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（１４時３０分開議） 

○教育長 ただいまから、令和２年第３回田川市教育委員会３月定例会を開会いたします。

議事に入ります前に、新型コロナウイルス感染症の拡大防止等に関して報告がございま

す。本件に関しましては、３月３日からの小中学校の臨時休校等について、各委員には

電話等で取り急ぎ報告しておりました。その後、３月９日の市議会において、本件に関

する本市の全般的な取組及び小中学校における対応について報告が行われております

ので、その内容について事務局から報告をお願いします。 

○教育部長 定例会の冒頭の時間をいただきまして、新型コロナウイルスに関する報告を

させていただきます。我が国はじめ世界規模で感染が拡大しております、新型コロナウ

イルス感染症に関しまして、本市の全般的な取組及び市内小中学校における対応につき

ましてご報告を申し上げます。１ 本市の全般的な取組についてでございます。⑴ 組

織体制の整備といたしまして、ア 本年、１月３０日木曜日に国及び福岡県が対策本部

を立ち上げたことを受け、本市においても２月４日に市長を委員長、副市長を副委員長

とする田川市新型コロナウイルス感染症庁内連絡対策会議を設置いたしました。イ ２

月２０日に福岡県内で新型コロナウイルス感染症の患者が発生したことを受け、同日に

庁内連絡対策会議を対策本部に格上げし、市長を本部長とするなど体制の強化を図って

おります。これまでに庁内連絡対策会議を３回、対策本部会議を本日の開催と合わせて

５回開催しております。⑵ 市民への周知及び注意喚起でございます。ア 市のホーム

ページによる予防対策及び相談窓口の周知を、２月３日から実施をしております。その

内容については、随時更新を行っております。イ 防災行政無線による予防対策の周知

を２月４日から実施しており、現在、午前と午後に 1 回ずつの放送を行っております。

ウ チラシによる全世帯への予防対策及び相談窓口の周知を、区長会の協力を得て、２

月２１日から２３日に行っております。エ 市の広報紙及びチラシの折り込みによる予

防対策及び相談窓口の周知を３月１日号で配布をしております。⑶ 市民へのマスク配

布を行っております。ア 感染予防の一環として、免疫力が低下する妊婦の方に対して、

１人２０枚のマスクを配布することを決定しております。３月３日以降に妊娠届を保健

センターに提出する妊婦の方に対しては、母子健康手帳と合わせて配布をしたところで

ございます。また、２月１日以降出産予定で、既に妊娠届を保健センターに提出してい

る妊婦の方に対しても、３月６日付で郵送を行っております。⑷ 各部署の対応等につ

いてでございますが、ア 現在、各部署が実施している対応及び今後、田川市で患者が
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発生するなど、状況が更に悪化した場合の対応について、取りまとめを行っているとこ

ろでございます。イ 感染予防の一環として市民課や税務課などの窓口職員に対し、３

月のひと月分のマスクを配布し、市立病院に対しましては在庫が少なくなっております

ので、ストックしているマスクの支給を行ったところでございます。⑸ 行事等の中

止・延期についてでございますが、ア ２月２２日から３月３１日までの間、高齢者等

が集うイベントや講座など１３部署の３７事業について、延期または中止の措置を取っ

たところでございます。イ 保育所及び幼稚園につきましては、通常通り開所しており

ますが、入所説明会及び修了式は中止とし、卒園式及び入園式については、時間の短縮、

規模の縮小を行い実施する予定となっております。次に、教育委員会に関連する事項で

ございますが、２ 市内小中学校の新型コロナウイルス感染症対策に係る臨時休校等の

対応についてでございます。⑴ 臨時休校及びその期間中の対応についてでございます

が、ア 臨時休校の期間は３月３日から３月２３日までとしております。イ 給食につ

きましては、臨時休校前日の３月２日まで実施いたしました。ウ 児童クラブは、現在

登録している１年生から６年生の児童９５８名に加え、今回、新規に登録申請をしまし

た１年生から３年生の児童４名を対象に、長期休業期間中と同様に８時から１８時３０

分まで開所しております。利用状況でございますが、初日の３月３日は２１６名、４日

は２２４名、５日は２３６名、６日は２０９名、土曜日でございますが７日は５５名、

９日につきましては２１３名、昨日の１０日は２１２名とおおむね２００名で推移して

おります。児童クラブの運営に当たっては、教室などにおける児童同士の距離の確保及

び接触の回避のため図書室や教室の活用など特に配慮を行っております。臨時休校の期

間中、児童生徒は、自宅学習を行い、不要な外出を避けるよう指導し、職員は通常勤務

とし、家庭訪問等の支援を実施しております。また、小学校の教職員だけでなく、学校

事務職員、学校司書員、特別支援教育支援員も児童クラブの児童への支援を行うことと

しております。⑵ 卒業式及び修了式の実施についてでございますが、ア 小学校の卒

業式は３月１７日、中学校の卒業式は３月１２日に３０分以内に時間短縮の上、最小限

の人数で実施する予定としております。イ 修了式は、３月２４日に通常の時間帯で各

教室等において短時間で校内放送を活用するなどして実施する予定としております。修

了式の実施は、修了式本来の目的以外に、子どもを出校させることにより、その安否確

認と春休みの生活や学習等について指導を行うことを目的として行っております。市内

小中学校における一連の対応につきましては、２月２８日にプリント及びメールで保護
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者に対して周知を行っております。最後に３ 今後の対応についてでございますが、引

き続き刻々と変化する状況を見極めながら、国や県とも連携して適宜適切な対策を講じ

ていくこととしております。また、教育委員会が所管するトレーニングセンターは、集

団感染の危険性が非常に高いことから、市長までの特別決裁を行いまして明日から３月

３１日まで閉鎖することが決定いたしましたので、追加でご報告させていただきます。

以上で報告を終わります。 

○教育長 今の報告に対して、ご質問、ご意見等ございませんか。 

  ないようですので、議事に入ります。日程第１「令和２年第２回田川市教育委員会２

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２回田川市教育委員会２月定

例会会議録の承認について」は、これを承認することとします。 

  次に移ります。日程第２ 議案第９号「令和２年度教育施策方針について」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２ 議案第９号「令和２年度教育施策方針について」でございま

す。本案は、教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針として、令和２年度教育

施策方針の策定を行うもので、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１

号の規定により教育委員会の議決を求めるものでございます。教育施策方針の冊子をお

願いいたします。教育施策全体の方針や重点施策については、素案の段階で各委員の皆

様には一度ご説明をいたしておりますので、詳しい説明は割愛させていただきます。次

ページをお願いいたします。左側に学校教育の重点施策３点、右側に社会教育の重点施

策７点を記載しております。教育施策方針と重点施策につきましては、１ページから１

２ページまで記載しております。また、各課における施策及び事業につきましては、各

課の重点施策を記載しておりますので、各課長より重要なものについてご説明いたしま

す。６２ページからは資料として、教育長及び教育委員の説明、また、施設の一覧表を

添付しております。それでは、各課の施策及び事業について各課長よりご説明させてい

ただきます。 

○学校教育長 １３ページをお願いします。学校教育課です。１ 施策方針についてでご
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ざいますが、学校教育の重点施策は、上記、学校教育の施策方針と学習指導要領の基本

的な考え方から次の３点とします。⑴ 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、⑵ 豊かな人間性、確かな学力、健康・体力・自立心を育む学校教育を

推進する、⑶ 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」

を推進するでございます。１４ページをお願いいたします。２ 重点施策とその具体化

でございます。項目が多いため、重点的なもの、また、新規のものについてご説明させ

ていただきます。⑴ 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、ア 

あいさつ運動を通して、学校・家庭・地域のつながりを強化するでございます。目的は、

学校・保護者・地域等の連携を強化し、「あいさつ運動」を展開することにより、安心

して気持ちよく過ごすことのできる学校づくりや地域づくりをめざします。目標は、（ア）

学校・家庭・地域ぐるみでの「あいさつ運動の取組」実施校区を１００パーセントにす

る。（イ）生徒会を核とした主体的な「あいさつ運動」を全ての中学校で実施するでご

ざいます。ウ 不登校・問題行動等を防止する取組を強化するでございます。目的は、

各学校が、校長を中心に担任・スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラー等

とチームを組み、家庭・地域・関係機関との連携を強化しながら、不登校・問題行動等

の未然防止及び解消に取り組む。目標は、不登校の児童生徒の割合が全国以下になるこ

とをめざします。平成３０年度は、小学校が１．７パーセントに対し全国が０．７パー

セント、中学校が５．２パーセントに対し全国が３．６パーセントでございました。次

に、エ 安全・安心な給食を提供するとともに食育の推進を図るでございます。目的は、

児童生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけることができるよう、積

極的に食育を推進する。目標は、（ア）市内小中学校給食献立委員会を開催し、給食献

立の改善・見直しを行う。（イ）栄養教諭が、年間３回以上各学校を訪問し、食育指導

を実施するでございます。１６ページをお願いいたします。カ 放課後の子どもの居場

所づくりへの支援を強化するでございます。目的は、学校・ＰＴＡ・校区活性化協議会

が連携し、「放課後子どもチャレンジ教室」「放課後児童クラブ」を中心に勉強や体験を

行う子どもの地域での居場所づくりを支援する。目標は、放課後児童クラブにおける学

習支援事業について、学習支援に携わるボランティアを確保し、全９校区中５校区以上

で実施するでございます。次に、ク 教職員の勤務実態の改善に取り組むでございます。

目的は、学校における働き方改革の視点で、教職員の意識改革と業務の見直しを図り、

教育内容の充実や子どもへ関わる時間を増やす。目標は、超過勤務時間月４５時間以内
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の職員７０パーセントをめざします。１７ページをお願いいたします。⑵ 豊かな人間

