でございます。説明は以上でございます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

○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、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３ 議案第２１号「令和元年度教育費（６月補

正）予算要求について」は原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第４ 議案第２２号「令和元年度田川市立学校評議員の委嘱につい

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 日程第４ 議案第２２号「令和元年度田川市立学校評議員の委嘱について」

ご説明いたします。本案は、田川市立学校評議員の委嘱を行うもので、田川市教育委員会
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事務委任及び臨時代理規則第２条第１２号の規定により教育委員会に議決を求めるもの

でございます。１ページをお願いいたします。本年度代わられた委員を中心に説明して参

りたいと思います。まず、猪位金小学校でございます。４段目、星野とも子様でございま

す。活性化協議会青少年育成部会委員の方が今期新たに推薦を受けております。続きまし

て、２ページをお願いいたします。伊田小学校でございます。３段目、黒石ヤス子様です。

民生児童委員の方が委員として推薦を受けております。４ページをお願いいたします。中

央中学校でございます。３段目の高山善昭様です。元ＰＴＡ役員をされていた方が委員と

して推薦を受けております。以上の方が、新規委員ということで名簿があがっております。

その他の方につきましては、資料のとおりでございます。ご審議の程よろしくお願いいた

します。 

○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、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４ 議案第２２号「令和元年度田川市立学校評

議員の委嘱について」は原案のとおり可決いたします。 

次に移ります。日程第５ 議案第２３号「田川市体育施設条例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。 

○文化生涯学習課長 こちらに「１ 条例改正の理由、２ 条例改正の概要、３ 改正によ

る影響」を掲載しておりますが、５月定例会の際に消費税１０パーセントに引き上げられ

ることにより、条例改正を説明して参りましたが、本案についても内容は同じように消費

税増税に伴うもの、その他文言の「委員会」を「市長」とされた制度の改正に伴うものの

変更についてでございます。この田川市体育施設条例につきましては、市内に存在する体

育施設全ての使用料。それからレクレーション施設としての市民プールの料金の規定が設

けられております。このうち市民プールの料金については、今回１０月の消費税の引き上

げに伴いまして、まだ本年度中の営業が８月中であることで、引き上げについては今後ど

うするかということを市で検討しました。それに伴いまして、前回の委員会では計上せず

にその決定をもって、一括で説明させていただくことにしておりましたが、今回市民プー

ルの分は再検討するということで外すことになりました。したがいまして、市民プール以

外のものにつきまして、通常の１０パーセントに引き上げることにした内容に変更するも

のでございます。説明は以上でございます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

○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、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 
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（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２３号「田川市体育施設条例の一部

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 議案第２４号「財産の取得について」を議題とします。事務

局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第６ 議案第２４号「財産の取得について」ご説明申し上げます。

本案は、東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプにおける宿泊施設として活用

する低床型トレーラーハウスを購入するため、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規

則第２条第１０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 財産の

取得といたしまして、低床型トレーラーハウスとしております。２ 数量は１５台、３ 取

得価格は８千４０９万２千円で、４ 相手方は愛知県豊橋市仲ノ町９番地のルクラ株式会

社でございます。次ページをお願いいたします。今回、このトレーラーハウス１５台の仕

様等について記載しております。本件は、現在金額が財産の取得で大きいことから、議会

の承認を得るために仮契約を締結し、議決後、本契約に移行するための手続きを取ってお

ります。予算計上は、昨年度の９月議会で、債務負担行為としておりました金額のうちで

計上しております。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

○教育長 事前キャンプで使う宿泊施設ですが、その後、市内外の方々が使用できるという

ことになっております。何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  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６ 議案第２４号「財産の取得について」は、

原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第７ 報告第６号「田川市教育委員会職員の任免異動について」を

議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育総務課長兼施設管理係長 日程第７ 報告第６号「田川市教育委員会職員の任免異動

について」ご報告申し上げます。本件は、教育委員会職員の任免異動を行うもので、田川

市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第３条の規定により臨時に代理したため、第４条

第２号の規定により教育委員会に報告するものであります。次のページをお願いいたしま

す。１ 令和元年６月１日付異動でございます。昇任については１名、異動については１

名です。また、氏名や異動先については記載のとおりです。以上で報告を終わります。 

○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。日程第８ 報告第７号「田川市社会教育委員の委嘱
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について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第８ 報告第７号「田川市社会教育委員の委嘱について」ご説明

いたします。本件は、本市社会教育委員のうちＰＴＡ連合会推薦委員が令和元年５月３１

日をもって辞することとなったことから、新たに委員を委嘱する必要があったため、田川

市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第３条の規定に基づき、本市社会教育委員の委嘱

について臨時に代理したため、第４条第２号の規定により教育委員会に報告するものでご

ざいます。次ページをお願いいたします。こちらは、田川市社会教育委員名簿でございま

すが、平成３０年６月１日から令和２年５月３１日までの任期でございます。このうち、

網掛けの部分の上田紋子様が、今回の新任委員でございます。内容は、田川市ＰＴＡ連合

会で宛職となっておりましたが、下表にございます、長野美由紀様が辞任されたことによ

り、新たに任命するものでございます。また併せて、最下段の穗山弘美様につきましては、

本人の事情によりまして辞任されました。それによりまして、今回２名減１名新任となっ

ております。以上で報告を終わります。 

○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。日程第９ 諸般の報告「教育委員会に係る３月議会

の一般質問について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育部長 それでは、一般質問につきましては資料をお配りしておりますが、議会のおし

