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（１４時３０分開議） 

○教育長 ただいまから、令和元年第１３回田川市教育委員会１２月定例会を開会いたし

ます。日程第１「令和元年第１２回田川市教育委員会１１月定例会会議録の承認につい

て」を議題とします。あらかじ送付しておりましたが、内容、文言等について、何か、

ご質問等ございませんか。 

  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「令和元年第１２回田川市教育委員会１１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３８号「令和２年度田川市立小・中学校県費負担教

職員人事異動方針について」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２ 議案第３８号「令和２年度田川市立小・中学校県費負担教職

員人事異動方針について」ご説明させていただきます。令和２年度田川市立小・中学校

県費負担教職員人事異動方針について、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第

２条第６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。令和２年度田川市立小・中学校県費負担教職員人事異動方針案でござい

ます。田川市立小・中学校県費負担教職員の人事異動については、各学校教職員の教育

に対する意欲を高め、教職員組織の改善と適正化を図るとともに、学校の活性化や特色

ある学校づくり等の教育改革を推進し、本市教育の充実発展を図るため、次の方針に基

づいて行う。１ 適材適所を旨とし、教職員構成の適正化と充実を図る。２ 同一校永

年勤続者の交流に努め、新陳代謝の促進を図り清新の気風を醸成する。３ 教職員の過

員解消に伴う広域人事、校種間及び県立学校との人事交流については、県の方針に基づ

いて対応を図る。４ 本市教育施策方針を踏まえ、長期的展望の下に、全市的立場から

厳正かつ公平に行う。５ 管理職の任用に当たっては、筑豊教育事務所管内及び本市の

長期的な視野に立って、人格高潔で有能な人材の確保に努める。その際、若い人材や女

性の推薦を積極的に行う。６ 新規採用教職員の配置に当たっては、その育成を考慮し

て行う。以上が、人事異動方針でございます。２ページ、３ページにつきましては、令

和２年度田川市立小・中学校県費負担教職員人事異動取扱要領案です。これは、田川市

立小・中学校県費負担教職員人事異動は、「田川市立小・中学校県費負担教職員人事異

動方針」に基づいて行う際の詳細について定めるものでございます。ご審議のほどよろ
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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。 

○毛利委員 この案件と直接関係があるかどうか分かりませんが、教職員が退職して再任

用の希望があれば、必ず再任用しなければならないのですか。 

○学校教育課長 必ず再任用する必要があります。 

○毛利委員 再任用として学校に配属されて、例えば新任の教職員の指導担当になる場合、

その担当の任命というのは学校側が行うのですか。それとも教育委員会が行うのですか。 

○学校教育課長 初任者の指導教諭については、あらかじめ教育委員会から学校に連絡し

ております。 

○教育長 新任の先生にとっては、特に学校現場での最初の指導者がとても大切になって

きますので、教育委員会も十分配慮したいと思っております。 

  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、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３８号「令和２年度田川市立小・

中学校県費負担教職員の人事異動方針について」は、原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第３ 報告第１２号「田川市教職員の給与等に関する条例の制定

について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長 日程第３ 報告第１２号「田川市教職員の給与等に関する条例の制定に

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、田川市教職員の給与等に関する条例の制定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。１ページをお願いいたし

ます。１ 経緯・制定理由についてです。⑴ 現在、田川市立小・中学校に勤務してい

る田川市教育委員会が任用する教育職員は、臨時的任用職員として教育委員会規則によ

り任用しています。⑵ 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の一部が令

和２年４月１日に施行され、会計年度任用職員制度が創設されるとともに、臨時的任用

職員の任用対象が、「常勤職員に欠員が生じた場合」に厳格化されました。⑶ 教育職

員は、１学級３５人以下とする少人数学級編制を実施するために任用しており、「常勤

職員に欠員が生じた場合に当てはまらず、会計年度任用職員として任用することになり

ますが、会計年度任用職員は、扶養手当、住居手当等の支給がなく、現行と同等の給与
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条件にするためには、教育職員を任期付職員にて任用する必要がございます。⑷ また、

