
 

 

（１４時３０分開議） 

○教育長 ただいまから、令和２年第４回田川市教育委員会４月定例会を開会いたしま

す。日程第１「令和２年第３回田川市教育委員会３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３回田川市教育委員会３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 報告第１号「令和２年度田川市教育委員会職員の任免異

動等について」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 報告第１号「令和２年度田川市教育委員会職員の任免異

動等について」です。本件は、教育委員会職員の任免異動等を行うもので、田川

市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第３条の規定により臨時に代理したため、

第４条第２号の規定により教育委員会に報告するものであります。１ページをお

願いいたします。令和２年度教育委員会職員の任免異動等総括表にて概略をご説

明いたします。まず、令和２年３月３１日発令の退職者は５名でありました。次

に、令和２年４月１日発令の採用者及び異動者等は２０名であり、内訳は記載の

とおりであります。次に、令和２年４月１日発令の任用者は３３名であり、内訳

は記載のとおりであります。次ページ以降には、それぞれの該当者を記載してお

りますので、後ほどご一読いただければと思います。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。 

  ないようですので、次に移ります。日程第３ 報告第２号「令和２年度田川市立小・

中学校、校長・教頭の任免異動について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長 日程第３ 報告第２号「令和２年度田川市立小・中学校、校長・教頭

の任免異動について」ご報告いたします。本件は、田川市教育委員会事務委任及び臨

時代理規則第３条の規定に基づき、教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任

免その他の人事に関して臨時に代理したため、第４条第２号の規定により教育委員会

に報告するものでございます。１ページをお願いいたします。１ 校長の昇任につき

ましては、⑴ 小学校は該当なし、⑵ 中学校は田川中学校、佐藤秀樹校長です。２ 
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教頭の昇任につきましては、⑴ 小学校は金川小学校、福澤裕一郎教頭です。なお、

福澤教頭につきましては、県教育振興部社会教育課社会教育班長に着任しております。

３ 交流人事異動等につきまして、⑴ 昇任は中央中学校、宮川和昭教頭です。⑵ 転

入につきましては、後藤寺中学校に内山博志校長、鎮西中学校に金高智典校長、猪位

金中学校に鎌田由美子教頭、弓削田中学校に大井喜幸教頭、伊田小学校に満倉圭主幹

教諭です。⑶ 転出は、筑豊教育事務所副所長に後藤寺中学校校長の樋口俊治、嘉麻

市立嘉穂小学校校長に猪位金中学校校長の木下勝典、庄内中学校教諭に田川小学校校

長の山本伸英、学校教育課長に田川中学校校長の岡本浩幸です。２ページをお願いい

たします。４ 校長の異動につきましては、⑴ 小学校は、伊田小学校校長の佐藤栄

一が田川小学校校長、田川市教育委員会学校教育課長の田中裕子が伊田小学校校長で

ございます。⑵ 中学校につきましては、鎮西中学校校長の楠木達也が猪位金中学校

校長、飯塚市立庄内中学校校長の内山博志が後藤寺中学校校長、弓削田中学校教頭の

佐藤秀樹が田川中学校校長、川崎町立鷹峰中学校校長の金高智典が鎮西中学校校長で

ございます。５ 教頭の異動につきまして、⑴ 小学校は、後藤寺小学校教頭の武田

健一が弓削田小学校教頭、大浦小学校教頭の坂本紳二が後藤寺小学校教頭、弓削田小

学校教頭の小林和美が大浦小学校教頭、猪位金小学校教頭の菊川靖子が田川小学校教

頭でございます。⑵ 中学校は、川崎町立鷹峰中学校教頭の鎌田由美子が猪位金中学

校教頭、赤村立赤中学校教頭の大井喜幸が弓削田中学校教頭、川崎町立池尻中学校主

幹教諭の宮川和明が中央中学校教頭でございます。以上でございます。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第４ 報告第３号「令和元年度教育費（３

月補正（追加））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４ 報告第３号「令和元年度教育費（３月補正（追加））予算要求

について」報告いたします。本件は、令和元年度教育費３月補正追加予算要求につい

て、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第３条の規定により臨時に代理した

ため、第４条第２号の規定により教育委員会に報告するものであります。次ページを

お願いいたします。１ 補正予算の概要でございますが、令和元年度国の補正予算に

計上された補助金を活用するため、対象事業費を３月補正に追加で計上したものでご

ざいます。なお、教育総務課と新中学校再編推進室の予算につきましては、令和２年

度当初予算計上事業を前倒して実施するものでございます。本件につきましては、２
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月定例教育委員会で３月補正予算についての議決をいただき、３月議会に上程したの

ちに国の動向を受けまして、教育長が緊急のために代理して、３月議会に追加で上程

し議決を得たものでございます。次に、２ 総括表でございます。計の欄をご覧くだ

さい。歳入では、既決額５億８００万１千円に対し、補正額９千９７３万３千円の増

額となり、歳入合計で６億７７３万４千円となっております。歳出では、既決額２７

億７千２０５万９千円に対し、補正額２億４千７０３万６千円の増額となり、歳出合

計で３０億１千９０９万５千円となっております。３ 主な増額理由につきましては、

記載のとおりでございます。また、詳細につきましては各課長からご説明いたします。 

○教育総務課長 それでは、教育総務課における令和元年度３月補正予算追加につい

て説明いたします。まず、先ほど部長より説明がありましたが、今回、追加とな

った経緯を説明させていただきます。予算説明資料の８ページをお願いいたしま

す。小学校施設長寿命化改修事業における田川小学校屋内運動場の改修に係る予

算については、令和２年度当初予算に計上していましたが、国の令和元年度補正

予算により補助事業採択される旨の内定通知がありましたので、令和元年度３月

補正予算の追加として計上いたしました。資料の２ページをお願いします。補正

予算の概要を説明いたします。歳出ですが１０款２項１目、小学校費の学校管理

経費でございます。工事請負費等で、７千４６０万５千円を計上しています。続

きまして、３ページをお願いします。歳入につきましては１４款２項６目、教育

費国庫補助金の学校施設環境改善交付金、２千５８３万１千円を計上しています。

資料の７ページをお願いいたします。工事概要を掲載しております。アリーナ床

の全面改修をはじめ、トイレ改修、外壁改修、電気設備の更新等を行うこととし

ております。以上で説明を終わります。 

○学校教育課長 それでは、学校教育課に係る３月補正予算追加についてご説明いたし

ます。２ページをお願いいたします。まず、歳出から説明いたします。１０款２項２

目、小学校ＩＣＴ教育環境整備事業費でございます。補正の理由は、国の「ＧＩＧＡ

スクール構想の実現」に基づき、学校ＩＣＴ教育環境の整備を推進するため、国の補

正予算を活用し、高速大容量回線やネットワーク機器等を整備するためでございます。

補正の内訳といたしましては、１１節消耗品６０万円、１３節校内通信ネットワーク

整備委託料１億２千７万６千円でございます。３ページをお願いいたします。歳入で

ございます。１４款２項６目公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金で
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ございます。補正額は、合計６千６３万８千円でございます。これは、歳出でご説明

