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（１４時３０分開会） 

○教育長 ただいまから、令和２年第２回田川市教育委員会２月定例会を開会いたします。

日程第１「令和２年第１回田川市教育委員会１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１「令和２年第１回田川市教育委員会１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５号「令和元年度教育費（３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２ 議案第５号「令和元年度教育費（３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（３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に議

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３月補正予算要求につきましては、計の欄をご覧ください。歳

入では、既決額５億４千２１２万６千円に対し３千４１２万５千円の減額となり、歳入

合計５億８００万１千円となっております。歳出では、既決額３１億７千５万５千円に

対し３億９千７９９万６千円の減額となり、歳出合計２７億７千２０５万９千円となっ

ております。２ 主な増減理由でございますが、記載のとおりで、詳細につきましては

各課長より説明いたします。私からは田川市全体の一般会計の令和元年度３月補正予算

内容について、概要を口頭で説明させていただきます。一般会計補正予算の概要でござ

いますが、既決額３１５億６千９２７万６千円に対し全体補正額１２億９千４６２万１

千円の減額となり、補正後の予算額は３０２億７千４６５万５千円となっております。

財源不足でございますが、補正によりまして約７億円減少いたしましたが、約１３億円

の財政不足が生じており、依然として歳出超過となっております。この超過分につきま

しては、財源調整基金の取り崩しを行う予定となっております。ちなみに、３月補正後

の基金の残額は約３１億円になる予定となっております。この予算につきましては、本

日の定例教育委員会での審議を経まして、２月１４日の田川市議会本会議で予算議案を

上程いたします。２月１８日の所管の総務文教委員会で審議の後、２月２７日の本会議
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において採決される予定となっております。以上でございます。この後、３月補正予算

の詳細については各課長からご説明いたします。 

○教育総務課長 教育総務課に係ります令和元年度３月補正予算についてご説明申し上

げます。１ページをお願いいたします。令和元年度３月補正予算の総括表でございます。

歳入歳出の補正額につきましては、記載のとおりでございます。２ページをお願いいた

します。それではここから、令和元年度３月補正予算説明資料を用いまして、歳出から

ご説明申し上げます。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。こ

れに関しては、エアコン設置に係る電気料につきまして、設置時期が未定でございまし

たので、最大限の見込みで設定しておりましたが、設置が終了し今後の執行残の見込み

が出ましたので、減額するものございます。その他の科目につきましても、決算見込み

による減額補正でございます。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。後藤寺小学校、田川小学校、金川小学校の３校分のトイレの改修に係る入

札残などによる減額補正でございます。３ページをお願いいたします。１０款２項１目、

小学校施設環境整備事業費でございます。この事業費につきましては、気化式冷風機購

入などに係る執行残による減額補正でございます。４ページをお願いいたします。当課

に関わる歳入のうち、小中学校校舎使用料と雑入について増額補正しております。５ペ

ージをお願いいたします。繰越明許費でございます。小学校施設長寿命化改修事業のう

ち個別施設計画策定業務につきまして、現地調査等に日数を要し完了が令和２年度にな

ることが見込まれるため、本業務に係る事業費を追加す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 ３月補正予算に係る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。３月補正予算総括表でございます。総括表につきましては、記載のとおりでご

ざいます。２ページをお願いいたします。それでは、学校教育係の歳出から説明させて

いただきます。上段３款２項１目、放課後児童健全育成事業費でございます。補助指導

員及び代替指導員の勤務日数の減に伴う賃金の減額でございます。下段１０款１項２目、

若年者専修学校等技能習得資金事業費でございます。貸付申請者減による貸付金の減、

過年度分返済予定額の減による県償還金の減額となったものでございます。３ページを

お願いいたします。上段１０款１項２目、奨学金事業費でございます。申請者減による

貸付金の減でございます。下段１０款３項１目、中学校少人数学級運営事業費でござい

ます。６月補正で市費講師の予算を１名分増額いたしましたが、実際の任用が１０月か



 

3 

らになったことによる賃金及び共済費の減額でございます。４ページをお願いいたしま

す。１０款３項２目、休日学習推進事業費でございます。講師の出務日数の減による報

償費の減額でございます。次に、学校教育係の歳入についてご説明いたしますので、５

ページ６ページをお願いいたします。放課後児童クラブの国及び県の補助金、育英資金

の貸付金の元金収入など記載のとおりでございます。次に、学校給食係の歳出について

ご説明いたします。７ページをお願いいたします。１０款６項３目、学校給食運営事業

費でございます。事務補助臨時職員の当初任用見込人数からの減による賃金及び共済費

の減額、行事や台風等による給食実施回数の減による給食調理業務委託料の減額が主な

理由でございます。続きまして、歳入でございます。８ページをお願いいたします。学

校給食費です。学校行事等による給食実施回数の減による減額が主な内容となっており

ます。以上で、説明を終わります。 

○推進室長 それでは、新中学校再編推進室に係ります令和元年度３月補正予算について、

説明いたします。まず、１ページをご覧ください。総括表であります。上段、歳入予算

につきましては、ございません。下段、歳出予算は、既定額７億７１万１千円に対しま

して、補正額２億５千３４万８千円の減額を計上し、合計で４億５千３６万３千円とな

っております。詳細につきましては、次ページ以降で説明いたします。２ページをご覧

ください。上段は、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いたします。まず、８節委員等謝礼金は、７９万２千円の減であり、

開校準備協議会の会議開催が予定回数を下回ったことによるものであります。また、１４

節自動車借上料といたしまして、全額の２７万６千円の減は、開校準備協議会委員の先

進地視察等を検討していましたが、委員となった多くの保護者及び教員については、既

に視察を行っており、実施を見合わせたことによるものであります。総額で１４５万円

の減額補正を計上しております。続きまして、下段、新中学校建設事業費です。１３節

の各委託料については、校舎等設計業務に耐力度調査、土木設計、解体設計等を含め４

か年にわたる一契約としたため、本年度実施分のみの支払いとなることから、減額補正

を行うものであります。また、１７節土地購入費及び２２節補償金については、次年度

以降に再要求することから、減額しております、３ページをご覧ください。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、９８億６千４２９万７千円を計上

しております。これまでの継続費の総額が、９８億３千２１万２千円であり、３千４０８

万５千円増額しております。その理由といたしまして、これまで学校適正規模事業費で
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全て一般財源である事務費を計上しておりましたが、新中学校建設事業に係る事務費に

ついては、国庫補助の対象になることから、令和２年度及び３年度の対象事務費分のみ

本事業において計上したことによる増額であります。令和元年度につきましては、先ほ

どご説明した４億３千３０２万２千円となります。また、令和２年度以降につきまして

も、設計業務を一括契約にしたことにより、年度別の実施項目の見直し、土木工事の実

施時期の変更等による変更を行っております。令和２年度には、５７億５千４５４万６

千円を計上しており、内訳の主なものは、校舎等建設工事請負費として４４億４千２７４

万４千円、既存校舎等解体工事請負費として８億４千８００万円、本体設計等委託料と

して令和２年度分２億７千５０２万８千円を計上しています。令和３年度には３５億４

千６３５万４千円を計上しており、内訳の主なものは、校舎等建設工事請負費として３３

億 1 千９９８万円、造成・工事監理費として１億２千３１万８千円、新中学校の備品購

入費等として６千万３千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、仮設校舎の撤去に係る費用として１億４３１万９千円、造成・工事監理費として２

