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（１４時３０分開議） 

○教育長 ただいまから、令和元年第９回田川市教育委員会８月定例会を開会いたしま

す。日程第１「令和元年第８回田川市教育委員会７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、原案のとおり承認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１「令和元年第８回田川市教育委員会７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２５号「平成３０年度教育に関する事務の管理及

び執行の状況の点検及び評価報告書について」を議題とします。本案は、田川市教育

委員会会議規則第１１条の規定により、関係者、田川市教育事務点検評価委員会 藤

澤委員長の出席を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

 藤澤委員長の入室をお願いします。 

（田川市教育事務点検評価委員会 藤澤委員長入室） 

事務局に説明を求めます。 

○教育部長 日程第２ 議案第２５号「平成３０年度教育に関する事務の管理及び執行

の状況の点検及び評価報告書について」提案説明させていただきます。本案は、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定により、教育委員会の権

限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うもので、田川市教

育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第９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。まず、私から、今回実施いたしました田川市の教育事務点

検評価につきまして、概略説明を申し上げます。教育委員会では、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第２６条の規定に基づき、毎年その権限に属する事務の管理

及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、こ

れを議会に提出するとともに、公表することが義務付けられております。本年も昨年

度実施いたしました、田川市の教育事務について本書のとおり点検評価報告書を作成

いたしました。本日議決をいただきましたら、９月市議会において全議員に配布し、

その上で所管の総務文教委員会に事務報告を行う予定としております。田川市におき
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ましては、平成２９年度から教育に関し学識経験を有する者の知見のより円滑な活用

を図るため、田川市教育事務点検評価委員会を設置し、教育委員会が行った点検及び

評価について審議いただくことといたしました。今年度につきましても、３回にわた

りご審議をいただきました。その上で、点検評価委員会で取りまとめた意見書を７月

２４日付で教育委員会に提出いただいた次第でございます。本日は、田川市教育事務

点検評価委員会の委員長であります、福岡県立大学 藤澤健一先生にお越しいただい

ております。藤澤先生におかれましては、お忙しい中ご出席いただきましてありがと

うございます。それでは、点検評価委員会から提出された意見書の内容について、藤

沢委員長から概略説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○田川市教育事務点検評価委員長 藤澤でございます。よろしくお願いいたします。座

らせていただきます。お手元に資料があると思いますが、中身がかなりタイトなもの

になっておりまして、私ども田川市教育事務点検評価委員会の意見等は７４ページか

らなっております。適宜７３ページ以前の教育委員会において作成された各施策を、

それぞれ共通の項目で評価されておりますが、それをご覧いただきながら、お聞きい

ただければと思います。ご案内のとおり私ども点検評価委員会では、平成３０年度の

教育委員会の業務について、時間をかけて色んな意見・評価をしてまいりました。ま

ず、全般に関する意見としては、大きく３点ございます。１点目は、「教育委員会の

全体評価について」ということで、学校教育から社会教育の分野まで多岐に渡ってお

り、また、対象となる市民も子どもから高齢者まで幅広く市民からのニーズも多様化

している。このような状況の中、本市教育委員会においては、複雑化した様々な問題

を抱えていると危惧されるが、昨年度、本委員会から教育委員会に提出した意見書の

個々の案件に対して迅速に対応を行い改善が図られている点は、高く評価できる、と

いうふうに点検評価委員会で議論いたしました。評価を数値化すれば、５段階評価の

概ね「４」くらいに当たるのではないかということで、教育長のリーダーシップのも

と、教育委員会が良く機能しているというふうに考えました。その一方で、これから

申し上げますいくつかの事案については、依然として改善を要するものもあるという

のが、私ども点検評価委員会の全体的な評価であります。２点目は、「成果の指標に

ついて」ということで、昨年度のことにも関わりますが、いずれの事案においても、

成果を数値で示す時は、本市における具体的な実数をともなってご提出いただきたい、

という意見が今回の評価において出されました。その上で全国的な数値と比較を行え
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ば、田川市の実態をより分かりやすく認知することができるのではないかと考え、こ

の点については改善をお願いしたいと提案がございました。１つの例を出させていた

だきますが、９ページの施策４をご覧いただきたいと思います。「不登校・問題行動

等を解消する取組を強化する」ということで、目標数値や課題のところで比率として

パーセンテージはあがってきておりますが、これについては、実数を伴って示してい

ただくことで、市内における色んな実態がより分かりやすくなるのではないかという

意見に繋がるところであります。これはあくまで例でございますけれども、他の施策

にも関わることですので、そういうところに根拠を置きながら、私どもとしては、成

果の指標について、より改善をしていただきたいという意見を出させていただきまし

た。３点目は、「市民のニーズ把握及び情報発信について」です。これは、２つの方

向があると思いますが、１つ目は的確なニーズ把握ということです。例えば、以前、

色々問題にもなっていましたランチボックス給食については、ニーズ把握ということ

で地域の実態把握をより進めていただきたいということです。２つ目は、効率的な情

報発信ということで、広報紙等で様々な情報を発信する時には、第一に読む人に分か

りやすく工夫をより凝らしていただきたいという意見が出てまいりました。これは率

直に厳しい言い方をしますと、現状では分かりにくいのではないかということです。

そういう意見が出てまいりましたので、教育委員会におかれましては十分に勘案の上、

次年度以降、改善に努めていただきたいということが私どもの意見です。以下、施策

ごとにやや立ち入って具体的にご説明申し上げます。引き続き７４ページの「安全・

安心かつ気持ちよく学べる教育環境の整備充実を図る」というところで、施策ＮＯ.