いたしました、校内通信ネットワーク整備実施に伴い交付される補助金でございます。

続きまして、４ページをお願いいたします。繰越明許費でございます。これは、歳出

でご説明いたしました、学校ＩＣＴ教育環境整備事業費を令和２年度に繰り越すもの

でございます。繰越理由は、校内通信ネットワーク整備に日数を要するためでござい

ます。説明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元年度３月補正予算追加に

つきまして、ご説明いたします。まず、１ページをご覧ください。１ 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あり、詳細につきましては、次ページ

以降でご説明させていただきますが、今回の補正の理由につきまして簡単にご説明い

たします。今回の補正につきましては、学校建設事業に係る国庫補助金は、本来開校

予定年度の２か年前から交付されることになっております。本市につきましては、令

和４年度の開校予定であるため、令和２年度及び令和３年度の交付であります。しか

しながら、今回、令和元年度の国の補正予算に一部事業がその対象となったため、歳

入予算増及びその交付対象事業の歳出予算を前倒しするものであります。２ページを

ご覧ください。歳出であります。事業名は新中学校建設事業費であります。補正予算

額は、５千１７５万５千円であり、補正後の事業費合計は４億８千４７７万７千円で

あります。今回、交付対象となった事業は、体育施設、武道場及び給食調理室の設置

に係る部分であり、全体事業に係るその部分を按分し、１１節消耗品費、１３節本体

設計等委託料及び１５節学校建設工事請負費をそれぞれ増額しております。３ページ

をご覧ください。歳入であります。先ほど説明しました体育施設、武道場及び給食調

理室の設置に係る補助金である学校施設環境改善交付金であります。既定額は０円で

ございました。補正予算額１千３２６万４千円で、今後、令和２年度及び令和３年度

も予算計上を予定しております。４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。以前、３月補正予算におきましてご説明いた

しましたが、ただ今ご説明しましたとおり、令和２年度に予定していた事業の一部を

令和元年度に前倒ししたことに伴い、５千１７５万５千円を令和２年度から削減し、

令和元年度を増額しており、総額に変更はありません。以上で簡単でありますが、説

明を終わります。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 
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  ないようですので、次に移ります。日程第５ 報告第４号「令和２年度教育費（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５ 報告第４号「令和２年度教育費（補正）予算要求について」ご

報告いたします。本件は、令和２年度教育費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３条の規定により臨時に代理したため、第４条第２号

の規定により教育委員会に報告するものであります。次ページをお願いいたします。

１ 補正予算の概要でございます。令和２年度当初予算計上事業のうち、先ほど説明

いたしました令和元年度国の予算に計上された補助金を活用するため、令和元年度３

月補正予算に追加計上した事業費については、令和２年度予算から減額するものであ

ります。本件につきましても、２月定例教育委員会で当初予算の議決をいただき、３

月議会に上程したのちに国の動向を受けまして、教育長が臨時に代理して３月議会に

上程し議決を得たものでございます。次に、２ 総括表でございます。計の欄をご覧

ください。歳入では、既決額１０億５千９１６万７千円に対し、補正額３千４６９万

７千円の減額となり、歳入合計で１０億２千４４７万円となっております。歳出では、

既決額７５億３千９１９万円に対し１億２千６３６万円の減額となり、歳出合計７４

億１千２８３万円となっております。３ 主な減額の理由につきましては、記載のと

おりでございます。また、詳細につきましては各課長からご説明いたします。 

○教育総務課長 それでは、教育総務課における令和２年度補正予算について説明い

たします。説明資料４ページをお願いします。今回の補正は、先ほど報告第３号

で説明させていただきましたように、田川小学校屋内運動場改修に係る予算につ

いては、令和元年度３月補正の追加として計上することとなったため、令和２年

度当初予算に計上した予算については、歳出７千４６０万５千円、歳入２千２８０

万２千円ともに全額を減額補正しようとするものあります。以上で説明を終わり

ます。 

○推進室長 新中学校再編推進室に係ります令和２年度補正予算について、説明いたし

ます。１ページをご覧ください。総括表でございます。総括表につきましては、記載

のとおりであり詳細につきましては、次ページ以降で説明いたします。なお、補正の

理由につきましては、先ほどと同様でございます。２ページをご覧ください。歳出で

あります。事業名は新中学校建設事業費であります。補正予算額は、５千１７５万５

千円の減額であり、補正後の事業費合計は５７億２７９万１千円であります。これは、
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令和元年度に前倒しした事業費分を減額したものであります。３ページをご覧くださ

い。歳入であります。学校施設環境改善交付金であります。既定額は１億１千６１３

万９千円、補正予算額１千１８９万５千円の減額で、合計１億４２４万４千円になり

ます。こちらも、令和元年度に交付内定を受けた交付金額分を減額したものでござい

ます。４ページをご覧ください。新中学校建設事業費の継続費の表です。先ほど、３

月補正予算追加において説明しましたので、ここでの説明は割愛させていただきます。

以上で簡単でありますが、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、次に移ります。日程第６ 報告第５号「田川市体育施設条例の