現行の田川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例には、教育職員の給与及びその

支給方法に関する規定がございません。⑸ したがって、地方公務員法第２４条及び地

方自治法第２０４条の規定に基づき、職員の給与等を条例で定める必要があるため、今

回新たに条例を制定するものでございます。２ 制定条例の主な内容でございます。⑴ 

給料表に関すること、⑵ 特殊勤務手当に関すること、⑶ 施行期日は令和２年４月１

日でございます。３ 制定による影響及び効果でございます。⑴ 田川市教育委員会が

任用する教育職員の給与等に関する事項について、必要な事項を条例にて規定すること

により、教育職員に対する給与等の支給を可能といたします。⑵ 現行と同等の給与条

件にすることで、優秀な人材の確保が図られ、教育環境の改善に資すると考えておりま

す。４ 田川市教育職員の給与等に関する条例につきましては、２ページから８ページ

までとなっております。なお、給与表につきましては６ページから８ページまでになっ

ております。特殊勤務手当に関することにつきましては、２ページの下段、第５条から

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４ 事務報告「仮設校舎の設置（賃貸借）

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４ 「仮設校舎の設置（賃貸借）について」ご報告いたします。１ペ

ージをご覧ください。⑴ 目的につきましては、新中学校の校舎及び屋内運動場等は、

現地建替えを行うことから、新中学校開校までの間、教育施設として次のとおり仮設校

舎を設置するものであります。⑵ 業務名につきましては、田川市立中学校仮設校舎賃

貸借業務でございます。⑶ 履行場所、つまり仮設校舎の設置場所についてでございま

す。伊田中学校については、たがわ情報センター前の田川市番田町、後藤寺中学校につ

いては、後藤寺中学校屋外運動場の田川市大黒町であります。⑷ 契約金額につきまし

ては、記載のとおりであります。⑸ 契約の相手方ですが、東海リース株式会社福岡支

店であります。⑹ 契約期間につきましては、新中学校開校前の令和４年３月３１日ま

でとしております。⑺ 主な賃借物件につきましては、ア 仮設校舎２棟、イ 浄化槽

設備、ウ 各諸室への空調設備、エ その他換気設備、消防設備等としております。な

お、伊田中学校、後藤寺中学校の仮設校舎配置イメージを添付しております。Ａ３の横

長の資料をお願いいたします。まず、左側が伊田中学校の仮設校舎の配置イメージでご
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ざいます。たがわ情報センター前の現在駐車場として利用されている場所に設置を予定

しており、東棟と西棟の２棟建てであり、東棟を管理諸室及び普通教室、西棟を特別教

室棟として活用することを考えています。生徒は、校舎東側から直線的に生徒通用口か

ら登校できる動線配置にしております。続いて、右側の後藤寺中学校の仮設校舎の配置

イメージでございます。現校舎を白抜きに、また中央に現体育館を青色で表示していま

す。仮設校舎の利用中も体育館の活用が可能でありますので、そのそばに東棟、西棟の

２棟を設置します。校舎の機能といたしましては、伊田中学校と同様でございます。現

在の校門から数十メートル南側に新たな校門を設けまして、こちらも直線的に生徒用通

用口から登校できる動線としております。最後に、仮設校舎利用の間の体育科の授業及

び部活動についてでございます。これまでもご説明させていただいておりますが、伊田

中学校につきましては、福岡県立大学の体育施設の利用を予定しております。後藤寺中

学校につきましては、体育館で体育科の授業及び主な部活動を行いますが、野球部は他

中学校との合同チームとし、その中学校で練習することを考えております。また、体育

祭につきましては、伊田中学校は体育科の授業同様、福岡県立大学での実施とし、後藤

寺中学校につきましては、学校側の要望により市総合運動場での実施とし、所管いたし

ます文化生涯学習課を通しまして、施設を管理する指定管理者に依頼しております。以

上、簡単ではございますが、仮設校舎の設置に係る説明を終わります。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

