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（開会１４時３０分） 

○教育長 ただいまより、平成２９年第１回田川市教育委員会１月定例会を開会いたし

ます。日程第１「平成２８年第１４回田川市教育委員会１２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

ご質疑ありませんか。 

  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１「平成２８年第１４回田川市教育委員会 

１２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１号「平成２９年度教育費当初予算について」を

議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育部長 それでは日程第２ 議案第１号「平成２９年度教育費当初予算について」  

ご説明いたします。１ページをお願いします。総括表です。平成２９年度歳入の総額

は４億３２９万７千円で歳出の総額は２１億１千２８４万３千円です。歳入の前年度

比較では２億２千７５４万円の増額です。増額の主な要因は学校教育課において平成

２９年度より小・中学校の給食を公会計により事業を実施するため、給食費の保護者

負担分を給食事業収入として受け入れることによる増です。また歳出の前年度比較で

は４億３千８６２万９千円の増額となっており、主な要因といたしましては、学校教

育課の小学校での自校式、中学校でのランチボックス方式での給食事業を公会計で実

施するための学校給食運営事業費の増、及び文化生涯学習課のオリンピック、パラリ

ンピック事前キャンプ地誘致に伴う総合体育館の空調整備及びバリアフリー化のため

の工事による社会体育施設整備事業費の増によるものなどでございます。詳細につき

ましては、各課からそれぞれ説明をさせていただきたいと思います。以上でございま

す。 

○教育総務課長 それでは教育総務課に関わります平成２９年度当初予算につきまして

ご説明申し上げます。当初予算説明資料のうち、まず、歳出からご説明申し上げます。

教育総務課につきましては１３ページから１７ページまでの計１０事業ございますが、

そのうち主な事業のみご説明申し上げます。それでは１４ページをお願いいたします。

１４ページの上表１０款１項２目事務局管理経費でございます。この事業は教育委員

会事務局の管理運営にかかる各種経費でありまして、４節の臨時職員等共済費から 
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１９節の各種負担金まで計４６１万７千円計上いたしております。なお、そのうち８

節の田川市教育事務点検評価委員会委員謝礼金につきましては、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第２６条第１項に規定する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評価を行うにあたり、同条第２項の規定による教育に

関し学識経験を有する者の知見の円滑な活用を図るべく、平成２９年度にこの委員会

を設置運営するための経費でありまして、謝礼金のほか１１節の消耗品費及び１２節

の郵便料にそれぞれ５千円ずつ新規で予算計上をいたしております。それでは１５ペ

ージをお願いいたします。上表の１０款１項２目教育委員会広報事業費でございます。

この事業は教育委員会が実施する取組等について保護者をはじめとする市民に幅広く

周知を図るべく広報たがわとは別に教育委員会独自の広報紙を発行するものでござい

ます。そちらに記載のとおり、年３回発行いたしまして全戸配布を予定いたしており

ます。以上の内容を踏まえ１１節印刷費として２５万９千円、こちらにつきましても

新規で予算計上いたしております。なお、６７ページの次の資料になりますが、１ペ

ージと下に記載しております「教育委員会広報紙発行について」と題しました参考資

料をお付けいたしております。詳細につきましては、こちらをご覧いただきたいと思

います。説明は、割愛させていただきます。それでは本資料の１６ページをお願いい

たします。下の表でございます。１０款２項１目、小学校施設維持管理経費でござい

ます。この事業は小学校施設等の維持管理や運営にかかる各種経費でありまして、７

節の臨時職員等賃金からその他まで計９千５３１万３千円計上いたしております。主

なものは、各小学校に配置しております事務補助員、学校司書員の賃金のほか、電気

料、水道料、校舎等の修繕料、各種委託料でございます。つづきまして、１７ページ

をお願いいたします。上の表でございます。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。この事業は老朽化した小学校施設のトイレ、校舎の外壁及び

屋内運動場の改修を、平成３２年度末を目途に実施するものでございます。平成２９

年度につきましては、大藪小学校及び鎮西小学校のトイレの改修設計並びに大浦小学

校及び大藪小学校の校舎外壁の改修設計をそれぞれ予定いたしております。以上の内

容を踏まえまして、１３節の設計等委託料として８４１万８千円計上いたしておりま

す。なお、今年度に改修設計を行いました弓削田小学校と大浦小学校にかかるトイレ

の改修工事費につきましては、今年度の３月補正に予算計上したいと考えております。

つづきまして、同じく１７ページの下の表になります。１０款３項１目、中学校施設
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維持管理経費でございます。この事業は中学校施設の維持管理や運営に係る経費であ

りまして、７節の臨時職員等賃金からその他まで計６千３１５万６千円計上いたして

おります。主なものは、各中学校に配置しております事務補助員、学校司書員の賃金

のほか、電気料、水道料、校舎等の修繕料及び各種委託料でございます。以上で歳出

の説明を終わります。つづきまして、３ページをお願いいたします。歳入でございま

す。まず上の表１２款１項７目学校施設使用料は、小・中学校校舎使用料及び学校敷

使用料です。そして下の表１９款４項３目雑入は船尾武道館における指定管理者負担

金をそれぞれ計上いたしております。以上で教育総務課の説明を終わります。 

○学校教育課長 つづきまして、学校教育課の平成２９年度当初予算要求額にかかる

説明をさせていただきます。歳出からでございます。当初予算の要求は１８ページか

ら４２ページまでの５２事業でございますが、このうち増減額の大きいもの、また内

容等に大きな変更のあるものを中心に説明させていただきたいと思います。最初に 

１９ページ上段をお願いいたします。学力向上プロジェクト事業費でございます。増

加の主な要因は隂山メソッド、小河式に係る講師謝礼金及び１００マス計算等に必要

な用紙代等の消耗品費でございます。つづきまして、２０ページ下段をお願いいたし

ます。英語教育推進事業費でございます。１千４２８万８千円の増額でございます。

既存のＡＬＴ（外国語指導助手）１名に加え新規にＡＬＴを２名増員し、１名は田川

市英語教育に係る研究協力校区で活用し、もう１名は小学校を中心に指導の充実を図

っていきます。また、小学校５年生、６年生、中学校１年生を対象に英語能力の４技

能を診断するためのＧＴＥＣというテストを実施するための経費も計上しております。

平成２８年度は外国語指導助手活用事業費と青山学院大学との連携事業費に分けてい

ましたが、今後、市としても英語教育をさらに推進していくために両事業を統合拡大

したものでございます。つづきまして２３ページをお願いいたします。上段は、教育

福祉連携会議経費でございます。教育福祉分野における切れ目のない包括的支援、就

学前における発達段階に応じた支援のあり方等に関する協議を行うための田川市教育

福祉連携会議運営費でございます。下段は奨学金事業費でございます。増額の主な理

由は、平成２９年度から新たに実施されます給付型奨学金に係る予算でございます。

月額２万円、入学支度金として１０万円の給付を予定しております。従前の育英資金

貸与事業費と新しく給付型奨学金の事業を統合した予算となっております。２４ペー

ジの下段をお願いいたします。４９７万４千円の増額でございます。平成２８年度か
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ら導入しております小学校校務用パソコンのリース料が増額の主な理由でございます。

２５ページの下段をお願いいたします。小学校少人数学級運営事業費で３千２万３千

円の増額であります。平成２９年度は、最大１５名の３５人以下学級に係る市費講師

の雇用が必要となる予定でございます。つづいて、３２ページ上段をお願いいたしま

す。小学校ＩＣＴ教育環境整備事業費でございます。コンピュータを活用して学習で

きる環境を整備し児童、教職員のＩＣＴ活用能力を育成していくため電子黒板や実物

投影機、デジタル教科書の導入を全ての学年で行います。つづいて、同ページの下段、

小学校地域連携、外部人材活用事業費でございます。外部講師を活用した音楽体験活

動等を通し、音楽に対する興味関心を高めるための講師謝礼金でございます。３４ペ

ージをお願いいたします。中学校少人数学習指導事業費でございます。１千７４万６

千円の増額でございます。平成２９年度は市費講師の雇用を３名予定しています。つ

づきまして、３７ページをお願いいたします。中学校就学援助事業費でございます。

１千７０２万円の増額でございます。平成２９年度から中学校でランチボックス給食

が開始されることに係る増額となっております。４２ページをお願いいたします。上

段は中学校ＩＣＴ教育環境整備事業費でございます。小学校と同様コンピュータを活

用して学習できる環境を整備し、生徒、教職員のＩＣＴ活用能力を育成していくため、

電子黒板や実物投影機、デジタル教科書等の導入に係る事業費です。下段は学校給食

費運営事業費でございます。３億６千７７６万７千円の事業費になります。主なもの

は臨時職員等の賃金、消耗品費、燃料費、賄材料費、給食調理業務委託料等でござい

ます。つづきまして、歳入に移らせていただきます。４ページから６ページでござい

ます。４ページの３段目、国庫補助金の放課後児童育成健全事業費補助金でございま

す。本補助金は従前の制度では県のみの３分の２の補助でございましたが、子ども子

育て支援新制度への移行に伴い国も補助を行うようになり、国と県でそれぞれ３分の

１の補助率で補助金が交付されるようになりました。従いまして、この増額は県補助

金から国庫補助金への組替えによるものでございます。５ページの１段目、県補助金

の放課後児童健全育成事業費補助金でございます。今、ご説明申し上げましたとおり、

この減額は県補助金から国庫補助金への組替えにより生じた減でございます。先ほど

の関連で減額分は国庫の補助金分でございます。つづきまして６ページの２段目をお

願いいたします。学校給食費でございます。平成２９年４月から実施される給食の公

会計化に係る給食費の収入分でございます。その他につきましては記載のとおりでご
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ざいますので説明は省略させていただきます。学校教育課は以上でございます。 