３、ＮＯ.７に関わります。まず、ＮＯ.３「安全・安心な給食を提供するとともに食

育の推進を図る」についてですが、本市では、平成２９年度から中学校でランチボッ

クス給食が導入され、同時に栄養教諭も１名増員されたことで食育指導が充実してき

ていると感じる、という意見です。中学校再編後は、新中学校にも栄養教諭を１名配

置する等、今後も積極的に推進していただきたいという積極的な提案をいただいてお

ります。続きまして、施策ＮＯ.７「学校施設を維持管理し、児童生徒が安心して学

べる環境の整備及び充実を図る」についてですが、この部分はとりわけ小学校のトイ

レ改修とエアコン設置に関わる部分です。小学校のトイレの改修が計画どおり進行し

ていることや暑さ対策として今年度中に小中学校の各教室にエアコン等が設置され

るという予定ということで、市の財政状況が大変厳しい中でも、児童生徒の教育環境
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が順次整備されているという、この方向性について、非常に嬉しく思うということで

す。今後は、電気代等の様々な経費の大幅な増額が予想されるため、より一層の費用

の削減に努めていただきたいということであります。続きまして、施策ＮＯ.１０「教

職員の勤務実態の改善に取り組む」についてです。後で具体的なところについてご覧

いただきたいと思いますが、今回の報告書の中に数値上は、教職員の勤務時間を調査

した結果、全国平均よりも少ない結果が出ているが、実感としては、学校の現場だけ

で色々な事案を抱え込んでしまい、頑張り過ぎているように感じるという意見が出さ

れました。働き方改革の指針を踏まえ、学校現場の実態に応じた仕事の精選をより行

っていただきたいということです。本来、教職員がやらなければならない業務に集中

できるように改善を図っていただきたいという積極的な意見でございました。続きま

して、「確かな学力、豊かな人間性、健康・体力・自立心を育む学校教育を推進する」

というところです。まず、施策ＮＯ.１２に関わることですが、隂山メソッド等の様々

な研修会の実施や電子黒板・デジタル教科書を活用したＩＣＴ教育の取組が各学校に

浸透してきているという肯定的な意見が出ております。この取組が好循環すれば、田

川の低学力というマイナスイメージを払拭することも期待できるため、市民へ広報す

る形で広範囲に広げていただきたい。つまり、色んなサポーターを得て、より好循環

にするような方向性がふさわしいのではないかという意見が出てまいりました。実際

に後でご覧いただきたいのですが、そういうことが言えるだけの根拠がすでに出てい

るということが私ども議論の基礎になっております。今後は、この取組を重点施策と

して、より明確化し前面に打ち出していく必要があると考えました。続きまして、施

策ＮＯ.１７「いじめを許さない学校文化を構築していく」についてです。この部分

は、色んな深刻な状況が全国的な動きの中で見られますけれども、いじめの問題の対

応には、傍観者、これは文字通り見ているだけの状況にある子どもたちのことですが、

それをいじめを阻止する行動へと移すことが重要になってくると考えます。特に初任

段階の教職員にあっては、その点を十分に留意したうえで学校経営及び学校運営を行

う必要がある。また、いじめの問題には、きめ細やかな対応が求められ、かなりの時

間や労力を必要とすることから学校や教育委員会だけで解決することが難しいと思

われる。ひいては、地域の有識者やＰＴＡ組織等と連携を図ることで、複眼的な視点

を取り入れながら、様々な問題も解決に向かって進める必要があるのではないかと、

そういう意見が出てまいりました。このことについては、市民、保護者に困っている
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方が実際にいますから、特に相談窓口については積極的にその方たちへの広報、周知

を図っていただきたいということが意見として出てまいりました。続きまして、「特

色ある教育や魅力ある学校づくりに取り組み、「田川ならではの教育」を推進する」

という部分です。施策ＮＯ.２１「情報化社会や国際社会に対応する能力を育てるＩ

ＣＴ教育をさらに推進する」についてが関わります。昨年度、本委員会が教育委員会

に提出した意見書において、全国に先駆けて導入した電子黒板や各ＩＣＴ機器の一層

の活用を図るためには、教員のＩＣＴ機器の活用スキルを平準化することが課題であ

り、教員向けの研修会を充実していただくように要望を行っておりました。昨年度以

来、ＩＣＴ教育のスキルアップ研修会等の取組が各学校に浸透してきており、教員の

技術力の向上に成果が出てきている。既に、そういう数値が出ております。今後も継

続的に実施することを要望し、さらなるＩＣＴ教育の推進を図っていただきたいとい

うことです。おそらく今後は、基礎的な段階の整備を踏まえながら、それをさらに応

用、発展させていくという状況になってきていると思いますので、より違う問題や課

題にもこれから直面していくと思うのですが、方向性としては間違いではないので、

この方向性はそのままで、更に取り組んでいただきたいということです。続きまして、

７６ページにまいります。「いつでもどこでも学べる生涯学習環境をつくる」という

ことで、施策ＮＯ.３４「市立図書館の整備充実を図る」についてが関わります。こ

の点につきましては、移動図書館、いわゆる自動車文庫の巡回日の広報が課題ではな

いかという意見が出てまいりました。と申しますのは、現在、巡回日程表をホームペ

ージに掲載し、停留所においてスピーカーで案内放送を行っているようでありますが、

市民の方が巡回日を把握していないということで、市の広報紙等にも広く掲載するこ

と等を通じて、より利用者の増加に繋がるような効果的な運用を図っていただきたい

ということです。これは逆に言いますと、そのような希望をもっておられる方が沢山

おられるから、その方々がより円滑に自動車文庫を使えるような環境をつくる必要が

あるのではないかということです。続きまして、「子どもたちを守り、健やかに育む

ため、家庭・地域の教育力を高める」ということで、この部分はとりわけ防犯パトロ

ールが課題になっております。施策ＮＯ.３６「地域の子どもを地域で育てる青少年

の健全育成体制を強化する」についてが関わりますが、現在、地域による防犯パトロ

ール活動は２地区のみに留まっております。活動を行っている地域では、犯罪数が減

少しておりパトロールの成果が挙がっていると考えます。今後、教育委員会において
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は、引き続き地域の防犯活動の必要性を訴えた上で、校区活性化協議会を通じて、引