○河底委員 たがわ情報センター前の伊田中学校仮設校舎の敷地は、フェンスで周りを囲

むのですか。 

○推進室長 教育委員会といたしましては、学校と学校外との明確な区分を考え、フェン

ス等で囲むことを検討しておりましたが、学校と話し合いを進める中でフェンスは必要

ないとの回答をいただいております。しかし、教育委員会としては、やはり生徒の安全

性を考えるとすればフェンス等で囲むほうが安全であろうと考えておりますので、今後

はもう少し検討を進めていきたいと思っております。 

○毛利委員 たがわ情報センター横の国道３２２号線と川沿い側の入り口には、信号か横

断歩道が設置されるのですか。 

○推進室長 今回の仮設校舎の設置に当たりまして、信号機等の設置については特段考え

ておりません。横断歩道もあったかと思いますが、ここだけに限らず市内の通学路につ

いて、白線が消えている箇所などありますので再度点検を考えておりますが、特にこの
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場所につきましては、生徒が通うだけではなく体育科の授業等で県立大学に行く際にも

通りますので再度点検をし、国道３２２号を管理する県と優先的に協議をしていきたい

と思います。 

○毛利委員 国道３２２号線と接している広場も学校の敷地内になるのですか。 

○推進室長 今回仮設校舎設置のために賃貸をしたスペースにつきましては、イメージ図

のクリーム色に塗っている部分のみでございますので、毛利委員ご指摘の部分につきま

しては、たがわ情報センターの来客用の駐車場となっております。 

○教育長 今までの住民説明会では仮設校舎設置場所について説明していましたが、再度、

仮設校舎設置場所を決定した理由について説明をお願いします。 

○推進室長 まず、伊田中学校につきましては、委員の皆様ご存知のとおり、当初、私ど

もが検討しておりましたのが、伊田小学校のグラウンドへの設置でございます。先ほど

も申し上げましたが、体育科の授業等で県立大学の体育施設等の利用についてある程度

了解をいただいておりまして、そちらの施設を利用できるとなれば、生徒の移動や通学

に係る安全面から県立大学に隣接する場所が最も適していると考えておりました。しか

し、小学校のグラウンドになりますと、小学校の児童が体育の授業以外の休み時間等で

も遊んでいますので、今後、それができなくなるということもあり、また、伊田中学校

の保護者の皆様からも色々な意見をいただき、伊田中学校のグラウンドという事も考え

ました。しかし、伊田中学校から、たがわ情報センターの前の土地が活用できるのであ

れば、体育科の授業で県立大学の施設を使用する際の移動距離が短くなるという提案を

いただきました。そこで、再度市と協議をいたしました結果、この土地を活用すること

が可能と返事をいただきましたので、学校の意向に沿えますこちらを設置場所に考えた

次第でございます。続きまして、後藤寺中学校につきましては、当初は後藤寺小学校の

グラウンドが他の中学校のグラウンドと同規模、又はそれ以上の広さを有しております

ので、後藤寺小学校に隣接する後藤寺幼稚園の跡地を活用したいと考えておりました。

また、特別教室等につきましても、小学校と併用できるのではないかと考えておりまし

たが、地域の方々から横の狭い線路側の道路を通って通学する子どもが増えることで、

周りに住んでいる方から反対の声が起きるかもしれないとの心配する声もいただきま

した。そこで、再度学校と地域と検討した結果、新校舎建設中も既存の体育館が使用で

きること、校舎建設中の安全を十分に担保することを前提に、現中学校のグラウンドに

設置するという判断をさせていただいたところでございます。 
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○河底委員 仮設校舎は、他の市町村に見学に行った時に見たプレハブと同じものと思っ

