
（１４時３０分開議） 

○教育長 ただいまから、令和２年第６回田川市教育委員会５月定例会を開会いたします。

議事に入ります前に、少しお話ししたいことがあります。５月１１日に久しぶりに市内

の子どもたちが学校に登校しました。私もその日は各校区を見て回りましたが、子ども

たちが並んで登校している姿を見て、とても感慨深かったです。また、子どもたちの姿

もそうですが、各校区で横断歩道や危ない箇所に地域の方が旗をもって立っていて、そ

の方たちが、子どもたちと触れ合っている時の表情がとても心に残りました。また、校

門で校長やＰＴＡ会長が、あいさつをして子どもたちを迎えている様子もありました。

ある学校では、久しぶりの登校なので各ポイントに先生方が立っていて、子どもたちを

大事に迎えようとしているのが、とても伝わりました。緊急事態宣言を含めた国や県の

方針が近々出るようなので、田川市としてもできる限り分散登校等ができるように、ま

た６月から通常の学校生活が送れるように準備をしていきたいと思います。それでは、

議事に入ります。日程第１「令和２年第４回田川市教育委員会４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４回田川市教育委員会４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１９号「田川市教育支援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。 

○学校教育課長 日程第２ 議案第１９号「田川市教育支援委員会委員の委嘱について」

です。本案は、委員２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の議決を求めるものでございます。２枚目をご

覧ください。令和２年度の田川市教育支援委員会委員名簿案でございます。本年度、新

任の方のみを、ご紹介させていただきます。児童福祉施設の職員として田川児童相談所

副長、宮崎孝樹様、小校長会代表として伊田小学校校長 田中裕子様、以上２名の方を

新任として名簿にあげております。ご審議の程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。 
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（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１９号「田川市教育支援委員会委

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３ 議案第２０号「田川市中学校給食調理等業務委託契約額の

変更について」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２０号「田川市中学校給食調理等業務委託契約額の変

更について」です。本案は、変更委託契約を締結するため、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。業務の名称は、１ 田川市中学校給食調理等業務委託、２ 業務委託場所は田

川市立弓削田中学校ほか、３ 変更業務委託期間は令和２年９月１日より令和３年３月

３１日まで、４ 元請代金に対する増額は一食当たり２０円、現行の一食単価５３５円

を５５５円に増額するものであります。次のページをご覧ください。委託契約額の変更

についての詳細でございます。まず、１ 現状として３点記載しております。１点目は、

⑴ 委託業者である「株式会社はたなか」との契約期間４年のうち、本年３月現在で３

年を経過しましたが、約２年前から各種経費の負担増による経営圧迫との訴えにより協

議を行ったこと。２点目は、⑵ 平成２８年に業者選定を行った際に、他者の応募がな

く、１社のみの選定となったが、現状においても他に委託先の目途がなく、現契約が終

了する令和３年３月以降も新中学校開校時まで契約を延長せざるを得ないこと。３点目

は、⑶ 今回の新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた対応として、国の緊急事態

宣言等を踏まえ給食を中止しており、本業の仕出しを含め、グループ全体で打撃を受け

ていることでございます。次に、２ 契約の変更による影響でございます。今回の変更

により、一食あたり２０円の増額を行った場合、１日の平均食数１千１８６食、年間実

施回数を１８３日として試算すると税抜きで４３４万７６０円の委託料が増額となり

ます。次に、３ 契約変更の理由であります。３点記載しております。１点目は、⑴ 年

間発注数の見込誤りです。市が契約した時点では、１日あたりの発注見込み数を、１千

３４６食としていましたが、その中に区域外通学や長期欠席の生徒数を含んでいたこと

や、行事等による実施回数減で食数が減少したことにより、３年間の発注実績が、１千

１８６食となり、当初見込みより１６０食減少となりました。その結果、当初見込みの

利益が年平均５０万５千９７５円の減額となったことです。２点目は、⑵ 作業員の人

件費の上昇です。業者選定を実施した平成２８年８月時点における、過去３年間の最低
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賃金平均上昇率は１．０１４％でしたが、平成２９年度以降はその率が１．０３２％と