き続き活動の呼びかけを行っていただきたいという意見が出ておりました。最後にな

ります、「歴史を受け継ぐ文化遺産を保護・活用する」ということで、施策ＮＯ.４４

とＮＯ.４５が該当します。まず、施策ＮＯ.４４「石炭・歴史博物館の整備充実を図

る」についてですが、石炭・歴史博物館の取組において炭坑の歴史や文化について、

特に人権の視点を取り入れた学習や研究を行った上で、今後も展示や解説を活かして

いただきたいということです。次に、施策ＮＯ.４５「文化財の保存と活用をする」

ですが、色んな取り組むべき課題があるということで、これは嬉しいことではありま

すが、同時に、ボリュームが過大になってきているということに繋がってきていると

いう意見が出てまいりました。今後は、事業の中身を精査して重点的な事業に絞り込

みを行った上で、特に埋蔵文化財については外部委託が可能な分野については、その

方向で議論を進めてはどうかということで、事業のスリム化を図ることが必要になっ

てくるし、効率性を高める上でも大事なのではないかという意見が出てまいりました。

以上、急ぎ足で説明してまいりましたが、こういう形で私ども外部評価者として評価

をさせていただきました。大学におきましては、私の講義を受けている学生はユーザ

ーというか利用者であり、その学生から全ての授業について毎学期１５回講義ござい

ますが、必ず大学全体として授業評価アンケートを受ける仕組みがございます。私も

それを１０数年受けてきて感じますことは、個別に見ると納得できる評価と納得でき

ない評価が必ず出てきますが、その上で、評価されることの意味は、「評価される」

というある種の緊張感があるということなんですね。外部の者から見られていて、あ

る意味では厳しい評価も出てくるかもしれない、そのような状況にあるんだと意識す

ること自体が非常に大事なものではないかと個人的にも感じております。今回の教育

委員会の評価についても、もちろん私ども委員の観点が全て網羅できていることはな

いと思いますが、それでも本市の教育委員会の様々な事業について、このような外部

的な視点で改めて検証してみるということは、非常に重要なことなのではないかとい

うことを委員長として感じた次第であります。説明が不足していることがあるかと思

いますが、以上で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、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） 
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  ご異議なしと認めます。よって、日程第２ 議案第２５号「平成３０年度教育に関

する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書について」は、原案のとおり可

決いたします。 

  次に移ります。日程第３ 議案第２６号「令和元年度教育費（９月補正）予算要求

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 日程第３ 議案第２６号「令和元年度教育費（９月補正）予算要求につい

て」提案説明いたします。本案は、令和元年度教育費９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あります。次のページをお願いいたします。１ 総括表でござ

います。今回の令和元年度教育費９月補正予算要求の全体内容は、総括表に記載のと

おりで、計の欄をご覧ください。歳入におきましては、補正額１千１８６万７千円増

額で歳入合計は４億１千２８２万４千円となっております。歳出におきましては、補

正額１千１９万９千円増額で、歳出合計は３１億１千２３８万３千円となっておりま

す。２ 主な増減理由につきましては記載のとおりとなっております。次のページ以

降の事業の詳細につきましては、このあと所管課長が説明いたします。そこでまず、

私からは田川市全体の一般会計の令和元年度９月補正予算案についての概要説明を

させていただきます。本日、お手元に配布させていただいております、右上に別紙と

書いております資料に沿って説明させていただきます。表題は令和元年度９月補正予

算案についてと記載されている資料でございます。１ 一般会計補正予算の概要でご

ざいます。⑴ 補正予算額につきましては、既決予算額３０２億７千４２６万９千円

に対しまして、補正予算額１３億３９０万５千円となっており、補正後の予算額は３

１５億７千８１７万４千円となっております。財源不足額につきましては、補正前が

２１億２千６１１万８千円から３千７９０万６千円軽減されまして、補正後は２０億

８千８２１万２千円となっております。若干不足額が減少いたしましたが、なお 

２０億強の財源が不足している状況であります。⑵ 補正予算、歳出の主な内容は記

載のとおりでありますので説明は省略させていただきます。２ページをお願いいたし

ます。令和元年度９月補正予算編成における財源調整案でございます。①財源調整前

の歳入・歳出総額でございます。表の差引の欄をご覧ください。既決予算額２１億２

千６１１万８千円の不足額から、今回補正額３千７９０万６千円の軽減がされ、補正

後の計で２０億８千８２１万２千円の財源調整となっております。②財源調整案につ
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きましては記載のとおりとなっております。③財源調性可能基金による調整の内容で