性、確かな学力、健康・体力・自立心を育む学校教育を推進する、イ 学校ぐるみ、家

庭・地域ぐるみ、まちぐるみで学力及び体力の向上に取り組む。目的は、学力の基盤と

なる学習能力の育成や、主体的かつ仲間と協働して既有の知識・技能を活用して問題解

決を図っていく能力を育成する。さらに、各種学力調査等を活用して取組結果を検証し、

各学校の組織的な検証改善サイクルを回す。 

～中断 東日本大震災から９年経過による弔意表明の黙とう～ 

 また、先進的な取組をしている学校及び地域の実践や一流のアスリート等による指導を

活用し、目標を持って児童生徒自らが体力・運動能力の向上に努めることができるよう

にする。目標は、（ア）学力向上研修会を年間で２～３回実施する。（イ）「徹底反復学

習」の効果測定の結果を、小学校では１００マス計算２分未満達成率７０パーセント以

上、漢字正答率９０パーセント以上、中学校については、つまずきテスト正答率９０パ

ーセント以上をめざすでございます。１８ページをお願いいたします。エ 教育の情報

化をさらに推進し、田川市ぐるみで授業改善に取り組む。目的は、授業の中でＩＣＴ教

育機器を効果的に活用し、どの児童生徒にも分かる授業の実現と情報活用能力の育成を

めざすでございます。１９ページをお願いいたします。目標は、（ア）大型提示装置や

指導者用デジタル教科書、タブレットＰＣを活用した「主体的で対話的、深い学び」の

視点での授業公開を、推進校をはじめとする全小中学校で実施する。（イ）児童生徒が

学習の中で、タブレットＰＣを自ら使いながら学習する機会を令和元年度より増やすで

ございます。次に、カ 人権・同和教育、道徳教育、環境教育を家庭・地域とも連携し、

推進する。目的は、部落差別・障がい者差別・性差別等あらゆる人権侵害を許さない確

かな人権意識と正義感や公正さを重んじる心、自然を大切にする心や生命を尊重する心

等、「豊かな人間性」を育むための人権・同和教育、道徳教育、環境教育を推進するで

ございます。２０ページをお願いいたします。目標は、（ア）人権教育の全体計画及び

年間指導計画の見直しと改善を実施した学校を１００パーセントにする。（イ）学校に

おける差別事象の発生件数を令和元年度以下にするでございます。次に、キ いじめを

許さない学校文化を構築していく。目的は、平成２７年度に策定した「田川市いじめ問

題対策連絡協議会等条例」「田川市いじめ防止基本方針」をもとに、いじめを許さない

学校文化を構築するでございます。目標は、（ア）いじめを生まないための道徳教育及

び体験活動を前期までに全校で実施する。（イ）いじめの早期発見、早期解決のために、
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いじめの認知件数を全国平均と同等にするでございます。２１ページをお願いいたしま

す。⑶ 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、ア 福祉行政との連携を強化し、すべての子どもの自立支援に取り組むでござい

ます。目的は、子ども支援連携推進室との協働により、福祉行政との連携を強化した、

乳児期・就学前・学齢期・高校への切れ目のない包括的な支援を進め、「不登校・問題

行動等の未然防止・解消」「学力向上」「すべての子どもの自立支援」に取り組むでござ

います。目標は、教育と福祉の連携の下に、不登校の解消率向上に努めるでございます。

次に、イ 情報化・国際化に対応する能力を育てる教育の情報化をさらに推進するでご

ざいます。目的は、最先端の情報教育研究者及び学校代表等で組織する「田川市ＩＣＴ

教育推進本部」を中心に、田川ならではの教育の情報化「田川スタイル」の確立及び地

域への発信を図るでございます。２２ページをお願いいたします。目標は、（ア）教員

対象の教育の情報化研修会を年間３回以上実施する。（イ）田川市ＩＣＴ教育推進本部

協議会及び作業部会を定期的に行う。（ウ）ＩＣＴ教育アンケートにおけるＩＣＴ教育

機器指導力９０パーセント以上、ＩＣＴ教育機器を活用した授業の方が分かりやすいと

答えた児童生徒の割合９５パーセント以上をめざす。（エ）学校情報化先進地域である

市内の取組を、市の広報紙や各校の学校通信、マスコミ等で年２回以上発信するでござ

います。続きまして、ウ 外国語教育を中心に青山学院大学との連携をさらに強化する

でございます。目的は、青山学院大学と連携した英語教育の充実と小学校への普及を図

り、児童生徒の英語力の向上を図るでございます。目標は、（ア）中学校３年生段階で

の英検３級取得生徒の割合３５パーセントをめざす。（イ）年間に英語・外国語教育研

修会を４回実施するでございます。２３ページをお願いいたします。カ 保・幼・小の

連携及び小・中・高の連携の強化を図るでございます。目的は、保育所、幼稚園、小学

校及び中学校との連携による子どもたちの基本的生活習慣の確立と小一プロブレム、中

一ギャップの解消に努めるでございます。目標は、（ア）地域の子どもの実態を把握す

るために保育所、幼稚園及び小学校の関係者で組織した連絡協議会等を開催して共通理

解を深め、発達の段階に応じた系統性のある取組を実施し課題解決を図る。（イ）保育

所及び幼稚園と小学校との相互交流活動実施校を１００パーセントにする。（ウ）小学

校及び中学校との連絡会の定例化及び定着化を図り、小学校及び中学校の授業交流や行

事の交流を行うでございます。ク 新中学校の創設を見据えて、田川市中学校生徒会サ

ミットの活動を充実させるでございます。目的は、田川市中学校生徒会の交流活動・ボ
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ランティア活動・自主規律づくり等を通して、田川市中学校の自主性・自治力を強化す

るでございます。２４ページをお願いいたします。目標は、（ア）年間２回田川市中学

校生徒会サミットを開催する。（イ）各校の取組を協議、整理、発信させる場の工夫を

行うでございます。次に、ケ 地元企業の科学研究所との連携協定を活用し、科学教育

を推進するでございます。目的は、科学研究所を有する地元企業との連携協定を活用し、

児童生徒の科学への興味・関心・意欲を高め、科学的探究心を醸成するでございます。

目標は、「田川ジュニア・サイエンス・セミナー」を、小学校５・６年生を対象に夏季

休業期間に３日間実施するでございます。 

○教育研究所長 続きまして、２６ページから教育研究所の重点施策についてご説明いた

します。まず、１ 施策方針です。田川市立教育研究所設置条例趣旨及び田川市教育委

員会、教育研究所運営委員会の意を体して、本市教育施策の推進及び学校教育・社会教

育の問題解明と充実に資することをめざします。そのため、学校教育課指導班、教育の

現場との連携を密にし、教育に関する調査研究及び各種事業を実施します。２７ページ

をお願いいたします。次に、２ 重点施策とその具体化についてでございます。⑴ 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、ア 不登校・問題行動等を

防止する取組を強化するために、適応指導教室に関する事業と生徒指導に関する事業を

行います。目的は、適応指導教室での活動を通して、不登校の早期解消に努める。また、

生徒指導上の諸問題に関する実態調査の集計と報告や問題行動改善につながる資料提

供を通して、不登校の防止や早期解消、問題行動等の改善に努めるです。目標は、適応

指導教室に在籍している児童生徒の５０パーセントが在籍校にチャレンジ登校できる

ことをめざすです。⑵ 豊かな人間性、確かな学力、健康・体力・自立心を育む学校教

育を推進する、ア 学校ぐるみ、家庭・地域ぐるみ、まちぐるみで学力及び体力の向上

に取り組むため、それぞれ次の７つの事業を行います。１つ目は、委嘱研究員の研究推

進に関する事業で、経験４年目の教員を市委嘱研究員として委嘱し、教育実践研究の進

め方やまとめ方の研修を行い、教育実践論文をまとめることを通して学校研究推進の中

核教員としての専門的な授業力の向上を図るです。２８ページをお願いいたします。２

つ目は、田川市教科等研究会に関する事業で、市内の全小中学校教員の参加により原則

年３回の研究会を開催し、教員の専門的な授業力の向上を図るです。３つ目は、田川市

教育研究発表会に関する事業で、市内全小中学校を対象に、直面する教育課題に即した

基調講演と小中学校の実践発表・協議を実施し、教員の授業力や研究意欲の向上をめざ
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すです。４つ目は、研究実績の普及・公表に関する事業で、（ア）「田川市教育論文」の