見込みより高くなりました。その結果、令和２年度では、当初見込みより最低賃金が約

４４円の上昇が見込まれ、年間で５９万９千８７４円の経費増となります。３点目は、

⑶ 配送車両の増車です。当初、配送車は２台を想定していましたが、調理・配送・搬

入に要する時間を考慮し、確実に安全な給食を実施するため、配送車両を１台増やし３

台としたことにより、年間３５１万円の経費増となっていることです。次のページをご

覧ください。こちらは、元請代金に対し、１食あたり２０円を増額する「株式会社はた

なか」との変更委託仮契約書でございます。以上、ご審議の程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。 

  中学校の完全給食については、導入時に異物混入があり保護者も大変心配されていま

した。その後、学校現場と教育委員会で毎月給食の話し合いをする際に、保護者や子ど

もたちの要望を取り入れて改善をしてもらっていました。その中での経営が厳しいとい

うことでの変更契約となっています。 

○光井委員 導入時の異物混入やその後の改善等で業者に負担をかけていた経緯を少し

知っていますが、契約変更理由に⑴ 年間発注数の見込み誤り、⑵ 作業員の人件費の

上昇、⑶ 配送車の増とありますが、減額と２ 契約の変更による影響にある増額とな

る金額を比べたら、業者の赤字のほうが若干大きいのではないかと思いますが、その件

に関しては、双方納得した上で契約ができそうなのでしょうか。 

○学校教育課長 現在、話し合いの結果といたしまして、契約額相当につきまして内諾い

ただいているところでございます。 

○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３ 議案第２０号「田川市中学校給食調理等

業務委託契約額の変更について」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２１号「田川市社会教育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４ 議案第２１号「田川市社会教育委員の委嘱について」ご

説明申し上げます。本案は、委員の任期が本年５月３１日をもって満了することに伴い、
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新たに委員を委嘱する必要があるため、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。次のページ

をお願いします。社会教育委員名簿案でございます。また、記載しておりますうちの田

川市ＰＴＡ連合会につきましては、総会が開催されていないため、委員の推薦が遅れて

おります。近日に紙面での開催を予定しているとのことでございますので、今後、決定

次第、直近の教育委員会でご報告させていただきます。説明は、以上です。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４ 議案第２１号「田川市社会教育委員の委

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５ 議案第２２号「田川市公民館運営審議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２２号「田川市公民館運営審議会委員の委嘱につ

いて」ご説明申し上げます。本案は、委員の任期が本年５月３１日で満了となるため、

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す。次のページをお願いします。田川市公民館運営審議会委員の

名簿案でございます。新任の委員につきましては、浦田委員と藤本委員となっておりま

す。説明は、以上です。ご審議の程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５ 議案第２２号「田川市公民館運営審議会

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２３号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会委員

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６ 議案第２３号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会委

員の委嘱について」ご説明申し上げます。本案は、各委員の任期が本年５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
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により、教育委員会の議決を求めるものです。次ページをお願いします。同協議会委員

名簿案を添付しております。なお、こちらも田川市ＰＴＡ連合会については、先ほどと

同様の理由により、また、福岡県立大学については、現在大学が休校中のため、ご本人

の同意が取れないとのことで、いずれも推薦が遅れております。今後、決定次第、直近

の教育委員会で報告させていただきます。説明は、以上です。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６ 議案第２３号「田川市石炭・歴史博物館

等運営協議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７ 議案第２４号「田川市図書館協議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７ 議案第２４号「田川市図書館協議会委員の委嘱について」

ご説明申し上げます。本案は、各委員の任期が、本年５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

の議決を求めるものです。次ページをお願いします。同協議会委員名簿案でございます。

なお、こちらにつきましても、田川市ＰＴＡ連合会及び福岡県立大学については、先ほ

どと同様の理由により、推薦が遅れております。今後、決定次第、直近の教育委員会で

報告させていただきます。また、こちらの協議会委員につきましては、人事異動により

新任の委員が多くなっております。右側の備考欄に記載しておりますので、ご参照くだ

さい。説明は、以上です。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７ 議案第２４号「田川市図書館協議会委員

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８ 議案第２５号「田川市美術館協議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８ 議案第２５号「田川市美術館協議会委員の委嘱について」