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。 

○文化生涯学習課長 日程第６ 報告第５号「田川市体育施設条例の一部改正について」

ご報告いたします。本件は、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第３条の規

定に基づき、田川市体育施設条例の一部改正について臨時に代理したため、第４条第

２号の規定により教育委員会に報告するものでございます。内容につきましては、１

月定例教育委員会におきまして、あらかじめ事務報告をさせていただておりましたが、

今回全体についてもう一度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。

１ 改正理由でございますが、令和元年１０月１日に消費税及び地方消費税の税率が

８パーセントから１０パーセントに引き上げられたことに加え、施設のバリアフリー

化及び大規模改修を見据えて、田川市市民プールの利用料金について加算の必要が生

じたため、田川市体育施設条例の一部を改正するものでございます。次に、２ 改正

内容でございます。指定管理者制度導入施設であります田川市市民プール施設におけ

る利用料金については、現状は消費税５パーセント見合いの単価のままとなっており

ます。消費税及び地方消費税の税率の引き上げに加え、平成１４年の開場当初より利

用料金が据え置いていること等を踏まえまして、現在の利用料金に一律１００円を加

算するものでございます。３ 周知の方法につきましては、今回の市民プール利用料

金の変更については、市広報誌、市ホームページ及び指定管理者のホームページによ

り周知することといたしております。以下には、４ 改正条文案、５ 新旧対照表を

添付しております。また、施行期日は令和２年４月１日でございます。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。 
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  ないようですので、次に移ります。日程第７ 報告第６号「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７ 報告第６号「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。本件は、田川市教育委員会事務委任及び臨時代

理規則第３条の規定に基づき、田川市地域学校協働活動推進員設置規則の制定につい

て臨時に代理したため、第４条第２号の規定により、教育委員会に報告するものであ

ります。こちらにつきましても、３月の定例教育委員会において、あらかじめ事務報

告をさせていただいた内容でございます。次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を実施しており、そ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しているところでございます。本事業は、福岡県

が実施しております地域学校協働活動事業補助金を活用していますが、令和２年度補

助要領が改正され、補助要件に地域学校協働活動推進員の設置が盛り込まれているこ

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 規則の概要につきましては、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

いてですが、概要といたしましては、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

小学校で開設する予定となっております。既に８校で開設されておりまして、本年度

大浦小学校で開設する予定であり、これで全ての小学校での実施となります。対象、

定員は、小学校１年生及び２年生が対象で各校３０名程度としております。形態とい

たしましては、平日の放課後、週１回５０分程度で実施しております。会場は、小学

校図書館等を活用しております。活動は、学習支援及び体験学習を実施しております。

運営につきましては、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されて

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、この中から教育活動推進員、コーディネーターを中心に教室を運営してい

るところでございます。なお、地域学校協働活動推進員の委嘱につきましては、既に
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同様の職務を担っている各学校の教育活動推進員及びコーディネーターの２名を予

定しております。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、次に移ります。日程第８ 事務報告「旧船尾小学校の普通財産

化に伴う維持管理の事務の補助執行について」を議題とします。事務局に説明を求め

ます。 

○教育総務課長 それでは、旧船尾小学校の普通財産化に伴う維持管理の事務の補助

執行について説明いたします。まず、これまでの経緯ですが、平成２１年３月に

弓削田小学校と統合のため、閉校となった船尾小学校については、同年に設置さ

れた「田川市緊急課題検討委員会」及び平成２４年に教育委員会内で組織された

「未利用施設活用方法検討会議」等の検討を経て、校舎に関しては３教室を公文

書庫、その他を倉庫等として、屋内運動場は武道館として利用しています。また

土地に関しては、平成２８年度に開催された「旧船尾小学校跡地活用検討会議」

において市長部局の関係各課との協議の結果、グラウンド部分を一般公募により

社会福祉法人に、隣接農地進入路部分を農地所有者に売却いたしました。しかし、

その他の土地及び書庫等に利用している校舎については、現在まで教育目的での

利活用ができておらず、今後においても見込みはないことから、地方自治法第２

３８条の２第３項の規定に基づき、行政財産の用途を廃止した上で市長部局に普

通財産として移管する必要があるため、以下の手続きを行ったところです。校舎

及び校舎敷地の普通財産化を行ったものは、土地は田川市大字弓削田２８３８－

３、１万３千８４３平方メートル、田川市大字弓削田２８３８－４７、１千３７２

平方メートル、建物は鉄筋コンクリート２階建、延べ床面積、２千５３０平方メ

ートルであります。市道敷の土木課への移管は、市道船尾３号線の敷地、７千

６８６平方メートルです。３ 普通財産化した校舎及び校舎敷地の維持管理の事務

についてですが、普通財産の維持管理の事務については首長の権限に属するもの

でありますが、市長の意向に基づき次の観点、⑴ 施設の維持管理に関し熟知し

ている。⑵ 閉校後も引き続き維持管理の事務を行ってきた。⑶ 現況、校舎内

の倉庫等、教育委員会が主で使用していることなどから、組織の効率性及び効果

性を考慮して、維持管理の事務については教育委員会事務局の職員により補助執

行するものとしたところであります。４ 補助執行による影響は特にないものと
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考えています。教育委員会事務局の職員の補助執行により維持管理する施設は、

次ページ別紙１の図面にある１と５になります。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。 

  私から１点質問ですが、昔は武道館のところに船尾幼稚園があって、現在は更地に

なっていますが、その管理はどうなっていますか。 

○教育総務課長補佐 そこの土地については、元々個人の土地でありましたので、幼稚

園閉園の後に返却しております。 

○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、次に移ります。日程第９ 事務報告「令和２年度田川市立小・

中学校教職員人事異動の総括について」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 事務報告「令和２年度田川市立小・中学校教職員人事異動

の総括について」ご説明いたします。１ページをお願いいたします。１ 令和２年度

田川市立小・中学校県費負担教職員人事異動方針については、記載のとおりでありま

す。２ 異動概要について、説明させていただきます。⑴ 児童生徒数、学級数につ

きましては、小学校児童数は２千４５１名で、学級数は１０７学級でございます。中

学校生徒数は１千２０３名で学級数は５６学級となっております。令和元年度と比較

いたしますと、小学校児童数は９６名減で、学級数としては１学級減です。中学校生

徒数は３９名増で学級数の増減はございません。小中学校あわせての設置学級数は、

１学級減という状況でございます。特別支援学級につきましては、記載のとおりでご

ざいます。小中学校合わせての設置学級数は増減なしという状況です。次に２ページ

をお願いいたします。⑵ 退職者につきましては、定年退職者が６名で、該当者の名

前を記載しております。早期及び自己都合退職者は７名で、記載のとおりでございま

す。割愛退職者は２名で、樋口校長が県の行政へ、私岡本が田川市行政へ割愛退職と

任用をされております。続きまして、⑶ 同一・他ブロック及び管外異動についてで

す。転出者６名、転入者５名です。なお、転出者及び転入者につきましては、記載の

とおりでございます。３ページをお願いいたします。⑷ 昇任等状況です。校長につ

きましては１名の昇任、教頭につきましては２名の昇任です。また、主幹教諭・指導

教諭につきましては、２名の昇任です。⑸ 採用につきましては、１４名です。校長

は伊田小学校に田中裕子校長、主幹教諭は伊田小学校に満倉圭主幹教諭、以下教諭と

いたしまして１２名の新任者を迎えております。⑹ その他の基準外定数につきまし
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ては、記載のとおりでございます。４ページをお願いいたします。学校外勤務者とい