募集者を募り、各学校に依頼する。（イ）「ふくおか教育論文」の募集者を募り、各学校

に依頼する。（ウ）教育紀要については、研究所でＣＤ－ＲＯＭを作成し、各学校と関

係機関に配布する。また、「田川市教育論文」募集者の表彰式を教育委員、各小中学校

校長の臨席のもと、実施する。その際、研究紀要及び所感集を配布します。５つ目は、

筑豊地区教育研究所連絡協議会に関する事業です。（ア）「教育実践研究に関する研修会」

参加を委嘱研究員の研修項目とし、その成果を確かな教育実践論文作成に活かします。

（イ）常勤講師及び教職経験５年以内の教員を対象に、指導技術講座の研修希望者を募

り、若年教員の実践的授業力の育成を図ります。（ウ）筑豊地区教育研究所連絡協議会

教育実践発表会の参加者を募り、教員の授業力や研究意欲の向上をめざします。６つ目

は、福岡県教育研究所連盟に関する事業で、福岡県教育研究所連盟研究発表協議会、本

年度は九州地区教育研究所連盟研究発表会を兼ねる形で行いますが、参加者を募り、教

員の授業力や研究意欲の向上をめざすです。最後に、研究サークルの研究推進に関する

事業で、研究サークルの活動に対する支援を行い、教員の授業力や技術力の向上を図る

です。２９ページをお願いいたします。目標は、記載のとおりでございます。イ 家庭・

地域と連携し、基本的生活習慣の確立及び食育・健康教育を強化するです。目的は、児

童生徒や保護者及び学校を対象に学力向上に関するアンケート調査を行い、結果を学校

や家庭へ知らせます。事業内容は、（ア）「学力との相関が高い、子どもの生活習慣や自

尊感情等及び学力向上に関係する保護者の働きかけに関する」アンケート調査の実施と

分析を行います。児童生徒は、小学校は５年生と６年生、中学校は３年生です。３年継

続実施なので、小学校５年生は３年生から、小学校６年生は４年生から、中学校は１年

生から行ってきています。保護者は、小学校は１年生と５年生、中学校は３年生の保護

者です。小学校１年生の保護者につきましては、毎年実施しています。小学校５年生に

つきましては、小学校３年生から継続して実施し、その変化をみています。中学生につ

いても同様です。学校は、管理職及び小学校５年生と６年生、中学校３年生の担当学年

にそれぞれ自由記述式の内容の調査を行います。（イ）結果及び改善に向けた資料を小

中学校、ＰＴＡ及び関係機関に送付する。またその内容をあらゆる機会に報告するです。

目標は、実施アンケート調査に、「アンケート結果のお知らせが役に立ったかどうか」

の項目を設け、「役に立った」「少しは役に立った」と回答した合計が８０パーセント以

上になることをめざします。３ 継続課題及びその関連事業については、「夏休み自由
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研究展」の実施、「田川ジュニア・サイエンス・セミナー」の支援、資料センターとし

ての充実、研究所通信「虹」や研究所報の発行等を継続して実施していきたいと思いま

す。以上でございます。 

○教育総務課長 ３１ページから教育総務課に係ります施策方針について、ご説明いたし

ます。学校施設は、昭和４０年から５０年代までに建築したものが多く、経年劣化が進

んでいることから、定期的に施設及び設備の点検を実施し、必要に応じて改修を行いな

がら、安全上、保健衛生上及び機能上学校教育の場として適切な環境を確保していく必

要があります。また、近年増加傾向にある非常災害時には地域住民を受け入れ、避難場

所として重要な役割を果たす場でもあります。だからこそ、学校施設は子どもたちをは

じめ、そこに集う人たちや地域住民等の安全・安心を十分に確保したものとならなけれ

ばなりません。３２ページをお願いいたします。それを受けまして、２ 重点施策とそ

の具体化でございます。⑴ 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。児童生徒が安全、安心に学校生活を送ることができるよう教育環境整備を行うとい

う目的を掲げております。事業内容につきましては、教育委員会が独自で作っておりま

す小学校施設長寿命化改修年次計画は令和２年度が最終年度となり、外壁工事を弓削田

小学校、田川小学校、金川小学校の３校、田川小学校屋内運動場の改修工事に取り組む

こととしております。また、学校施設に関しまして、長寿命化を図るため文科省が推奨

しております個別施設管理計画の策定を行いたいと考えております。下段につきまして

は、障害のある児童生徒が転入学等する際、学校施設の現況並びにその障害の状態及び

発達の段階や特性等に応じ、適宜施設のバリアフリー化を行うこととしております。３

３ページには、３ 継続課題及びその関連事業といたしまして、⑴ 児童生徒等の安全

確保、⑵ 学校施設の有効活用を挙げております。以上で、説明を終わります。 

○推進室長 ３４ページからの推進室につきましては、大きな変更はございませんが、本

年度基本計画を策定し、建設工事に係ります関係予算等の議決をいただきましたので、

現時点に即した形で若干の変更を行っておりますので、その部分からご説明させていた

だきます。１ 施策方針でございますが、下から１１行目をご覧ください。そこで教育

委員会は、市内７中学校を再編し、２校の新中学校を令和４年４月に開校することをめ

ざす「田川市新中学校創設基本計画」を令和元年６月に策定し、この計画の下、２校の

新中学校の建設に関連する補正予算案を同年の市議会６月定例会で議決をいただいき、

現在、設計業務に取り組んでいます。令和２年度は、新中学校の建設予定地である伊田
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中学校及び後藤寺中学校の仮設校舎を設置し、当該校の生徒は仮設校舎での学校生活を

開始することになります。また、設計業務の完了後は、現校舎等の取り壊し、新校舎及

び屋内運動場等の建設も開始することにしています。その他、新中学校の創設では、ハ

ード面だけでなく、ソフト面の準備も非常に重要であります。子どもたちが快適な環境

かつ豊かな人間関係の中で、切磋琢磨して豊かな人間性、確かな学力、健康・体力・自

立心等を身に付け、充実した学校生活が送れるよう、保護者、地域住民、教職員ととも

に田川市新中学校開校準備協議会において、様々な課題に対する議論を行い、新中学校

に安心して通える環境整備に取り組んでいきます。３５ページをご覧ください。２ 重

点施策とその具体化でございます。推進室につきましては、１点のみでございます。教

育総務課と同様、⑴ 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、ア 

市長部局及びＰＴＡ・地域住民と連携しながら、新中学校創設の推進を図るでございま

す。目的は、子どもたちが快適な環境かつ豊かな人間関係で、切磋琢磨して豊かな人間

性、確かな学力、健康・体力・自立心等を身に付け、充実した学校生活が送れるように

保護者、地域住民及び教職員とともに新中学校の創設に取り組むとしております。事業

内容は、市立中学校の適正規模化を推進するでございます。目標は、（ア）新中学校の

設計を完了するとともに、伊田中学校及び後藤寺中学校の仮設校舎を設置し、既存校舎

等の解体工事、新中学校２校の建設工事を開始するとしております。（イ）田川市新中

学校開校準備協議会において、新中学校の開校に向けた課題に対して具体的な協議を進

めるとともに、保護者に決定事項の周知を行うとしております。３６ページをお願いい

たします。３ 継続課題及びその関連事業でございますが、令和元年６月に策定いたし

ました「田川市新中学校創設基本計画」の下、新中学校２校を令和４年４月に開校する

ことをめざし、施設の整備を行っております。２校を同時に開校することは、市の財政

や業務量の側面から、大きな負担を伴うことになり、全国的にも非常に稀なケースとな

ります。しかしながら、多くの子どもたちにより良い教育環境を享受させ、教育格差を

生じさせないためにも、最短のスケジュールでの新中学校の創設をめざしております。

そこで令和２年度は、伊田中学校及び後藤寺中学校にそれぞれ仮設校舎を設置、引越し

を行い、また既存校舎等を解体、撤去し、新校舎等の創設を開始することにしておりま

す。工事に際しては、地元住民への丁寧な説明を行うことにしています。さらに、通学

路の設備についても、市長部局の協力を得ながら並行して行っていくことにしています。

また、令和元年９月に「田川市新中学校開校準備協議会」を設置し、さまざまな課題の
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解決に向けて、その対応策を保護者、地域住民及び教職員とともに検討を開始していま