ございますが、基金の取り崩し状況となっております。計の欄をご覧ください。平成

３０年度末現在高４１億１千８００万６千円、令和元年度取崩予定額２０億８千万円、

一番右側の令和元年度末現在高見込２３億３千８１７万６千円でございます。ご覧の

とおり、依然として、本市の財政状況は厳しい状況となっております。３ページをお

願いします。令和元年度９月補正予算案款別総括表でございます。款項目ごとの内容

は記載のとおりとなっておりますので、説明は省略させていただきます。以上、田川

市全体の補正予算の概要を説明させていただきました。なお、教育費の補正内容につ

きましては、各課長からご説明いたします。 

○教育総務課課長 それでは、教育総務課の９月補正予算説明資料に基づいて説明させ

ていただきます。１ページをお願いいたします。教育総務課については、歳入歳出と

もに、今回予算計上しておりません。今回の９月補正においては、債務負担行為の設

定について計上しております。２ページをご覧ください。令和２年度から令和４年度

までの間に、債務負担を行う予算を限度額としてあげております。この内容について

は、日程第１４ 事務報告「教育委員会の非常勤職員が担任する一部業務の包括的業

務委託について」で、詳しくご説明申し上げますので、予算については簡単でありま

すが、説明をさせていただきたいと思います。包括的業務委託とは、教育委員会の臨

時、嘱託職員が担っている業務を一般の業者に委託するような形を教育委員会全体で

執り行いたいと考えております。３ページをご覧ください。１ 委託対象職種及び委

託人数です。①から⑦まで記載しております。①嘱託職員である学校事務補助員１６

名、②嘱託職員である学校司書員１６名、③嘱託職員である特別支援教育支援員２４

名、④嘱託職員である放課後児童支援員２４名、⑤嘱託職員である放課後児童クラブ

補助指導員１４名、⑥放課後児童クラブ代替補助指導員については、委託することに

より代替要員の配置が必要なくなりますので、委託人数は０となっております。⑦石

炭・歴史博物館事務員、受付・解説・監視業務の臨時・嘱託職員４名の以上９８名を

令和２年度４月１日から委託業務を開始するための予算計上です。２ページにお戻り

ください。款項目別に計上を行っております。上段につきましては、対象職員の学校

事務補助員、学校司書員、特別支援教育支援員の計５６名の委託料として１億９千万

円で、これは令和２年度から令和４年度までの最高限度額でございます。中段につき

ましては、放課後児童クラブ支援員及び放課後児童クラブ補助指導員計３８名の委託
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料として２億７千４００万円で、同じく令和２年度から令和４年度までの限度額とし

て委託料を設定しております。下段につきましては、石炭・歴史博物館事務員４名分

の委託料３千４００万円で、これにつきましても期間は令和２年度から令和４年度ま

での限度額を設定しております。なぜ、今この債務負担行為を設定しなくてはいけな

いかと言いますと、４月１日から委託を開始するに当たり、それまでの間に業者の選

定をしなければなりません。そのためには債務負担行為を設定しておかなければ、業

者の選定ができませんので、今回、９月補正予算において債務負担行為を設定するも

のでございます。３ページにお戻りください。２ 現行の経費については、現在支払

っている金額等をあげております。合計１億３千８７１万２千円でございます。３ 

包括業務委託後の経費については、あくまでも見込みですので、見込額として限度額

を設定しております。令和２年度については１億６千５００万円、令和３年度につい

ては１億６千６００万円、令和４年度については１億６千７００万円で、合計３か年

の委託料として、４億９千８００万円となっております。４月１日から包括業務委託

を開始するために計上をさせていただいております。なお、先程申しましたとおり日

程第１４の事務報告の中でより詳しい内容を報告したいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。以上で説明を終わります。 

○学校教育課長 学校教育課です。１ページをお願いいたします。令和元年度９月補正

予算総括表です。歳入補正額は１５４万４千円、歳出補正額は３９３万６千円です。

次に２ページをお願いいたします。２款１項１６目、国県支出金等返還金で３９３万

６千円の増額補正でございます。これは平成３０年度の放課後児童健全育成事業費に

対する国県支出金額確定に伴う返還金でございます。次に３ページをお願いいたしま

す。１５款２項７目、電子黒板活用実証研究費補助金１５４万４千円です。この県の

補助金は、電子黒板導入経費に係る補助金で、平成２８年度から平成３０年度までの

３か年で設定された補助金でした。今年度当初予算編成の段階では、県から連絡を受

けておりませんでしたが、今年度に入り補助制度延長の連絡がありましたので、今年

度のリース料に対して、補助金を申請するものでございます。次に４ページをお願い

いたします。債務負担行為の変更になります。田川市育英資金の債務負担行為につい

て、設定期間と限度額を変更しております。当初予算の設定では、令和２年度から令

和４年度までの期間設定で、限度額が３千万円です。９月補正では、本年度の貸付決

定者の内訳にあわせたものとなっております。債務負担行為を変更するのは、申請者
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の中に６年制大学に進学する者がいたためです。総額は減額となりますが７２０万円

となり、期間を令和６年度までの設定に変えております。以上でございます。 

○子育て支援課長 子育て支援課でございます。８月１日付で子育て支援課長になりま

した吉永でございます。よろしくお願いいたします。それでは、資料に沿って説明さ

せていただきます。１ページをお願いいたします。これは、令和元年度９月補正予算

総括表でございます。歳入につきましては１千３２万３千円の増、歳出につきまして

は６２６万３千円の増となっております。詳細につきましては、２ページ以降で説明

させていただきます。２ページをお願いいたします。歳出につきまして、まず上段は、

国の完全無償化が１０月から開始になりますけれども、その無償化事業の一環として

新制度未移行の幼稚園、田川市で言いますとカトリック幼稚園等を対象とした保育料

と入園料の給付を行うための増額補正でございます。国の制度に基づきまして、月額

２万５千７００円を上限に給付するものでございます。金額といたしましては、１千

３７６万６千円の増となっております。また、下段につきましては、従来あった幼稚

園就園奨励費補助金という制度でございますけれども、上段の制度が１０月から開始

されますので、４月から９月までの６か月分につきましては、この幼稚園奨励費補助

金が幼稚園で対象となりますので、上段で１０月以降の措置をしておりますので、そ

れに伴って減額の措置を行っているところでございます。この制度は、９月でなくな

りまして、１０月から上段の制度に移行しますので、来年度からはこの幼稚園奨励費

補助金はございませんので、その旨ご理解いただきたいと思います。３ページをお願

いいたします。歳入につきましては、２ページの上段で１千３７６万６千円の増額を

行っておりますけれども、歳入がそれに伴う国と県の補助金でございます。それぞれ

２分の１、４分の１が補助金として歳入に入ってきますので、補正をしているところ

でございます。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、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２６号「令和元年度教育費（９

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２７号「令和２年使用小学校教科用図書の採択結

果について」及び日程第５ 議案第２８号「令和２年使用中学校教科用図書の採択結
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果について」は、令和元年８月３１日まで情報開示を行わない取扱いとなっておりま

す。したがいまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項及び

田川市教育委員会会議規則第１２条の規定により、非公開としたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議ないようですので、日程第４及び日程第５の案件については、非公開としま

す。 

 

  次に移ります。ここからは、通常のとおり公開とします。日程第６ 議案第２９号

「田川市美術館条例施行規則の一部改正について」を議題とします。事務局に説明を

求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第６ 議案第２９号「田川市美術館条例施行規則の一部改正