○推進室長 つづきまして、学校再編・中学校給食推進室に係ります平成２９年度当初

予算要求について説明をいたします。学校再編・中学校給食推進室につきましては、

歳出のみでございます。４３ページをお願いいたします。上段、１０款１項２目学校

適正規模推進事業費でございます。推進室につきましては、中学校給食の推進事業が

平成２８年度で終了いたしますので、今後、推進室の目標といたしましては、田川市

新中学校創設基本計画を策定し、それを推進していくことでございますので、それに

係る事務費、事業費でございます。主なものは、嘱託職員の賃金、共済費、事務局に

係る事務消耗品費、田川市新中学校創設基本計画が策定されましたら、その計画の冊

子及び概要版作成のための印刷費、地域の方や保護者を含めた他市の学校再編校の先

進地視察のための自動車借上料等でございます。下段、事務局関係職員時間外勤務手

当につきましては、当室の職員のみでなく住民説明会等で教育委員会職員の応援分を

含めた時間外手当の予算となっております。以上で終わります。 

○文化生涯学習課長 つづいて、文化生涯学習課の平成２９年度の当初予算について説

明いたします。なお、説明にあたりましては、主なもののみを説明させていただきま

す。また、生涯学習関係分につきましては私から、文化関係につきましては森本企画

官から説明させていただきます。まず、生涯学習関係の歳出でございますが、全体の

事業数としましては、４４ページから５６ページに記載をしております２６事業でご

ざいます。それでは４６ページ上段をお願いいたします。人権・同和教育事務費でご

ざいます。事業費は６２９万７千円で、その主なものは、人権・同和教育推進のため

の社会教育相談員及び社会教育指導員に係る人件費でございます。次に４７ページ下

段をお願いいたします。地域活動支援事業費でございます。事業費は５７８万６千円

で、その主なものは小学生の体験活動等の推進に係る地域活動指導員の人件費でござ

います。次に４８ページ上段をお願いいたします。人権・同和問題啓発事業費でござ

います。事業費は３４７万５千円で、その主なものは、人権・同和教育推進に伴う講

師謝礼金等でございます。次に４９ページ上段をお願いいたします。青少年対策事業

費でございます。事業費は３７３万２千円で、その主なものは、青少年対策推進に係

ります嘱託職員の人件費でございます。次に５１ページ上段をお願いいたします。市

民会館維持管理経費でございます。事業費は２千８１万７千円で、その主なものは市

民会館維持管理に伴います電気料や各種委託料でございます。次に５２ページ上段を
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お願いいたします。地域活動活性化事業費でございます。事業費は２千６０９万７千

円で、市内８中学校に組織されております活性化協議会への補助金でございます。次

に５３ページ上段をお願いいたします。公民館運営事業費でございます。事業費は 

３５９万５千円で主なものは、市民会館運営に伴う臨時職員等の人件費でございます。

次に５４ページ上段をお願いいたします。社会体育施設の整備事業費でございます。

事業費は４億３千２８６万７千円でオリンピック事前キャンプ地誘致に向けた体育館

の改修工事請負費、これは総合体育館の空調設備及びバリアフリー化の設計委託料で

ございます。次に下段をお願いいたします。社会体育施設運営事業費でございます。

事業費は７千１０６万１千円で、その主なものは体育施設及び市民プールに係る指定

管理運営業務委託料でございます。次に５５ページ上段をお願いいたします。保健体

育振興経費でございます。事業費は１９１万９千円で主なものはスポーツ活動の推進

に伴う臨時職員の人件費でございます。次に５６ページ上段をお願いいたします。地

域スポーツ活動推進事業費でございます。事業費は２５５万８千円で主なものは水泳

教室、カヌー体験教室、児童の体力向上等を図るために市内全小学校の体育の授業に

コーディネイターを派遣するための講師謝礼金でございます。次に歳入でございます。

７ページ上段でございます。教育使用料１１０万円で学校開放事業に伴う体育館の電

気使用料でございます。中段をお願いいたします。教育費県補助金で５５０万１千円

で、その主なものは地域活動指導員設置事業費の県補助金でございます。８ページ上

段をお願いいたします。教育使用料４０３万円で、その主なものは公民館の使用料で

ございます。以上で生涯学習関係の説明を終わります。 

○文化生涯学習課企画官 つづきまして、文化関係分の歳出でございます。全体の事業

数としましては、５７ページから６４ページに記載しております１６事業でございま

す。まず５７ページ上段をお願いします。社会教育総務関係職員時間外勤務手当です。

事業費は１４８万６千円で、これは文化係職員の時間外勤務手当でございます。下段

をお願いします。図書館運営事業費でございます。事業費は８千８７３万１千円で指

定管理運営業務委託料が主な経費となります。５８ページ上段をお願いします。石炭

歴史博物館維持管理費でございます。事業費は２千６１万５千円で石炭・歴史博物館

と産業ふれあい館の維持管理経費でございます。次に下段、石炭歴史博物館運営事業

費でございます。事業費は２千３５５万６千円で博物館運営のための嘱託職員、臨時

職員に要する報酬、賃金が主な経費でございます。５９ページ上段をお願いします。
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博物館の教育普及事業費でございます。事業費は３７９万４千円で企画展、イベント、

各種講座等を実施するときに必要な経費が主なものでございます。次に下段、文化財

保護事業費でございます。事業費は７３万４千円で文化財専門委員の報酬や指定文化

財等の管理費用が主な経費でございます。６０ページをお願いします。上段、埋蔵文

化財発掘調査受託事業費でございます。これは、県立西田川高校の校舎改築工事に伴

いまして、県から埋蔵文化財発掘調査を受託して実施するもので、事業費は５千   

７０８万８千円です。次に下段、埋蔵文化財発掘調査事業費でございます。事業費は

５１４万４千円で、これは開発に伴います埋蔵文化財の保存について、試掘調査や確

認調査を実施するための経費が主なものでございます。６１ページです。上段、文化

財普及・活用事業費でございます。事業費は３０万２千円でこれは、伝統芸能保持団

体への補助金です。次に下段、文化センター・青少年文化ホール運営事業費でござい

ます。事業費は５千５３５万２千円で指定管理運営業務委託料が主な経費となります。

６２ページをお願いします。上段、文化振興事業費でございます。事業費は３５１万

７千円で市民文化祭や芸術文化体験事業、こども音楽祭等への助成金、補助金と文化

振興事業のための臨時職員等の賃金が主な経費でございます。次に下段、美術館運営

事業費でございます。事業費は６千２１６万４千円で指定管理運営業務委託料が主な

経費となります。６３ページをお願いいたします。上段、世界記憶遺産保存事業費で

ございます。事業費は１４５万５千円で、山本作兵衛コレクションの保存管理に要す

る経費が主なものでございます。次に下段、世界記憶遺産研究・活用事業費でござい

ます。事業費は１７６万１千円で山本作兵衛コレクションの世界記憶遺産としての価

値や評価を説明するためにコレクションやその背景となる筑豊炭田の調査研究、その

成果を国内外に向けて発信するための経費です。６４  ページをお願いします。上段、

世界記憶遺産団体等支援事業費でございます。事業費は９０３万３千円で、これは田

川市世界記憶遺産活用活性化事業に対する補助金です。次に下段、世界記憶遺産維持

管理経費でございます。事業費は６３４万円で世界記憶遺産を活用したまちづくりを

行うための経費でございます。次に歳入でございます。９ページの上段です。教育使

用料が、６８６万３千円です。これは博物館の入館料、また田川文化エリア、文化セ

ンターでの行政財産の使用料でございます。次に２段目、県の市町村権限委譲事務交

付金３千円で、これは文化財に係ります文書事務に対する県からの手数料でございま

す。３段目、社会教育費補助金５万円で、これは子どもの読書活動充実事業に係る県
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からの補助金です。４段目、社会教育費委託金５千７０８万４千円です。これは、西

田川高校の発掘調査に係る県の委託金でございます。１０ページの上段、文化振興基

金繰入金で、これは例年美術館の企画展事業経費と文化事業に充当している基金の繰

入金でございます。中段、雑入です。美術館のポスター等の売上代金でございます。

下段は、雑入でこれは浄化槽電気料及び維持管理委託料や図録の売上代金等によるも

のでございます。以上で文化生涯学習課文化関係分の説明を終わります。 

○子育て支援課長 子育て支援課でございます。最後になりますが、市立幼稚園の平成 

２９年度当初予算要求額の内容についてご説明申し上げます。６５ページをお願いい

たします。まず歳出でございます。上段の幼稚園運営事業費では幼稚園の運営に要す

る経費１千７６８万円の要求でございます。嘱託職員にかかる賃金、消耗品費や光熱

費に係る事業費等が主なものでございます。下段の幼稚園事務局関係職員時間外勤務

手当では、子育て支援課子ども未来係職員の時間外勤務手当に要する経費２６万８千

円の要求でございます。６６ページをお願いいたします。上段の幼稚園就園奨励費で

は私立幼稚園に就園する満３歳児、４歳児及び５歳児のいる所得の低い保護者に設置

者が入園料及び授業料を減免する措置に対して補助金を交付する経費２千５０７万６

千円の要求でございます。下段の子どものための教育・保育給付費では、市内の子ど

もが通園する子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園に対して施設型給付費を給

付する経費３３７万円の要求でございます。６７ページをお願いいたします。幼稚園

関係職員時間外勤務手当では、子ども未来係幼稚園職員の時間外勤務手当に要する経

費４５万１千円の要求でございます。１１ページをお願いいたします。歳入でござい

ます。表の２段目から４段目に記載しているとおり、幼稚園授業料や幼稚園就園奨励

費補助金等で計１千７１万２千円の要求でございます。 

○教育長 今の説明に対して質問等ありませんか。 

○星野委員 教育総務課の１７ページの小学校施設のトイレ、外壁、運動場の改修につ

いてですが、トイレを改修するのは、とてもよいことだと思うんですが、どういった

部分を改修されるのでしょうか。老朽化した便器を取り替えるとか、または洋式に替

えるとかそういったところをお願いします。 

○教育総務課長 まだ施工までは至っておりません。先ほど申し上げましたとおり、一

番最初に携わりました弓削田小学校と大浦小学校につきましては、今年度に設計が完

了いたしまして、３月補正で予算計上し、平成２９年度に主に施工するといった予定
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にいたしております。他の学校も随時推進していくという形にしておりますが、今回