て良いのですか。 

○推進室長 基本的には以前見ていただいた仮設校舎と同等のものと思っていただけれ

ばと思います。 

○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。日程第５ 事務報告「新中学校建設に係る普通教

室数及び特別教室数について」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５ 「新中学校に係る普通教室数及び特別教室数について」ご報告い

たします。ご存じのとおり、現在、東中学校、西中学校それぞれの設計業務を行ってい

ます。今後、設計作業を進めるに当たりまして、多くの決めなければならない事項があ

ります。今回は、普通教室及び特別教室を含む諸室の数について、ご意見をいただけれ

ばと考えております。１ページをご覧ください。まず、普通教室及び特別教室の数の基

礎となる開校時の生徒数と学級数の推計ですが、これらにつきましては、既に基本計画

に記載させていただいております。再度、確認のため記載しておりますが、学級数につ

いては現在の３５人編成で算出しております。東中学校の生徒数は、１年生２００人、

２年生２０１人、３年生２３３人の合計６３４人であり、３５人学級で編成すると学級

数につきましては、１年生６学級、２年生６学級、３年生７学級の合計１９学級となり

ます。同様に、西中学校の生徒数は、１年生１４２人、２年生１６０人、３年生１７１

人の合計４７３人であり、学級数は、１年生５学級、２年生５学級、３年生５学級の合

計１５学級になります。この数値を基に、普通教室及び特別教室等の諸室数の案を作成

しています。まず、東中学校についてですが、普通教室数は先ほどの学級数により、１

年生６教室、２年生６教室、３年生７教室、合計１９教室となります。特別支援教室に

つきましては、現在の小学校４年生から６年生の支援教室に通う児童数は把握していま

すが、中学校進学時の増減が大きくあまり参考にならないため、各学年２教室、合計６

教室を配置したいと考えております。また、別途、相談室等を配置し、必要に応じて活

用できるようにしたいと考えております。次に、少人数教室についても、各学年２教室、

合計６教室を配置いたします。続いて特別教室ですが、学級数に応じた時間割を検討し

た結果から、理科室、音楽室、美術室については、各２教室と別途準備室をそれぞれに

配置いたします。技術室、被服室、調理室を各１教室と別途準備室を配置いたします。

パソコン教室、視聴覚室、図書室については、今回、一体的に活用できるラーニングセ
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ンターとしての提案がなされており、それぞれを配置することといたしております。体