千６０５万６千円を計上しております。なお、財源内訳については、記載のとおりであ

ります。以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、承認いただきますようお願い

いたします。 

○文化生涯学習課長 文化生涯学習課に係ります令和元年度３月補正予算について、ご説

明させていただきます。１ページをお願いいたします。総括表でございます。上段が歳

入、下段が歳出になっておりますが、詳細については次ページ以降でご説明させていた

だきます。２ページをお願いいたします。学習振興・人権教育係に係る歳出の補正でご

ざいます。１０款５項１目、社会教育総務関係職員時間外勤務手当の補正でございます。

これは、対象人数が４人から３人になりましたことに伴う減額補正でございます。３ペ

ージをお願いいたします。文化係に係る歳出の補正でございます。上段、文化振興基金

費で文化団体から寄附金がございましたので、その寄附金を基金に積み立てるものでご

ざいます。下段は、近代化産業遺産保存活用基金費でございます。これは、博物館に設

置している募金箱に募金があった分を基金に積み立てるものでございます。４ページを

お願いいたします。上段１０款５項３目、図書館運営事業費でございます。協議会開催

回数減による委員報酬の減及び外壁劣化調査を委託するようにしておりましたが、こち

らを職員が実施したことによる減額補正でございます。下段１０款５項５目、石炭・歴

史博物館運営等事業費でございます。石炭・歴史博物館等運営協議会欠席者分の委員報
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酬及び費用弁償の減、契約執行残が主な理由でございます。５ページをお願いいたしま

す。上段は、文化財保存・活用等事業費でございます。こちらは、委託の契約執行残等

の減額補正でございます。下段１０款５項６目、文化振興事業費は嘱託職員の退職によ

る人件費や助成事業に申請がなかったことによる減額補正でございます。６ページをお

願いいたします。上段１０款５項７目、美術館運営事業費は入札執行残等の減額補正で

ございます。下段１０款５項９目、世界記憶遺産保存・活用等事業費でございます。嘱

託職員を４月から６月までの間採用できなかったことによる人件費の減が主な理由で

ございます。７ページをお願いいたします。上段１０款５項９目、世界記遺産保存活用

推進基金費でございます。博物館に設置している募金箱の募金を基金に積み立てるもの

でございます。８ページをお願いいたします。こちらからは、文化係の歳入でございま

す。石炭歴史博物館入館料、寄附金、基金への積立金、それから図録の売上金やオリジ

ナル商品の売上金ですが、寄附金を除きいずれも減額補正となっております。以上でご

ざいます。 

○子育て支援課長 市民生活部子育て支援課子ども未来係、幼稚園分の３月補正予算につ

いてご説明させていただきます。１ページをお願いいたします。歳入歳出の総括表でご

ざいます。歳入につきましては１千４８８万２千円の減、歳出につきましては３千６４０

万７千円の減額補正となっております。詳細につきましては、次ページ以降で説明させ

ていただきます。２ページの上段につきましては、幼稚園就園奨励費に係る事業でござ

います。これは、実績見込みによる減額補正を行っております。なお、今年度の１０月

から完全無償化に移行しておりますので、この幼稚園就園奨励費補助金は４月から９月

までの見込みとなっております。下段は、子どものための教育・保育給付費でございま

す。この対象は、子ども子育て支援新制度に移行した幼稚園や認定こども園でございま

す。これは実績見込みに基づきまして減額補正を計上しております。３ページをお願い

いたします。歳入でございますが、先ほども申し上げました、子どものための教育・保

育給付金の補助金の歳出が減となったことによる、国及び県の歳入の減でございます。

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。 

○光井委員 推進室の資料２ページの下段、新中学校建設事業費について、仮設校舎設計

等委託料が既定額全てを減額補正していますが、補正の内訳を見ると推進室の職員がさ

れたと書かれています。とても大変だったと思うので、ご苦労様と言いたいです。次に、
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２点ありますが、１点目は学校教育課の資料３ページ上段の奨学金事業費について、補

正の内訳についてもう少し詳しく説明していただきたいです。２点目が文化生涯学習課

の資料８ページの社会教育使用料で石炭歴史博物館入館料がありますが、減額補正され

ている理由を教えていただきたいです。 

○学校教育課長 育英資金については２つ理由があります。１つは、定員人数分の予算を

とっておりますので、もともとの予算が大きいため、補正の額も大きくなっています。

もう１つは、給付型の奨学金が始まりまして、貸付型と給付型があるとなると、やはり

給付型に応募が流れておりますので、貸付型の奨学金である育英資金の申込が少なくな

り、１０名を超える申請はなくなってきています。逆に給付型は応募が増えて、倍率が

２倍になってきている状況でございます。 

○文化生涯学習課長 石炭歴史博物館入館料についてご説明いたします。石炭歴史博物館

は、ピーク時から比べますと入館者数はかなり減少している状況でございます。今年度

の当初では、入館者数を３万人見込んでおりましたが、年度末までの入館者数は２万３

千人を見込んでおりますので、減少分の減額補正となっております。 

○教育長 博物館の説明を受けた時に、年に２回行われる企画展では入館者数が増えてき

ていると聞きました。次回以降の定例教育委員会の時にでも、各企画展の入館者数が分

かる資料があれば、お願いしたいと思います。それから学校教育課の資料２ページの、

放課後児童健全育成事業費に勤務日数の減による賃金の減額とありますが、どのような

理由で勤務日数が減っているのか教えてください。 

○学校教育課長 補助指導員の方が急に退職された時に後任の方がすぐに見つからなか

ったこと、また、代替指導員の方は指導員が休んだ時に代わりに勤務しますが、指導員

が休まなければ勤務はありませんので、そのような理由で減額補正となっております。 

○教育長 ほかになにか、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５号「令和元年度教育費（３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３ 議案第６号「令和２年度教育費（当初）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６号「令和２年度教育費（当初）予算要求について」提案
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説明いたします。本案は、令和２年度教育費当初予算要求について、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いたします。１ 総括表です。令和２年度教育費

当初予算要求の全体内容は、総括表の計の欄をご覧ください。歳入合計は、１０億５千

９１６万７千円となっております。令和元年度は３億７千８８９万８千円で、対前年度

比は６億８千２６万９千円の増額となっております。歳出合計は、７５億３千９１９万

円となっております。令和元年度は２１億９千７１９万７千円で、対前年度比は５３億

４千１９９万３千円の大幅な増額となっております。今回の予算編成の特徴といたしま

しては、新中学校建設事業費が約５７億円と突出した内容となっております。２ 主な

事業内容といたしましては、記載のとおりとなっており、この後、所管課長が説明いた

します。私からは、田川市全体の一般会計の令和２年度当初予算案についての概要を口

頭で説明させていただきます。当初予算といたしましては、過去最高額となる３４４億

４千６１７万７千円を計上いたしております。新中学校の建設が本格化し、５７億５千

４５４万６千円を計上したため、このような予算総額となっております。新中学校建設

以外の主な事業といたしましては、東京パラリンピックの事業費、子育てクーポン券の

支給拡充、健幸ポイント事業、骨髄移植ドナー助成事業等が計上されております。歳入

歳出の状況でございますが、歳出超過により約１０億円の予算不足を生じる見込みとな

っております。これにつきましては、財源調整により約１０億円の基金繰入れを予定し

ております。基金残高といたしましては、先ほど申しました、３月補正時点での約３１

億円から約１０億円を取り崩しますので、約２１億円の基金残高となる予定でございま

す。この予算案につきましては、本日の定例教育委員会の審議を経まして、２月１４日

の田川市議会本会議で予算案を上程し、３月３日の所管の総務文教委員会で審議の後、

３月１３日の本会議最終日において採決される予定となっております。この後、詳細に

つきまして各所管課長より説明いたします。 

○教育総務課長 教育総務課に係ります令和２年度一般会計当初予算についてご説明申

し上げます。１ページをお願いいたします。事務事業の概要について記載しております

が、説明については割愛させていただきます。２ページをお願いいたします。総括表で

ございます。歳入につきましては２千３０１万１千円を、歳出につきましては３億５４５

万２千円をそれぞれ計上いたしております。それでは、３ページをお願いいたします。

ここからは当初予算説明資料を用いまして、歳出からご説明申し上げます。上段１０款
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１項１目、教育委員会人件費で委員４名に対する報酬を計上いたしております。下段１０