5 

ご説明申し上げます。本案は、各委員の任期が本年５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

の議決を求めるものです。次のページをお願いします。同協議会委員の名簿案を記載し

ております。なお、田川市ＰＴＡ連合会につきましては、先ほどと同様の理由により、

推薦が遅れております。今後、決定次第、直近の教育委員会で報告させていただきます。

説明は、以上です。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 議案第２５号「田川市美術館協議会委員

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９ 事務報告「田川市「教育の情報化ビジョン」後期計画につ

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 それでは、日程第９ 事務報告「田川市「教育の情報化ビジョン」後期

計画について」説明させていただきます。冊子の１ページ目次をお願いいたします。本

冊子では、１ 基本計画策定の概要、２ 本市における現状と課題、３ 本市ＩＣＴ教

育推進の目標及び方針、４ 推進体制、５ 具体的取組内容の５つで構成されておりま

す。２ページをご覧ください。こちらには平成２１年度以降のこれまでの国の動向を述

べております。３ページをご覧ください。こちらには、本年度より小学校において実施

されます学習指導要領の趣旨や計画の位置づけについて述べております。なお、前期計

画については、平成２８年度から３０年度、後期計画は令和元年度と２年度としており

ます。４ページをご覧ください。こちらのページから８ページにかけては、本市におけ

る現状と課題を述べております。ＩＣＴ機器の整備状況や、基本目標の達成度を見る児

童・生徒へのアンケート調査についての分析等を行っております。８ページをご覧くだ

さい。平成３０年度末までの前期における総括でございます。成果として５点述べてお

ります。また、課題及び今後の方向性として４点述べております。課題の４点目にあり

ます本市の取組の発信や外部機関からの客観的評価につきましては、先般よりご案内し

ておりますとおり、ＩＣＴ教育アワードにおける文部科学大臣賞受賞や、学校情報化認

定の県内初の先進地域指定等、すでに成果として表れているものもございます。次に、

９ページをご覧ください。ここからのページでは、前期の３年間を踏まえた令和元年度
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２年度の後期についての目標や方針を述べております。その中でも特徴として、前期計

画にはなかった「田川市ならではの教育の情報化「田川スタイル」の確立」を後期計画

の重点として設定いたしました。１点目は、教科のねらいに応じた効果的なＩＣＴ活用、

２点目は、社会をたくましく生き抜く力を育成するためのＩＣＴ活用、３点目は、学校

ぐるみ、地域ぐるみの教育の情報化です。この重点を踏まえ、前期計画からの継続した

基本目標の３つの目標であります、それぞれの数値目標の達成をめざし、本年度も基本

方針に沿った推進体制を確立することとしております。１０ページ、１１ページにも続

けて詳細を記載しております。それでは、１２ページをご覧ください。ここからは、具

体的取組内容として５つの視点から述べております。１点目は、ＩＣＴ機器の活用によ

る授業づくり、２点目は１３ページになりますが、児童生徒のＩＣＴ活用タブレットＰ

Ｃの活用、３点目は１４ページになりますが、ＩＣＴ環境整備、４点目は、１６ページ

になりますが、教員研修の充実、５点目は１７ページの校務の情報化であります。これ

らの具体的取組内容を、計画的系統的に実践していくこととしております。最終１９ペ

ージをご覧ください。こちらは、令和元年度の取組報告を掲載しております。本市ＩＣ

Ｔ教育アドバイザーであります鹿児島大学の山本朋広准教授のお力添えの基、大変充実

した研修や学習の機会を通して、大きな成果をあげることもできております。以上で、

本冊子の報告を終わります。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

○光井委員 本市の大きな柱となります、ＩＣＴ教育の今後についてのビジョンというこ

とで冊子を拝見しました。３点質問があります。１点目は、冊子９ページの⑴ 基本目

標３「校務の情報化による児童生徒と向き合う時間の確保を目指す」の数値目標として

「令和２年度までに校務に要する時間を学期ごとに３０分削減する。」とありますが、

これは、１学期に校務に費やした時間に対して３０分削減するのか、１日当たりの校務

の時間に対して３０分削減するのかどちらか教えてください。また２点目は、ＩＣＴ機

器を導入することによって、子どもたちが楽しいことや先生方の教え方が優れているこ

とは冊子を見れば分かるのですが、現実問題として学力向上との相関関係を示すことが

できるデータ等があれば教えていただきたいです。３点目は、今般の新型コロナウイル

スの関係で例えば９月入学の話や児童生徒にタブレットを渡す機会をつくればいいと

いう話が出ていますが、子どもたちが教育委員会からの発信等を受ける体制は、今後ど

のようにしていくかの見通しがあれば教えていただきたいです。 
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○学校教育課長 まずは、１点目の「令和２年度までに校務に要する時間を学期ごとに３０