について」でございます。本案は、令和元年１０月１日に消費税率が８パーセントか

ら１０パーセントへ引き上げられることに伴う改正手続きに際して、市長が定めるべ

き条項が含まれていたため、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号の規定により、教育委員会の議決を求めるもの

です。１ページをお願いいたします。５ 施行期日につきましては、令和元年１０月

１日でございます。６ その他につきましては、市長の権限に属する項目は、消費税

率の変更に伴う関係条例及び規則の改正にあわせて、新たに市長が定める「田川市美

術館の利用料金等に関する規則」として制定することとしております。以上でござい

ます。ご審議の程よろしくお願いします。 

○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６ 議案第２９号「田川市美術館条例施行

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７ 議案第３０号「田川市学校校舎使用料条例施行規則の一

部改正について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育総務課長 日程第７ 議案第３０号「田川市学校校舎使用料条例施行規則の一部

改正について」でございます。本案は、令和元年１０月１日から消費税率が現行の８
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パーセントから１０パーセントに引き上げられることに伴い、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ページをお願いいたします。１ 改

正理由でございます。令和元年１０月１日に消費税率が８パーセントから１０パーセ

ントへ引き上げられることに伴う改正手続きの中で、田川市立学校校舎使用料条例施

行規則に市長の権限に属する項目が条項として定められていることが判明したため、

消費税率の変更に伴う関係条例の改正にあわせて、施行規則の一部を改正するもので

あります。２ 改正の内容については、⑴ 市長の権限である、田川市立学校校舎使

用料の減免及び電気使用料に関することの削除、⑵ 語句の修正、各条の見出しの改

正、⑶ 様式の改正でございます。３ 改正条文案は２ページに、４ 新旧対照表は

５ページに添付しております。５ 施行期日については、令和元年１０月１日です。

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。 

（ご異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第７ 議案第３０号「田川市立学校校舎使用

料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８ 議案第３１号「田川市中央公民館の設置及び管理に関す

る条例施行規則の一部改正について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第８ 議案第３１号「田川市中央公民館の設置及び管理に関

する条例施行規則の一部改正について」でございます。本案は、令和元年１０月１日

に消費税率が８パーセントから１０パーセントに引き上げられることに伴う改正手

続きに関して、市長が定めるべき条項が含まれていたため、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号の規定により教

育委員会の議決を求めるものです。１ページをお願いいたします。１ 改正理由は、

令和元年１０月１日に消費税率が８パーセントから１０パーセントに引き上げられ

ることに伴う手続きの中で、田川市中央公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

に市長の権限に属する項目が条項として定められていることが判明したため、消費税

率の変更の伴う関係条例及び規則の改正にあわせて、施行規則の一部を改正するもの

でございます。２ 改正内容は、田川市中央公民館の「使用料の還付」、「使用料の減
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免」及び「冷暖房装置及び付属設備の使用料」に関する項目の削除でございます。３ 

改正条文案は別紙１に、４ 新旧対照表は別紙２として添付しております。５ 施行

期日は令和元年１０月１日です。６ その他につきましては、市長の権限に属する項

目は、消費税率の変更に伴う関係条例及び規則の改正にあわせて、新たに市長が定め

る「田川市中央公民館の使用料の還付、減免等に関する規則」として制定することと

しております。以上で説明を終わります。ご審議のほど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８ 議案第３１号「田川市中央公民館の設

置及び管理に関する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９ 議案第３２号「田川市体育施設条例施行規則の一部改正

について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第９ 議案第３２号「田川市体育施設条例施行規則の一部改

正について」でございます。本案は、令和元年１０月１日に消費税率が８パーセント

から１０パーセントに引き上げられることに伴う改正手続きに関して、市長が定める

べき条項が含まれていたため、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ページをお願いいたします。１ 改正理由は、令和元年１０月１

日に消費税率が８パーセントから１０パーセントへ引き上げられることに伴う改正

手続きの中で、田川市体育施設条例施行規則に市長の権限に属する項目が条項として

定められていることが判明したため、消費税率の変更に伴う関係条例及び規則の改正

にあわせて、施行規則の一部改正をするものでございます。２ 改正内容は、田川市

体育施設の「利用料の減免」、「利用料の還付」及び「冷暖房装置及び付属設備の利用

料」に関する項目の削除でございます。３ 改正条文案は別紙１に、４ 新旧対照表

は別紙２に添付いたしております。５ 施行期日は令和元年１０月１日です。６ そ

の他につきましては、市長の権限に属する項目は、消費税率の変更に伴う関係条例及

び規則の改正にあわせて、新たに市長が定める「田川市体育施設の利用料の還付、減

免等に関する規則」として制定することといたします。説明は以上でございます。ご
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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９ 議案第３２号「田川市体育施設条例施

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１０ 議案第３３号「田川文化センターの設置及び管理に関

する条例施行規則の一部改正について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第１０ 議案第３３号「田川文化センターの設置及び管理に

関する条例施行規則の一部改正について」です。本案は、令和元年１０月１日に消費

税率が８パーセントから１０パーセントへ引き上げられることに伴う改正手続きに

際して、市長が定めるべき条項が含まれていたため、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ページをお願いいたします。１ 改正理由

は、令和元年１０月１日に消費税率が８パーセントから１０パーセントへ引き上げら

れることに伴う改正手続きの中で、田川文化センターの設置及び管理に関する条例施

行規則に市長の権限に属する項目が条項として定められていることが判明したため、

消費税率の変更に伴う関係条例及び規則の改正にあわせて、施行規則の一部を改正す

るものでございます。２ 改正内容は、田川文化センターの「利用料金の還付」及び

「利用料金の減免」に関する条項を削除するものです。３ 改正条文案は別紙１に、

４ 新旧対照表は別紙２として添付しております。５ 施行期日は令和元年１０月１

日で、６ その他につきましては、市長の権限に属する項目は、消費税率の変更に伴

う関係条例及び規則の改正にあわせて、新たに市長が定める「田川文化センターの利

用料金の還付及び減免に関する規則」として制定することとしております。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１０ 議案第３３号「田川文化センターの