たしまして、市行政として田川市教育委員会に岡本浩幸、県行政として福岡県筑豊教

育事務所副所長に樋口俊治です。⑺ 小中学校とも内定人事を尊重しつつ、総合的な

視野で人事異動を行ったが、やむを得ない状況もありました。定数欠教員の解消に努

めましたが、小学校の定数欠１８名、中学校定数欠３１名です。教科欠は、中学校３

校です。⑼ 田川市教職員の概要は、小学校１８８名、中学校１５４名の計３４２名

のうち、５８名が基準外の定数でございます。３ 少人数学級、少人数指導教員につ

いてです。⑴ 県費措置については、記載のとおりです。⑵ 市費措置については、

５ページの表に記載してあるとおりでございます。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。 

○光井委員 １点目は、資料４ページの⑺の定数欠についてですが、この状況は現在も

変わらないままなのか、または一定の補充ができているのか教えてください。２点目

は、直接関係ないかもしれませんが、学級数の確定については、例年では始業式や入

学式の日の児童生徒数によって学級数を確定して、県が出す教員数が確定しますよね。

５月１日で国が再度査定して人数を算定する形になっていると思いますが、今年の場

合、例えば田川市はこれから入学式を予定していますが、万が一実施できないという

状況になれば、学級数や教員数の確定はどうなっていくのか、教えていただきたいと

思います。 

○学校教育課長 教科欠等につきましては、最大限講師等の配置で求めておりますが、

先ほども申し上げましたように、諸般の事情により実態に伴わないところがございま

す。ただし、昨年度はこの時点で教員が決まっていない学校や未配置の部分で講師を

探している状況が発生しておりましたが、本年度につきましてはすべての学校にあて

がうことができておりますので、その点につきましては一定の解消が図られたところ

でございます。２点目の事務手続につきましては、光井委員がおっしゃいましたとお

り、入学式及び５月１日統計等で確認するところでございますが、今般の状況を踏ま

えまして、基準日の延期等の特例措置の情報がきておりますので、きちんと精査いた

しまして、遅滞なく執行していきたいと考えております。 

○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１０ 事務報告「田川市石炭・歴史博物

館における企画展の実施状況等について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 
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○文化生涯学習課長 日程第１０ 事務報告「田川市石炭・歴史博物館における企画展

の実施状況等について」ご報告いたします。１ページをお願いいたします。１ 企画

展の開催についてです。田川市石炭・歴史博物館では平成２３年に日本で初めて山本

作兵衛コレクションが世界記憶遺産に登録されて以来、炭坑記録画原画を展示する企

画展を開催しているところでございます。原画の展示にあたっては、「山本作兵衛氏

の炭坑の記録画並びに記録文書の保存・活用等に係る検討結果報告書」内に定められ

た「取扱いに係る当面の基本方針」に従い、石炭・歴史博物館内で年２回、１回につ

き３０日以内の公開としてきたところでございます。その後、平成２４年度から平成

２６年度にかけて山本作兵衛コレクションの状態調査を行い、各炭坑記録画に状態ラ

ンクが決められ、「山本作兵衛氏の炭坑の記録画及び記録文書原資料の取扱いに係る

基本方針」を定めたところでございます。そこで、平成２７年度の企画展からは基本

方針及び各炭坑記録画の状態ランクによって公開期間を調整しながら年２回の原画

企画展を開催しているところでございます。なお、原画企画展の開催は原画に与える

影響が少ない時期と考えられる４月下旬から５月中旬の春と１０月下旬から１１月

中旬の秋に行っているところでございます。次に、２ 令和元年度の企画展について

ご説明いたします。令和元年度は年間を通しまして、石炭産業発展の一翼を担った石

炭の輸送、「石炭を運ぶ」ことに着目した展覧会を開催しました。⑴ 春季企画展で

は、ア 田川市石炭・歴史博物館山本作兵衛コレクション原画企画展２０１９「運べ

石炭！燃やせ黒ダイヤ！～川の流れとともに～」と題しまして、人力の坑内運搬や水

路での輸送にスポットを当てまして、これらに関連する山本作兵衛翁の炭坑記録画を

中心に、関連資料も含めて展示を行ったところでございます。ウ 会期は、平成３１

年４月２３日から令和元年５月２６日までの休館日を除く２５日間で実施いたしま

した。エ 観覧者総数は、２千８５９人で１日平均１１４．４人の観覧をいただきま

した。また、⑵ 秋季企画展は、ア 田川市石炭・歴史博物館山本作兵衛コレクショ

ン原画企画展２０１９「運べ石炭！燃やせ黒ダイヤ！～線路は続くよ港まで～」と題

しまして、「石炭の輸送」に着目した展覧会を実施いたしました。機械での採炭や坑

内運搬、鉄路での輸送にスポットを当て、これらに関連する山本作兵衛翁の炭坑記録

画やその他資料を展示したところでございます。ウ 会期は、令和元年１０月２９日

から１１月２４日までの休館日を除く２４日間実施し、エ 観覧者総数は３千５７９

人となり、１日平均１４９．１人となっております。３ 過去の企画展については別
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紙１に添付しておりますので、後ほどご参照ください。次に、４ 令和２年度の企画