分削減する。」についてでございますが、こちらにつきましては働き方改革の部分もご

ざいますので、教員の平均した在校時間等を含めた業務の簡略化やデータ化することに

よってペーパーレス化をする等を含めまして、業務改善における数値の集約の基で各学

年の前年度比にとっての１日当たり３０分削減となっております。２点目のデータにつ

きましては、明確にＩＣＴ教育が直結して学力向上につながったかどうかという本質的

な数値等はございませんが、今は興味・関心を引くという初期段階を終えまして、これ

からはＩＣＴ機器をどのような場面で、どのように有効活用していくのかという部分に

シフトさせていただいております。そこにつきまして、子どもたちの授業が分かりやす

くなったという満足度ではなく、情報活用能力等を通した学力の伸長という部分で、今

年度は数値を計っていきたいと思いますので、そこから学力向上との相関関係が見えて

こようと思いますので、本年度は第２段階に入ったと捉えていただければと思います。

３点目のタブレットの配布についてでございますが、現在、国がＧＩＧＡスクール構想

ということで補正予算等の前倒しで配備をしていただいているところでございます。し

かしながら、これは児童生徒数の３分の２が対象でございますので、全児童生徒に行き

わたらせるためには、市単独での購入等の必要性が出てまいりますので、今後、予算措

置を含めてお願いをしていかなくてはいけない状況でございます。３点目の委員からの

ご指摘であります、家庭での通信状況につきましては、現在、各学校で動画配信をする

際に子どもたちのネットワークの調査等もしておりますが、市内全域を見ますと他の自

治体に比べまして大変厳しい状況でございます。先般、新聞ではＷｉＦｉ貸出や一部通

信料の負担等を行っている自治体の取組が書かれておりましたので、私ども学校教育課

でも各学校に実態調査の依頼をしております。その結果を踏まえて、どの程度の費用が

必要なのかと試算を始めておりますので、できる限り早く条件整備できるところから進

めていきたいと計画しております。 

○教育長 ほかに何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  学校教育課長から説明があったように、情報化教育の先進地に認定されたり、ＩＣＴ

教育アワードで文部科学大臣賞を受賞したりと学校の中のＩＣＴ教育は高い評価を受

けています。しかし、議員の方もからは「オンライン授業など、これから家庭でもでき

る状況を田川市でも作れるようにお願いします。」との声もいただきました。教育委員

会だけでは難しいので、市長部局や議会にもお力を借りながら進めていきたいと思いま
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す。また、途中経過等も随時報告いたしますので、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１０ 事務報告「令和４年度以降の成人式

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１０ 「令和４年度以降の成人式について」事務報告いたし

ます。１ページをお願いいたします。この件につきましては、以前の定例教育委員会に

おいて、説明させていただき、委員の皆様からも意見を頂いておりましたので、内容に

ついては簡潔に説明させていただきます。１ 経緯につきましては、民法の一部改正に

伴い、令和４年４月１日から、成人年齢が「満１８歳」に引き下げられます。このこと

に伴いまして、本市の令和４年度の成人式の対象者について検討が必要となったもので

ございます。成人式の対象年齢を民法上の成年年齢である「１８歳」に合わせて実施す

る場合、３に記載のとおり、多くの課題や問題点等が生じます。その後、当事者である

昨年度の成人式実行委員会委員にも意見等をお聞きました。教育委員の皆様同様、全員

がこれまで通り「２０歳」での成人式の実施が望ましいとのご意見をいただきました。

また、４に記載していますように、県内の市町村で、本年４月１日現在、令和４年度の

成人式の対象者が決定しているところを調べましたところ、資料に記載してあるとおり

北九州市及び福岡市をはじめ、全てが２０歳を対象に成人式を実施することとなってお

ります。現時点では、１８歳での成人式を実施する自治体はございません。以上のこと

から、本市におきましても、５ 令和４年度以降の成人式につきましては、名称を変更

いたしまして、２０歳で実施することといたします。報告は、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１１ 事務報告「田川市合宿施設の設置及