らせに内容の詳細が記載されておりますので、それに基づいてご説明させていただきます。

６ページをお願いいたします。議会につきましては、４名の議員から教育委員会に関する

ご質問を受けております。６ページ上段の石松和幸議員からは、教師の多忙化解消につい

ての質問があっております。内容としては、「中央教育審議会の答申に沿った教師の働き

方改革を断行してほしい。教師の出退勤管理及び多忙化解消の対応策について問う。」と

いうことで、答弁といたしましては、「昨年の１１月から共用パソコンで出退勤を記録し

ている。ＩＣＴ活用による教材研究時間の削減、「ノー部活デー」の設定、夏季休暇中の

学校閉庁、管理職による相談等を行っている。」としております。また２つ目に「夏季休

暇中の学校閉庁に係る課題や部活動における５千人ボランティア事業の活用など、外部指

導員の活用状況について問う。」ということで、その答弁については「問題や混乱もなく

学校閉庁を実施できた。閉庁日の拡大を検討したい。各校１～２名の外部指導者がいる。

課題もあるが、５千人ボランティアの活用を検討し、教師の負担を軽減できるよう努力し

たい。」としております。２人目は、７ページ下段の柿田孝子議員からでございます。２

番目の質問として、子どもの虐待及び女性相談・ＤＶ相談についての質問の中でございま

す。「通告者保護の観点から、新たなルールの設定が必要と思う。見解を問う。」というこ
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とで、教育委員会が答弁しております。「新たなルールが設定された。① 保護者に虐待

を告知する際は、子どもの安全を第一に考えること。② 通告者保護の観点から、通告元

は明かせられないことを保護者に伝えることを徹底すること。③ 学校現場等において保

護者から通告元の開示を求められた場合も、単独で判断せず、児童相談所等と連携しなが

ら対応していくこと。④ 虐待通告の対応に関して、学校現場等において保護者による威

圧的な要求や暴力の行使が予想される場合、児童相談所や警察等の関係機関と速やかに情

報共有し、連携して対応すること。」としております。続きまして、８ページをお願いい

たします。上段の香月隆一議員からは３０人以下学級の実施についての要望を含めた質問

があっております。問の要約ですが、「田川市は、平成２２年度から１学級３５人以下の

少人数学級を導入しており、少人数学級が大変重要な取り組みだと言える。さらにきめ細

やかな対応をしていくため、３０人以下学級を推進していく必要があると考える。小学校

低学年から３０人以下学級を導入すべきではないか。見解を問う。」という質問でござい

ます。これに対しましては、「子ども達に豊かな教育環境を整えていくことは、全ての子

ども達の学力、進路保障、人格の完成という学校教育の目標達成にとって重要なことであ

ると考えている。特に、義務教育の入門期である小学校１年生、２年生の低学年において

は、よりきめ細やかな教育の実施が大変重要であると考えている。本市においては、県内

他市に先駆けて、平成２２年度から市費講師の配置を行うことにより、小学校、中学校全

ての学級において３５人以下学級が実施され、現在に至っている。平成３０年度は１１名

の市費講師を任用しており、人件費として合計５千９１７万９千円を支出している。議員

御指摘の小学校低学年における３０人以下学級の導入実施については、現在、本市の厳し

い財政状況の中で、本市単独での市費雇用は困難な状況であり、国や県の財政支援が必要

である。これについては、平成２３年度の法改正に際して、小学校２年生から６年生及び

中学校に係る学級編成の標準を準次改定することを検討する旨、法律の附則に明記されて

いることから、国や県に対し強く要望していきたいと考えている。」という答弁を行って

おります。最後に、藤沢悟議員からは、新中学校再編問題について質問があっております。

質問の詳細につきましては、先程、日程第２で様々な説明を行っておりましたが、それに

ほぼ重複しております。「昨年６月定例会で一般質問を行った、その今後の対応について

問う。また、田川市新中学校創設基本計画（案）を今後どうやって進めていくのか。今後

のスケジュールはどうなっているのか。また令和４年開校は厳しい。その見通しも明らか

にしていただきたい。」ということであります。答弁につきましては、先程ご審議いただ

いた中で、新中学校再編室長が説明した内容と重複いたしますので、省略させていただき

ます。最後に、答弁の中で「本市新中学校創設のスケジュールを早期に作成し、６月議会
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で示したい。」ということで答弁をさせていただいております。以上でございます。 

○教育長 次に、「６月行事予定について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

（各課長から教育長及び各課の行事予定を説明） 

  次に移ります。「７月定例会の日程案について」を議題とします。 

○教育総務課長兼施設管理係長 それでは、７月定例会の日程案につきましては、７月１６

日、火曜日でいかがでしょうか。 

○教育長 よろしいでしょうか。ご異議ないようですので、７月定例会は、７月１６日火曜

日、１４時３０分に決定いたします。 

  他に、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、以上をもちまして、令和元年第７回田川市教育委員会６月定例会を

閉会いたします。 

（１６時１０分閉会） 

 