款１項１目、教育委員会事務費でございます。ここでは、教育委員が各種会議や研修会

などに参加するための経費を計上いたしております。４ページをお願いいたします。１０

款１項２目、事務局関係職員時間外勤務手当でございます。上段は総務係、下段は施設

管理係に係る時間外勤務手当を計上いたしております。５ページをお願いいたします。

上段１０款１項２目、事務局管理経費でございます。ここでは、教育委員会事務局の管

理運営に係る各種経費を計上いたしております。令和２年度から学校事務、学校図書司

書業務を含む包括業務委託料の予算が含まれておりますので、増額となっております。

下段１０款１項２目、学校技術員センター等管理費でございます。ここでは、施設管理

係の作業班が行う学校施設の営繕業務などに係る各種経費を計上いたしております。６

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

ここでは、教育委員会が実施している取組などを保護者や市民の皆様に幅広く周知を図

るため、教育委員会独自の広報紙を発行するものでございます。令和２年度からは区長

会からの要請があり、中間連絡員の折込等の負担軽減などの観点から、広報たがわ本体

への編入を行うこととなり、その際に紙質などの統一を図る関係上、増額の計上となっ

ております。下段１０款２項１目、小学校施設維持管理経費でございます。ここでは、

小学校施設等の維持管理経費及び運営に関する各種経費を計上いたしております。令和

２年度につきましては、鎮西小学校駐車場改修工事関係の予算を計上いたしております。

なお、資料の１０ページに配置図及び工事概要を添付しております。それでは、７ペー

ジをお願いいたします。上段１０款２項１目、小学校施設長寿命化改修事業費でござい

ます。この事業は、小学校施設長寿命化改修年次計画に基づく事業であり、最終年度で

ある令和２年度は、田川小学校屋内運動場改修工事を行うものでございます。なお、１１

ページに配置図及び工事概要を添付しております。下段１０款３項１目、中学校施設維

持管理経費でございます。ここでは、中学校施設の維持管理及び運営に係る各種経費を

計上いたしております。８ページをお願いいたします。ここからは、歳入についてご説

明申し上げます。１３款１項７目、学校施設使用料でございます。学校校舎使用料及び

学校敷使用料を計上いたしております。中段１４款２項６目、学校施設環境改善交付金

でございます。この学校施設環境改善交付金につきましては、先ほど申し上げました田

川小学校屋内運動場改修工事に係る国からの交付金を計上いたしております。下段２０

款４項３目、雑入でございます。船尾武道館に係る指定管理者負担金を計上いたしてお
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ります。９ページに先ほど申し上げました工事予定表を添付いたしております。上段に

は鎮西小学校駐車場改修工事、下段に田川小学校屋内運動場改修工事の概要等を記載し

ております。以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○学校教育課長 令和２年度当初予算に係る説明をさせていただきます。１ページの事務

事業の概要、２ページの総括表につきましては、記載のとおりでございます。３ページ

からは歳出でございます。令和元年度は３３事業ございましたが、令和２年度は整理統

合を行いまして２９事業となっております。このうち、内容に大きな変更があるもの、

また、新規のものについてご説明させていただきます。３ページの上段、放課後児童健

全育成事業費でございます。令和元年度に比べ、１千２３９万９千円の増額になってお

ります。主な増額理由は、令和２年度から教育委員会業務の包括業務委託に伴う委託料

の増額となっております。下段は、学力ステップアップ推進事業費でございます。令和

元年度に比べ１６０万７千円の減額となっております。５ページをお願いいたします。

上段、英語教育推進事業費でございます。令和元年度に比べ、１０３万７千円の減額と

なっております。主な減額理由といたしましては、令和２年度から英語能力診断テスト

のジーテックの対象学年から小学校５年生を外したことに伴い減額となっております。

次に、７ページをお願いいたします。上段、奨学金事業費でございます。令和元年度に

比べて５１４万９千円の増額となっております。これは、給付型奨学金が４年目に入り、

令和２年度新規申込者分を新たに予算措置するためでございます。新たに３０名の奨学

生を採用する予定でございます。次に、９ページをお願いいたします。上段、小学校少

人数学級運営事業費でございます。前年度比４８０万５千円の減額となっております。

主な理由は、令和元年度は１０名の市費講師の予算を計上しておりましたが、令和２年

度は８名の任用予定となっており、２名分の人件費が減額となっております。次に１０

ページ下段、小学校就学援助事業費でございます。２５２万４千円の減額となっており

ます。生活保護の国庫補助基準単価の見直しがありまして、令和２年度新入学学用品費

の補助単価等が前年度予算額より減額なったことに伴い、減額となっております。なお、

生活保護国庫補助基準単価の見直しは、中学校分も同様に行われております。次に１２

ページをお願いいたします。上段、小学校ＩＣＴ教育環境整備事業費でございます。１

千１５６万４千円の増額となっております。主な増額理由といたしましては、小学校の

デジタル教科書を新規に導入する経費を計上いたしております。次に、１８ページから

２０ページにかけて歳入の説明をさせていただきます。歳入は、放課後児童クラブ保護
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者負担金、国及び県の放課後児童健全育成事業補助金、育英資金貸付金元金収入、日本