展については、例年どおり春と秋の２回の開催を予定しております。お手元の資料は、

東京オリンピック・パラリンピックの延期発表前の部分が記載されております。本年

度は、東京オリンピック・パラリンピックが開催される予定であったことから、田川

地域住民の関心を高めるためオリンピック・パラリンピックと田川の関係をテーマと

して企画展を開催することとしております。急きょ東京オリンピック・パラリンピッ

クが延期されることになりましたが、⑴ 春季企画展につきましては、既に準備を進

めていたことから、予定どおり実施することといたしております。ア 名称は、田川

市石炭・歴史博物館山本作兵衛コレクション企画展「１９６４－そのとき田川は」と

題して実施いたします。イ 趣旨といたしましては、前回の東京オリンピック・パラ

リンピックが開催された昭和３９年、田川では３月に三井田川鉱業所が閉山し、炭都

田川の灯が消えた年でもあることに加えまして、山本作兵衛翁が、永末十四雄氏らの

すすめもあって色つきの炭坑記録画を描き始めた時期でもございます。様々な出来事

が起こり、この時代の田川について振り返る展示としたいと考えております。３ペー

ジをお願いいたします。ウ 会期は、令和２年４月２８日から令和２年７月２６日ま

での休館日を除く７８日間を予定しております。なお、企画展開始から５月２４日ま

では炭坑記録画原画約３０点を、それ以降は通常展示とし、原画２点と複製画を展示

することといたしております。チラシが出来ておりますので、添付しております。⑵ 

秋季企画展は、仮称といたしまして「１９６４から２０２０へ」とタイトルを付けま

して、本年度開催予定でありました東京２０２０と１９６４年に開催された前回の東

京オリンピックとを対比させた展示会を開催する予定でございましたが、東京オリン

ピック・パラリンピックの延期に伴いまして、今後、内容につきましては、再度検討

をしていきたいと考えております。ウ 会期は、令和２年１０月２７日から令和２年

１１月２３日までの休館日を除く２５日間を予定しております。次に、５ 今後の企

画展につきまして、ご説明させていただきます。令和３年度になりますと、山本作兵

衛コレクションが世界記憶遺産に登録されてから１０周年を迎えます。そこで、登録

１０周年を記念した企画展の開催を考えております。しかし、オリンピックが延期に

なったことに伴いまして、複数年の企画展を考慮しながら実施したいと考えておりま

す。また、その後の企画展では、可能な限り市民の関心が高い事象をテーマとして取

り上げ、展示に反映させることで、子ども達を含む市民の学習意欲の向上や来館者の
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増加を目指したいと考えております。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。 

  コロナウイルスの拡大状況によっては、日程が変更になる可能性もあるということ

ですか。 

○文化生涯学習課長 石炭・歴史博物館が休館することになれば、企画展も当然実施す

ることもできませんので、日程も変更になります。しかし、休館の間に展示等の調整

ができると思いますので、その間にチラシの差替え等の作業もできるかと思っており

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１１ 事務報告「新中学校建設基本設計

（案）及び建設等に係る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１１ 「新中学校建設基本設計案及び建設等に係るスケジュールに

ついて」ご報告いたします。１ページをご覧ください。基本設計につきましては、こ

れまで一定の前提条件の下、進めてまいりました。これらの前提条件につきましては、

これまで教育委員会でご了承をいただいてきたものでありますが、再確認のためにも

簡単にご説明いたします。まず、⑴ 経過についてでございます。令和元年７月に、

設計業者を選定するため、大学教授、教職員、市及び市教育委員会職員で構成する選

定委員会を設置しました。選定に際し、次の５つのテーマを決定し、技術提案を求め

ておりました。１点目は、基本計画における新中学校の理想像の具現化について、２

点目は防災、防犯等、安全、安心な学習環境を備える新中学校について、３点目は市

民に親しまれ、まちづくりの拠点となる新中学校についてであります、４点目は経済

性に配慮した、環境にやさしい新中学校についてであります。５点目は、ユニバーサ

ルデザインを取り入れた、人にやさしい新中学校についてであります。選定委員会に

おいて、委員それぞれが専門的な立場で評価を行い、総合的に最も高い評価の提案を

行った業者を選定し、その事業者の提案をベースに設計を行いました。続きまして、

⑵ 普通教室、特別教室等の諸室数についてでございます。基本計画に記載する開校

時の推計生徒数、学級数を基に、教科別の時間割を推計し、必要となる特別教室数等

を算出しております。なお、普通教室の広さにつきましては、教壇側から間口９メー

トル、奥行８メートルとし、生徒用ロッカーを教室外に配置することにしております。
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その結果、既存の教室より１０平方メートル程度広くなります。また、普通教室、特

別教室等につきましては、エアコンを設置することにしております。２ページをご覧

ください。諸室数案でございます。諸室数につきましては、記載のとおりであります

が、ここでは、東中学校及び西中学校の特徴的なもののみ説明いたします。当然、基

本的な機能については、どちらの中学校においても同様でございます。普通教室数は、

基本計画に記載のとおり配置し、特別支援教室及び少人数教室は各学年２室で計６室

をそれぞれに配置します。理科室はどちらも２室配置しますが、音楽室及び美術室は

東中学校２室、西中学校１室としています。さらに、被服室及び調理室につきまして

は、東中学校は各１室でございますが、西中学校につきましては、両室を兼用とし広

めのスペースを確保することにしています。さらに、⑶ プールの設置につきまして

は、設置費用及び維持管理費等が発生します。一方、本市近隣には民間プールがあり、

その活用が見込まれることから、総合的に考慮した結果、新中学校においてはプール

を設置せずに、授業は民間施設を活用することにいたしました。３ページをご覧くだ

さい。⑷ 開校までのスケジュールでございます。詳細は後ほど説明いたしますが、

現在、仮設校舎の設置中でございます。６月中旬以降に引越、既存校舎の解体を行い、

８月から新校舎建設に伴う確認申請等に取り掛かり、令和４年４月の開校を目指して

おります。それでは、東中学校の基本設計案のご説明をいたします。資料１の１ペー

ジをご覧ください。まず、計画概要であります。構造は鉄筋コンクリート造４階建て

で、建築面積は５千１７３．２４平方メートル、延床面積は１万１千８４９．８３平

方メートルであります。次に建物配置計画は、校舎は教室の向きやグラウンド面積、

近隣への影響を考慮して、現況と同様の北側配置としております。新校舎は大きく教

室棟とアリーナ棟に分け、中央に半屋内型通路を設けることにしております。また、

セキュリティラインを設定し、地域開放や災害利用時に明確な分離が可能な設計にな

っております。施設計画は、図書室やパソコン教室、多目的室を集約したアクティブ

ラーニングが可能な環境を整備しております。このスペースは、登下校時にすべての

生徒が通過する利用しやすいオープンな空間になっており、周囲の各種教室や学習コ

ーナー、少人数教室では、個別学習からグループ学習まで集団規模に応じた多様な学

習ができる設計になっております。さらに、アリーナ棟は、敷地の高低差を利用した

階段状の地域ラウンジや和室、調理室などの地域開放、災害時利用が見込まれる諸室

を配置することで、学校と地域、まちがつながる教育コミュニティの場として整備し
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ております。電気設備及び機械設備の概要につきましては、記載のとおりであります