育館につきましては、別途更衣室やトイレも配置し、柔・剣道場としての武道場の整備

も行います。給食室につきましては、自校調理方式の調理室及び各階に配膳室を配置い

たします。また、校長室、職員室、事務室及び会議室等の管理諸室のほか、多目的室、

ＰＴＡ室、倉庫等の配置も考えています。以上によりまして、床面積は１２，０００平

方メートル程度を見込んでいます。次に西中学校でございますが、普通教室数は先ほど

の学級数により、１年生５教室、２年生５教室、３年生５教室、合計１５教室となりま

す。特別支援教室につきましては、各学年２教室、合計６教室を配置します。少人数教

室につきましても、東中学校と同様に各学年２教室、合計６教室を配置したいと考えて

おります。続きまして特別教室でございますが、東中学校と同様に学級数に応じた時間

割を検討した結果から理科室につきましては、２教室と別途準備室をそれぞれに配置し

ます。音楽室、美術室、技術室、被服室兼調理室を各１室と別途準備室を配置したいと

考えております。パソコン教室、視聴覚室、図書室につきましては、東中学校と同様、

今回一体的に活用できるメディアセンターとしての提案がなされており、配置すること

にしております。以下は、東中学校と同様になりますが、体育館も、別途更衣室やトイ

レも配置し、柔・剣道場としての武道場の整備も行いたいと考えております。給食室に

つきましても、自校調理方式の調理室及び各階に配膳室を配置します。また、校長室、

職員室、事務室及び会議室等の管理諸室のほか、多目的室、ＰＴＡ室、倉庫等の配置も

考えています。以上により、床面積は１１，３００平方メートル程度を見込んでいると

ころでございます。２ページをご覧ください。普通教室についてでございます。東中学

校、西中学校ともに共通といたしまして、広さは教壇側から見まして、間口９メートル、

奥行き８メートルと考えております。最後のページに教室のサイズについて資料を添付

しております。上段がこれまでの各中学校における教室の広さでございますが、これま

では生徒用のロッカーは教室内に設置されていましたが、これを教室の外に配置するこ

とで、教室をより有効に活用できるよう配慮されています。これにより、既存中学校の

教室と比較しまして、約１０平方メートル程度広くスペースを確保ができます。また、

普通教室、特別教室ともに空調設備を設置することにしております。上段が現行の中学

校の教室で、間口７．２メートル、奥行き９メートルで面積は６４．８平方メートルと

なっております。後方に、生徒用ロッカーがございますので、有効面積はさらに狭くな

っています。下段が、新中学校の教室でございます。間口９メートル、奥行き８メート
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ルで面積は７２平方メートルとなっております。これまでの教室と形状が異なるため、

違和感を抱かれる先生方がおられると思いますが、近年建設されております中学校の教

室につきましては、この形態が多くなっております。資料の説明は以上です。今回、ご

説明させていただきました普通教室及び特別教室の数などでよければ、これらの数を基

に、設計作業を進めたいと考えております。また、今月と来月にかけまして、開校準備

協議会委員に向けた説明会を、特別教室につきましては、専門教科の教諭向けのヒアリ

ングを開催したいと考えております。今後、３月から４月にかけまして、基本的な図面

の作成が完了する予定でありますので、その際には事前に教育委員会にご提示させてい

ただき、ご確認いただきたいと考えております。以上、「新中学校に係る普通教室数及

び特別教室数について」の報告を終わります。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

○毛利委員 音楽室や美術室は、東中学校が２室で西中学校が１室となっていますが、そ

れは生徒数や学級数との関係でしょうか。 

○推進室長 先ほど説明させていただきましたが、学級数との関係になってきます。時間

割を組む際に教科の先生の配置が学級数によって変わってきますので、このような配置

にさせていただいております。毛利委員からご指摘いただきました特に音楽室と美術室

につきましては、数年後には２室必要なく１室でも十分になってくることも考えられま

すので、１室につきましては別の用途でも使えるような設計配置にしたいと考えており

ます。当然、もう１室は声楽ができるように段差をつけたり、美術科に必要な機能をつ

けたいと考えております。 

○教育長 西中学校は調理室と被服室が兼用となっていますが、東中学校より広くするな

どの配慮は考えていますか。 

○推進室長 おっしゃるとおり、広いスペースを考えております。 

○教育長 もう一点、新学習指導要領にもありますように、ますます地域社会に開かれた

教育課程ということで、学校が地域の拠点となって、地域の色んなことを取り入れたり、

逆に学校が地域に発信したりということを行うと思います。ＰＴＡだけではなくて多く

の地域の方が集まって会議をしたり、体験活動を行う場所は、多目的室になるのですか。 

○推進室長 今回特別な名称で記載しておりませんが、その他の区分として多目的室とは

別に、特別な用途の部屋を１室ずつ設けるように考えております。 

○教育長 他に何か、ご質問、ご意見ございませんか。 
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  ないようですので、次に移ります。日程第６ 事務報告「住民説明会の開催について」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 日程第６ 「住民説明会の開催について」ご報告いたします。１ページをご