スポーツ振興センター災害給付金などの雑入等でございます。定められた単価や補助金

率で入ってくる収入でございますので、説明は割愛させていただきます。２１ページを

お願いいたします。債務負担行為でございます。給付型奨学金及び育英資金に係るもの

でございます。複数年にわたり給付や貸付が行われますので、債務負担行為を設定する

ものでございます。２２ページをお願いいたします。ここからは学校給食係の歳出につ

いて、ご説明いたします。下段、学校給食運営事業費でございます。１千１５６万５千

円の増額でございます。これは、小学校給食委託料について令和元年度は９月から３校

が委託になり７か月分でしたが、令和２年度は１年間の委託料になったためです。また、

中学校給食のランチボックスの１食当たりの単価が５２５円から５５５円になったこ

とによる増額でございます。学校教育課につきましては、以上でございます。 

○推進室長 それでは、新中学校再編推進室に係ります令和２年度当初予算について、説

明いたします。まず、１ページをご覧ください。事務事業の概要については、記載のと

おりでございます。２ページの総括表をご覧ください。上段、歳入につきましては、６

億５千３２１万５千円を計上しております。下段、歳出につきましては、５７億７千２９３

万２千円を計上しており、前年度より５７億６千６９９万８千円の増加でございます。

詳細につきましては、次ページ以降で説明いたします。３ページをご覧ください。上段

は、事務局関係職員時間外勤務手当です。併任職員２名分も含む職員５名分、延べ時間

数３２３時間分の１７７万３千円を計上しております。下段でございます。新中学校建

設事業費です。新中学校の建設に係る経費であり、５７億５千４５４万６千円を計上し

ております。内訳の主なもののうち、１２節本体設計等委託料２億７千５０２万８千円

は、校舎等に係る実施設計及び既存校舎等解体設計等に係るものでございます。１４節

学校建設工事請負費４０億９千９８７万８千円は、校舎等の建設に係る工事費でござい

ます。同じく、１４節用地造成工事請負費３億４千２８６万６千円は、隣接用地の造成

に係る工事費であり、解体工事請負費８億４千８００万円は、伊田中学校校舎及び体育

館等並びに後藤寺中学校の校舎等の解体に係る工事費でございます。また、１６節土地

購入費１億２０２万円及び２１節補償金１千８０９万３千円は近隣用地の購入に要す

る経費であります。４ページをご覧ください。上段は、中学校適正規模推進事業費です。

中学校の適正規模に係る補助対象外の事務的経費であり、９６８万８千円を計上してお

ります。主なものは、会計年度任用職員２名分の報酬、手当及び共済費でございます。
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また、７節委員等謝礼金１２７万２千円は、開校準備協議会委員の謝礼金であります。

また、１２節校歌作曲委託料２３７万６千円は校歌の作詞、作曲に係る委託料でござい

ます。下段、中学校通学路安全推進事業費でございます。新中学校の通学路の安全整備

に係る経費であり、６９２万５千円を計上しております。内容といたしましては、１２

節通学路整備設計等委託料であり、通学路の整備及び防犯灯の設置等の設計委託に係る

ものでございます。５ページをご覧ください。歳入でございます。上段は、公立学校施

設整備費負担金であり、５億３千７０７万６千円を計上しております。その主なものは、

２校の校舎及び屋内運動場の建設に係る国庫負担金でございます。下段は、学校施設環

境改善交付金であり、１億１千６１３万９千円を計上しており、その主なものは、２校

の体育施設及び給食施設の整備に係る国庫補助金でございます。６ページをご覧くださ

い。令和２年度の工事予定表です。まず、新中学校建設工事は、校舎等建設工事であり、

工事費として４０億９千９８７万８千円を見込んでおります。工期は本年１１月から令

和４年２月を予定しております。次に用地造成工事につきましては、グラウンド及び新

規取得地の造成工事であり、工期は本年７月から令和４年１２月を予定しております。

最後に解体工事請負費は、旧校舎等の解体工事であり、工期は本年７月から１０月末ま

でを予定しております。７ページをご覧ください。開校までに係る新中学校建設事業費

の継続費の表でございます。内容につきましては、３月補正予算において説明いたしま

したので、割愛させていただきます。以上で説明を終わります。 

○文化生涯学習課長 文化生涯学習課に係ります令和２年度当初予算について、ご説明い

たします。１ページをお願いいたします。事務の概要でございますが、記載のとおりで

すので、説明は割愛させていただきます。２ページをお願いいたします。歳入及び歳出

の総括表でございます。詳細につきましては、次ページ以降で説明させていただきます。

３ページをお願いいたします。ここからは、学習振興・人権教育係にかかる歳出でござ

います。上段１０款５項１目、社会教育総務関係職員時間外勤務手当で、職員３名に係

る時間外勤務手当でございます。下段１０款５項１目、成人式事業費でございます。平

成３０年１月から新成人による実行委員会形式で実施しており、来年１月も実行委員会

形式で実施したいと考えております。主な支出は、実行委員会への委託料４５万円でご

ざいます。４ページをお願いいたします。上段は、社会教育各種団体助成金でございま

す。田川市子ども会育成会連絡協議会及び田川市ＰＴＡ連合会への補助金でございます。

下段、社会教育総務経費でございます。主なものは、社会教育委員への報酬でございま
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す。５ページをお願いいたします。上段は、社会参加促進支援事業費で、識字学級の人

権教育推進事業に係る学級運営費でございます。主なものは、講師謝礼金となっており

ます。下段は、人権・同和教育事務費で、社会教育相談員及び人権教育推進室長に係る

人件費が主なものとなっております。６ページをお願いいたします。上段は、教育集会

所管理運営費で、教育集会所６施設分の修繕費を計上いたしております。下段は、人権・

同和教育推進協議会支援事業費で、田川市人権教育推進協議会に対する補助金でござい

ます。７ページをお願いいたします。上段は、地域活動支援事業費でございます。これ

は、夏休みの通学合宿等の子どもの体験活動等に係る事業費のほか、地域活動指導員に

係る人件費でございます。下段の人権・同和問題啓発事業費は、人権・同和教育中央講

座など人権に関わる講座や学習会の実施に伴う講師謝礼金が主なものでございます。８

ページをお願いいたします。上段は、地域学校協働活動事業費でございます。これは、

小学校１年生と２年生を対象とした放課後子どもチャレンジ教室に係る共同活動推進

員及びサポーター等への謝礼金が主なものでございます。平成２８年度に２校から始ま

りましたが、令和２年度までに全ての小学校で実施することといたしております。下段

１０款５項４目、青少年対策事業費でございます。青少年対策室の運営費でございます。

会計年度任用職員の人件費等が主なものでございます。９ページをお願いいたします。

上段は、家庭教育支援事業費でございます。家庭教育力の向上を図ることを目的に実施

する家庭教育講座や啓発冊子を活用した講座に係る費用で、講師謝礼金が主なものとな

っております。下段１０款５項８目、生涯学習費でございます。これは、小学生を対象

といたしました生涯学習関係の情報誌たがわっ子の作成に係る消耗品費が主なもので

ございます。１０ページをお願いいたします。ここからは、学習振興・人権教育係に係

る歳入でございます。上段は、学校開放事業に係る学校体育館使用時に負担していただ

く電気料の収入でございます。中段は、社会教育費補助金で地域活動指導員の人件費に

係る県の補助金が主なものとなっております。下段は、雑入です。自動車免許取得学級

の町村負担金等でございます。１１ページをお願いいたします。ここからは、公民館・

スポーツ係に係る歳出でございます。上段１０款５項１目、社会教育総務関係職員時間

外勤務手当で、こちらは職員２名分の時間外勤務手当でございます。下段は、１０款５

項２目、市民会館維持管理経費でございます。これは、市民会館の維持管理に要する光

熱費や管理委託料等になります。１２ページをお願いいたします。上段は地域活動活性

化事業費でございます。市内８中学校区にある校区活性化協議会へ補助金を計上いたし
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ております。下段は、地区公民館建設費補助金でございます。こちらは、地区公民館の