す。今後は協議結果等を保護者等に周知することになります。以上でございます。 

○文化生涯学習課長 文化生涯学習課の施策方針及び事業についてご説明いたします。事

業数が多いことから、主なものを中心にご説明させていただきます。３７ページをお願

いいたします。１ 施策方針です。⑴ 生涯学習事業につきましては、これまでの取り

組みを継承し、「田川市第５次総合計画後期計画」にある「市民の豊かな心と創造力を

育む」を目標理念といたしまして、さらに事業を推進してまいります。⑵ 文化事業に

ついては、３８ページをお願いいたします。より多くの市民に優れた芸術文化及び伝統

文化に接すること、関心を持ってもらうこと、文化活動に参画できるような機会を拡充

していくことに努めることで、ふるさとを愛する心を育んでいくことといたしておりま

す。上記のことから、社会教育の重点施策は次の７項目といたしております。３９ペー

ジをお願いいたします。２ 重点施策とその具体化でございます。⑴ 強い絆で結ばれ

た地域共同体づくりを推進する、ア 全市民で“笑顔のハッピーオーラあいさつ運動”

を推進するです。目的は、すべての住民が笑顔であいさつを交わすことで、田川の明る

いイメージが創られる。市内小中学校を中心に、学校と地域が連携して“笑顔のハッピ

ーオーラあいさつ運動”に取り組むことで、強い絆で結ばれた家庭・地域社会を醸成す

るです。目標は、実施期間を令和２年度として実施し、成果や問題点を検証したうえで、

取り組み内容や方向性を決定していきたいと思います。将来的に田川市の市民活動とし

て拡大するイメージをもって、計画・実施・検証をするといたしております。ウ ボラ

ンティア活動や教育・文化ふれあい交流活動を推進するです。目的は、文化、歴史等地

域性を活かした企画を推進し、地域や世代等を超えた交流機会の拡大を図るです。４０

ページをお願いいたします。目標は、図書館、美術館、石炭・歴史博物館が各々の企画

情報を共有し、時には連携した企画を実施するとともに、地域からの文化発信力を強化

し、交流機会の拡大を図るとしております。⑵ いつでもどこでも学べる生涯学習環境

をつくる、ア 校区活性化協議会を中心に、住民が自ら考え、創意工夫する地域活動を

展開し、活気あふれる「生涯学習まちづくり」をめざすです。目的は、校区住民が自ら

考え、自らの手で創意と工夫に満ちた、世代間を超えた地域活動を展開し、活力あふれ

る「生涯学習まちづくり」をめざすです。目標は、地域住民が世代間や性別を超えて、

共同体意識や自治意識、自治能力を高め、地域における様々な活動において連帯感あふ

れるコミュニティづくりを推進するとしております。ウ 市立図書館の整備充実を図る
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です。目的は、幅広い分野の情報を集め、それを利用しやすい形で提供することで、市

民の生活や活動につながるだけでなく、「人と人」とをつなぐ活動、美術館や石炭・歴

史博物館と連携して新たな文化との出会いの場を提供する活動を行い、本・人・文化が

つながるように努めることとしております。４１ページをお願いいたします。目標は、

開館時間の延長や開館日数の増加、専任の図書館長及び専任スタッフを配置いたしまし

て、本に親しむための新たなイベントを開催する等、図書館サービスに対する市民満足

度のさらなる向上を図るため、指定管理者制度を導入しており、これまで以上に図書館

機能の充実、整備をめざします。また、伊田・後藤寺両商店街の空き店舗に設置した「街

なか図書館・美術館」等を活用し、あわせて市民満足度のさらなる向上を図ります。⑶ 

地域社会で子どもたちを見守り、健やかに育む環境づくりを進める、ア 家庭の教育力

の向上に努めるです。目的は、保護者の育児力を高める学習の機会や情報を提供し、子

どもたちを健やかに育むための保護者の教育力の向上を図ります。４２ページをお願い

いたします。目標は、家庭教育講座において、講義形式のみならず体験型や参加型を取

り入れ、参加者数の増加及び内容の充実を図ることといたしております。また、性教育

に係る啓発冊子を活用し、家庭における性教育の推進を図ることといたしております。

⑷ 互いの人権を尊重し合う「人権のまちづくり」を推進する、人権尊重の理念の共有

化を地域との連携を強化しながら推進するです。目的は、平成２９年度に実施いたしま

した「人権問題に対する市民意識調査」から明らかになった課題を踏まえ、同和問題を

はじめ、女性、障害者、人種その他様々な人権課題について、市民一人ひとりが正しく

理解し、意識を高めるとともに、自らの生き方に関わる事柄として受け止め、差別解消

に向けての行動力に結びつけることができるようにするとしております。目標は、（ア）

「人権・同和教育中央講座」「なるほど人権セミナーたがわ」のアンケート調査におい

て、「納得できた」「どちらかと言えば納得できた」と答えた人の割合を９０パーセント

以上にする。（イ）中学校区における「人権・同和教育講座」を８校区、区及び公民館

等における「人権・同和教育講座」を２５館以上で実施するといたしております。（ウ）

学校を単位とした「校区人権教育講座」を４校で実施する。（エ）各単ＰＴＡにおける

「人権・同和教育講座」を、６校以上実施する。（オ）同和問題啓発強調月間及び人権

週間を中心に、人権啓発パネル展やＤＶＤ上映を実施するとしております。⑸ 生涯に

わたり楽しめるスポーツ活動を充実するです。４４ページをお願いいたします。イ 市

民ニーズに応じたスポーツ活動に努めるです。目的は、スポーツに親しみや興味を持つ
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ことで地域住民のスポーツ活動に関する意識が高まり、スポーツライフが多様化する中、

誰もがそれぞれの年齢、興味、関心、体力及び目的に応じて「いつでも、どこでも、い

つまでも」スポーツを継続的に親しむことができる環境づくりをめざします。目標は、

生涯スポーツ社会の実現には、地域におけるスポーツ、学校における体育スポーツ・競

技スポーツ等、市民の多様なスポーツによる自己実現を支援する必要があり、関連する

組織間の連携・協力体制の整備・充実を図ります。ウ 東京オリンピック・パラリンピ

ック開催に伴う国際交流及びスポーツの活性化に努めるです。目的は、オリンピアン等

との交流活動等を通してスポーツに親しむとともに、運動や健康づくりへの関心を高め

る。目標は、スポーツの意義や価値等に対する理解、関心の向上をめざします。４５ペ

ージをお願いいたします。⑹ 豊かな心を育む芸術文化活動を支援する、ア 市民文化

活動の充実を促進するです。目的は、心豊かな質の高い文化的な生活を営むことができ

る状態にし、市民の文化活動を支援奨励するとしております。事業内容は、記載のとお

りでございます。目標は、各イベントは参加団体、観客数の増加をめざし、文化団体、

文化施設等と協力し広報を行う。また、文化団体の育成を図り、文化活動が市民に定着

するよう支援するです。４６ページをお願いいたします。イ 市立美術館の整備充実を

図るです。目的は、あらゆる市民の日常生活において、美術館が身近に感じられること、

さらに関係施設、関係団体及びアーティストと緊密に連携し、市民一人ひとりがアート

と関わり、楽しむことができ、市民の生活や活動につながることを目的とし、市民が心

豊かな質の高い生活を送れるように努めることとしております。事業内容は、記載のと

おりでございます。４７ページをお願いいたします。目標といたしましては、美術館サ

ービスに対する市民満足度のさらなる向上を図るため、指定管理者制度を導入しており、

企画展事業の充実、民間の営業力による賃館事業の増大及びこれまで以上に学芸員等が

館外に出て、伊田・後藤寺両商店街の空き店舗に設置した「街なか図書館・美術館」等

を活用しながら、教育普及事業、学校連携事業等を拡充することといたしております。

⑺ 歴史を受け継ぐ文化遺産を保護・活用する、ア 石炭・歴史博物館の整備充実とと

もに実施事業の充実を図るといたしております。目的は、石炭・歴史博物館所蔵の「山

本作兵衛コレクション」が国内で初めてユネスコ世界記憶遺産に登録されたことを受け、

当該コレクションの適切な保存・展示環境を維持管理し、活用策を図るでございます。

目標は、適切な保存・展示環境のもと、ユネスコ世界記憶遺産に登録された「山本作兵

衛コレクション」を次世代へ伝承するとともに、文化庁等の支援を活用し、世界記憶遺
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産の保存・活用等に係る取組を実施する。また、令和２年度は、「山本作兵衛コレクシ