行いました設計の内容ということで申し上げますと、まずはトイレの床面につきまし

ては、児童用、そして職員用いずれにおきましても、ウェット方式になっております

のをドライ化するということでございます。そして便器につきましては、基本的には

今ほとんど和式になっておりますので、それを洋式化していくということになります。

ただ、お子さんの中にはどうしても和式でないと、という方がやはりいらっしゃると

思いますので、必要最小限和式をそのまま残すと。基本的には男性用、女性用いずれ

も学校に一か所程度和式を残すということで考えております。あと当然ながら洋式の

便器になりますと便座が冬は非常に冷たいということになりますので、そのあたりに

つきましては、施工部分の予算の兼ね合いもありますが、教育総務課といたしまして

は、ウォームタイプの便器を採用したいと考えております。主にはそういったような

内容、床がドライ化、そして基本的には和式を洋式に替えるということでございます。

もう一つは、汚水の配管が、３０年以上経過し非常に劣化していて詰まりやすいとい

ったようなことが日常的に起きておりますので、その配管部分につきましては、全面

的にやり替えを行うということで考えております。以上のような内容でございます。 

○星野委員 床をドライ化にした場合ですね、今までとどう違うか説明をしてもらって

いいですか。 

○教育総務課 最も大きく違いますのは、掃除の時に今までは水を流してデッキブラシ

で掃除するというような形でありましたが、基本的にはそのように水で流さないよう

になります。ウェットタイプですと入った時に非常にジメジメとした湿度が高いとい

うのが今までの常でございましたので、そういったところを改善していきたいという

ことでございます。 

○星野委員 ありがとうございます。 

○教育長 他にありませんか。 

○毛利委員 学校教育課に質問というよりお願いです。２０ページ上段の教育研究所運

営事業費の講師謝礼金が１万２千円となっています。間違っていたら申し訳ありませ

んが、昨年は４９万２千円だったと思います。それがこんなに急激に減るのは何かあ

ったのかと思いましたが、他にいろんな事業が入ってきているので、この講師謝礼金

の中からそちらへ捻出するようになったのかもしれないとも思っています。ただ、研

究所の目的というのは、県の教育センターを中心にして各地域において教職員の指導
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力の改善等を図るということなので、昨年度と目標が同じならば、先生方を指導して

いくための講師に係る経費は、やはり必要なものだと考えます。議会の中でも研究所

の必要性についての意見も聞いたことがあります。以前は委嘱研というのは福岡教育

大学から１名、福岡県立大学から１名、その都度来ていただいて、ご指導をいただく

などとしておりました。今は指導主事のもとでしているのでしょうが、外部からの講

師による指導という形も大事にしていただきたいという気持ちもあります。 

 私の要望が入っていますが。 

○学校教育課長 研修を学校教育課全体で見た時に今まで教育研究所が運営していた研

修、夏の研究所連盟の関係の発表、研究会等、それから田川市独自で研究所が実施し

ていた研修会等がございます。この研修費を今年度、隂山・小河式を取り入れながら

行っている学力向上プロジェクトに移させていただき、実質的に平成２９年度は研究

所主体で隂山・小河式の研修を持っていただくという形で、今まで以上に研修会の運

営や内容等に関わっていただき研修を充実していくということを計画しております。

従いまして、ご心配いただいているような従来の研究所が主体となって行っていた教

員の力量アップのための研修の場が予算のないことで縮まっていくということではな

く、学力向上プロジェクトの予算等に従来の研修費を入れそこに講師を呼んだりする

という形となります。そして隂山メソッド・小河式だけでなくＩＣＴの研修や英語教

育についての研修等についても本年度、研究所に一緒に運営していただいているとこ

ろもたくさんございます。教育研究所独自での研修費としては、薄くなったような形

に見えますが、実際にはこれまで以上に連携をして充実した研修体制を取っておりま

す。それから委嘱研等の講師につきましては、従来、指導主事が１名でしたが、昨年

度から２名体制をとっております。そういった中で研修、委嘱研の内容についても両

補佐それから研究所の指導主事、所長も含めた体制で検討しております。初任者も増

えてまいりますので、今後必要に応じてより充実できるように予算の検討もしていけ

ればと考えているところでございます。 

○毛利委員 よろしくお願いいたします。 

○教育長 他にありませんか。 

○毛利委員 これは、良かったと思うのは、２３ページの奨学金についてです。新しく

給付型ができたということは、市としては財政的に大変かもしれませんが、私はとて

もいいことだと喜んでいます。選考委員会のようなものがあって、その中で対象者を
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選ぶのですか。親の年収等の条件もあるでしょうが。 

○教育総務課長 こちらにつきましては、委員の皆様もご存知かと思いますが、１市６

町１村の首長が、現在、中等教育環境の改善に向けてご努力されていますが、そうい

った環境整備を整えますと子ども達の学習に対する意欲や大学進学等への意欲が高ま

ってまいります。ただその一方でなかなか経済的に立ち行かず大学進学を断念するケ

ースというのも田川地区では十分想定されますので、そういったことを少しでも改善

できるようにということで、首長の発案で１市６町１村、どの市町村でも同じような

形で給付型の奨学金を受けられる田川市郡共通の新たな奨学金制度として平成２９年

度からスタートする奨学金でございます。今、８市町村の奨学金事業担当課が細部の

詰めを行っております。いずれにいたしましても保護者の年収、あるいは学力、そう

いったようなものを総合的に評価しまして選抜を市町村ごとに行っていくということ

になります。なお、保護者の年収としましては、県立高校の授業料が無償となってい

るようなご家庭というところで今のところ考えております。それをベースにして細部

の調整を今、行っているところでございます。 

○教育長 ちょっと財源のことも説明をお願いします。 

○教育総務課長 本日の朝刊で一部報道があっていたかと思いますが、昨日、８市町村

の首長がお集まりになりまして定住自立圏形成協定の締結がなされました。この定住

自立圏の枠組みの中での連携事業のひとつの事業の柱として、この新たな給付型奨学

金が創設されたということでございます。この定住自立圏の連携事業として位置づけ

られた事業につきましては特別交付税の財源を受けることができます。中心市が年間

に８５００万円、そして近隣の町村が年間に１５００万円を上限として特別交付税を

受けることができます。今回、この特別交付税を財源として見込んでいるということ

でございます。 

○毛利委員 ありがとうございます。 

○教育長 私から何点か。前に昨年の３月議会の時だったと思いますが、修学旅行の金

額の援助費が少なくて、いわゆる修学旅行先の選定等も困難を極めているということ

について、議員から質問があった際に現状にあったものに変えていくべきじゃないか

ということだったと思うのですが、その辺はどうなっているのかを確認をしたいので

すが。 

○学校教育課長 そういった現場の状況も踏まえ、学校教育課内で今年度末までには、
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どういった形で修学旅行費用の上限を決めていくかを検討していきたいと思っていま

す。今のところ中学校では５万円、小学校では２万円を上限としておりますが、実際

には、近隣の市町村の状況を見ると５万３千円や５万５千円というところがかなりご

ざいます。小学校、中学校を併せて前向きに検討していかなければならないというこ

とで、今その準備を進めているところでございます。 

○教育長 その事については、早急に検討し、準備をしてもらいたい。 

○毛利委員 私もある校長先生からお聞きしたのですが、今、中学校の上限は５万円と

なっていますが、実際には、どうしても５万５千円が必要ということでした。今まで

は不足分はどうしていたのかと聞くと５万円は補助として出るけれども、不足の５千

円については、一律に全ての生徒、もちろん保護者から徴収をして、それで埋め合わ

せをしているということでした。何年も前からそうしてきているようですね。それが

どうにかならないかと思っていましたので、検討していただければ大変ありがたいと

思います。 

○教育長 それから田川市学力向上アドバイザーの隂山先生と小河先生のアドバイザー

謝礼金のことが出てるけど、来年度は何回くらい来れるような予算になっているのか

を知りたいと思います。というのは小河先生、隂山先生の熱心な指導と先生方のがん

ばりで、子ども達のいろんな点で大きな伸びが見られます。また小河先生は各学校を

回って先生達への指導だけではなくて、子ども達への指導を直接していくということ

も含めてやりたいということなので、来年度の計画の説明をお願いします。 

○学校教育課長 隂山先生４回、小河先生４回、大体１回について１２万をあてがって

今のところ予算立てをさせてもらっています。当然学期に１回以上という形になるん

ですけれども保護者向けの講演会等も含めてですね、次年度はそういった形で来てい

ただくことになってます。 

○教育長 本年度は何回だったんですか。 

○学校教育課長 ２回ずつで当初は組んでおりましたけれど、実質補正を組まなくては

ならないという状況でいたしております。 

○教育長 ２０ページの青山学院大学との連携事業の中で先生の指導力アップが中心だ

った授業の内容が、いよいよ今度は子ども達の実質の学力アップにつながる取組が始

まるという件です。その際に外国語指導助手の増員をするということですが、実際に

この人員を確保できるという見通しは立っているのですか。そこが気になります。 
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○学校教育課長 現在、市で雇っておりますＪＥＴプログラムで１名来てもらっている