増改築等に対する補助金を計上いたしております。１３ページをお願いいたします。上

段は、公民館運営事業費でございます。会計年度任用職員の人件費のほか、公民館講座

に係る消耗品費などが主なものでございます。下段１０款６項１目、保健体育総務事務

費でございます。こちらは、スポーツ推進審議会委員及びスポーツ推進委員への報酬が

主なものでございます。１４ページをお願いいたします。１０款６項１目、社会体育施

設運営事業費でございます。現在、指定管理者制度を導入しております各体育施設及び

市民プールの委託料が主なものとなっております。下段１０款６項２目、保健体育振興

経費でございます。会計年度任用職員の人件費が主なものとなっております。１５ペー

ジをお願いいたします。上段は、県民体育大会事業費でございます。田川市選手団を結

成いたしまして、福岡県民体育大会へ参加するための委託料を計上いたしております。

下段は、地域スポーツ活動推進事業費でございます。小学校低学年の水泳教室やカヌー

体験教室等を実施する際の講師謝礼金等でございます。１６ページをお願いいたします。

上段は、市民体育大会事業費です。こちらは、市民体育大会の開催をＮＰＯ

法人田川市体育協会に委託しておりますので、その委託料を計上いたしております。１７

ページをお願いいたします。こちらは、公民館・スポーツ係に係る歳入でございます。

公民館使用料が主なものでございます。１８ページをお願いいたします。ここからは、

文化係に係る歳出となります。上段１０款５項１目、社会教育総務関係職員時間外勤務

手当でございます。職員９名分の時間外勤務手当を計上いたしております。下段は、近

代化産業遺産保存活用基金費でございます。こちらは、基金の積立金を計上いたしてお

ります。１９ページをお願いいたします。上段１０款５項３目、図書館運営事業費でご

ざいます。図書館の指定管理委託料及び施設の補修工事費などを計上いたしております。

下段１０款５項５目、石炭・歴史博物館運営等事業費でございます。館長の報酬のほか、

会計年度任用職員の人件費、その他石炭・歴史博物館の維持運営に必要な経費を計上い

たしております。２０ページをお願いいたします。上段は、埋蔵文化財発掘調査事業費

で遺跡の発掘調査に係る経費を計上いたしております。下段は、文化財保存・活用等事

業費で地域の文化財の保存・管理するための経費のほか、保存会等への補助金を計上い

たしております。２１ページをお願いいたします。上段の文化センター・青少年文化ホ

ール運営事業費は、施設を運営するための指定管理委託料等でございます。下段は文化

振興事業費で、芸術文化体験事業及び文化事業等への補助金等でございます。２２ペー
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ジをお願いいたします。上段は美術館運営事業費でございます。美術館の維持管理を行

うための指定管理料等が主なものでございます。下段は、世界記憶遺産保存・活用等事

業費でございます。世界記憶遺産に登録された山本作兵衛コレクションの保存活用のた

めの会計年度任用職員１名の人件費が主なものでございます。２３ページをお願いいた

します。上段、世界記憶遺産保存活用推進基金費は、保存推進を図るための基金の積立

金でございます。２４ページをお願いいたします。ここからは、文化係の歳入でござい

ます。上段は、社会教育使用料で石炭歴史博物館入館料のほか、田川文化エリアに係る

行政財産使用料を計上いたしております。下段は、福岡県市町村権限委譲事務交付金で、

文化財に係る交付金でございます。２５ページをお願いいたします。上段は教育費寄附

金で、近代化産業遺産保存活用寄附金等でございます。こちらは先ほど歳出でご説明い

たしました１千円計上しておりますものを、同じように歳入でも１千円を計上しており

ます。２段目は、文化振興基金繰入金で先ほどご説明いたしました、文化事業及び美術

館等の事業に充当するものでございます。下段は、雑入で浄化槽電気料及び維持管理委

託料のほか、図録やポスター、オリジナル商品等の売上代金等の収入でございます。文

化生涯学習課に係る説明は、以上でございます。 

○子育て支援課長 子育て支援課子ども未来係の幼稚園分について、ご説明いたします。

１ページをお願いいたします。事務事業の概要でございますが、この資料につきまして

は、幼稚園分のみを記載しております。２ページが歳入歳出の総括表でございます。歳

入につきましては、４千３０９万７千円を計上いたしております。歳出につきましては、

７千７６１万３千円を計上いたしております。３ページをお願いいたします。上段は、

幼稚園事務局関係職員時間外勤務手当でございますが、子ども未来係に幼稚園担当の者

が１名いますので、その職員の時間外勤務手当を計上いたしております。下段は、幼稚

園に係る職員時間外勤務手当を計上いたしております。４ページをお願いいたします。

上段は、幼稚園運営事業費で会計年度任用職員の人件費のほか、施設管理に係る経費を

計上いたしております。特に、会計年度任用職員の導入と職員の増に伴う増額になって

おります。下段につきましては、先ほどの３月補正予算の際にご説明いたしましたが、

幼稚園就園奨励費は令和２年度から別の制度に移行されますので、経費の計上はありま

せんが、参考資料として記載しております。５ページをお願いいたします。上段は、子

どものための教育・保育給付費でございますが、こちらも先ほど説明いたしましたが、

子ども・子育て支援新制度移行幼稚園への施設型給付費に係る経費を計上いたしており
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ます。平成２７年度から子ども・子育て支援制度が導入されておりますが、この制度に

移行した幼稚園への給付金を計上いたしております。下段は、子育てのための施設等利

用給付事業費でございます。これは、子ども・子育て支援制度へ移行していない幼稚園

を対象とした給付費を計上いたしております。６ページをお願いいたします。こちらは

歳入でございますが、子どものための教育・保育給付費と子育てのための施設等利用給

付事業費の国及び県の負担金を歳出に応じて計上いたしております。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。 

○光井委員 教育総務課の鎮西小学校の駐車場工事についてですが、資料の１０ページに

配置図がありますが、これがどのような形になるのか想像できません。形は変わらず地

面の舗装だけで終わるのですか。 

○教育総務課長 主な内容は、駐車場のアスファルトの設備でございます。工事概要に記

載しておりますが、約１５００平方メートルを整備することになります。そして、現在

の正門は、児童が登下校する歩道がありませんので、歩道を確保できるように道路幅を

広げて正門を広くするような形になります。また排水が悪いので、大雨が降った際に下

の体育館に雨水が流れるような状況になっています。ここは避難所に指定されておりま

すので、雨水の排水整備も一緒に工事を行いたいと考えております。 

○教育長 駐車できる台数は増えますか。 

○教育総務課長 車道を一方通行にして回れるようにしますので、今と同数かもしくは数

台増えるかと考えております。正門のそばに植栽等がありますが、それを取り払うよう

にしたいと思っております。 

○光井委員 樹木も撤去するのですか。 

○教育総務課長 撤去します。樹木を撤去して児童が通る歩道と車道を分離したいと考え

ております。 

○光井委員 学校教育課の小中学校ＩＣＴ教育環境整備事業費について、国が来年度から

タブレットを１人に１台持たせるという事業を実施しますと言っていましたが、その概

要の説明をお願いします。タブレットを１人に１台支給しても、タブレットにアプリを

入れるなどの整備費がかかってくると思いますが、国の考えはどうなのか。そして、こ

の事業費との関連があったら教えてください。また、文化生涯学習課の資料４ページ上

段の社会教育各種団体助成金は、田川市子ども会育成会連絡協議会と田川市ＰＴＡ連合
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会への補助金ですが、前年度より６万５千円の減額となっています。昨年度からどちら