ョン保存管理計画」を改定する。あわせて関係団体等の協力を受けながら「石炭産業と

人権問題研究会」において調査・研究した成果を、適宜展示等に反映していくこととし

ております。４８ページをお願いいたします。イ 文化財の保存と活用をするです。目

的は、「田川市文化財保護条例」に基づき、市内に現存する有形・無形文化財、民俗文

化財、天然記念物等を指定して保存し、埋蔵文化財については効果的な保護に努める。

また、県・市指定文化財を中心に、文化財を学校教育、生涯学習及び観光資源・学術資

料としての活用を図りながら、文化財に対する愛護精神の高揚、普及を図る。特に伊加

利人形芝居等郷土に息づく民俗芸能については、伝承と後継者の育成に努めることとい

たしております。４９ページをお願いいたします。目標は、（ア）市内の各種文化財に

ついては、調査を実施して価値が認められた場合は指定を行う。埋蔵文化財は、最近の

社会情勢の動向を見据えながら筑豊地区市町村と連携を行い、事業者ニーズに即した効

率的な保護を図る。（イ）文化財の活用については、市内文化財の点検を再度行い、本

市ホームページや案内看板等の基盤を整備するとともに、学校、関係団体及び観光担当

部局等との連携に努める。（ウ）伊加利人形芝居等後継者不足が課題となっている民俗

芸能については、関係団体及び個人と連携して積極的な支援を行い、後継者の育成に努

めることとしております。下段の国指定史跡の保存活用につきまして、目的は、日本の

近代化に多大な貢献を果たした筑豊の中核という価値を評価され、平成３０年１０月１

５日付けで「筑豊炭田遺跡群」のひとつとして国指定史跡となった「三井田川鉱業所伊

田坑跡」の保存活用を推進することといたしております。目標は、国、県及び関係市、

土地所有者、関係機関等と連携しながら、国指定史跡として適切に保存活用していくた

めの事務を進めてまいります。５０ページからは、３ 継続課題及び関連事業について、

係ごとに記載しております。説明は、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 例えば、学校教育の施策方針の中には、学校に努力していただくものもある

と思います。その内容は、学校長が４月１日に示す学校経営要綱に反映される必要があ

ると思いますが、周知はされていますか。まだでしたら、どのような形で周知をするの

か、教えていただきたいです。また、施策方針の周知先もお願いいたします。 

○教育長 委員の皆さんには本年の１月に方針について説明をしました。その後、来年度

の教育目標等にも関わりますので、２月の校長会において私から各学校長に周知をしま
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した。一昨年から２月に学校長に周知して、方針を意識した教育目標等を作成していた

だくようにしています。 

○教育総務課長 施策方針につきましては、本日の定例教育委員会で承認を得ましたら、

４月の校長会において各学校長にお渡しすることにしております。また、議会に対しま

しては、重点施策を３月の当初予算に関連して教育長から議員に報告し、施策方針につ

きましては６月議会で配布する予定としております。 

○光井委員 いくつか質問させていただきます。１つ目は、資料１４ページのイ 保護者

や地域住民に信頼される「開かれた学校づくり」を推進するの事業内容（イ）にコミュ

ニティスクールについて書かれていますが、これは、教育委員会が指定しないとできな

いものだと思いますので、現段階でいつ頃を視野にコミュニティスクールを計画してい

るのか教えていただきたいです。２つ目は、資料１５ページの上段の目標に、不登校の

児童生徒の割合が出ていますが、平成３０年度の小学校について、田川市が１．７パー

セントに対し全国が０．７パーセントと書かれていますが、今年度の数値の見通しがあ

ったら教えていただきたいです。３つ目は、資料１６ページの下段のク 教職員の勤務

実態の改善に取り組むの目標に、超過勤務時間月４５時間以内と書かれていますが、例

えば、朝７時半に出勤すると８時半までは超過勤務なのか、また、５時を過ぎて帰るこ

とは全て超過勤務なのかという、超過勤務時時間を算定していく定義を教えてください。

４つ目は、資料２０ページの中段キ いじめを許さない学校文化を構築していくの目標

（イ）いじめの早期発見、早期解決のために、いじめの認知件数、１０００人あたりの

認知件数を全国平均と同等とするとありますが、平成３０年度は田川市が２３．４件に

対し全国が４０．９件ですが、文章では２３．４件をもう少し増やさないといけないと

書かれていますが、そこだけで見ていくと田川市の教職員はいじめの問題に対しての取

組が弱いから、全国平均を下回っていると、全国平均を超えれば教職員はいじめ問題に

対してしっかり努力しているという評価の仕方で捉えられているのかどうか、お聞きし

たいです。５つ目は、資料２９ページの教育研究所の目標（イ）田川市教科等研究会の

研修アンケートで「大変役に立った」「まあ役に立った」の合計が９０パーセント以上

をめざすと表記しており、また、同じような表現が４３ページの目標（ア）「人権・同

和教育中央講座」「なるほど人権セミナーたがわ」のアンケート調査において、「納得で

きた」「どちらかと言えば納得できた」と答えた人の割合が９０パーセント以上にする

という表記がありますが、何か手立てがあってこのような表記をされているのか、９０
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パーセント以上の参加者がこの回答を出すような内容を作っていかないといけないと

いうことで書かれているのかどうか教えていただきたいと思います。 

○学校教育課長 まず、資料１４ページの目標（イ）先進地域におけるコミュニティスク

ールの事例を収集し、定例校長会等を通して周知するの部分ですが、昨年度に教育長と

一緒に先進地である川崎町教育委員会に行きました。残念ながら、学校には行けません

でしたが、教育委員会に行き、そこで中身を聞かせていただいて、田川市では可能かど

うかという検討を進めているところです。できましたら、令和４年に新中学校が開校い

たしますので、その前までにどこかの小学校でコミュニティスクールを実施できればと

は考えておりますが、まだまだ研究段階になっておりますので、実施に向けては進んで

いないところでございます。 

○教育長 付け加えますが、現在、新中学校の創設に向けて開校準備協議会が開催されて

います。その協議会はまさに地域と学校の協働の取組であるコミュニティスクールにつ

ながると思っています。１つは小学校を拠点に、もう１つは新中学校の創設に向けての

開校準備協議会を拠点に、国や県から早く進めてほしいという要請もありますので、ス

ピード感をもって進めたいと思っています。 

○学校教育課長 資料１５ページの不登校の全国比でございますが、残念ながら平成３０

年度も小学校が１．７パーセント、中学校が５．２パーセントと全国を超えました。令

和元年度は最後まで終わっていませんが、今の状況でいきますと不登校は増加傾向にな

っております。次に、資料１６ページのク 教職員の勤務実態の改善に取り組むでござ

いますが、現在、田川市では各学校にエクセルファイルを送付いたしまして、勤務時間

を把握しております。まだ改良が必要だと思っておりますが、今のところ出勤をしまし

たら、エクセルファイルに入力します。朝７時にエクセルファイルに入力した先生は、

そこからが出勤時間になり、退勤の時も入力しますのでその間の時間が勤務時間となり

ます。そこから７時間４５分と昼休みを引き、残り時間が超過勤務時間となります。学

校長からは、本人の事情で朝早く来られる先生もいらっしゃるので、朝の時間は入れな

くて良いのではないかという意見もいただいております。次に資料２０ページのいじめ

の早期発見なのですが、文部科学省もいじめの早期発見をしないと早期解決にはならな

いと全国的に言っておりますので、いじめの認知件数は早期発見のためには絶対に必要

だということで、全国が１０００人あたり４０．９件ですので田川市もそれに基づきま

して、同じようにいじめを早期発見をするために認知件数を掲げていきたいと思ってお
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ります。また、全国４０．９件に対しまして田川市は２３．４件でございますので、こ