英語の講師がいますが、それ以外に派遣という形で学校指導助手を紹介いただける業

者がございますので、そういったところに相談すれば講師確保は十分できるというこ

との見込みは持っております。 

○教育長 とても期待の大きい事業なのですから、外国人講師を雇用する際には、きち

んとこちら側も面接等をして技量はもちろん大切ですが、それだけでなく田川の中で

本当に子ども達と関わってくれる意欲がある方を選考してもらいたいと思います。 

○毛利委員 今、１名なんでしょう。 

○学校教育課長 今、１名です。 

○毛利委員 それが何名になるんですか。３名ですか。 

○学校教育課長 ２名プラスして３名体制です。 

○毛利委員 市役所のドイツのＣＩＲ（国際交流員）の方を含めて４名になるわけです

ね。 

○学校教育課長 そうです。ＣＩＲも含めると４名になります。 

○毛利委員 そしたらＡＬＴ（外国語指導助手）は普通７月か８月に入ってきますね。 

○学校教育課長 ＪＥＴのほうは８月の交代になっています。 

○毛利委員 そこになったらはっきりしてくるわけですね。 

○学校教育課長 そうです。 

○星野委員 平成３２年度から小学校５、６年生で正式に外国語科として英語の授業が

開始されるということですが、今、お話のあった増員される外国語指導助手の方たち

は、その授業にも助手として入られるのですか。今までのお話で小学校の先生が外国

語科を教えられるということだったと思いますが、そこに外国語指導助手が入るとい

うことですか。そのあたりを具体的にお願いいたします。 

○学校教育課長 今、星野委員からお話があったとおり、小学校におきましては平成 

３２年度から新しい学校指導要領が実施されます。その際に小学校５、６年生につき

ましては、今までは外国語活動という形で教科ではなかったのですが、平成３２年度

からは、全ての小学校において外国語科という教科として週２時間の指導がされます。

当然、指導の主なものは担任がいたしますが、その指導助手として今回配置するＡＬ

Ｔも活用していきます。従いまして、平成２９年度に配置予定のＡＬＴのうち１名に

つきましては、小学校を中心にずっと入れていく計画をしております。今まで市の雇
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用のＡＬＴは中学校に主に入っていただいていました。それでも年に１０時間とか 

２０時間という状況でした。小学校へも各校へ年間に１日ずつ行けたらいいほうとい

うくらいの状況でした。なかなかネイティブの外国語に触れる機会が少なかったので、

それを解消すべく、次年度からは１名を小学校にずっと配置していくよう計画をして

おります。 

○教育長 いいですか。 

○星野委員 平成３２年度からの授業の際にはどうなりますか。 

○学校教育課長 今のところ２名の増員でございますが、将来的にその効果検証で非常

に効果的であるということになりましたら、もっと人員的にも確保していく必要があ

るのではないかと思います。そうなれば当然、平成３２年度からはもっと任用してい

くことになるのではと思っています。ＩＣＴの進化に伴って教師がしゃべらなくても

ネイティブの発音を聴くことは、できるのですが、マンツーマンのコミュニケーショ

ンによる人間の力というのは大きいわけですので、そういったことを考えるとＡＬＴ

の活用をもっともっと拡充できる方向になればいいなと考えているところでございま

す。 

○星野委員 小学校の先生方の英語の研修はどんな状況でしょうか。 

○学校教育課長 それも今年度から青山学院との連携事業の中で中学校の先生にも小学

校の先生にも外国語活動の指導という研修をすでに３回ほど入っていただいておりま

すけれども、１１月には伊田小学校で授業研を実施いただいて、そして授業の実践に

基づいて青山学院の先生がご指導いただいたということがございました。それからま

た、１月２６日には田川小学校での授業をしていただいて、その時にも青山学院の先

生に来ていただき各学校の英語担当の教員も入って行く中で一緒に授業の進め方とか

指導のあり方等をご指導いただく予定です。平成３２年の英語の教科化に向けて力量

アップということで取り組んでいるところでございます。 

○教育長 全体研修をした際に小学校教育のなかでの英語教育はどうあるべきかという

ことを青山学院大学の高木先生に話してもらいました。それ以外にも猪位金学園で６

年生の授業公開がありました。また、伊田小でも同様の公開授業があり平成３２年度

からの教科化に向けて、そういう具体的な授業場面を見ながらの研修等も今、かなり

進んできています。それから３２ページにある外部人材を活用した音楽体験活動を通

し、音楽に対する興味関心を高める事を目的とした外部人材活用事業費として、講師
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謝礼金の予算が１２万２千円とありますが、今のところ講師として自分が把握してい

るのは久保氏と木村氏ですが、２人以外の方は、おられないのですか。 

○学校教育課長 次年度以降、加治委員にも来ていただいてという形での講師謝礼金と

いうことで考えています。 

○教育長 ３名を予定ですね。わかりました。 

  他にありませんか。 

○毛利委員 ３２ページ上段、小学校ＩＣＴ教育環境整備事業費ですが、これは猪位金

学園を除いての導入なんですか。 

○学校教育課長 これについては、まだ完全に筋が固まっているという状況ではござい

ません。今日も午前中に本庁で当課の担当者がどういった形で導入できるかというこ

とで検討をした状況ではございます。基本的には全ての学校、全ての学級に電子黒板、

実物投影機を早急に導入していきたい、平成２９年度からは実施に向けての動きをし

たいということで今調整はしています。ただし、かなり大きな金額になりますので、

全学級なのか一部での実施になるのかは別の話になりますが、猪位金を含め、全ての

市内の小・中学校で電子黒板、実物投影機を導入して、そしてまたソフトが大事にな

ってきますのでデジタル教科書も国語、算数、数学と英語を中心に一緒に導入して授

業の改善をしていこうということを計画しているところでございます。 

○教育長 猪位金学園には電子黒板が２台あり、寄附していただいたタブレットもあり

ます。そこで先行的に検証授業等を行ってもらっていますが、やはり大きな成果が出

ているということです。教育委員会としては、猪位金学園だけでなく田川市の全小・

中学校にできるだけ多くの電子黒板や実物投影機を入れ教育効果を上げたいと考えて

います。今ちょうどそのことについて財政課等と折衝をしているところですが、あく

までも田川市内全ての小・中学校への導入を教育委員会としては進めていこうと考え

ているところです。 

○星野委員 猪位金学園の社会科の授業を見学しましたが、とても良かったですね。実

際に外国に住んでらっしゃる方との交流が直接できて、とてもわかりやすかったです。

子ども達には大変いい刺激になったのではと思いました。 

○毛利委員 外国との交信は家庭でもできますからね。家庭でも海外のわが子と話すこ

とはできますから、それと同じような形だと思いました。グーグルを利用していまし

たが、それをどのように利用するかだと思います。塾では問題を解いたり等にいろい



 

１６ 

 

ろとうまく活用していて学校より進んでいる部分もあるのではと私は思うので、塾に

見せてもらって参考にすることなどもいいのではと思いました。 

○教育長 委員会としても、先進的にＩＣＴを取り入れている熊本の山田小学校に学校

教育課長と教育総務課長が視察に行って、情報機器の使い方やそれが学力向上とどう

結びついているかなど、いろいろなことを今研究しています。そして子ども達や先生

達のデータを取りながら、導入することによる成果の根拠を示して予算化をしてもら

えるように進めているところです。 

  他にありませんか。 

○毛利委員 ありがとうございます。 

○教育長 ありませんので異議なしと認めます。よって日程第２ 議案第１号「平成 

２９年度教育費当初予算について」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２号「田川市教育職員の任用、賃金等に関する規

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。 

○学校教育課長 日程第３ 議案第２号「田川市教育職員の任用、賃金等に関する規則

の一部改正について」ご説明いたします。本案は、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。

２枚目をご覧ください。本市では平成２２年度より小・中学校における少人数学級い

わゆる３５人以下学級を実施するために田川市教職員を任用しております。市費講師

の給与体型のうち給料相当月額及び教職員独自の手当総額については、県の給与体型、

職員手当相当額については田川市の給与体型に基づいております。従いまして、今般、

福岡県公立学校の職員給与に関する条例の一部改正する条例が平成２８年１２月２７

日に公布され、市の教職員の任用、賃金等に関する規則についてもそれに伴って変え

るということでの上程でございます。そこに挙げておりますように別表第１中、給与

相当月額が左の旧の分でいきますと、２０万８００円から２７万１千円という額が、

右の新の分でいきますと、給与相当月額が２０万２千４００円から２７万１千８００

円となりその表に改めるということでございます。３枚目以降の資料につきましては、

改正後、改正前の比較表でございます。以上でございます。 

○教育長 質問、意見等ありませんか。 

  ないようですので原案のとおり可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 
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  異議なしと認めます。よって日程第３ 議案第２号「田川市教育職員の任用、賃金

等に関する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４ 議案第３号「田川市石炭・歴史博物館設置条例の一部改

正について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課企画官 日程第４ 議案第３号「田川市石炭・歴史博物館設置条例の

一部改正について」ご説明いたします。本案は、田川市石炭・歴史博物館の将来にわ

たる円滑かつ安定的な維持管理のため、その財源となる観覧料を見直すに当たり、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。１ページをお願