設置及び管理に関する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
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します。 

  次に移ります。日程第１１ 議案第３４号「田川青少年文化ホールの設置及び管理

に関する条例施行規則の一部改正について」を議題とします。事務局に説明を求めま

す。 

○文化生涯学習課長 日程第１１ 議案第３４号「田川青少年文化ホールの設置及び管

理に関する条例施行規則の一部改正について」です。本案は、令和元年１０月１日に

消費税率が８パーセントから１０パーセントへ引き上げられることに伴う改正手続

きに際して、市長が定めるべき条項が含まれていたため、所要の改正をしようとする

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。１ 改正理

由は、令和元年１０月１日に消費税率が８パーセントから１０パーセントへ引き上げ

られることに伴う改正手続きの中で、田川青少年文化ホールの設置及び管理に関する

条例施行規則に市長の権限に属する項目が条項として定められていることが判明し

たため、消費税率の変更に伴う関係条例及び規則の改定にあわせて、施行規則の一部

を改正するものでございます。２ 改正内容は、田川青少年文化ホールの「利用料金

の還付」及び「利用料金の減免」に関する条項を削除するものです。３ 改正条文案

は別紙１に、４ 新旧対照表は別紙２として添付しております。５ 施行期日は、令

和元年１０月１日でございます。６ その他につきましては、市長の権限に属する項

目は、消費税率の変更に伴う関係条例及び規則の改正にあわせて、新たに市長が定め

る「田川青少年文化ホールの利用料金の還付及び減免に関する規則」として制定する

こととしております。以上で、説明を終わります。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１１ 議案第３４号「田川青少年文化ホー

ルの設置及び管理に関する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１２ 報告第９号「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。 
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○教育総務課長 日程第１２ 報告第９号「教育委員会職員の任免異動について」です。

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。１ページをお願いいたします。令和元年７月３１

日付で退職した再任用者が１名ございます。続きまして、令和元年８月１日付の発令

で異動した者については、他部局へ出向した者４名、教育委員会事務部局へ出向した

もの７名、昇任者につきましては、教育委員会事務部局内部５名、異動者については、

教育委員会事務部局内部２名、市長事務部局との併任を受けた者２名、以上２０名で

ございます。２ページ、３ページには、氏名及び新職旧職等について記載しておりま

す。後程、ご一読ください。以上で報告を終わります。 

○教育長 資料に市長事務部局との併任者とありますが、これは新中学校の創設に向け

てハード面等の整備が大切になっていくことになってきますので、建築住宅課の技師

の方が併任するという形になっております。 

何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第１３ 報告第１０号「田川市スポーツ推

進審議会委員の変更について」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１３ 報告第１０号「田川市スポーツ推進審議会委員の変

更について」です。本件は、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、田川市スポーツ推進審議会委員の変更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。今年度４月１日付の筑豊教育事務所職員の人事異動に伴いまして、委員

の交代がございました。下表の一番下の網掛けになっている部分の委員が交代いたし

ておりますので、報告させていただきます。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。日程第１４ 事務報告「教育委員会事務局の非

常勤職員が担任する一部業務の包括的業務委託について」を議題とします。事務局に

説明を求めます。 

○教育総務課長 日程第１４ 事務報告「教育委員会事務局の非常勤職員が担任する一

部業務の包括的業務委託について」でございます。１ページをお願いいたします。２

月の定例教育委員会で素案等をご報告いたしましたが、その後、協議を進めていく中
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で委託する部分が決定いたしましたので、今回事務報告を行うものであります。１ 

検討の背景及び趣旨につきましては、本市教育委員会事務局においては、臨時職員・

嘱託職員といった非常勤職員が過半数以上を占め、その一方で所管の業務量が増加傾

向にあり、また、非常勤職員の勤務形態も多様化しているような状況です。このよう

な状況の中、令和２年４月から、従前の臨時職員・嘱託職員が会計年度任用職員制度

に移行されることとなり、本制度への移行後は任用期間が一会計年度内となるほか、

公募による競争試験又は選考の実施等、新たな対応が求められることとなっておりま

す。以上のことを踏まえ、今般、業務の質を確保しつつ、より効率的かつ安定的な行

政運営に資する観点から教育委員会事務局における非常勤職員が担任する業務の一

部を民間業者等に包括的に業務委託することについて次のとおり検討を図ったもの

であります。２ 現状及び新制度移行を踏まえた課題でございます。⑴ 任用者側の

課題としまして、アからウまで３点挙げております。ア 労務管理業務の軽減に向け

た方策、イ 職員の効率的な運用に向けた方策、ウ 職員の人材確保に向けた方策で

す。⑵ 被任用者側の課題については、ア 雇用の安定化に向けた方策です。雇用の

安定化に向けた方策と言いますのは、期限付きの任用であるため雇用が不安定であり、

会計年度任用職員制度への移行後においても、１年を超えて翌年度任用を更新する継

続任用は制度上行うことができませんので、毎年度、能力実証を経た上での任用とな

るため、会計年度任用職員への任用希望が低調となるおそれもあるということであり

ます。３ 包括業務委託により期待される効果でございます。⑴ 任用者側から見た

期待される効果といたしましては、ア 労務管理業務の軽減、これにつきましては、

会計年度任用職員制度へ移行後は、各担当部署が担うこととなる労務管理業務の負担

がなくなると考えられます。イ 業務委託に関する業務の効率化、これにつきまして

は、教育総務課が一括で委託業務を担うことによって、他課の業務が効率化されると

考えております。ウ 職員の効率的な運用については、一括で包括委託しますので、

現在横の動きができませんので、包括業務委託することによって横の動きができるよ

うな形になると考えております。エ 業務の安定化と質の向上、オ 営業所開設に伴

う財源の確保でございます。⑵ 被任用者側から見た期待される効果としましては、

ア 雇用の安定化、イ 知識及び経験の活用でございます。これにつきましては、現

在は任用期限が固定されておりますが、包括業務委託するに当たり任用期限がなくな

りますので、知識、経験が活かされると考えております。４ 本件にかかる基本的な
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考えでございます。まずは、事務局の非常勤職員が担任する業務のうち、単独で業務