が、さらに今後行います実施設計におきましてランニングコスト等を考慮し、設計を

進めることにしております。２ページをご覧ください。防災計画についてでございま

す。校舎棟・アリーナ棟の２棟構成により、明確なセキュリティ設定を行うことで、

災害時の市民の避難と並行して学校活動を継続できる計画としております。また、災

害時に利用が想定される調理室などの諸室をアリーナ棟に配置することで、避難所と

しての機能強化を図っております。具体的な避難場所につきましては、アリーナ、武

道場、和室、ＰＴＡ室等を計画しており、少人数の避難者の場合は畳敷きの和室や武

道場での避難を想定しております。また、市役所が災害対策本部機能を喪失した場合

の代替施設となるよう、２階の視聴覚室と多目的室の活用を計画しております。さら

に、備蓄倉庫やマンホールトイレの設置も計画しております。３ページをご覧くださ

い。全体配置図でございます。先ほどご説明しましたとおり、現在の校舎位置に新校

舎等を建設いたします。ピンク色の部分が教室棟で、青色の部分がアリーナ棟となり

ます。学校敷地東側のクリーム色の用地買収部分は、一部をテニスコートやグラウン

ドとして拡張するとともに、造成に制限があることから近隣との緩衝地帯となるよう

自然遊歩道等の整備を計画しております。また、学校敷地西側のグレーの部分は、学

校敷地との間に桐ヶ丘区の市道を国道３２２号線まで延伸し、徒歩で登下校する生徒

のため広い歩道を確保するとともに、スクールバスのロータリーや臨時駐車場、第２

グラウンドの整備を計画しております。左下にグラウンド側から見た外観イメージを

掲載しております。４ページをご覧ください。１階平面図でございます。１階の左側

の教室棟は、管理諸室及び給食調理室となっております。南側職員室の隣の校長室横

に相談室を３部屋と会議室を配置する計画としております。右側のアリーナ棟は、ア

リーナ及び武道場等を配置するとともに、地域交流用の和室やＰＴＡ用のミーティン

グルームを計画しております。また、災害時の避難者用の調理も考慮いたしまして、

家庭科調理室の設置も計画しております。さらに、２つの棟をつなぐ「たんとモール」

と記載している部分は、半屋内型通路となっており、ここから生徒の昇降口及び来客

者の出入口を配置しております。また、生徒昇降口側には、赤色で示すエレベーター

を設置しまして、バリアフリーに配慮するとともに、給食用にも活用することも計画

しております。続きまして、５ページをご覧ください。２階、３階平面図であります。

下の図が２階となります。東中学校の最も特徴的な部分が、教室棟中央部のラーニン
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グセンターでございます。また、南側に普通教室を配置し、教室の間にロッカースペ

ースを配置することで、教室を最大限に活用することにしております。教室の前のス

ペースは、学習コーナーとして生徒が自由に活用するスペースを設置し、その両側に

職員スペースを設置することで、教員の授業準備時間の短縮や休み時間も生徒の近く

にいることから、生徒の見守り活動も可能となります。さらに、北側には特別支援教

室を２部屋確保し、同学年の生徒が交流しやすくするとともに、特別支援教室入り口

を２重にし、さらにその中に専用のトイレの設置等の配慮をしております。上の図は

３階となります。基本的な配置は２階同様、南側に普通教室、北側に特別教室及び特

別支援教室を配置しております。右側に３階から２階ラーニングセンターを見下ろし

たイメージ図を添付しており、３階につきましては、吹き抜けとなっております。６

ページをご覧ください。４階及び屋上階平面図でございます。下の図が４階となり、

仕様につきましては３階と同様、南側に普通教室、北側に特別教室及び特別支援教室

を配置しております。上の図が屋上階であり、太陽光発電パネルの設置を計画してお

ります。続きまして、西中学校の基本設計案のご説明をいたします。資料２の１ペー

ジをご覧ください。まず、計画概要であります。構造は鉄筋コンクリート造４階建て

で、建築面積は４千１８８．７３平方メートル、延床面積は、１万１千２４１．２２

平方メートルであります。建物配置計画では、南北の整形な敷地形状を活かしまして、

北側に校舎エリアをコンパクトにまとめ、生徒が活発に活動できるよう最大限グラウ

ンド面積を確保し、校舎エリアとグラウンドエリアを明快に分離した計画でございま

す。また、校舎は敷地境界線より建物距離を確保することで、近隣住宅への圧迫感を

抑えるとともに、学校周囲の歩道を拡幅し生徒の登下校時の安全性を確保し、植樹す

る等周辺環境に潤いを持たせる計画としています。施設計画では、コンパクトな校舎

とし、普通教室や特別教室、体育館を１つの建物に集約し、生徒教職員の移動や動線

を考慮し、教育環境を充実させた計画でございます。建物の南側に、教室や管理諸室

を配置した学校ゾーン、北側に体育館や武道場等のスポーツゾーンで構成しておりま

す。学校ゾーンとスポーツゾーンの間に、学校の核となるアクティブラーニングが可

能なメディアセンターや特別教室を配置し、内部を立体的につなぎ、活気溢れる西中

学校の学びを象徴する場をつくっております。その他、生徒たちの主体的な学びを支

援する教室前の多目的フリースペースや、生徒と教職員とのコミュニケーション空間

など生徒ファーストの充実した教育環境を創出した計画としております。また、万が
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一災害が発生し避難所となった場合には、武道場や体育館、調理室など特性に合わせ