いします。１ 改正理由です。平成２３年５月に田川市石炭・歴史博物館並びに福岡

県立大学が所蔵、管理する山本作兵衛翁の炭坑記録画及び記録文書６９７点がユネス

コの世界記憶遺産に登録されて以降、山本作兵衛コレクションの保存・展示環境や受

入環境等の改善に努めてまいりました。平成２７年度からは当該保存・展示環境の抜

本的な整備を行うなど、博物館の運営及び施設整備等に多くの経費を費やしてきてお

ります。また、山本作兵衛コレクションの保存に係る経費は永続的に必要で、これら

の経費が本市財政に与える影響は少なくないと考えております。そこで少しでも将来

にわたる円滑、安定的な維持管理を目指しまして、博物館の観覧料について所要の改

正を行うものであります。２ 観覧料等の現状です。⑴の平成２８年度の当初予算で

すが、博物館の維持運営に係る主な経費は４千８９２万３千円となっております。⑵

の平成２３年度から平成２７年度までの世界記憶遺産関連の予算事業別執行状況は、

後ろにＡ３のサイズでお付けしております資料①に載せておりますのでのちほどご参

照ください。⑶は現在の観覧料です。２ページをご覧ください。一般の個人が１人 

２１０円、２０人以上の団体になると１人１５０円、高校生が１００円、団体は７０

円、小・中学生が５０円、団体は３０円となっております。⑷の観覧料の減免措置と

いたしましては、観覧料の減額が障害者に対してで、一般２１０円が１００円、高校

生１００円が５０円、小・中学生５０円が３０円に減額されます。イ 観覧料の免除

は（ア）の公用で観覧するときから（エ）の障害者の介護を要する者の付添いのため

に観覧するときまでとなっております。ウ 平成２２年度から平成２７年度までの来

館者数、観覧料の推移でございます。山本作兵衛翁の炭坑記録画や記録文書が世界記

憶遺産に登録されました平成２３年度が、もっとも多く、来館者が１４万９千７９８
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人、観覧料は２千４９８万３千１７５円でした。３ページをお願いします。３ 今回

の観覧料改定にあたっての基本的な考えです。⑴博物館の維持管理のための経費の一

部は、現在来館者からの観覧料でまかなわれており、山本作兵衛コレクションの保存

に係る経費は、永続的に必要であることから来館者へも保存のための負担を求める。

⑵観覧料を大幅に値上げした場合、来館者の減少を招き、かえって観覧料収入が減少

してしまうことが懸念されるため、類似博物館等の事例を参考にするとともに、来館

者が日常的に利用できるような料金設定を行う。⑶障害者、高齢者、子どもなど社会

的弱者に対しては一定の配慮を行う。⑷来館者増を促進するための取組みとして減額、

割引制度の充実を図っていく。⑸公立博物館の入館料の基本的性格を踏まえ、教育課

程としての学習活動による観覧並びに小中高生の土曜日の観覧等、現行の観覧料の免

除は継続する。以上の５つを基本としております。４ 類似博物館の観覧料等の設定

状況等につきましては、同じくＡ３サイズで資料の②として載せております。５ 今

回の観覧料の改正点は、２つです。第一に一般の個人観覧料を現行の２１０円から 

４００円に引き上げる事、第２に一般の２０人以上の団体料金１人１５０円を２８０

円に引き上げることの２点でございます。４ページをお願いします。⑵観覧料の減免

措置についてです。規則事項ではございますが、今回の改正にあたり、新たに減額の

対象としましたのが６５歳以上の人と福岡県立大学生が観覧するときには、４００円

ではなく団体料金である２８０円を適用することにしております。また免除の対象と

しまして保育園活動としての園児の引率者が観覧するときを加えております。なお、

改定前の減免規定は従来のまま存続するということにしております。最後のページの

資料③には観覧料等の改正の全体内容をお付けしております。また４ページの⑶には

平成２５年度のデータを元に収入シミュレーションを掲載しております。これでいき

ますと、改定前は７３３万７千４２０円であった観覧料が、改定後には１千２５１万

６千８３０円となりまして、５１７万９千４１０円の増となります。６ 改正条文案

を５ページに、７ 新旧対照表を６ページにお付けしております。８ 施行日は、平

成２９年４月２９日に予定しております。再オープンの日です。９ 条例改正案の議

会への上程は、本年３月定例会に行う予定にしております。１０ その他でございま

すが、この観覧料の見直しを行うに当たりまして田川市石炭・歴史博物館等運営協議

会に改正内容を報告し、承認をいただいております。以上で説明を終わります。よろ

しくお願いいたします。 



 

１９ 

 

○教育長 今の説明に質問、意見等ありませんか。 

  ないようですので原案のとおり可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  異議なしと認めます。よって日程第４ 議案第３号「田川市石炭・歴史博物館設置

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５ 事務報告「学校給食調理業務等の委託化に関する検討内

容及び今後の方針について」を議題といたします。事務局に説明を求めます。 

○教育総務課長 日程第５ 事務報告「学校給食調理業務等の委託化に関する検討内容

及び今後の方針について」ご説明申し上げます。本件につきましては、教育総務課、

学校教育課の合同での事務報告ということにいたしております。教育総務課におきま

しては、給食調理師の人事に関する事務を、学校教育課におきましては、学校給食調

理の事業をそれぞれ所管するものでございます。それでは、資料の１ページをご覧い

ただきたいと思います。まず、本件に関する検討の背景及び趣旨につきまして、ご説

明申し上げます。昭和６０年１月に当時の文部省から「学校給食業務の運営の合理化

について」が各都道府県教育委員会教育長あてに通知され、この中で所定の事項に留

意したうえでパートタイム職員の活用や民間委託など地域の実状等に応じた適切な方

法により、学校給食業務運営の合理化を推進するよう指針が示されております。この

ことを受け、全国におきまして、学校給食調理業務等の民間委託を導入し、民間事業

者が持つ能力やノウハウ、競争力を活用し、より少ない経費で学校給食の意義に即し

た安全な食の提供を行うなどの取組が見られております。その一方で、本市におきま

しては、まず、数次にわたり定員適正化計画を推進していく中で、給食調理師正規職

員の人数を段階的に引き下げるとともに、平成１７年度からは臨時・嘱託職員や再任

用職員を積極的に活用することで正規職員数のさらなる削減に努めてまいりました。

これらの取組の結果、平成６年度に４０人いました正規職員が平成２８年度には８人、

これに加えまして嘱託職員等２４人、計３２人ということにまで減少いたしておりま

す。このような状況の中、本市におきましては、今後も正規職員の退職不補充の方針

が堅持されること及び正規職員の定年退職を順次迎えることを踏まえまして、「労務職

の組織及び定数のあり方検討委員会」を設置したうえで、調査研究・検討を進め、平

成２５年７月に「労務職の定員管理計画」を策定しました。この計画につきましては、

計画期間、平成２６年度～平成３５年度までということになっております。この計画
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が策定され、この中で学校給食に関しては、段階的に学校給食調理業務委託について

検討し、平成２８年度までに将来的な方向性を決定する旨の方針が示されております。

以上のことを踏まえまして、今般、定員管理計画の内容を念頭に置きつつ、市内８小

学校及び猪位金学園における給食調理業務等の委託化について検討を行った次第でご

ざいます。つづきまして、本市の現状につきましてご説明申しあげます。現在、市内

８小学校及び猪位金学園における学校給食調理業務については、校舎内の給食室にて

市直営方式による運営を行っております。このうち後藤寺小学校、大浦小学校、田川

小学校及び猪位金学園につきましては、次のページの表にありますとおり、平成２１

年に定めた田川市独自の学校給食調理師配置基準のうちの正規職員配置数を満たして

おります、弓削田小学校、大藪小学校、鎮西小学校、伊田小学校及び金川小学校にお

きましては、この市配置基準の正規職員数を満たしておらず、特に大藪小学校につき

ましては、平成２７年度末に正規職員一人が定年退職したことなどを受け、本年、平

成２８年４月から正規職員の配置ができなくなっている状況であります。それでは３

ページをご覧いただきたいと思います。こういった現状にございますが、今、配置し

ております８人の正規職員につきましても今後、順次定年退職を迎えることとなって

おります。それでは、３、正規職員における今後の定年退職の予定につきましてご説

明申し上げます。下表に示しておりますが、平成２８年度におきましては、８人の正

規職員が在職しておりますが、これから順次、定年退職を迎えまして平成３９年度に

は、その正規職員数が２人になってしまうということでございます。この表にありま

すとおり、今後３年間平成３１年度末までで、正規職員３人、今後１０年間、平成 

３８年度末までで正規職員６人が定年退職を迎えることになりまして、結果、現在の

大藪小学校のように正規職員の配置が出来なくなる学校が今後段階的に増えるという

ことでございます。そのような状況の中、他の自治体がどのように対応しているのか

という事例につきまして、調査を行っております。４、他の自治体の事例につきまし

て、福岡県下、福岡市及び北九州市を除く２５市及び田川郡内の７つの町村におきま

して調査を実施いたしましたところ、学校給食調理業務等の委託を導入している自治

体は次のページの表にありますとおり、３２団体中１９市３町の２２団体であり、そ

のうち全部の学校等におきまして業務委託を行っている自治体は５市２町の７団体で

あります。なお、業務委託導入の主な理由といたしましては、いずれの自治体におき

ましても正規職員の退職不補充によるということでございます。また、直営で実施し
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ている自治体も既に一部の学校等におきまして、業務委託を行っている自治体も、今