を遂行できる等、比較的、委託化しやすい業務を中心に、先行的に委託化を図り、２

年から３年程度、運用した上で検証を行い、その他の非常勤職員が担任する職種につ

いて、委託化の可否・是非を検討するべきと考えております。そういった中で、５ 基

本的な考えを踏まえた田川市教育委員会方針として、⑴ 委託対象職種及び委託人数

は、教育総務課については、①嘱託職員の学校事務補助員、②嘱託職員の学校司書員。

学校教育課については、③嘱託職員の特別支援教育支援員、④放課後児童クラブ支援

員、⑤嘱託職員の放課後児童クラブ補助支援員。文化生涯学習課については、⑦臨時

職員・嘱託職員の石炭・歴史博物館事務員であります。委託人数については９８名と

なっております。２ページをお願いいたします。⑵ 導入時期につきましては、会計

年度任用職員制度の開始時期に合わせ令和２年４月と考えております。⑶ 事務局に

おける包括業務委託契約に係る事務は、教育総務課が担当いたします。⑷ 現段階で、

委託化に馴染ないと判断した業務についても、引き続き委託の可能性について検討を

深め、条件や環境等が整った業務について、順次、導入を図っていきたいと考えてお

ります。６ 主な経緯及び今後のスケジュールについては、本日、委託方針の報告を

行った後、９月補正予算で債務負担行為の設定を行い、１０月、１１月に業者選定を

行い、１２月に契約締結を行って、転籍者説明会及び面接等を１２月から３月まで行

い、令和２年４月に包括業務委託を開始したいと考えております。７ 今後の課題及

び対応策については、１点目が⑴ 放課後児童クラブの利用者負担金の徴収方法等の

見直し、２点目にこれが最も大切だと考えております⑵ 偽装請負の未然防止につい

てです。委託するにあたり、直接命令等が下せない状況になりますので、それを明確

化するために、資料の下の方に業務委託の実施体制のイメージ図を記載しております

が、最初に受託業者については営業所を設置してもらい、その中で総括責任者を置く

ような形になると考えております。教育委員会の考えとしては、各学校に業務責任者

を設置して、各学校単位で業務の命令が速やかに遂行できるような形をとりたいと考

えております。そうすることによって、偽装請負等の未然防止にも繋がり、各学校の

命令系統がスムーズに進むと考えております。３点目に⑶ 個人情報保護対策です。

しっかりとした業者を選んでいきながら、個人情報を保護する対策をとっていきたい

と考えております。最後に、⑷ 長期視点からの包括業務委託の安定化を図ってまい

りたいと考えております。金額等につきましては、３年間の委託料予算で債務負担行
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為４億９千８００万円を設定する形で進めてまいりたいと考えております。以上で説

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。 

  聞き逃したのかもしれませんが、資料１ページの５ 基本的な考えを踏まえた田川

市教育委員会方針の⑴で、⑥放課後児童クラブ代替補助指導員の委託人数が０になっ

ていますが、この理由を教えてください。 

○教育総務課長 これは、教育委員会が嘱託職員を任用している場合は、その職員が休

んだ際の代替要員の配置が必要になってきますが、包括業務委託後には職員が休んだ

場合、他の業種の職員や本部の方から指導員を派遣するので、改めて代替要員として

配置する必要がないということでございます。 

○河底委員 放課後児童クラブの補助指導員１４名で足りますか。 

○教育総務課長 支援員として２４名がいて、補助指導員が１４名ですので、合計３８

名になります。 

○河底委員 今、児童クラブにおやつを持って行っていますが、やはり支援員の業務は

結構大変みたいですね。おやつでもアレルギーを持っている子は食べられるおやつを

持参するので、おやつを頼む児童と頼まない児童がいますが、多いところで８０名い

る児童クラブがあります。児童８０名に対して支援員等が２、３人なので、やはり大

変だと言われていました。支援員等の募集をしてもなかなか応募がないと聞きますが、

包括業務委託をして人数を確保できるのかと思います。 

○教育総務課長 今働いている方には継続を打診する形になると思います。それでも足

りない場合は、業者がノウハウを持っておりますのでしっかりとした対応をとってい

ただけると思います。今回は９月補正予算で債務負担行為を設定して、１２月までに

業者決定、契約締結し、今後の人員確保に向けて３か月から４か月の余裕をもって動

ける形をとりたいと思っております。また、現在、児童クラブで任用されている方は

その業務しかできませんが、包括業務委託後は他の業務を行っている方でも児童クラ

ブの業務に当たることができます。現在の教育委員会の任用では、職員以外ではその

ようなことはできませんので、そういった面からすると良いのではないかと思ってお

ります。 

○教育長 児童クラブについては、文部科学省も厚生労働省も力を入れており、学校と

連携して児童クラブの内容等を充実させるということが出ています。同じ敷地内でも
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なかなか情報共有がうまくいかないところもあるようです。先日、他の県の児童クラ

ブ内で陰湿ないじめがあったというニュースを見ました。私も、先日学校教育課長と

回らせてもらった時に、やはり学校との情報共有がうまくできているところは支援員

の方も安心して働かれているように感じました。学校との連携と環境整備が大事だと

思いました。今回の包括業務委託では、各学校に責任者を置くことになっているので、

例えば月に一回の学校と児童クラブの話し合いを設ける等、色んな工夫をしている児

童クラブや他市を参考にしてほしいと思います。児童クラブの充実は、学力向上等に

も繋がってきますので、これを機会に学校と児童クラブの連携の工夫について、学校

教育課と教育総務課が協働で進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○毛利委員 児童クラブの特別支援教育支援員も委託になりますよね。この特別支援教