び管理に関する条例の制定について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第１１ 「田川市合宿施設の設置及び管理に関する条例の制定

について」事務報告をいたします。資料１ページをお開きください。東京２０２０オリ

ンピック・パラリンピック大会事前キャンプ誘致によりまして、田川市総合体育館敷地

内に、宿泊施設として現在トレーラーハウス１５台を整備したところでございます。こ

の施設の供用開始に向けまして、今回、「田川市合宿施設の設置及び管理に関する条例」

を新たに設置するものでございます。まず、１ 宿泊施設の概要についてご説明させて

いただきます。宿泊施設は、低床型トレーラーハウスで、全１５台のうち４台が２人用、
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残り１１台が４人用となっております。それぞれのトレーラーハウスには、記載のよう

に設備、備品を備えております。次に、トレーラーハウスの設置場所ですが、３ページ

をご覧ください。こちらは、総合体育館と保健センター前の駐車場見取図になります。

総合体育館駐車場北東側の敷地を整備いたしまして、トレーラーハウス１５台を設置い

たしております。左側４台が２人用、右側１１台が４人用のトレーラーハウスとなりま

す。１ページにお戻りください。２ 田川市合宿施設の設置及び管理に関する条例案で

ございます。まず利用料金の設定について、ご説明させていただきます。利用料金につ

きましては、利用者個人に係る１泊の経費とトレーラーハウス１台に係る経費を別々に

試算しております。利用者個人に係る経費といたしまして、シーツ等のリネン類やシャ

ワー利用の際のガス・水道代として約６００円を見込んでおります。また、トレーラー

ハウスに係る経費といたしまして、トイレ等の水道代や電気料として、利用者によって

差があることから、１台につき約３００円から５００円を見込んでおります。さらに、

トレーラーハウス全体の維持管理についても、相当な経費がかかりますことからトレー

ラーハウスの利用料は、室料といたしまして、資料に記載のとおりとしました。また、

利用者個人の宿泊料といたしまして、１人１泊大学生以上の大人、高校生、小中学生に

区分し、記載のとおりといたしております。これに、消費税及び地方消費税が加算され

ます。一方、今年４月から福岡県宿泊税がかかるようになりましたので、別途その金額

も加算されることとなります。２ページをお願いします。宿泊施設利用料１人当たりの

試算でございます。最上段にありますように、トレーラーハウスを定員通りの人数で利

用した場合、１泊に係る経費は、それぞれ表に記載のとおりとなります。参考までに、

下段には近隣の類似施設の宿泊料金を記載しております。いずれも、この金額に消費税、

地方消費税及び福岡県宿泊税が加算されます。次に⑵ 条例案です。４ページをお願い

します。まず、第１条では、設置について記載しております。市民の心身の健全な発達、

文化及びスポーツの振興並びに生涯学習活動の活性化を図るため、田川市合宿施設を設

置することを定めております。第２条では、名称と位置を定め、名称は「田川市トレー

ラーハウス合宿所」としております。第３条には、教育委員会の管理を規定しておりま

す。第４条では、この施設は、指定管理制度を導入する予定であることから、指定管理

による管理を定めております。第５条は、開館の期間及び時間を定めております。第６

条から第８条までは、利用の許可・不許可や、条件等を定めております。第９条には、

先ほどご説明させていただいた利用料金を定めております。第１０条では、利用料金を
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指定管理者の収入とすることを、第１１条及び第１２条では、利用料金の減免や還付に