後正規職員の退職に伴い、計画的に業務委託の導入拡大について検討を行っていく予

定であるということでございます。こういったような状況等を踏まえまして、本件に

かかる基本的な考えを５にお示しいたしております。本市におきましては、学校給食

調理業務につきまして、前述のとおり、これまで正規職員数を大幅に削減するなど永

い年月をかけて行政改革に取り組んでまいりました。しかしながら、今後、正規職員

の定年退職を随時迎えるにあたり、正規職員の配置ができなくなる学校が拡大するこ

ととなるため、本市が安全・安心な給食の提供を直営方式で継続することは、もはや

困難であると言わざるを得ず、学校給食調理業務等の委託化に踏み切る必要があると

思料いたします。なお、業務委託の導入にあたりましては、以下の各事項を念頭にお

いて検討・実施する必要があると考えております。まず一点目、文部科学省が定めて

おります学校給食衛生管理基準を遵守するということでございます。また、これに併

せまして学校給食の質の維持・向上に引き続き努めること、市と受託事業者の役割・

責務を整理したうえで、委託業務の範囲を明確に定めること、地元雇用の促進及び地

産地消の推進に努めること、受託事業者に雇用される給食調理師の適切な処遇に配慮

すること、正規職員及び再任用職員の職場確保を図りつつ、順次業務委託校の拡大を

図ること、そして、最後に保護者や学校に対し、業務委託の趣旨・内容を十分理解し

ていただくよう周知に努めること、以上でございます。それでは５ページをお願いい

たします。この基本的な考えを踏まえた田川市教育委員会の方針案をそちらに記載し

てございます。７点ございます。まず一点目でございます。学校給食調理業務等につ

きまして、業務委託を導入するということでございます。なお、最初の業務委託校数

は４校程度で考えております。二点目でございます。業務委託を円滑に行うための準

備期間として下記の長期休暇を活用すべく、導入時期につきましては、目途を平成 

２９年２学期といたしたいと考えております。３点目でございます。業務委託の導入

は学校単位で行うこととし、正規職員の退職状況を踏まえつつ、順次拡大を図るとい

うことでございます。また、全部の学校における業務委託の導入につきましては、原

則平成３８年度末までに完了するものということで考えております。５点目でござい

ます。委託する業務につきましては、給食の調理作業、食器洗浄、給食室の清掃等に

限定し、献立の作成や食材料の購入、検食等は引き続き教育委員会、学校が責任を持

って行うこととするということでございます。こちらにつきましては、下の図を併せ



 

２２ 

 

て参照いただきたいと思っておりますが、学校給食調理業務の大体の事務の流れをそ

ちらに記載してございます。献立の作成から食材料の購入、調理作業、検食、配膳・

給食、そして食器洗浄、清掃等でございますが、上の部分が現在の流れでございます。

このうち委託施行後につきましては、その網掛けをしております調理作業と食器洗浄、

清掃等に限定して委託を図るというものでございまして、献立の作成、食材料の購入、

検食、配膳・給食は従前どおりするというものでございます。それでは、６番をご覧

いただきたいと思います。業務委託校の選定にあたりましては、市配置基準に加え、

栄養教諭の配置状況や食数等を総合的に勘案して選定を図りたいと考えております。

最後７点目でございます。学校給食調理業務等の委託化を円滑に推進することができ

るよう、学校教育課に正規職員を一人程度配置、事務引き上げを図るということでご

ざいます。それでは、その図の下でございます。７の今後の対応でございます。学校

給食調理業務等の委託化に向け、以下の項目について今後さらに検討を進めていくと

いうものでございます。まず、一点目は、委託事業者の選定方法の検討でございます。

安全でおいしい給食の提供を可能にする優良な事業者を選定する事がことさら重要で

あり、選考にあたりましては、プロポーザル方式など多角的視点による受託事業者の

選定方法につきまして検討するというものでございます。２点目が委託業務項目等の

精査・検討でございます。学校給食調理業務を委託化することにより、学校給食の質

が低下したり、責任の所在が不明瞭になったりすることのなきよう委託する業務項目

の詳細及びモニタリングの導入手法等につきまして、今後精査・検討してまいりたい

と考えております。３点目が保護者や学校への周知でございます。保護者や学校への

周知の時期及び手法等について検討したうえで速やかに実施したいと考えております。

４点目でございます。正規職員の早期退職等への対応でございます。正規職員の早期

退職など不測の事態が生じた場合は、その都度、柔軟に対応したいと考えております。

最後６ページの下に参考として、平成２１年３月３１日付で決定いたしました市独自

の、給食調理師配置基準をそちらの表に掲げております。こちらにつきましては、説

明を割愛させていただきます。以上で説明を終わります。 

○教育長 今の説明に質問、ご意見ありましたらお願いします。 

○毛利委員 献立の作成とか食材料の購入というのは、これから先は誰がどのようにし

ていくんですか。 

○学校教育課長 委託になりますと、先ほどの図でも示されましたとおり、調理作業、
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食器洗浄、清掃等が委託される業務となります。その他の業務、献立の作成や食材料

の購入等については、平成２９年度から設置される給食係、今も配置されている栄養

教諭等があたっていくということを基本的な考え方としています。 

○毛利委員 今、栄養教諭は２人いますよね。献立の作成をその２人でするというのは

わかりますが、９校の食材料購入を全てその２人でしていくんですか。 

○学校教育課長 今年の４月、あるいは９月に全ての学校を一挙に業務委託に切り替え

るわけではありませんので。 

○毛利委員 失礼しました。４校程度ですね。 

○学校教育課長 はい、順次変えていくことになりますが、先ほど言いましたように給

食係に現場の方に入っていただいて、そして実務とか内容がわかっている、そして食

材の発注等についても十分対応できる方が、業者委託になったところを中心にカバー

していくということを当面やっていく必要があるんじゃないかと思っているところで

ございます。 

○教育長 教育委員会内の学校教育課の中に設置予定の給食係に１名配置される方が、

栄養教諭と相談して発注をするということですね。 

○学校教育課長 そういうことです。 

○教育長 他にありませんか。 

○星野委員 では、４校以外の学校についても、いずれこういった形になるということ

ですか。猪位金学園は、今、自校式で給食室がきれいになったばかりですけれども、

含まれるということですね。 

○学校教育課長 はい。 

○星野委員 わかりました。４校以外に関しては、どれくらいを目途にとか決まってい

るのですか。 

○学校教育課長 今後の年次計画の分でございますか。それにつきましては、５ページ

の６の⑷に挙げておりますけれども、全部の学校における業務委託化については平成 

３８年度末までに完了していきたいということで考えているところでございます。 

○毛利委員 ということは想定としては、その９校については自校方式でいくという想

定のもとで計画していっているわけでしょう。 

○学校教育課長 現時点では、その状況で計画しているところでございます。 

○毛利委員 それなら、どこかで変わるという場合もあるわけですね。その時は自校方



 

２４ 

 

式から今、施設が相当古いから市としては変えていこうということになると、また再

度考え直しをしていくわけですね。 

○学校教育課長 現在のところは、そういう計画なり見通しなりというのは示されてお

りませんし、今のところのプランでは、現行通りの自校方式を中心にということで考

え進めているところでございます。 

○教育長 いいですか。他にありませんか。一応、小学校は今の形を存続させていくと

いう方針で行くので自校方式もずっと続けていくことになると思います。 

  他にご意見等ありませんか。 

  では、ないようですので次に移ります。日程第６ 事務報告「平成２８年度全国体

力・運動能力習慣等調査結果の市町村別結果の公表について」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６「平成２８年度全国体力・運動能力習慣等調査結果の市町村

別結果の公表について」事務報告をさせていただきます。２枚目の資料をご覧くださ

い。それぞれ表やグラフにまとめておりますのは、小学校５年生男子、小学校５年生

女子、中学校２年生男子、中学校２年生女子、そして、体力合計点等を示した田川市

と福岡県、全国の数値でございます。グラフの横にお示ししております説明を読ませ

ていただきます。平成２７年度と比較いたしますと、全国との差で残念ながら小学校

５年生女子で０．３１ポイント開きました。それ以外の小学校５年生男子、中学校２

年生男子、中学校２年生女子では、全国との差が縮まり、それぞれ縮小値は１．２３

ポイント、１．３３ポイント、１．１２ポイントとつまりその分上昇して全国に近づ

いてきたという状況が田川市で見られているという状況でございます。男子に比べ女

子の課題がまだまだ全国に比べて多いですが、今後、各学校での体力向上の取組をよ

り徹底して、全国そして福岡県に近づけるように取り組んでいきたいと思っておりま

す。こういった結果につきましては、２番目に書いておりますように保護者や地域住

民を含めて自校の結果を公表しながら、地域全体の体力向上に進んでいく。これは県

の公表ということで同意したところでございます。以上でございます。 

○教育長 今の説明に対して質問、ご意見等ありませんか 

○毛利委員 教えてください。２０メートルシャトルランというのは、どのようにする

んですか。 

○学校教育課長 ２０メートルを往復しながら走って行くんですけれども、それぞれ時
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間が決まっております。音楽を流しながら、スタートの合図で走っていって、ある決

まった時間の中にそこにたどり着く。それが何本繰り返しできるかという、いわゆる

持久走の力を調べるのがシャトルランでございます。 

○教育長 その上に持久走という種目があるのに視点というか、測りたいことが、また

ちょっと違うんですかね。 

○毛利委員 例えば中学校２年生の男子で「シャトルラン７７．０１」とありますね。

田川市の場合、それだけど福岡県の場合「８７.５６」というのは、その回数が少なか

ったということなんですか。 

○学校教育課長 そうです。 

○毛利委員 回数でいくんですか。 

○学校教育課長 何本もたくさん回数を繰り返しできる、時間内に２０メートルが到達

できるのがたくさんいるかいないかという回数が、例えば１０回で終わる子もいれば

１００回までがんばれる子がいるという状況でございます。 

○教育長 筑豊管内の教育長会の説明では、筑豊地区を含めて福岡県は、「今回初めて全

国水準を上回ることができた」とかなり成果が出たという話がありました。田川市の

場合は今、説明があったように昨年に比べて差を縮めてはいるのですが、福岡県や筑

豊地区全体が伸ばした中にあって全国や県の平均を下回っています。せっかくこうい

うデータがあるので分析をして、一度では難しいかもしれないが、体育の授業の見直

しや全校体育の見直しをしてほしい。それからやっぱり今、地域での子ども達の生活

も変わってきてますよね。保護者の送迎の車もすごく多くて、歩かなくなっています。

学校差はありますが、外で遊ぶ子どもの姿が減ってきているとか、そういった日常の

子ども達の生活を見直すことも含めて、やはり実態把握とその分析をしてもらいたい。

せっかくこういうデータがありますので今、学校教育課長が説明したように学校での

体育授業等を含めた見直しをどこからどのようにしていくのかということを組織的に

取り組まないと各学校別にというわけにはいきませんので、校長会等で体育担当の

方々を中心に計画を作ってもらって全体化していくということを学校教育課長には指

示をいたしました。 

  他に何かありませんか。 

○星野委員 力はありそうですね。ソフトボール投げとかハンドボール投げとか。 

○教育長 肩の強さですね。 
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○星野委員 肩の強さとか勝ってますよね。 