の段階では早期発見はできていないのではないかという認識をしております。 

○教育研究所長 研修アンケートの「大変役に立った」「まあ役に立った」の合計が９０

パーセント以上をめざすというところですけれども、今までこのようなアンケートを取

ったことはありませんでした。教科等研究会には、各教科の部長、主に各小中学校の校

長や足りないところは教頭が中心となっている教科等研究会の運営委員会がございま

す。そこで、教科等研究会がより効果的に運営していくため、それぞれ目的をもって年

間の授業をした成果等を含めて出していただいております。そこには、各教科独自にま

とめをやっていただいていたのですが、共通の指標ができないか、数値化できないかと

いうことで、令和２年度からはこのような提案をしていこうかと思っており、最後の教

科等のまとめの時に、教科の先生方にアンケートに答えていただこうかと思っています。

その回答の評価が低ければ、なぜ低いのかということも含めて、改善点も挙げていただ

いて集約して、次年度で取り組もうと考えているところです。 

○文化生涯学習課長 「人権・同和教育中央講座」「なるほど人権セミナーたがわ」では、

毎回必ずアンケート調査を実施いたしております。選択肢が４つになりますが、本来で

したら、皆様に納得いただけることが良いかと思いますが、なかなかそうもいかないと

いうことで、おおむね半分以上が内容について理解や納得できたについて９０パーセン

ト以上を目指すということで、当然これが次回実施していく場合の講座の内容等の参考

にすることもありますし、理解度が低ければ内容をもっと噛み砕いて、適切な講師を選

んだりする場合の参考としていくことから、このような数値を挙げさせていただいてお

ります。 

○教育長 不登校の問題については、学校が中心となり、子ども支援連携推進室のスクー

ルソーシャルワーカーと家庭訪問したり、関係機関との連携を行って取り組んでいます。

おかげで学校への復帰率は高く、成果を出していると報告を受けています。県立大の先

生のご指摘では、スクールソーシャルワーカーは学校現場に常時いたほうが、より未然

防止になるとおっしゃっていました。専門家の指摘もあるので、来年度は校区を決めて

常時学校にいるようにしたいと思います。また、家庭や学校との連携を含めて継続的に

取り組むためには、スクールソーシャルワーカーのリーダーが必要ということで、来年

度は、任期付職員のスクールソーシャルワーカーを任用することで、取組の強化をした

いと考えております。学校教育課長から補足があればお願いします。 



18 

○学校教育課長 詳しい件数は手元にございませんが、不登校の件数は増加傾向にござい

ますが、学校への復帰率は上昇しております。資料にも復帰率は記載しておりませんが、

これはスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、学校の先生方の努力であ

ると分析しております。また、スクールソーシャルワーカーの来年度の任用についてで

ございますが、今までは嘱託職員を３名任用しておりました。来年度からは、統括的な

スクールソーシャルワーカーということで、３年間を任期とする任期付職員を１名任用

する予定となっております。後の２名は会計年度任用職員として任用する予定となって

おります。統括的なスクールソーシャルワーカーの方は、今までスクールソーシャルワ

ーカーとして経験のある方で、大学との連携もできる方を任用する予定としており、後

の２名のスクールソーシャルワーカーの指導を含め支援していただくことをお願いし

ております。 

○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、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９号「令和２年度教育施策方針に

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 議案第１０号「田川市立小中学校の事務の共同実施に関す

る規程の廃止について」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１０号「田川市立小中学校の事務の共同実施に関する

規程の廃止について」ご説明いたします。本案は、田川市立学校管理規則の一部改正に

より、共同学校事務室が設置されたことに伴い、関係する訓令の廃止をしようとするも

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 廃止の理由で

ございます。田川市立学校管理規則の一部改正により、学校事務の共同処理に関する「共

同学校事務室」が設置されたことに伴い、関連する訓令を廃止しようとするものでござ

います。２ 廃止による影響でございますが、訓令の廃止による影響はございません。

３ 施行期日でございますが、公表の日としております。廃止訓令案は別紙１、公表文

案については別紙２のとおりでございます。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 共同学校事務室のイメージがわかないので、具体的な説明をお願いします。 
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○学校教育課長 実際に事務室があるわけではございませんが、室長に猪位金学園の中学

校の田中事務職員を任命しておりますので、猪位金学園の事務室を拠点として運営を行

っております。加配で室長以外に１名おりますので、猪位金学園は小学校１名、中学校

１名、室長１名の３名体制で行っております。この室長が市内の小中学校全てを統括し

ておりますので、会議を開催したり、市内の学校を回って支援や指導をしている状況で

ございます。 

○教育長 ほかに何か、ご意見、ご質問ございませんか。 

  ないようですので、原案のとおり可決することにご意見ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第３ 議案第１０号「田川市立小中学校の事務

の共同実施に関する規程の廃止について」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１１号「田川市放課後児童健全育成事業実施要綱の

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４ 議案第１１号「田川市放課後児童健全育成事業実施要綱の改

正について」ご説明いたします。本案は、放課後児童クラブの運用を見直すに当たり、

要綱の一部を改正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。田川市放課後児童健全育成事業において、

現在、市内９小学校内において放課後児童クラブを運営しております。その利用料につ

いて、現在は小学校の休業日３００円、休業日以外１５０円と日額での設定を行い、か

つ、保護者から現金で徴収を行っております。しかし、保護者は、利用日数の実績によ

って毎月異なる額を現金で支払わなければならず、また、児童クラブ支援員においても、

毎月、利用料の集計及び集金を行うことで繁雑な計算と現金管理業務が負担になってお

ります。現在、福岡県内の他自治体において、日額料金制による運営状況はなく、放課

後児童クラブ業務の効率的な運営とサービスの向上を図るため、令和２年４月から月額

料金制に見直すこととし、それに伴い田川市放課後児童健全育成事業実施要綱の改正が

必要となりました。このほかにも、運営の見直しに伴い、要綱の改正が生じたため、要

綱の一部改正を行うこととしました。２ 改正内容です。⑴ 放課後児童クラブの利用

に係る費用に関する別表の改正でございます。要綱第９条に関連する別表第２について、

利用料を日額制から月額制に変更することから所用の改正を行います。⑵ 支援の内容
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に関する項目の一部削除でございます。要綱第８条第７項の「放課後の時間帯に栄養面

及び活力面から必要とされるおやつの適切な提供」について、田川市からのおやつの提

供を令和２年度から行わないため、項目を削除し、以降の項目を繰り上げております。

３ 改正による効果と影響でございます。⑴ 放課後児童クラブの利用料の月額制への

移行に伴い、保護者にも支援員にも分かりやすい料金体系となり、保護者の利便性が向

上するとともに、支援員においても利用料の計算に掛ける時間が短縮し、利用児童の見

守りにより多くの時間を使うことが可能となります。２ページをお願いいたします。⑵ 

田川市からのおやつの提供が廃止になることに伴い、これまでおやつの提供を行ってき

た長期休暇時については、各家庭で１００円程度のおやつを持参していただく必要が生

じる一方で、各家庭において、児童への健康面や嗜好面等を考慮して、おやつを選択し

て持参させることも可能となります。４ 施行期日は令和２年４月１日から、５ 新旧

対照表は別紙１のとおりとなっております。以上でございます。 

○教育長 議会でも改正することで保護者の負担が増えるのではないかという質問があ

りました。資料の４ページにあるように１０日以上や１日以上９日以下という配慮をし

て、負担が増えることにならないような改正になっていると説明しております。 

何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第４ 議案第１１号「田川市放課後児童健全育

成事業実施要綱の改正について」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１２号「田川市文化財専門委員会委員の委嘱につい

て」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第５ 議案第１２号「田川市文化財専門委員会委員の委嘱につ

いて」でございます。本案は、各委員の任期が令和２年３月３１日をもって満了するた

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。次ページをお願いいたします。委員９名のうち一

番下段の本田委員を除く８名の委嘱で、７名の委員が再任となり、石炭関係の委員とし

て公立大学法人福岡女子大学教授の野依智子氏を新たに委嘱しようとするものでござ

います。今回委嘱する委員の任期につきましては、令和２年４月１日から令和４年３月

３１日までの２年間となっております。なお、野依氏の経歴等につきましては、次のペ
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ージに記載しております。説明は以上でございます。 

○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５ 議案第１２号「田川市文化財専門委員会

委員の委嘱について」は、原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第６ 議案第１３号「田川市スポーツ推進審議会委員の任命につ

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１３号「田川市スポーツ推進審議会委員の任命に

ついて」ご説明いたします。本案は、各委員の任期が令和２年３月３１日をもって満了

となるため、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

教育委員会の議決を求めるものでございます。次ページをお願いいたします。委員５名

のうち上から２番目の木村委員が新任の委員となります。残りの委員につきましては、

再任となります。任期につきましては、令和２年４月１日から令和４年３月３１日まで

の２年間となっております。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。 

  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１３号「田川市スポーツ推進審議

会委員の任命について」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１４号「田川市スポーツ推進委員の委嘱について」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第７ 議案第１４号「田川市スポーツ推進委員の委嘱について」

ご説明いたします。本案は、各委員の任期が令和２年３月３１日をもって満了となるた

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

会の議決を求めるものでございます。次ページをご覧ください。委員は、記載の２０名

でございます。また、今回一番下の欄に記載してある嶋田氏を新たに委嘱いたします。

任期につきましては、令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの２年間になりま

す。説明は以上でございます。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 
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  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７ 議案第１４号「田川市スポーツ推進委員

の委嘱について」は、原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第８ 議案第１５号「田川市教育職員の初任給基準等に関する規

則並びに田川市教育職員の義務教育等教員特別手当等に関する規則の制定について」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８ 議案第１５号「田川市教育職員の初任給基準等に関する規則