ついて規定しております。第１３条では、目的外利用の禁止、第１４条では、許可の取

り消し、第１５条及び第１６条では、原状回復の義務や損害賠償等について規定してお

ります。第１７条では、この条例に定めるもののほかは、規則で定めることを規定して

おります。なお、この条例につきましては、令和３年１月４日からの施行を予定してお

ります。２ページにお戻りください。３ 今後の予定でございます。現在、簡易宿泊所

営業許可申請に向けて、消防署及び保健福祉事務所の助言を頂きながら、事務を進めて

いるところでございます。一方、この条例案を６月議会に議案提出するために、今後、

庁議に付議することとしております。６月議会で条例案が議決された後、指定管理者選

定委員会を開催していただき、９月議会におきまして、「指定管理者の募集について」

事務報告を行います。これに合わせ、指定管理料ほか経費につきまして、債務負担行為

を含む補正予算を計上する予定でございます。その後、指定管理候補者と協議を行い、

指定管理の申請をしていただき、指定管理者選定委員会において、候補者の決定をして

いただくことになります。そして、１２月議会において、指定管理者指定議案を提出し、

議決後、運用開始の予定でございます。なお、今回の事務報告は庁議の審議前であるこ

とから、条例案に変更等が生じる可能性がありますので、議決後、改めて報告させてい

ただきます。以上で、事務報告を終わります。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  １点お聞きしたいのですが、資料１ページに記載している宿泊料は、資料２ページの

他自治体等の利用料比較の表の宿泊料よりも金額が上がっていますが、この料金の違い

は何ですか。 

○文化生涯学習課長 トレーラーハウス１台の使用料と宿泊者個人に要する宿泊料とい

う形で試算をさせていただいております。他自治体のほとんどは建物でございますので、

このような設定はしておりません。 

○河底委員 １日利用するとトレーラーハウス使用料がかかるということですが、これは

半日の利用になっても同額の使用料がかかるのですか。 

○文化生涯学習課長 トレーラーハウスは宿泊施設なので時間利用については、現在考え

ておりません。 

○教育長 トレーラーハウス使用料と宿泊料を合わせた金額を記載したほうが、分かりや

すいと思います。 
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○文化生涯学習課長 ご意見を参考にさせていただいて、整理したいと思います。 

○河底委員 このトレーラーハウスは、見取図に記載している場所から動かせますか。 

○文化生涯学習課長 位置につきましては、既に設置しておりますので動かせません。 

○光井委員 合宿施設ですが、個人的に宿泊することは可能ですか。 

○文化生涯学習課長 個人利用につきましては、今後の運営をどのようにしていくかを考

える必要がございますが、文化生涯学習課が管理する以上、ホテルのような利用をされ

ては困ります。 

○教育長 難しい部分がありますね。家族連れで運動公園にきて遊んだ後に宿泊したいと

なると、それもできないことになるのですか。 

○文化生涯学習課長 その部分を含めた細かい部分につきましては、これから規則や運用

等で考える必要があると思います。 

○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１２ 事務報告「田川市立中学校における

部活動の在り方に関する方針（案）」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長 それでは、日程第１２ 事務報告「田川市立中学校における部活動の在

り方に関する指針（案）について」説明させていただきます。冊子の表紙裏、目次およ

びはじめにのページをご覧ください。本指針は、平成３０年３月にスポーツ庁より出さ

れた「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」、平成３０年１２月に福岡

県教育委員会より出された「福岡県運動部活動の在り方に関する指針」並びに、平成３０

年１２月に文化庁より出された「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」、

令和２年２月福岡県教育委員会より出された「福岡県文化部活動の在り方に関する指針」

を踏まえ策定したものであります。はじめにでは、ただいま申し上げました各ガイドラ

インや県の指針に記載されております根拠を用いて、本市指針の策定の理由を５点述べ

ております。次に、１ページをご覧ください。ここからの項目は、県の運動部・文化部

の各指針を統合し、どちらの部活動にも通用する内容構成となっております。主な項目

について述べさせていただきます。まず、１ 部活動の適切な運営のために、部活動方

針の策定や公表について規定しております。なお、この項目については、各学校の部活

動運営の基盤となる部分ですので、下線をもって強調しております。校長は、毎年度「学

校の部活動に係る活動方針」を策定するとともに、部顧問の年間活動計画の提出を義務

付けております。また、この活動方針等については、各学校のホームページへの掲載や
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保護者等へのプリント配付により公表することを求めております。続けて、指導・運営