かの補助金が減額されたのか、この減額の理由について教えてください。 

○学校教育課長 今、光井職務代理がおっしゃったのはＧＩＧＡスクールのことだと思っ

ております。文科省から説明会があり、教育長にも参加していただきましたが、中身が

二転三転しているところもありまして、今のところ１人１台は難しい状況ではないかと

考えております。また、タブレットも同様ですが、１人１台パソコンを使用できる状況

にするためには、環境を整えていないとできません。ＷｉＦｉ環境などは国から補助が

出るという話ではありますが、まだ確定ではございませんので、当初予算に計上するこ

とはできておりません。説明会に参加したり、国の動向を見ながら早い段階で判断した

いと思っておりますが、環境整備ができていないと、タブレットの導入は難しいのでは

ないかという動きもありますので、今のところお話しできるのが難しい状況ではありま

す。 

○光井委員 来年度の導入に向けて、市町村側にとっては６月や９月の補正も含めて、年

度内になんとかしましょうという話になっているのですか。 

○学校教育課長 だんだんそのようになってきていると思います。最初にお話を伺った際

には３月補正かと思っていたのですが、国の方針が決まりませんので時期がずれており

まして、今の段階では６月補正ではないかと思っております。国の方針が確定しないこ

とには動きが取れませんので、なかなか難しい状況ではあります。 

○教育長 少し前に京都であった説明会では、経産省と文科省から一緒に説明がありまし

た。そこでの説明では自治体によって整備状況がかなり違うので、県単位でまとまって

整備をするシステムを採りたいという言い方をしていました。経産省や文科省が言うに

は、１人１台の時代がもう目の前にきているので、国は積極的にＩＣＴ機器の整備を進

めたいと言っていました。教育委員会としては、これをチャンスにして前に進めていき

たいと思っています。 

○文化生涯学習課長 社会教育団体の助成金について、ご説明させていただきます。６万

５千円の減額となっておりますが、これは団体数が１つ減ったことに伴うものでござい

ます。昨年まではボランティアサークルつばさという団体にも助成しておりましたが、

高齢化に伴いまして解散されましたので、その分の補助金６万５千円が減額となってお

ります。また、子ども会育成会連絡協議会と田川市ＰＴＡ連合会については、補助金額

の変更はございません。 
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○教育長 教育総務課の資料６ページＧｕＲｕＭｉが市の広報紙の中で年３回の掲載に

なると説明を受けましたが、掲載時期はもう決まっているのですか。 

○教育総務課長 現在と同様に６月、９月、２月の年３回を予定していることは、広報た

がわの担当部署である市長公室に伝えております。しかし、市長公室としては、他の差

し込む記事との重複は避けたい意向ですので、そういった場合は、調整の必要がでてく

るのではないかと考えております。教育委員会としては、現在と同様の計画でいきたい

と思っております。 

○教育長 学校教育課の資料３ページの学力ステップアップ推進事業費で減額補正とい

う説明がありましたが、具体的な理由を教えてください。 

○学校教育課長 事業内容及び実施方法等の中に、ふくおか学力向上推進事業で指定を受

けた推進拠点校における授業改善等の取組の推進とありますが、この事業は既に終わっ

ていますので、これがなくなります。また、講師の方に来ていただく回数が減りました

ので、その分の減額となります。 

○教育長 小河先生にこちらに来ていただく回数が減るということですか。 

○学校教育課長 減っております。ただ、減額の主なものは、拠点校授業が終わったこと

であります。 

○教育長 推進室の資料４ページの中学校通学路安全推進事業費で通学路整備設計委託

料を計上していますが、設計の完了、また、工事着手時期などはいつ頃になるのか説明

をお願いします。 

○推進室長 こちらにつきましては、あくまでも新年度予算でございますので、来年度新

たに契約するところでございますが、本年度既に同様の委託を行っており、土木コンサ

ルタントに通学路の整備方法及び工事金額の積算を行っていただいております。本年度

事業でございますので、本年度末の３月までに報告書があがってきまして、その後、教

育委員会と市道を管理する土木課と協議をいたしまして、工事箇所等の優先順位付けを

行った後、来年度以降工事に取り掛かることを想定しています。今回計上しております

経費につきましては、開校準備協議会等で新たに整備箇所等の追加について要望される

ことも考えられますので、その分の追加経費及び防犯灯の設置に係る調査の経費を計上

いたしております。 

○教育長 やはり、地域の方や保護者の一番の心配や要望は通学路の安全なので、できる

だけ早く取り掛かるべきだと思いますので、よろしくお願いします。それから同じく、
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資料６ページのグラウンド及び新規取得地造成のところで、予定工期の終わりが令和４

年１２月となっていますが、新中学校が始まる４月から８か月間もどういった工事が行

われて、子どもたちや教育活動にどのような影響があるのか、現時点での見通しがあれ

ば、説明をお願いします。 

○推進室長 特に東中学校、現在の伊田中学校の現用地の東側の山林地部分につきまして

はかなり広いので、既存校舎敷及びその部分の開発行為の申請等をすれば、それだけで

約１年かかるということで、当初は、東側の山林部分の開発行為は開校後に行いたいと

いう説明をさせていただきました。これが、１年かかるのではないかと事務局では考え

ております。現在、東中学校と西中学校のそれぞれの設計会社で、効率的で子どもたち

にとって開校時に使いやすい状況にするために、再度スケジュール等の見直しを行って

おります。しかし、校地の活用部分の詳細な設計等が終わらないことには、スケジュー

ルの見直しもできませんので、現在、スケジュールと学校の施設、周辺用地の活用方法

を合わせたところで設計を行っております。それが固まり次第、教育委員会にご報告さ

せていただきまして、ご承認いただければそのとおり工事を行っていきたいと考えてお

ります。 

○教育長 伊田中学校の山林部分を削る部分と考えていいのですか。 

○推進室長 はい。また、後藤寺中学校につきましては、グラウンドに仮設校舎を設置い

たしますので、撤去後の工事になります。新規取得地造成とは別ですが、今ある体育館

等の部分もすべてグラウンド用地として活用しますので、現在ある段差を削る作業が開

校後の作業となってまいりますので、その部分が開校後の工事予定の中に入っています。 

○教育長 できる限り、開校時に子どもたちの教育活動に影響がないように進めていく必

要があると思いますので、大変と思いますが業者との打合せ等を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。 

  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６号「令和２年度教育費（当初）

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７号「田川市放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題といます。事務局に説明を求

めます。 
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○学校教育課長 日程第４ 議案第７号「田川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部改正について」ご説明させていただきます。本案は、

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が令和２

年４月１日に施行されることに伴い、放課後児童支援員の資格要件を緩和するため、所

要の改正を行うもので、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ページをお願いいたします。

１ 改正理由です。児童福祉法第３４条の８の２第２項の規定に基づき、放課後児童健

全育成事業の設備及び運営について関する基準の一部を改正する省令が令和２年４月

１日から施行されます。具体的には、これまでは放課後児童健全育成事業に従事する者

及びその員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事

項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとしていましたが、今回、すべ

ての基準を参酌するものとし、各自治体での判断を踏まえた条例の適切な見直しが可能

となるよう改正されております。これに伴い、条例の一部改正を行うものであります。

２ 改正内容でございます。⑴ 職員の資格要件の追加について、条例第１０条第３項

中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都市の長」

を加えます。⑵ 職員に関する経過措置期間の延長についてでございます。附則第３項

中「令和２年３月３１日」を「令和５年３月３１日」に改めます。３ 改正に伴う影響

と効果でございます。⑴ 政令指定都市が行う認定資格研修修了者を資格要件に加える

ことにより、従来の都道府県知事が行う認定資格研修修了者と合わせて、放課後児童支

援員の資格を満たす対象者が増え、さらなる人材の確保につながります。⑵ 現行条例

では、経過措置期間である令和２年３月３１日までに認定資格研修を修了しなければ、

放課後児童支援員の資格を満たしていても、令和２年４月１日以降、支援員として認め

られなくなっておりました。⑶ 国の経過措置については、期間終了後は延長されない

見込みでありますが、今回の改正に伴い、基準が参酌化されることで各自治体の判断に

おいて経過措置の延長も可能となることに伴い、本市におきましても経過措置期間をさ

らに延長することで、放課後児童支援員の確保が可能となり、クラブの安定的な運営が

可能となります。期間については、放課後児童クラブ業務の運営を令和２年度から民間

に委託することにより、受託者で支援員認定資格研修受講の働きかけを行う必要がある

ことから、委託の契約期間末日と合わせて令和５年３月３月３１日としております。４ 

施行期日は、令和２年４月１日です。改正条例案は別紙１、改正に伴う新旧対照表は別
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紙２のとおりでございます。以上で、説明を終わります。 