覧ください。開催目的であります。本市教育委員会が本年６月に策定いたしました新中

学校創設基本計画を市民に周知したいと考えております。また、新中学校創設に係る市

民からの質疑及び要望に答えることで、新中学校創設への不安の払拭や気運の高まりを

目指すものでございます。開催日につきましては、年明けの２月６日木曜日、時間は、

保護者の参加を考えておりますので、１９時からの開催を考えております。開催場所に

つきましては、２００人の収容が可能ですので、市民会館講堂を考えております。説明

内容につきましては、基本計画の概要、開校準備協議会の協議内容、新中学校校舎等の

イメージ、伊田中学校、後藤寺中学校の仮設校舎の概要についてでございます。周知方

法につきましては、市区長会理事会での依頼、保護者への文書配布、広報紙及びホーム

ページ等への掲載を予定しております。なお、資料といたしまして、新中学校の校舎及

び配置のイメージ図を添付しております。まず、東中学校のイメージ図をご覧ください。

上段が鉄筋コンクリート４階建ての校舎外観イメージ図でございます。左側が教室棟、

右側の窓がない部分がアリーナ棟となっております。左下の図は、学校全体の配置イメ

ージ図でございます。既存の校舎及び体育館部分に新中学校の教室棟及びアリーナ棟を

設置する予定でございます。また、教室棟の中央にラーニングセンターと記載しており

ますが、こちらにつきましては下の中央にそのイメージ図を掲載しております。３階の

吹き抜け部分から２階の図書室コーナーを見たラーニングセンターのイメージ図とな

っております。次の資料は、西中学校のイメージ図になっております。右上の図をご覧

ください。東中学校同様、鉄筋コンクリート４階建ての校舎外観イメージでございます。

手前が学校ゾーン、奥がスポーツゾーンとなっており、東中学校同様、機能分けがなさ

れております。右下に全体配置のイメージ図を掲載しております。現在の後藤寺中学校

よりも校舎及び体育館等をコンパクトに配置することで、既存の体育館部分を含め、グ

ラウンドを最大限に確保する計画となっております。また、学校ゾーンとスポーツゾー

ンの中央にメディアセンターと記載しておりますが、東中学校におけるラーニングセン

ターと同様の機能を考えております。以上、「住民説明会の開催について」の説明を終

わります。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 
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○毛利委員 西中学校のイメージ図には、グラウンドに部室や屋外トイレ等があります。

東中学校のイメージ図にはありませんが、実際にそれらはあるのですか。 

○推進室長 申し訳ございません。東中学校のイメージ図には記載していませんが、当然

同じようにしていきたいと思っております。 

○毛利委員 外で行う体育科の授業用具を使用しますので、倉庫は使いやすいように配置

していただきたいと思います。 

○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。日程第７ 諸般の報告「⑴ 教育委員会に係る９

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 日程第７ 諸般の報告「⑴ 教育委員会に係る９月議会の一般質問について」

ご報告申し上げます。資料の「議会のおしらせ」をご覧ください。７ページをお願いい

たします。９月議会の一般質問につきましては、９月５日と６日の２日間で行われてお

ります。質問議員は９名で、このうち教育委員会に関しましては、陸田議員、松岡議員、

村上議員、佐藤議員、香月議員から質問があっております。その概要についてご説明を

いたします。７ページ下段の陸田議員からは、「プログラミング教育等について」の質

問があっております。質問の要旨でございますが、質問１「プログラミング教育とは何

か、関係者への適切な周知が必要だと思うが、具体策ついて問う。」、質問２「本市にお

けるプログラミング教育に関する進捗状況を問う。」、質問３「同教育が必修化される際

は、ＩＣＴ環境、人材確保など、学校間に格差が生じないよう配慮する必要がある。対

策について問う。」、質問４「必要な条件整備等、円滑な実施に向けた課題について問う。」、

質問５「小学校段階における具体的な成果、評価のあり方について見解を問う。」、質問

６「地域の特性等に応じて、民間企業やＮＰＯの事業によりプログラミング教育を進め

る検討も必要であり、本市でも施策を打ち出すべきであると思うが、見解を問う。」、質

問７「今後の教育として、アクティブラーニングは重要だが、本市での実効性等を問う。」

ということとなっております。この質問に対します答弁内容につきましては、記載のと

おりですので説明については省略させていただきます。８ページをお願いいたします。

上段の松岡議員からは「スポーツ支援策について」のご質問があっております。質問の

要旨は、質問１「本市には子供たちにスポーツを通して人間相互関係の作法とスポーツ

の歴史・文化の伝承・指導を行う団体等があるが、市民スポーツの現状を知り、改善す

ればより事業展開になると考える。スポーツ団体への支援について問う。」、質問２「各
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競技団体からの質問・要望等に対する本市の対応について問う。」、質問３「猪位金学園