並びに田川市教育職員の義務教育等教員特別手当等に関する規則の制定について」でご

ざいます。本案は、田川市教育職員の給与等に関する条例第１０条の規定により、必要

な事項を規則で定めることとしていることに伴い、これまで規定していた、田川市教育

職員の任用、賃金等に関する規則の全部を改正し、２規則を制定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 制定理由でござい

ます。田川市教育職員の給与等に関する条例第１０条の規定により、必要な事項を規則

で定めることとしております。現在、田川市教育職員に関しては田川市教育職員の任用、

賃金等に関する規則があるものの、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律

が令和２年４月１日に施行されることに伴い、たとえば、旧規則で定めていた賃金が給

料に、臨時的任用職員が一般任期付職員と新たに変わるなど、旧規則から全面的に改正

が必要となったため、今回、初任給基準と義務教育等教員特別手当の２項目について新

たに規則を制定することとなりました。２ 制定内容でございます。⑴ 田川市教育職

員の初任給基準等に関する規則、⑵ 田川市教育職員の義務教育等教員特別手当等に関

する規則でございます。３ 制定に伴う影響でございます。上記⑴、⑵については、本

来、旧規則で規定していた内容を条例の制定に伴い、福岡県の規則に準じて制定してい

るものでありますことから、今回の規則の制定に影響はございません。４ 施行期日は、

令和２年４月１日です。参考資料といたしまして、別紙１に田川市教育職員の初任給基

準等に関する規則、別紙２に田川市教育職員の義務教育等教員特別手当等に関する規則

を添付しております。説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○教育長 少人数学級を行うため市独自で任用している市費講師についての規則の制定
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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８ 議案第１５号「田川市教育職員の初任給

基準等に関する規則並びに田川市教育職員の義務教育等教員特別手当等に関する規則

の制定について」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１６号「田川市立学校修学旅行実施規程の一部改正

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９ 議案第１６号「田川市立学校修学旅行実施規程の一部改正に

ついて」でございます。本案は、令和２年度からの田川市立小学校の修学旅行の経費を

見直したことに伴い、実施に係る規程を一部改正する必要が生じたため、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 改正の経緯でございます。⑴ 田

川市立学校の実施する修学旅行は、規程により、旅行の日数や経費等が定められていま

す。⑵ 小学校の修学旅行費について、より実態に応じた額に見直すよう小学校校長会

から要望がございました。令和２年度までの修学旅行費の調査を行った結果、規程第３

条の表に定める標準額２０，０００円を超える学校が市内小学校９校中５校ございまし

た。⑶ 令和元年の田川市修学旅行検討委員会で、令和元年度要保護児童生徒援助費補

助金における修学旅行費の国庫補助限度単価を参考に、規程に定める修学旅行の経費を、

２１，６７０円に増額することを決定させていただきました。２ 改正内容でございま

す。新旧対照表の第３条の表の「２０，０００円」を「２１，６７０円」に改正いたし

ます。３ 施行期日は、令和２年４月１日としております。４ 新旧対照表は、別紙１

のとおりとしております。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。 

○光井委員 中学校は５７，５９０円となっておりますが、中学校も小学校が改定される

理由と同じように要保護児童生徒援助費補助金の修学旅行費の国庫補助限度単価額と

一緒ということで良いのですか。 

○学校教育課長 限度額ですので、一緒にしております。ただし、支援をさせていただき

ますのは、実費としておりますので限度額がこの金額なので、２０，０００円で収まれ
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ばその実費を支払うこととしております。 

○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、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１６号「田川市立学校修学旅行実

施規程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１７号「田川市立学校事務補助員の任用に関する

規程等の廃止について」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１０ 議案第１７号「田川市立学校事務補助員の任用に関する規

程等の廃止について」でございます。本案は、本市教育委員会に所属している学校事務

補助員、学校司書員及び特別支援教育支援員が行っている業務の一部について、令和２

年４月１日から業務委託することに伴い関係規程の廃止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 廃止の理由でございます。

田川市教育委員会に所属している学校事務補助員、学校司書員及び特別支援教育支援員

が行っている業務の一部について、令和２年４月１日から業務委託することに伴い関係

規程を廃止しようとするものでございます。２ 廃止の内容につきましては、⑴ 田川

市立学校事務補助員の任用に関する規程、⑵ 田川市立学校学校司書員の任用に関する

規程、⑶ 田川市特別支援教育支援員の任用に関する規程の３規程でございます。３ 

廃止による影響につきましては、上記⑴、⑵の規程の廃止による影響はございません。

また上記⑶につきましては、看護資格を有する特別支援教育支援員については、市が任

用することとしておりますが、「田川市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に

関する条例」に基づいて任用いたしますので、規程の廃止による影響はございません。

４ 施行期日は、令和２年４月１日、廃止訓令案は別紙１、公布文案は別紙２に添付い

たしております。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１０ 議案第１７号「田川市立学校事務補助

員の任用に関する規程等の廃止について」は、原案のとおり可決いたします。 
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  次に移ります。日程第１１ 事務報告「田川市新中学校開校準備協議会における協議

過程（校名募集、制服展示会開催）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１１ 「田川市新中学校開校準備協議会における協議課程について」

ご報告いたします。１ページをご覧ください。まず、１ 新中学校の学校名募集につい

てでございます。新中学校の学校名につきましては、開校準備協議会の５部会のうち、

総務部会で検討しており、今回の報告は同部会での検討した結果でございます。⑴ 目

的につきましては、新中学校の開校に向け、校名を広く募集し、学校名を決定するとと

もに、子どもやその保護者、地域が一体となって新中学校開校を目指す機運の高まりを

図りたいと考えております。⑵ 募集対象者につきましては、まず、現在、田川市立小

学校及び中学校に通う児童、生徒であります。また、市民及び市外住民からも広く募集

したいと考えております。⑶ 募集内容につきましては、校名及びその読み方、さらに

その校名を付けた理由を求めることにしております。⑷ 募集方法につきまして、まず、

児童、生徒につきましては、各学校で応募用紙を配布いたしまして、無記名で記載して

もらい、回収を行うこととしております。また、市民等につきましては、まず、郵送や

ホームページ等でのメール、さらに、応募用紙と応募受付箱を、記載しております市の

施設に設置したいと考えております。資料には、設置場所に、田川市美術館を記載して

おりますが、施設の関係上あまり好ましくないということで外させていただきたいと思

います。また、募集につきましては、広報紙やホームページ等で広く周知し、より多く

の方が応募できるよう努めたいと考えております。⑸ 募集期間につきましては、新型

コロナウイルス感染拡大の影響を受けまして、部会での検討結果から変更されておりま

すが、さらに今後の拡大状況と関わることから、現状での予定でご説明させていただき

ます。あくまでも、仮定でございますのでご了承ください。まず、児童、生徒につきま

しては、本年３月上旬から３月中旬までを予定していましたが、市内小中学校を臨時休

校したことから、新年度に入り４月又は５月を目途に実施したいと考えております。し

かしながら、現在の中学校３年生につきましては、新年度になりますと応募できない状

況になります。総務部会では「何とか卒業式までに３年生は応募できるよう配慮できな

いか。」という要請がありましたので、卒業式での配布回収をする方向で準備を進めて

おります。また、市民等につきましては、本年４月の１か月間としたいと考えています。

次に、⑹ 校名の決定方法につきましては、これは総務部会でもご説明させていただい
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ておりますが、応募された校名案を開校準備協議会で選考し、最終的な審議、決定は本

教育委員会において行うことになります。当然、決定した校名につきましては、広報紙

やホームページ等で広く周知を行いたいと考えております。２ページをご覧ください。

最後に、その他としまして、今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、募集

方法の変更や、募集期間の延期を行うこともございますので、ご認識いただければと思

っております。続きまして、２ 制服展示会の開催についてでございます。新中学校の

制服等の検討につきましては、開校準備協議会の制服部会で検討しており、今回の報告

は同部会での検討した結果でございます。まず、⑴ 開催目的でありますが、新中学校

の開校に際し、新たな制服の導入に向け、児童、生徒や保護者、市民等を対象に展示会

を開催し、開校準備協議会における検討を進める上で、特に重要になる児童、生徒等の

意見や要望を聴取するとともに、子どもやその保護者、地域が一体となって新中学校開

校の機運の高まりを目指したいと考えております。次に、⑵ 経過でありますが、本年

２月１９日に開催されました制服部会において、制服の必要性、制服選定の視点等、あ

らゆる観点から協議されました。その中で、安全性や機能性、価格、ジェンダーレス等

の制服に必要とされる事項や現在の制服デザイン等の傾向について、情報収集を行いた

いとの意見が多く出されたことから、開催が決定したものであります。⑶ 制服展示会

の概要でございますが、開催日は今月２７日金曜日から３０日の月曜日までの土、日を

含む４日間を予定しておりましたが、学校名の募集と同様に新型コロナウイルスの感染

拡大から、来場者及び事務局職員を含む関係者の安全、健康面に配慮して、延期するこ

とといたしました。なお、現在、４月１０日金曜日からの４日間の開催で再調整を行っ

ております。ただし、こちらにつきましても今後の状況次第で、再延期することも十分

考えております。次に、会場ですが、本市民会館の講堂を予定しています。参加いただ

くメーカーでございますが、記載のとおり４社を予定しております。３ページをご覧く

ださい。最後に、⑷ 展示内容でありますが、福岡市立中学校の新標準服、北九州市立

中学校スタンダード標準服及び県内の公立中学校の各社導入実績のある制服の冬用制

服の男女各１セットを予定しています。さらに各社選定制服を冬用男女各３セットと夏

用男女１セットを準備したいと考えております。その他、体操服やネクタイ、リボン等

の展示も予定しています。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。 

  校名を募集して、開校準備協議会で選考して最終的には教育委員会が決定するという
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ことですが、無記名での募集にした理由を教えてください。 