○教育長 児童クラブ支援員の人材確保につなげるための条例改正ということです。 

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４ 議案第７号「田川市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める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 議案第８号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会委員の

委嘱（交代）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５ 議案第８号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会委員

の委嘱（交代）について」ご説明申し上げます。本案は、委員１名が交代するため、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。裏面をご覧ください。石炭・歴史博物館及び文化セン

ター等の事業の円滑な運営を図ることを目的に、この委員会は設置されておりますが、

委員１名が交代することに伴いまして、新たに委員を委嘱する必要が生じたものでござ

います。社会教育関係者の中に、田川商工会議所副会頭 柏木正國氏を新たに任命しよ

うとするものでございます。なお、新任者の任期は田川市石炭・歴史博物館等運営協議

会設置条例第４条に基づきまして、前任者の残任期間となるため短期間でございますが

令和２年５月３１日までとなります。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号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会

委員の委嘱（交代）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 事務報告「新中学校におけるプールの設置（案）について

（継続）」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 事務報告「新中学校におけるプールの設置（案）について」ご報

告いたします。本件につきましては、１月定例教育委員会におきまして、近隣の先進自
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治体の利用状況の詳細及び校長会への事前説明の実施等のご指摘をいただきまして、継

続して審議することになっておりました。資料の説明に入ります。１ページから２ペー

ジにつきましては、前回説明したとおりでありますので、説明を割愛させていただきま

す。３ページをご覧ください。７ 近隣の民間等プール施設についてでございます。⑵ 

各施設までの移動時間を記載しております。なお、移動方法はスクールバスを想定して

おります。市内の福岡県立大学を除くと、おおむね１５分から２０分程度です。資料の

とおり、学校と施設の組み合わせで移動時間を１５分程度にすることが可能であります。

続きまして、８ 近隣自治体における外部プールの利用状況であります。聴き取り調査

を行った学校に共通する項目をまとめています。まず、１回のプール授業につき２時間

分連続で実施しております。また、授業時間は、施設までの移動時間を含めております。

さらに、体育以外の授業や給食時間等に影響が出ないよう、学校で時間割等の工夫をし

ているとのことでございます。多くの学校の移動時間は、バスで１０分から１５分程度

であり、新中学校においても、同程度の時間での移動が可能であります。また、民間施

設活用におけるメリットである外部指導を行っている学校につきましては、記載してい

る１７校のうちの８校、約半数でございました。最後に、資料への記載はありませんが、

校長会での事前説明の状況でございます。２月４日火曜日の校長会におきまして、新中

学校についてはプールを設置せずに、近隣のプール施設利用について検討している旨を

ご説明いたしました。校長会におきましては、「学校でのプールの必要性については、

教員の中で賛否両論がある」、「ない場合の対処を恒久的に行ってもらえるのか」、「利用

できる目途はあるのか」などの意見がございました。事務局といたしましては、「授業

として必要な予算等の措置、さらに他自治体のように、メリットであるインストラクタ

ーの配置などに努めたい」、また「現在、新中学校開校後のプール授業に係る予算措置

を行っていない状況で契約等はできないが、時間枠としては確保できる目途はある」と

回答させていただき、一定の納得を得られたところでございます。また、２月３日月曜

日及び４日火曜日におきまして、各教科の教員を対象に、諸室、主に特別教室等の設備

についてヒアリングを実施いたしました。体育科につきましては、３日月曜日の午前中

に実施し、併せてプールについての説明を行っています。学校へのプール設置、未設置

については、参加者の意見はさまざまありましたが、「恒久的にプールへの送迎が可能

なのか」といった意見があり、「スクールバス等での送迎は可能」と回答したことで、

一定の理解がなされたと考えています。以上、新中学校におけるプールの設置について
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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。 

○光井委員 近隣自治体における外部プールの利用状況の表の資料の中で、他授業への影

響等の欄に「短縮授業等は行っていない」とありますが、具体的に説明をお願いします。 

○推進室長 授業時間を５０分から４５分の短縮授業にするというようなことではなく、

給食等に影響がないように、移動時間も含め２時間分の体育の授業時間の中で調整を図

っているという意味合いでございます。 

○教育長 簡単に言えば、中学校は５０分授業なので２コマ連続の１００分を移動時間も

含めて１００分で収めるということです。他の教科の時間を削ったり、帰りの時間が遅

くなることはないということです。 

○光井委員 バスの中でプール利用の注意点などの説明をしながら、体育の時間として行

っていくということですね。 

○河底委員 プールの授業は夏のみですか。 

○推進室長 施設によっては、屋内プールや温水プールもありますので、柔軟な対応がで

きるかと思っております。 

○教育長 近隣自治体における外部プールの利用状況の表を見ると、赤村を除くと移動時

間は、大体５分から１５分となっていますので、本市の近隣各施設までの移動時間を見

ると、県立大が一番良い気がします。県立大には、正式ではなくても中学校を受け入れ

る時間などの確認は取っていますか。 

○推進室長 今回、仮設校舎の間の伊田中学校の体育の時間としてのプールの活用につい

てのお話はさせていただいておりますが、その後の新中学校両校の活用については、ま

だお話はできておりません。ただし、県立大にプールはございますが、大学生のプール

授業等の活用は、現状行われておりません。利用時間の枠自体はあると思いますが、整

備や消毒などの日頃の管理は行われていない状況ですので、こちらだけが使わせていた

だくことは、なかなか厳しいと思います。しかし、移動時間の面もありますので一応ご

相談をさせていただきたいと考えております。 

○教育長 この件については前回の定例教育委員会でも審議をしましたが、新中学校は費

用面等を考慮して、敷地内にプールは設置せず外部施設を利用する方向で、教育委員会

として進めていきたいと思いますが、よろしいですか。 

(異議なしの声あり) 
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  それでは、プールの設置については、この方向で進めていきたいと思います。次に移

ります。日程第７ 事務報告「田川市成人式の実施について」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７ 事務報告「田川市成人式の実施について」ご報告いたし