育支援員になる条件や資格、免許は必要なのですか。 

○学校教育課長 特別支援教育支援員については、教員免許は必要ありませんので、資

格や免許を持っていない方でもなることは可能です。  

○教育総務課長 この特別支援教育支援員も教育委員会で任用されていると任用期間

が決まっており、基本的に５年以上は任用できなくなっております。５年以上の任用

は特別な事情がない限りできませんが、包括業務委託後であればこのようなことは関

係なく、そのまま任用いただけることができますので、プラスになるのではないかと

思っております。 

○教育長 現在の特別支援教育支援員の採用については、学校教育課が子ども側に立っ

た支援をしてもらえるかどうか等の面接を厳しく行っております。やはり、様々な事

情でやめられて、次に働いてもらえる方を探すというのは、難しい状況があるようで

す。大変大きな変革ではありますが、メリットを大きく、デメリットを小さくして子

どもたちにとっても、保護者、教職員にとっても良い形に進むように、また様々な問

題が出てきたときに対応できる形をお願いします。 

○教育長 ほかに何か、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。日程第１５ 事務報告「放課後児童クラブ利用

者負担金の徴収方法の見直しの検討について」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１５ 事務報告「放課後児童クラブ利用者負担金の徴収方法の
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見直しの検討について」でございます。１ 目的についてです。放課後児童クラブの

効率的な運用とサービスの向上を図るため、他自治体の運営状況を参考に利用者負担

金の徴収方法等の見直しを行います。２ 課題についてです。日額料金制のため、保

護者が毎月現金で月ごとに異なる金額を支払う状況があります。また、放課後児童ク

ラブにおいては、支援員が利用料の集計と集金を行っていますが、日額料金制のため、

煩雑な計算と現金管理業務が負担となっております。このため、支援員の業務負担を

軽減し、本来の主業務である児童の見守り、生活の指導や学習支援に注力できる状況

を構築する必要があります。３ 内容についてでございます。月額料金制と口座振替

による運営を基本としたいと思っております。４ 期待される効果として４点ありま

す。⑴ 月額料金制への移行に伴い、保護者の経済的負担の軽減を図る。⑵ 利用料

を現金で支払うことがなくなり、保護者の利便性が向上する。⑶ 利用児童によって

異なる料金計算や徴収事務がなくなり、支援員等が子どもに接する時間を充実させる

ことができる。⑷ 口座振替の導入により、業務案内の改善とコンプライアンスの確

立ができる。５ スケジュール案についてです。令和元年１１月に業者選定、１２月

に保護者説明会と転籍者説明会、令和２年２月に児童クラブ申込の開始、３月に業務

引継ぎ、４月に業務委託開始、５月に口座引落開始となっております。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。 

○毛利委員 現在、日額料金制となっていますが、１日の料金はどのくらいですか。 

○学校教育課長 平日は１日１５０円、土曜日と長期休暇中は１日３００円となってお

ります。 

○毛利委員 ４ 期待される効果の⑴ 月額料金制への移行に伴い、保護者の経済的負

担の軽減を図るとありますが、全体的に料金は下がるということですか。 

○学校教育課長 現在、検討中でございますが、他の市町村を参考にしながら、できる

だけ保護者の負担にならないような金額にしたいと考えております。 

○毛利委員 今回の経緯を見るとやむを得ないと思いますが、ある程度負担を軽減して

から移行しないと、保護者からの納得は得られないと思います。ぜひ、そのへんを考

慮して進めてほしいと思います。 

○教育長 色んな要望や意見があると思いますので、よろしくお願いします。 

  ほかに何か、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。日程第１６ 事務報告「ＰＴＡ役員説明会の実

施状況について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 日程第１６ 事務報告「ＰＴＡ役員説明会の実施状況について」ご報告さ

せていただきます。１ページをお願いいたします。１ 開催目的でございます。今般、

田川市教育委員会で決定した「田川市新中学校創設基本計画」について、小学校中学

校のＰＴＡ役員にその内容を周知し、今後の開校準備協議会等への協力を求めるもの

でございました。２ 開催日時及び参加人数につきまして、金川校区につきましては、

地区懇談会での実施となりましたが、６月１８日火曜日から最終の７月１１日木曜日

の弓削田中学校まで行っております。開催時間につきましては、概ね３０分程度でご

ざいましたが、最も長くかかりました鎮西小学校につきましては、１時間５０分程度

かかっております。参加人数につきましては、先程も申し上げましたとおり金川校区

につきまして、地域住民の方や学校評議委員等の参加がございましたので６９名の参

加になりました。合計で２１２名の参加となります。この中には、ＰＴＡ役員及び各

学校の教職員の参加も合計した人数になります。２ページをご覧ください。３ 学校

別の主な意見、質問等につきましては、全ての学校の質問等を記載させていただいて

おります。４ページをご覧ください。４ 概要でございます。一部校区から未だ「再

度、検討すべき。」等といった意見も出ておりますが、全体的に前向きな意見、質問

がほとんどでございました。特に、小学校ＰＴＡ役員からは、昨年度から繰り返し説

明会の場を設けさせていただきまして、意見聴取を行っていたこともあり、「校舎建

設工事が開校までに間に合うのか。」、「制服はどうなるのか。」、「保護者の送迎による

渋滞対策は。」等といった質問、意見が多く出た次第でございます。また、「今回の説

明会で出された質問に対するＱ＆Ａ集を作成し、配布することで保護者の理解が深ま

る。」、「今後もこのような説明会を開催してほしい。」といった意見もあり、今後の周

知方法につきましても、推進室の方で検討させていただきたいと考えております。以

上、簡単ではございますが、事務報告を終わります。 

○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１７ 諸般の報告「８月の行事予定につ

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） 

  次に「９月定例会の日程案について」を議題とします。 
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○教育総務課長 それでは、９月定例会日程案につきましては、９月１２日、木曜日で

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、９月定例会は、９月１２日

木曜日、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９回田川市教育委員会８月定例

会を閉会いたします。 

（１６時８分閉会） 

 