○推進室長 部会においては、名前の記名無記名については、議論がございました。１人

１票にするという意見もございましたが、集計を行う際に一人一人の名前を確認しない

と公平性の担保ができないということ、また、事務局に負担がかかりすぎるということ

で無記名のほうが良いのではないという意見が出ました。校章のデザイン募集などで表

彰することができるのではないかと考え、部会の中では今回の校名募集につきましては、

無記名とすることに決定いたしました。 

○光井委員 募集をかけてみると、今の仮称名にかなり集中するのではないかと思います

が、要は数が多いので決定するということではないのですね。 

○推進室長 専門部会では、選考方法まで決定しておりません。募集用紙に校名の理由の

欄を設けたのも、どのような思いでこの校名で応募したのかという理由が、とても重要

になってくるのではないかと思いますので、そこを十分勘案して、部会でベスト３まで

選考して、教育委員会でその中から選定していただければと部会からの意見がありまし

たが、まだ決定しておりません。 

○柴田委員 制服展示会についてですが、教育委員も参加することは可能ですか。 

○推進室長 先ほどご説明いたしましたとおり、本来の目的は、部会員の皆様に現在の傾

向を見ていただくことでございましたが、制服メーカー４社そろっての展示会になりま

すので、子どもたちや保護者、教育委員の皆様にも見ていただきたいと思っております。

個々の業者の展示会はございますが、このような４社が集まっての展示会というのはあ

まりございませんので、お時間があれば、ぜひご参加いただきたいと思っております。 

○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１２ 事務報告「田川市地域学校協働活動

推進員設置規則の制定について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第１２ 事務報告「田川市地域学校協働活動推進員設置規則の

制定について」ご説明いたします。１ページをお願いいたします。１ 制定理由でござ

います。本市では、地域と学校の連携・協働の下幅広い地域住民が参画し、地域全体で

学び合い、未来を担う子どもたちの成長を支え合う地域をつくることを目的に地域学校

協働活動事業の一環といたしまして、放課後子どもチャレンジ教室を市内小学校で実施

いたしております。本事業は、福岡県が実施する地域学校協働活動事業補助金を活用し

ておりますが、令和２年度から補助要領が改正され、補助要件に地域学校協働活動推進
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員の設置が盛り込まれることから、新たに田川市地域学校協働活動推進員設置規則を制

定するものでございます。２ 規則の概要でございます。地域学校協働活動推進員の設

置でございます。３ 施行期日は、令和２年４月１日でございます。４ 放課後子ども

チャレンジ教室について、その概要をご説明いたします。学校・家庭・地域が一体とな

って地域ぐるみで子どもを育てる体制を整え、特に、家庭における学習習慣の定着や学

習意欲の喚起を図ることを目的に放課後等の学習活動を支援いたしております。令和２

年度までに市内全小学校で開設することとなります。対象といたしましては、小学校１

年生及び２年生の各校３０名程度でございます。形態といたしましては、平日の放課後

週１回５０分程度で実施いたしております。会場は、各小学校の図書館等を活用いたし

ております。活動内容は、学習支援及び体験学習です。運営については、田川市教育委

員会、各学校の運営委員会との共催で実施いたしております。運営スタッフは地域住民

等を中心としたボランティアスタッフで構成いたしております。各教室に教育活動推進

員、コーディネーター、教育活動サポーターの三役を配置し、教育活動推進員、コーデ

ィネーターを中心に教室を実施いたしております。なお、地域学校協働活動推進員の委

嘱につきましては、各学校の教育活動推進員、コーディネーターの計２人を予定してお

ります。また、２ページには根拠となる法令を記載しております。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。 

  現在、８校で実施していると思いますが、残りの１校はどこの小学校になりますか。 

○文化生涯学習課長 来年度から大浦小学校で実施する予定となっております。 

○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１３ 諸般の報告「⑴ 教育委員会に係る

１２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１３ 諸般の報告「⑴ 教育委員会に係る１２月議会の一般質問につ

いて」ご報告いたします。お手元資料の議会のおしらせをご覧ください。資料の６ペー

ジをお願いいたします。１２月議会の一般質問につきましては、１２月５日と１２月６

日の２日間行われております。質問議員１１名のうち教育委員会に関しましては、６名

の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いたします。７ページ下段

の今村議員からは、「防災対策について」の質問があっております。質問内容は、「毎年、

全国各地で想定をはるかに超える災害が起こっており、高いレベルの地域防災計画の備

えが必要になっている。そのきっかけとなった東日本大震災における石巻市立大川小学
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校の判決をどう受け止めたか問う。」という内容でございました。答弁につきましては、

記載のとおりでございます。８ページをお願いいたします。上段の加藤議員からは「朝

８時の定時放送を」についての質問があっております。質問内容は、「一定の時間に流

れてくるメロディは、市民の生活に溶け込む一体的効果がある。今回の提案は小・中学

校の通学路における定時のお知らせの放送である。特に、小学生は学校に遅れないよう

時間を気にしながら通学している。香春町では、８時にフランス民謡のアマリリスのメ

ロディを流している。本市も検討すべきではないか。」でございました。答弁につきま

しては、記載のとおりでございます。９ページをお願いいたします。下段の柿田議員か

らは「中学校再編について」の質問があっております。質問内容は、「６月議会におけ

る新中学校建設に係る予算議案可決後の進捗状況について問う。」、「新中学校の予定地

が浸水想定区域に入っていることは、国の学校施設整備の基本方針に沿っていない。し

たがって、安全な学校とは言えないと考える。もう一度考え直すべきと思うが、その見

解を問う。」、「３メートルから５メートルの浸水が想定される土地を駐車場予定地とし

て購入することは、安全とは言えないと思うが、その見解を問う。」でございました。

答弁につきましては、記載のとおりでございます。１０ページをお願いいたします。上

段の石松議員からは、「豊かな教育環境の整備について」の質問があっております。質

問内容については、「令和２年度から小学校５・６年生に外国語科が新設される。準備

の状況と人材確保について問う。」でございました。答弁につきましては、記載のとお

りでございます。下段の白石議員からは、「教育問題について」の質問があっておりま

す。質問内容は、「市外の学校に進学する児童生徒の実態と原因について問う。」、「市内

唯一の小中一貫校である猪位金学園では、学力面を含めて、どのような教育が行われて

いるのか問う。」、「猪位金学園では、地域の人たちに見守られ、素晴らしい教育が行わ

れていると聞く。それが事実なら、なぜ他の地区でも実施しないのか問う。」、「統廃合

に伴い廃止される学校の校舎や敷地はどうするのか。」、「統廃合で通学距離が長くなり、

通学手段も徒歩、自転車だけでは無理なケースが出てくる。どのような検討を行ってい

るのか問う。」でございました。答弁につきましては、記載のとおりでございます。１

１ページをお願いいたします。上段の梶原議員からは、柿田議員の質問と重複しますが、

「中学校再編について」の質問があっております。質問内容については、「後藤寺中学

校の仮設校舎の浸水想定区域であるグラウンドへの設置は、児童の安心安全の面から水

害の恐れが懸念される。市長においては、新中学校創設基本計画を白紙撤回していただ
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きたい。」、「災害が起き、子どもたちがそれに巻き込まれた時、市長や教育長は責任を

とれるのか。」でございました。答弁につきましては、記載のとおりでございます。以

上で、「⑴ 教育委員会に係る１２月議会の一般質問について」の報告を終わります。 

○教育長 次に移ります。「⑵ ３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 ４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、４月定例会の日程案につきましては、４月７日、火曜日はい

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、４月定例会は４月７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２年第３回田川市教育委員会３月定例会

を閉会いたします。 

（１６時３２分閉会） 

 