ます。１ページをお願いいたします。１ 日時は、令和２年１月１２日、日曜日、１３

時から１５時４０分まで実施しております。２ 場所は、田川文化センターの大ホール

でございます。４ 対象者及び出席状況でございます。令和元年度につきましては、男

女合わせて４７０名、出席者が３２８名でしたので、出席率は６９．７パーセントとな

っております。昨年度の出席者数を記載いたしておりますが、出席率が７３．８パーセ

ントとなっておりますので、若干減少しております。減少の主な理由は、田川市で働い

ている外国籍の方は住民登録されておりますので名簿にあがってきますが、ご案内をし

てもほぼ不参加ですので、減少の要因となっております。５ 式次第でございます。オ

ープニングで小学校恩師によるビデオメッセージを流しまして、その後、式典を行って

おります。第２部では、今回、青年の励ましのお言葉を映画監督の池田エライザさんよ

りビデオレターという形でいただきましたので、冒頭でビデオレターを流しました。そ

れから、実行委員会による抽選会を行いまして、エンディングでは、中学校恩師による

ビデオメッセージを流しております。２ページをお願いいたします。６ 成果でござい

ます。⑴ 新成人による田川市成人式実行委員会形式での開催は、今回で３回目となっ

ております。実行委員会のメンバーは当然変わっていくものでございますが、昨年度の

成人式ビデオを視聴する中で、さらに良い成人式にしようという雰囲気の中で実行委員

会が行われました。⑵ 抽選会における協賛企業は昨年より５企業増えまして、多くの

景品をいただいており、その結果多くの新成人が景品を受け取ることができました。⑶ 

昨年度の課題でございました、新成人持参の「のぼり旗」につきましては、事前に事務

局の会議の中で会場内持ち込み禁止を提案いたしました。全員で確認を行った結果、当

日「のぼり旗」を持っている新成人に注意を促したところ、協力をいただきまして「の

ぼり旗」は外に置いて会場内に入っていただいたという成果がでております。７ 課題

でございます。⑴ 成人式実行委員につきましては、公募を行ったものの申込者がいま

せんでした。その後は、事務局より新成人の当時の学級担任へ直接依頼し、５中学校か

ら実行委員の推薦をもらいましたが、３中学校からの選出はできませんでした。そのた

め、すべての校区の新成人の声を広く取り入れることができなかったこととなっており
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ます。先ほども申し上げましたが、⑵ 出席率は昨年度より４パーセント低くなってお

ります。その要因としまして、８中学校全ての中学校からの実行委員の選出ができなか

ったことも、１つの要因と考えています。⑶ 他町村で成人式を終えた新成人が駐車場

でトラブルを起こし、結果的に警察へ通報することとなりました。また、２階のおどり

場へ上がらないように注意を呼びかけていましたが、係員の注意にも従わなかったので、

来年度は考えなければいけないと思っております。８ 来年度以降の開催に向けてでご

ざいます。⑴ 各校区から最低１名の実行委員を選出するために、どのような方法が考

えられるか、今年の実行委員の意見を参考にしながら検討していきたいと思っておりま

す。また、公募のみならず学校との連携も視野に入れながら選出につなげたいと考えて

おります。先ほどの課題にもありましたが、⑵ 他町村の新成人によるトラブルでござ

います。田川警察署との連携をどのようにしていくかという検討を行っていきたいと考

えております。また、⑶ ２０２２年度より１８歳で成人なることに関しまして、実行

委員会の皆さんにもご意見を伺いました。全員が、２０歳での実施が望ましいのではな

いかというご意見でしたので、私どもといたしましても、これまでと同様に２０歳での

成人式という形で準備を進めてまいりたいと思いますので、今後ともご協力をお願いい

たします。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。 

○河底委員 先週、生徒会サミットがありましたが、サミットには必ず中学校の生徒会が

来るので、そこで５年後の成人式の実行委員会について、生徒会長が代表になって同級

生に実行委員会の声かけをするように伝えると良いのかなと思います。新中学校になる

と、また考えることが出てくるかと思いますが、高校になってバラバラになる前に話す

ことによって、少しでも頭に残るのではないかと思います。 

○文化生涯学習課長 ありがとうございます。実は、事務局の反省会の中でも、もっと早

い時期での意識付けが必要ではないかという意見が出ておりました。どの時点でどうす

るのかということは、今後考えていきたいと思っております。当然、中学生のころから

意識付けをしていかないと、高校を卒業して大学生になってからとなると、場合によっ

ては当時の担任の先生がいらっしゃらないということも考えられますので、ぜひ参考に

させていただきたいと思います。 

○教育長 青少年対策室長と話をした際に、河底委員と同様の意見が出ておりました。生

徒会サミットで意見を持ち寄って、自治活動が段々と定着してきているので、「できた
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ら卒業式前に旧実行委員会から引き継げる形を工夫してみましょう」と、青少年対策室

長も言っておりました。生徒会サミットで培ったつながりや自治活動を活かして、一段

と成人式をより良いものにしていく企画をされているようですので、また具体的なもの

ができましたら、報告をお願いします。 

  ほかになにか、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 事務報告「田川市奨学金給付条例施行

規則の一部改正（案）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８ 事務報告「田川市奨学金給付条例施行規則の一部を改正する

規則について」でございます。新旧対照表で説明いたしますので、２ページをお願いい

たします。まず、現行の第３条中「条例第２条第５号の経済的な理由は、本人及び本人

と生計を一にする者の市町村民税所得割額の合計が、３０４，２００円未満であること

をもって困難な状況であると認めるものとする」としておりますが改正案では、 

「３０４，２００円未満」のところを「２０９，７００円未満」といたします。ただし、

第１２条第１項第４号にこのようなただし書を加えます。「ただし、情状を考慮し、市

長が特に認めるときは、この限りではない。」を加えております。次に、３ページをご

覧ください。これは、令和３年度に施行するものでございます。現行が「２０９，７００

円未満」となっておりますが、改正案といたしましては「１２６，０００円未満」に改

めるものでございます。１ページにお戻りください。附則の施行期日につきましては、

この改正規則中第１条及び次項の規定は令和２年４月１日から、第２条の規定は令和３

年４月１日から施行いたします。次に、経過措置についてです。第１条の規定による改

正後の田川市奨学金給付条例施行規則第３条及び第１２条第１項第３号の規定は令和

２年に初年度に申請を行う者について、第２条の規定による改正後の田川市奨学金給付

条例施行規則第３条及び第１２条第１項第３号の規定は令和３年以後に初年度の申請

を行う者について、それぞれ適用いたします。令和元年以前に初年度の申請を行った者

の市町村民税所得割額の要件は、なお、従前の例によるものでございます。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。 

○光井委員 この給付型奨学金は、田川市だけが行っているものですか。 

○学校教育課長 田川地区８市町村が同時に行っているものでございます。始めて３年が

経ちましたので、首長の方々に話し合っていただき、このような施行規則の改正も８市
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町村で行うものでございます。 

○教育長 改正の理由について、説明をお願いします。 

○学校教育課長 田川市の場合は、応募者数が多く、学業成績を参考にするのか、本来の

経済的に厳しい家庭に支援をするのかという議論を委員の中で行っていただきました。

学業成績につきましては、高校の成績が基準となっております。委員の中で「成績にも

経済格差の影響があるのでは」という意見があり、「原点に戻り経済的に厳しい家庭に

支援をするべきではないか」ということになりました。そうすると、市町村民税所得割

額の合計が現状の３０４，２００円未満であれば、年間所得は約９００万円を超えるこ

とになります。これでは、多くの方が応募することができるので、田川市の場合は２倍

を超える応募が続いておりました。そこで市町村民税所得割額の合計を２０９，７００

円未満とすると、年間所得は約７６０万円となり、１２６，０００円未満にすると年間

所得が約５７０万になりますので、そちらのほうが良いのではということで改正するも

のでございます。 

○教育長 ほかになにか、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「⑴ ２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。「⑵ ３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、３月定例会につきましては、３月１１日、水曜日はいかがで

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、３月定例会は３月１１日、水

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２年度第２回田川市教育委員会２月定例

会を閉会いたします。 

（１６時３０分閉会） 

 