の生徒がアーチェリー競技で好成績を上げ活躍している。マイナースポーツ等の支援を

充実することで本市のスポーツがさらに活性化し、本市の一翼を担う若者が育つと考え

る。見解を問う。」となっております。これにつきましても、記載のとおりの答弁内容

をさせていただいております。続きまして、９ページをお願いいたします。下段の村上

議員からは「市民プールの運営について」とご質問があっております。質問１「現状の

施設内には日陰となる屋根があるエリアが非常に少ないと思われるが、見解を問う。」、

質問２「施設のバリアフリー化として、スロープの設置は早急に行うべきであると考え

るが、見解を問う。」、質問３「プール横の土地が売りに出されており、購入すれば、整

備の幅が出ると思うが、見解を問う。」、質問４「市民プールの明確な収容定員は定義さ

れていないということだが、来場者の安全確保の観点から、対策が必要ではないか。見

解を問う。」、質問５「市民プールの人気はうれしいことであるが、市外の方と利用料金

が同じであることについて、もう少し市民に何らかのメリットがあるべきではないのか

との声を多く聞く。何か考えがあれば聞きたい。」ということでございました。答弁の

内容につきましては記載のとおりでございます。１１ページをお願いいたします。佐藤

議員からは「中学校再編について」のご質問があっております。質問１「審議会答申の

南北案を採用しない理由の一つに、現田川中と隣接地の間に道路があり、学校敷地を一

体利用できないことを挙げていたが、決定した東中・日中ともに学校敷地を一体利用で

きない矛盾した計画となっている。なぜか。」、質問２「中学校再編に伴い実施される小

学校の通学区域見直し計画では、保護者及び地域住民の理解が得られない場合は、これ

まで通っていた小学校への通学を認めるとしている。例えば、松原１区の児童は現在、

田川小に通学している。見通し計画では大藪小になるが、住民等の理解が得られない場

合、田川小に通学し、東中に進学することになるのか。」という質問でございます。答

弁内容は記載のとおりでございます。最後に下段、香月議員から「校務支援システムの

導入について」の質問があっております。質問の内容は、「大変なブラック職場と言わ

れる学校現場で働く教職員の多忙化対策は喫緊の課題となっている。今、各自治体にお

いて、教職員の長時間勤務を解消し、教育の質の維持向上を図るために、校務支援シス

テムの導入が進められている。校務支援システムの導入により、出席管理や指導要録の

作成などの校務をシステム上で管理・運用・情報共有することができる。情報システム

の利用により、校務における業務負担を軽減することで、これまでに統合型校務支援シ



 

12 

ステムを導入した自治体の中には、教職員一人当たりの勤務時間数を１年間で２００時

間以上削減したところもある。校務支援システムを導入して、教職員が校務にとられる

時間をなるべく短くして、少しでもゆとりを持つことで、授業の改善や一人ひとりの子

どもと向き合える時間を確保していくことが何よりも重要ではないか。校務支援システ

ムの導入に向けての検討状況について問う。」とあっております。答弁内容につきまし

ては、記載のとおりでございます。以上で、教育委員会に係る９月議会の一般質問につ

いての概要報告を終わります。 

  次に移ります。「⑵ １２月行事予定について」を議題とします。 

（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。「⑶ 令和２年１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 それでは、１月定例会につきましては、１月１４日、火曜日はいかかで

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、１月定例会は１月１４日、火

曜日、１４時３０分に決定いたします。 

  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、以上をもちまして、令和元年第１３回田川市教育委員会１２月定

例会を閉会いたします。 

（１５時２２分閉会） 

 

 