○毛利委員 体力面でもがんばってほしいですね。 

○教育長 体力と学力はつながっていますからね。やはり、これもすごく大事な事です

ね。家庭生活や食生活などいろいろなことが関係してきますから。毛利先生もおわか

りになると思いますが、学級担任をしていた時は、学級体育等でいろんなことに挑戦

する学級は、学力も高いということを実感していました。これは体力と学力は密接に

関係するので、学力向上と同時に体力向上への取組を教育委員会としても進めていか

なければならないと思っています。 

○毛利委員 また中学校の統合と関係のある話になりますが、クラスごとの競争がない

となかなか伸びないですよね。昔はソフトボールなどで「隣のクラスには絶対負けな

いぞ」というような気持ちで競っていましたから、そういう気持ちが出てくるといい

ですね。 

○教育長 そういった競い合いとかの少なさもあるかもしれないですね。ちょっとこれ

は継続的に取り組んで途中経過等もできたら学校教育課に報告をお願いいたします。 

（５分中断） 

○教育長 日程第７ 事務報告「田川市新中学校創設基本計画（案）の検討スケジュー

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 日程第７ 事務報告「田川市新中学校創設基本計画（案）の検討スケジュ

ールについて」説明をいたします。資料１ページをお願いいたします。スケジュール

について記載をしております。左側、庁内検討委員会のスケジュール、右側が教育委

員会のスケジュールとなっております。平成２８年１２月、すでに検討委員会につき

ましては、１２月７日と１２月２０日に２回委員会を開いております。１２月７日に

再編案の検討ということで、あり方審議会が最終答申を出すにあたって、どういう審

議の経過を経てあのような最終答申になったかということについて、十分検討委員会

なりでこれを見直して、あり方審議会の考え方をしっかり中身を知るということをい

たしました。それにつきましては、１２月１４日、教育委員会におきましても定例教

育委員会終了後に研修会という形で、審議会案について研修会をさせていただいてお

ります。その後、庁内検討委員会１２月２０日に施設整備と給食実施方法について、

検討しております。施設整備につきましては、あり方審議会が示しておりました学校

の敷地につきまして、２万６千㎡が最低でも必要であるというその考え方について、
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もう一度再確認をしたところでございます。給食の実施方法につきましては、後ほど

内容につきましては、日程第８の事務報告で説明をさせていただきますが、１２月 

２０日、１回の検討委員会ではどういうふうにするかということについては、考え方

はまだまとまってはおりません。今年に入りまして、１月に既に１月１９日と１月 

３０日に庁内検討委員会を開催する予定になっております。そこで再編案の検討、あ

り方審議会が示されたあの案以外いろいろな住民説明会等でご意見いただきました中

心市街地、伊田後藤寺案とか３校案について検討を進め、それらの案といろいろ比較

をしていくということについて内容を検討する予定でございます。本日、定例教育委

員会におきましては、給食の実施方法につきまして、先日の庁内検討委員会では、ま

だ答えは出ておりませんが、どういう内容で検討したかということについて、次の事

務報告でいたしますのでご意見をいただけるかと思います。２月に入りまして、２月

中旬、２月下旬に庁内検討委員会を２回開催予定でございますが、その前の１月に庁

内検討委員会で検討した内容を２月上旬に開催される定例教育委員会において、事務

報告をさせていただいて、その中身を見ていただき、ご意見をいただき、そのあと、

２月上旬に総合教育会議とありますが、これは、日程は２月８日に決まりましたが、

その総合教育会議において再編案について市長と意見を交わしていただきまして、総

合的判断の協議、どういう事項を優先とするのか、総合的判断をするにあたって、ど

ういうふうなことを重要なものとして考えていくかというようなことを協議をしてい

ただくというふうにしていただきたいと考えております。その総合教育会議のご意見

等、協議等を踏まえたところで２月の庁内検討委員会２回で最終的にいろいろな中身

について学校位置、整備方法、隣接地や新規の土地の取得が必要かどうか、開校時期、

通学路その他につきまして、中身を詰めていきたいと考えております。３月に入りま

して、その後、財源や跡地利用、建設期間中の学習環境等も検討し、教育委員会にお

きましても、この３月上旬に庁内検討委員会の意見がある程度まとまりましたならば、

中旬くらいに臨時の教育委員会を開いていただきまして、学校位置等のその他金川、

猪位金の問題等も含めまして最終的な判断をしていただき、３月下旬に総合教育会議

で最終的に市長部局との合意ということが、総合教育会議で合意ができましたならば、

３月下旬に基本計画案が作成されるというような段取りで考えております。ただ、下

段に注意事項として書いておりますが、今まで、あり方審議会は新規の土地の取得と

いうことは考えずに、あり方審議会の答申が出ております。今、庁内検討委員会で１
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月以降検討していくうえで、もしその検討段階で新規の土地、若しくは、現在の現有

地であっても、隣接地等を取得して環境整備を行う必要があるというような、そうい

う協議の内容になった場合に、地権者と一定の合意がなく学校位置の決定等基本計画

を公にするということは非常に難しいということになりますので、そうなると、スケ

ジュールの変更が出てまいるのではないかと考えております。以上でございます。 

○教育長 室長、庁内検討委員会のメンバーを説明してください。 

○推進室長 今まで庁内検討委員会につきましては、設置の前に事務報告等させていた

だいておりますけれども委員長は市長です。副委員長は副市長で委員に教育長、教育

部長、総務部長、市民生活部長、建設経済部長、それと総合政策課の企画官が委員と

して入っております。事務局は推進室が持っておりますが、会議には必ず教育委員会

の課長が全員出席するような形で検討委員会は開催しているところでございます。 

○教育長 ありがとうございます。では、今の説明について何か質問等ありましたら、

お願いします。 

  ないようですので次に移ります。日程第８ 事務報告「田川市新中学校における給

食の実施方法について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 それでは、日程第８ 事務報告「田川市新中学校における給食の実施方法

について」ご説明いたします。１ページをお願いします。給食実施方法につきまして、

検討する実施方法として考えられるあらゆる案をそこで４案出しております。まず、

アとして小中センター方式、イとして中学センター方式、ウとして自校方式、エとし

てランチボックス方式という４つの案で比較検討をしたところでございます。次のペ

ージのＡ３の資料をご覧ください。それぞれをＡＢＣＤというふうにしておりますが、

調理食数とそれぞれの調理施設についての必要面積、そして場所等をそこに記載をし

ております。建設コストにつきましては、そこに「小中センター方式」というのが建

設コスト、全体の数字としては大きい数字になりますけれども、建設コストの一番下

の欄、「市実質負担額」というとことを見ていただきたいんですが、これは補助金や起

債等の充当等、そういうものが入ってまいりますので、小中センター方式が一番市の

実質負担額としては、大きくなると思います。次に中学センター方式、自校方式、ラ

ンチボックス方式というふうになってまいります。ですから施設整備については当然、

小中センター方式が一番大きいということになってまいります。次に、そのランニン

グコストにつきましては、それぞれの施設の厨房機器の更新費や調理業務等、その他
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すべてを含めたところでございます。調理業務につきましては、小学校につきまして

も将来的に委託となってまいるということでございますので、中学につきましても、

調理業務は委託ということで積算をしているところでございます。そして、ランニン

グコストの計がそれぞれございますが、ランニングコストの計になりますと、一番高

いのは中学のセンター方式、次に中学のランチボックス方式を続けた場合、ランチボ

ックス方式は２番目に高くなります。そして、中学校の自校方式が３番目、小中セン

ター方式が一番安い経費となっております。それを最終的に２０年間経費の合計で算

出しました場合、このランニングコストのかける２０と上の初期投資、建設コストの

市実質負担額を足した経費でございます。２０年間の経費合計というのは、ランニン

グコストの２０年間分と建設コストの市の実質負担額を足した経費がそこにあるわけ

でございますが、それでいくと中学センター方式が、一番高い経費になってまいりま

す。次にランチボックス方式、新中学自校方式、小中センター方式が一番ランニング

コストとしては安くなるというような計算になってまいります。ただ、その下の「そ

の他のメリットデメリット」ということで書いておりますが、それでいきますと、や

はり、新中学校の自校方式を採用したほうが、いろいろメリットは出てまいります。

全ては読み上げませんが、栄養教諭も当然小学校は今２人おりまして、中学校にも１

人付けられるということ、また、様々な対応についても細かい対応ができる。また、

一番大きいのは、ここには直接文言では書いておりませんけれども、やはり、食育と

いうことにつきましては、やはり、自校方式でするのが一番効果が大きいということ

でございます。ここで一つ小中センター方式を取らなかった場合、将来的に小学校の

「ドライ化の費用」というのが建設コストの次のところなんですが、上段の真ん中辺

なんですが、小学校のドライ化費用というのが、小中センター方式をとらなかった場

合は、全て出てまいります。それについては、１０億程度のお金がかかるということ

でそこに挙げているところでございますが、現在、小学校の調理室につきましては、

О－１５７等の衛生問題があって、将来的にはドライ化が必要であるということでご

ざいますが、今のところは小学校につきましては、年に１回、保健所等の指導の中で

は、やはり、ドライ化については、将来的に必要という指摘はあるようでございます

が、あくまで努力規定でございますので、今のところは運営ができているということ

です。将来的に教育総務課でも床が今、半ドライですけれども、そういう床の補修等

についても順次修繕等をやっていくということ。それと今、小学校がすぐドライ方式
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にできないというのが、やはり、夏休み期間中の短い４０日間くらいでは、ドライ方