て機能を発揮し、効果的な運用が可能な計画でございます。電気設備及び機械設備の

概要につきましては、記載のとおりでございます。さらに、今後、実施設計におきま

してランニングコスト等を考慮し、設計を進めることにしております。２ページをご

覧ください。防災計画についてであります。地震や水害等の大規模災害時におきまし

て、生徒や教職員等の帰宅困難者や周辺住民に対する避難所として機能する計画とし

ております。避難所として利用する場合は、停電やインフラ途絶時にも一定期間の電

力供給を可能とする設備対応を行うとともに、備蓄倉庫を設置し平常時から備品の備

蓄を行う計画としております。避難所としての避難場所につきましては、体育館アリ

ーナ、武道場、和室である地域ルーム、ＰＴＡ活動室等を計画しており、少人数の避

難者の場合は、畳敷きの和室や武道場での避難を想定しております。３ページをご覧

ください。全体配置図でございます。先ほどご説明しましたとおり、校地北側の現在

の校舎位置に新校舎等を建設します。ピンク色の部分が学校ゾーンで、青色の部分が

スポーツゾーンとなり、クリーム色のメディアセンターが間をつなぐ場となります。

中元寺川西側の灰色の用地買収部分は、スクールバスの停留所や臨時駐車場として整

備する計画としております。また、学校敷地南側に南門を設置し、スクールバスを利

用する生徒の利便性に配慮した計画にしております。さらに、校地を若干セットバッ

クし、周辺の歩道の拡張も併せて計画しております。右上に正門側から見ました外観

イメージを掲載しております。４ページをご覧ください。１階平面図でございます。

１階の手前、南側の学校ゾーンは、管理諸室となっております。職員室の東側に校長

室及び保健室を配置し、隣接して相談室や生徒指導室を３部屋、また、職員室の西側

左側に会議室２室を配置する計画としております。奥の北側のスポーツゾーンは、ア

リーナを配置するとともに、地域交流用の和室やＰＴＡ室としてミーティングルーム

を計画しております。また、災害時の備蓄室の設置も計画しております。さらに２つ

の棟をつなぐ部分につきましては、給食調理室を配置するとともに、東側に生徒の昇

降口、教職員出入口及び来客者の出入口を設けております。また、生徒昇降口側には、

こちらも赤色で示すエレベーターを設置いたしまして、バリアフリーに配慮するとと

もに、給食用にも活用することも計画しております。５ページをご覧ください。２階

平面図でございます。左の図が平面図であり、西中学校の最も特徴的な部分が中央部

のメディアセンターであります。また、南側学校ゾーンに普通教室、特別支援教室及
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び少人数教室を配置しております。教室の前の多目的スペースは、学習コーナーとし

て生徒が自由に活用するスペースとして設置し、その左側に職員控室を配置すること

で、教員の授業準備時間の短縮や休み時間も生徒の近くにいるため、生徒の見守りも

可能となります。また、多目的スペースにロッカースペースも確保することにしてお

ります。さらに北側スポーツゾーンには、武道場を配置するとともに、大規模災害時

の避難所機能を想定して、調理室兼被服室を隣接して配置する計画であります。右図

に、１階から見上げましたメディアセンターのイメージ図を掲載しております。６ペ

ージをご覧ください。３階及び４階平面図でございます。左の図が３階となり、２階

同様南側学校ゾーンには普通教室、特別支援教室及び少人数教室を配置し、北側スポ

ーツゾーンは吹き抜けとなっております。また、ピンク色で示す理科室、理科準備室

や多目的室等の特別教室を配置する計画であります。右の図が４階となり、基本的な

仕様は３階と同様、南側に教室、北側に屋外学習スペース、ピンク色で示す中間に、

技術室、美術室及び音楽室等の特別教室の配置を計画しております。７ページをご覧

ください。屋上平面図でございます。屋上階には、東中学校と同様、太陽光発電パネ

ルの設置を計画しております。東中学校、西中学校、それぞれの設計に際して、本年

１月下旬から２月上旬にかけまして、中学校の教員や事務官から教科別にヒアリング

を行いました。ヒアリングにおける意見、要望を受けまして、設計を見直し、３月上

旬に代表の校長先生に本日ご説明しました基本設計案について説明を行い、一定のご

理解をいただいております。続きまして、スケジュールについてご説明いたします。

今回の設計に伴って、若干のスケジュールの見直しを行っております。事務報告資料

の最終ページ、資料３をご覧ください。先ほど説明しましたとおり東中学校、西中学

校ともに令和４年４月の開校に変更ございません。上段が東中学校の建設スケジュー

ルであります。現在、設計業務を行っており、基本設計、実施設計を８月までに終え

る予定でございます。また、下から４段目になりますが、現在、伊田中学校につきま

しては、旧東高校跡地に仮設校舎の設置工事も進めております。こちらにつきまして

は、６月中旬の引渡しを行い、その後、伊田中学校の引越しを予定しております。引

越し後に、１段上に記載していますが、既存校舎等の解体工事、解体工事終了後に２

段目の校舎建設に着手し、令和４年１月に工事完了の予定でございます。また、当初

のスケジュールでは、東側山林部の造成工事を開校後に実施予定としておりましたが、

開校前に実施することにしております。しかし、西側の第２グラウンド及び駐車場の
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一部につきましては、工事用仮置き場として工事中使用することから、開校後の造成

を一部予定しております。また、市長部局で実施する工事でございますが、下２段の

校地西側の市道延伸に伴う設計及び工事を本年及び来年度で実施し、開校までに完了

する予定でございます。下段、西中学校の建設スケジュールでございます。こちらも

現在、設計業務を行っており、基本設計、実施設計を８月までに終える予定でござい

ます。また下から４段目になりますが、伊田中学校同様に、後藤寺中学校のグラウン

ドに仮設校舎の設置工事を行っており、６月中旬の引渡し、その後、引越しを予定し

ております。引越し後に、１段上に記載しておりますが、後藤寺中学校につきまして

は開校まで体育館を使用することとしておりますので、既存校舎及びプールの解体工

事、解体工事終了後に２段目の校舎建設に着手し、こちらも令和４年１月に工事完了

の予定でございます。中元寺川西側の買収予定用地につきましては、本年度及び来年

度での造成で完成予定でありますが、仮設校舎をグラウンドに設置することから、開

校後に仮設校舎の撤去工事、その後、既存体育館の解体撤去を行い、さらにグラウン

ドの拡張のための造成工事を、開校後の令和４年１２月末まで予定しております。ま

た、西中学校におきましても市長部局で実施する工事でございますが、学校周辺道路

の拡張を予定しており、下２段に示しますとおり、新中学校の建設工事に併せて、順

次、実施する予定にしております。以上で報告を終わります。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