に係る体制の構築を７つの観点から記載しております。次に２ページをご覧ください。

⑶としてバランスのよい部活動について述べております。特にページ下段から３ページ

上段にかけて四角枠囲みしております、部活動における基準については、令和元年度よ

り本市として設定した申し合わせ事項を明文化したものであり、確実な実施について、

各学校に指導しているものであります。概要としましては、週当たり２日間の休養日の

設定、長期休業中のある程度長期にわたる休養期間の設定、１日の活動時間の目安の設

定、定期試験前後の一定期間の休養日の設定等を定めております。次に３ページの⑷と

して合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組を６つの観点から記載して

おります。４ページをご覧ください。⑸として生徒の健康・安全確保について５つの観

点から記載しております。次に５ページ下段をご覧ください。ここからは、部活動の活

性化を図るためにと題し、３つの項目で構成しております。まず、⑴として各種会議の

開催と研修会への参加について５つの観点から記載しております。特に６ページの「イ 

顧問会議」や「ウ 部長（キャプテン）会議」については、部活動顧問の共通理解や情

報交換や部活動キャプテンのリーダー性や主体性の育成などをめざして定期的な開催

を求めているものであります。⑵として、開かれた部活動については６つの観点から記

載しております。新たな視点によるこれからの部活動の在り方について述べております。

６ページの最終行から７ページをご覧ください。「エ 生徒のニーズを踏まえた部の設

置」については、現在の各中学校の学校規模では難しい点も多いと思われますが、新中

学校開校時には、部活動数の充実や本項目に示されているような新たな視点での部の設

置等についても、検討する必要がでてくるものと考えております。続けて、⑶として地

域との連携等について記載しております。「おわりに」におきましては、改めて本指針

の意義を述べるとともに、今後の方向性について記載しております。なお、巻末には、

各学校での作成を義務付けました活動方針等の様式を、県の指針に示されたモデルを用

いて掲載しております。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 ２点質問いたします。１点目は、国や県の方針から抜き出しているとのこと

でしたが、この方針案の策定にはどのような方が携わったのか。２点目は、方針案が方

針に決定するのは、どのような時点なのか教えてください。 

○学校教育課長 こちらについては、県から運動部活動及び文化部活動の指針として定め
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る規程としておりてきていますので、基本的に本市に順応することが求められておりま

す。したがいまして、本市におきましても運動部活動と文化部活動の２本に分けて県と

同様の指針をと思いましたが、２本に分けますと混乱を招いたり、分かりづらい部分も

ありますので、両方を精査いたしまして、ほとんど県の指針が盛り込まれていますので

指針から反れている部分はございません。運動部活動と文化部活動の独特な表現を統一

して認識できるように改めたという部分に留めております。また、２点目の案につきま

しては、本来ですと学校が始まる４月の時点でお示しできれば良かったのですが、教育

委員の皆様にお諮りをしてご周知いただいた上で、学校現場におろしまして、次回の校

長会等で確認をし、方針に沿った内容どおり本年より運用計画を作っていただくように

計画しているところでございます。 

○教育長 この案については、部活動の代表者等と合議した案ではなく教育委員会事務局

で作成したということですか。 

○学校教育課長 県から方針としておりてきましたので、それに順応する形になっており

ます。 

○教育長 資料３ページの休養日に関する部分が記載されていますが、表し方が間違って

いる部分がありますので、もう一度確認をお願いします。 

○加治委員 資料７ページの「オ 生徒のスポーツ活動等への参加の促進」とありますが、

文化的活動になりますが、吹奏楽とは別で様々なコンクールがありますが筑豊からの参

加者は少ないです。それは、やはり学校関係で参加できないことが多いです。このよう

に外部のコンサートや合宿はある意味大切だと思います。内容次第だと思いますが、外

部のコンクール等に参加できるように配慮していただくことは、可能ですか。 

○学校教育課長 加治委員よりご指摘いただきましたように、学校の部活動にはないスポ

ーツで言いますと田川市は空手を習っている生徒が多いです。大会がある際は、道場よ

り申請を出していただき、学校長の判断で公欠扱いで大会等に参加できるような配慮を

行っておりますので、そちらにつきましても指針を配布する段階で、子どもたちの個性

を伸ばすという大切な場面でございますので、教育活動に支障がない範囲で判断してい

くように申しておきたいと思います。 

○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 ５月行事予定につ

いて」を議題とします。 
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（各課長から教育長及び各課の行事予定について説明） 

  次に移ります。「⑵ ６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、６月定例会の日程案につきましては、６月４日、木曜日はい

かかでしょうか。 

○教育長 よろしいでしょうか。ご異議ないようですので、６月定例会は６月４日、木曜

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６回田川市教育委員会５月定例会

を閉会いたします。 

（１５時４５分閉会） 

 

 