式に切り替える工事期間がちょっと足りないということがあるそうでございます。で

すから、将来的に小学校を建て替えるとかいう事の場合は、当然ドライ化ということ

は考えて行かないといけないと思いますが、今現存の小学校をドライ化にしていくと

単純に考えた場合のドライ化費用としてそこは挙げているところでございます。先日

の庁内検討委員会でこの４案を委員等でいろいろ検討していただきました。先ほど言

いましたように、教育委員会としては、やはり食育というようなことを考えましたり、

また、生徒のご意見とかいろいろ保護者から保護者懇談会等でご意見をいただいた中

では、やはり、自校方式を望む声もございましたので、その他のメリットのところで、

やはり、自校方式がいろんなメリットがありますので、そういうふうに進められれば

という思いはございましたけど、市長部局からは、やはり「食育ということはあるだ

ろうが、経費的に考えれば、やはり小中センター方式が一番経費的には安い。」という

ことなので、将来的に自校ということを進めようとするのであれば、金額以外のメリ

ットについて、客観性が見られないので、もうちょっと客観的な理由というのも考え

てほしいということ、あと建設コストにつきましては、この自校方式で７００食２校

の自校で調理施設を作るという考え方で建設コストを出しているんですが、これは別

棟で調理室を作ると仮定した場合の概算の金額でございますので、これを別棟でなく

て同じ校舎の中で１室を給食室にした場合は、もう少し経費が下がるんではないかと、

これについても、もうちょっと研究してほしいということで先日の庁内検討委員会に

おいて、「センター小中方式と自校方式のどちらかで、もう一度協議、検討をしなおそ

う。」ということで、今事務局としても宿題をいただいているような状況で、今それに

つきましては、調査を進めているところでございます。本日、これをお示ししました

のは、教育委員の皆様にも実際想定される４案の中で当然いろいろご意見をお持ちと

思いますので、ご意見をいただけたらと思いまして、お示しをさせていただいたとこ

ろでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○教育長 今日は、その意見まで言うんですか。 

○推進室長 今日、せっかく事務報告で出していただきましたので、教育委員の皆様に

ご意見をいただいて、また次の庁内検討委員会に時にそれもお返しをしたいと思って

います。 

○教育長 それでは、今の説明について質問や意見があれば、お願いします。 
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○河底委員 新中学校の給食は、やはり自校式にしてほしいという思いはあります。温

かいものは温かいまま出てくることと、食育に関しても作る人が近くにいるのと、ど

こかから運ばれてきたものを食べるのでは、感謝の気持ちも多分違うのではと思いま

す。校内で作っていてカレーのいい匂いなどがしてくるのは、子ども達にとってうれ

しいことでしょうし。保護者の方にとっても、今まで自校式の小学校給食で過ごして

きた子ども達が中学校でも自校式の給食を食べることができれば、とても安心できる

と思います。小中センター方式にするのであれば、田川市の小・中学校の保護者全員

を集めて、幼稚園児や保育園児等の今から小学校に入学する子ども達にも説明をしな

いといけない。中学校の説明会においても、「中学校が２校になった場合には、給食は

どうなるんですか。」という不安の声もありましたので、先ほどお話があったように委

託になるのは仕方ないかとは思いますが、できることならば、自校式にしてほしいで

す。 

○教育長 他には、ありませんか。 

  去年、小学校をセンター方式にしている鳥栖に視察に行きました。私は栄養教諭と

調理師さんが、担任等と連携して子ども達に対してきめ細かい食育、栄養教育を低学

年から積み重ねていく田川市の給食教育を進めてきましたので、センター長に「セン

ターになってどうですか。各学校現場への訪問等できていますか。」と聞いてみました。

すると「はじめはその計画でしたが、実際には向こうの職員会議の時間となかなか合

わない等の理由で、学校現場にはほとんど行けていない。」ということでした。他には、

飯塚の第一中を訪問した際に教頭がずっと案内してくれて給食室も見せてもらいまし

た。「飯塚市はセンター方式をやめて全校が自校方式に移行したのですが、どうです

か。」と聞いたら、「やっぱり自校式になると味が違います。おいしいです。」というこ

とでした。食べ残しも減ったということでした。やはり、ここにも書いているように

子ども達の顔が見える、反応が見えるという中で愛情を込めないとおいしいものを作

るのは難しいと思うので、私は一貫して小学校の自校式を守りたいと思っています。

中学校もできるなら子どもと実際に触れ合うことができる状況での給食を大事にした

いと思っています。確かに民間委託は時代の流れで仕方がないけど、栄養教諭と実際

に作っている調理師さんが担任等と相談して子どもの実態にあった食育、栄養教育を

積み重ねていくことは、大切にしたい。田川市の小学校では、地域の方や保護者を招

いて栄養教諭や調理師さんが試食会を開きます。他にもこういうふうにすれば、家庭
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でもできる、子ども達自身にもできるという弁当づくりを指導したりもします。これ

は、田川市におけるとても良い伝統だと思います。それがセンターになってしまうと、

なかなか難しいものになると思います。鳥栖でもそのような話でした。 ただ、小学

校のドライ化については、これはかなり知恵を絞らないといけないので、まだまだ議

論、検討の余地はあると思いますが、やはり自校式が望ましいと思っています。 

  他には、何かありませんか。 

○星野委員 予算が付けば、その方がいいかと思いますが。 

○教育長 星野委員さんも予算がある程度つり合うというか、うまくいくのであれば、

自校でということでいいんですかね。室長、今のところいいですか、そういうことで。 

  次に移ります。 

（各課長が教育長及び各課の行事予定を説明） 

○教育長 ２２日のワークショップは長谷川さんが来られるんですか。 

○文化生涯学習課企画官 いいえ、ご本人はいらっしゃらないと思います。 

○教育長 わかりました。 

  次に移ります。「２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 ２月の定例会の予定につきましては、２月６日月曜日ということでい

かがでしょうか。 

○教育長 ご異議ないようですので、２月の定例会は２月６日月曜日１４時３０分開会

に決定いたします。 

  全体で何か、ご質問、ご意見等ございませんか。 

○加治委員 私としましては、近い将来なんですが、合唱で田川市、もちろん田川郡も

含めてになるといいと思ってますけれども合唱オリンピックみたいなものをやったら

どうかと思うんですが。まず小学生を対象にしまして、子どもの場合、やはり歌を歌

うということだったら何もいりませんよね。子ども達もみんな体の中に持っているも

のなので、やっぱりみんなで歌うというのは素晴らしいことかなと思うんですね。先

ほどのいろんなところで音楽教育だったりとか、あと体育の実力とかいう事も話題に

なってましたが、やはり、音楽も勉強とすごくつながるところがあると思います。何

かやっぱり、ずっと続けていくということが、私としてはすごくいいのではないかと

思いますので、田川市のまずは、行事として合唱オリンピックということで、細かく

はいろいろ今から考えていかないといけないと思うんですが、金銀銅を決めて、そこ
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で金賞は、例えば金メダルになったらオーケストラで歌えるとか、そしたらまた、そ

こにみんなが聴きにくるとかっていうような特典は、いろいろ付けられると思うんで

すけれども、そして審査員長とかもある程度名前の知れている人を審査委員長、そし

て指揮者でその人の指揮で歌えるとかというようなシステムでできたらどうかな、と

いうふうに教育長さんにも提案をしたんですけれども。皆さんご意見とかもあると思

いますし、大変なこととは思うんですけど、でも、できない事ではまったくないと思

いますので、個人的に各学校に演奏にいくということもひとつの音楽教育でもあるん

ですけど、やはり、みんな全員が平等に参加ができて、そして楽器はみんなそれぞれ

が持っていると一生つながると思うんですよね、合唱というものが。先日、成人式で

弾かせていただいた時も思ったんですけれど、やはり音楽というのはなんとなく伝わ

るものもあるのかなと思います。やはりそういう時に田川市に生まれた中で合唱で歌

ったとかいう思い出を成人式でまた持っていたとすると、今後、また音楽を聴いたり

とか、成人式にまた集まった時の一体感というか感覚が何か違ってくるのではないか

と思うので、できるだけ早い将来にそれをやっていけたらいいんじゃないかなと思い

ますので、是非、皆様少し考えていただければと思います。 

○教育長 このお話を伺って、陸上記録会等は小学校でずっとあるし、中学校で合唱に

取り組んでいるところもありますけど、小学校でそういった音楽に対する取組をとい

うことで、今日は時間がありませんので、今後また中身を文化生涯学習課、学校教育

課、教育総務課みんなで作り上げていく形で、今の提案を近い将来具体化できるよう

な方向で進めていけたらと思います。音楽教育も体力向上も学力向上もみんなつなが

っていると思いますので、子ども達が少しでもいい笑顔で伸びていけるようにみんな

で知恵を出し合いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○加治委員 もうひとつだけ、時間の無いところ申し訳ないですが、先ほど石炭歴史・

博物館のお話がありましたけれど、いろんな問題、入場券の問題というのは、いろい

ろな事情があってそれはそれでいいと思うんですけれども、まずは、もっと知ってい

ただいて、値段よりもそこに来ていただいて、もし収益が上がるのであればその方が

いいと思いますし、やはり、みなさん知らなかったりですね、やはり地元の子ども達

だったり、みんなが行ってそしてまたもう１回行きたいというリピートできるような

場所にするように何か工夫をしていくとそこでなにかが変わってくるかなというふう

に思うのでその辺りも、もしよろしければ考えていただければと思います。 
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○教育長 大事な提議ありがとうございます。 

  今日は新春にふさわしく全員発言ができました。   

  では、以上をもちまして、平成２９年第１回田川市教育委員会１月定例会を閉会い

たします。 

 

            