○光井委員 東中学校について、質問が３点ございます。１点目が、東中学校の基本設

計についてですが、資料の１ページの計画概要の附帯施設に「駐車場５０台」とあり

ますが、この台数では足りないのではないかということです。２点目が、特別教室数

を出されている中で東中学校の理科室が２室設定されていますが、現在の学習指導要

領では中学校１年生が週３時間、中学校２年生と３年生は週４時間だと思います。事

務報告資料２ページの学級数割で言えば、東中学校は週に計７０時間の理科の授業が

必要になり、理科教室で授業を行うとすれば３室必要になると思いますが、２室にな

っているということは、一部の授業は理科教室以外で実施することを想定して２室に

しているのかということです。３点目は、特別支援学級のドアを２重にしてあるとの

説明がありましたが、イメージがわかないので、どのような形で何のための２重ドア

なのか教えていただきたいです。 

○推進室長補佐 まず、１点目の駐車場についてご説明いたします。この５０台につい
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ては、現在の敷地内にある台数となっています。資料１の３ページをお願いいたしま

す。先ほど説明いたしました桐ヶ丘の延伸道路をつくる予定としておりますが、その

西側にそれぞれ４０台と５０台を予定しておりますので、合計で１４０台分の駐車場

が常に整備されている形となります。なお、体育祭等の行事でより多くの駐車場が必

要になると思いますが、その際は第２グラウンドにも一定の車が駐車できるように考

えておりますので、より多くの駐車場が確保できたのではないかと考えております。

また、３点目の特別支援教室の配置についてですが、資料１の５ページをお願いいた

します。３階の平面図でご説明いたしますと、まず廊下から入りますとホールのよう

なところに出てきます。そのホールに、生徒用のロッカーを設置しまして、左右に各

特別支援教室と正面に個別指導室が２室となっております。なお、入って右側の特別

支援教室につきましては、少人数学級も視野に入れまして、パーテーション等で色々

なパターンで仕切れるような教室を考えております。また、資料に記載しております

特別支援教室１は、畳などの配置も考えております。 

○推進室長 ２点目の理科教室についてでございますが、資料１の５ページ３階平面図

をご覧いただきたいと思います。ピンク色でお示ししている理科教室等の特別教室が

並んでおり、緑色の一番右端に多目的室がございますが、そこを理科室３として活用

することを考えております。ご指摘いただいたとおり、東中学校におきましては、当

初の段階では理科教室が３室必要となってきますが、その後生徒数の減少に伴いまし

て、２室で対応が可能となります。１室必要なくなった際に、他の用途でも使用でき

るように多目的室としております。 

○光井委員 特別支援教室に入る前にホールで左右に分かれるということは、生徒が廊

下に出ずに行き来しやすいようにしているのですか。 

○推進室長補佐 中学校の特別支援教室につきましては、やはり同学年同士の交流が必

要とのことで、普通教室と同じフロアに設置いたしました。しかし、さまざまな生徒

のことを考えると、ある程度の独立性が必要だということも考えられましたので、一

度廊下で仕切りをつけて、職務代理が言われましたように教室間の移動もでき、個別

指導ができる部屋もつくる形で設計をしたところでございます。なお。これにつきま

しては推進室長より説明がありました教職員とのヒアリングの中でも意見の一致が

みられたところでございます。 

○河底委員 西中学校ですが、川沿いから登校する生徒の通学路はどうなりますか。全
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体配置図を見ると、松ノ木橋しかありませんよね。 

○推進室長 事務局で考えておりますのは、松ノ木橋が狭いので自転車通学及び徒歩の

生徒の安全のため、松ノ木橋の横に自歩道専用の橋をかけることを検討しております。

全体配置図は、学校のみの設計になっておりますので、自歩道専用の橋につきまして

は、記載しておりませんでした。また、この件につきましては、市長部局の工事とな

りまして予算規模が大きいので、開校までに間に合わない可能性がございます。  

○河底委員 説明会の中でも「子どもたちが安全に登校できるのか」という声が多かっ

たので、通学路の工事案ができているのであれば、案の状態でも内容が分かれば、保

護者も安心するのではないかと思います。良い中学校が建設されると胸が膨らみます

が、このままだと自分の子どもが通学すると考えた時に、「どこを通って通学するの

だろうか」と不安に感じると思いますので、案の状態でも良いので発信していただけ

たらと思います。 

○教育長 保護者説明会等においても、やはり通学路の安全面は一番の関心事でもあり

ますので、発信の工夫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、次に移ります。日程第１２ 事務報告「田川市青少年問題協議

会意見具申書について」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「田川市青少年問題協議会意見具申書につ

いて」ご説明申し上げます。１ページをお願いいたします。１ 概要からご説明いた

します。田川市青少年問題協議会は、地方青少年問題協議会法に基づき昭和３７年５

月に発足しており、現在、学識経験者、関係団体、関係行政機関、学校教育関係者、

市職員の計１５人で構成されております。その構成の中で以下３つの役目を担ってお

ります。⑴ 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必

要な重要事項を調査審議する。⑵ 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合

的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図る。⑶ 

地方青少年問題協議会は、前項に規定する事項に関し、当該地方公共団体の長及びそ

の区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べると定めております。⑴ 意見具申

の目的につきましては、青少年問題の現状を踏まえ、意見具申を通して関係各課の施

策に反映させることにより、青少年の健全育成と非行防止を目的としております。⑵  

過去の意見具申につきましては、委員の任期２年間ごとに、前期に出された意見具申
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書をもとに追加・修正・削除を行うという形で行っておりました。⑶ 第２６期活動

方針につきまして、第２６期では、平成１８年を最後に長期間提言がなされていない

ことに鑑みまして、現在の社会情勢等に即した課題に対する提言を行う方針として、

これまで活動してきました。青少年の範囲を０歳から１８歳までとし、これまで関係

機関から情報提供を受け、青少年を取り巻く情勢について議論した結果、「現状・課

題」「その背景」及び７項目の「具体的提言」からなる意見具申書を作成しておりま

す。なお、意見具申書につきましては、資料の最後のほうに添付いたしております。

２ページには、４ 第２６期田川市青少年問題協議会委員名簿を記載しております。

５ 第２６期田川市青少年問題協議会意見具申書につきましては、昨日、会長、副会

長から市長に提出されたところでございます。この意見具申書に基づきまして、今後

具体的提言を施策に反映してもらうために、関係各課へ通知することといたしており

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、次に移ります。日程第１３ 諸般の報告「⑴ ４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 ５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、５月定例会の日程案につきましては、５月１３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、５月定例会は５月１３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年第４回田川市教育委員会４月定例

会を閉会いたします。 

（１６時１０分閉会） 

 

 


