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（１４時３０分開議） 

○教育長 ただいまから、令和２年第７回田川市教育委員会６月定例会を開会いたします。

日程第１「令和２年第５回田川市教育委員会４月臨時会会議録及び令和２年第６回田川

市教育委員会５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５回田川市教育委員会４月臨

時会会議録及び令和２年第６回田川市教育委員会５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２６号「田川市新中学校創設基本計画の見直しにつ

いて」は、本日の議案の決定次第では、今月１２日から開催される市議会６月定例会に

おいて報告を行うことになるため、事前に審議内容等を公開することにより、業務の円

滑な執行に支障が生じるおそれがあります。したがいまして、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第１４条第７項及び田川市教育委員会会議規則第１２条の規定によ

り、非公開としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議ないようですので、日程第２については、非公開とします。 

・ 

・ 

・ 

  次に移ります。ここからは、通常のとおり公開といたします。日程第３ 議案第２７

号「令和２年度教育費（６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３ 議案第２７号「令和２年度教育費（６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２年度教育費６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。計

の欄をご覧ください。歳入では、既決額１０億２千４４７万円に対し、１億１千２０５

万７千円の増額となり、歳入合計１１億３千６５２万７千円となっております。歳出で
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は、既決額７４億１千２８３万円に対し、１億１千２０５万７千円の増額となり、歳出

合計７５億２千４８８万７千円となっております。２ 主な増額理由につきましては、

記載のとおりでございまして、詳細につきましては、のちほど各課長からご説明いたし

ます。私からは、田川市全体の一般会計の６月補正予算の概要につきまして、口頭で説

明させていただきます。田川市全体では、既決額３９４億６千６５１万９千円に対し補

正額１億１千４５５万７千円の増額となり、補正後の全体予算額は３９５億８千１０７

万６千円となっております。なお、補正額のほとんどが教育費に関わるものとなってお

ります。また、財源不足につきましては、国からの補助金等により約２億円減少いたし

ましたが、約１０億円の財源不足が生じており、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、財源調整可能基金の取り崩しを行う予定となっており、財

源調整可能基金の残額は約２０億円となる予定となっております。本日提案する補正予

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、６月議会に予算議案を

上程いたします。その後、所管の総務文教委員会で審議の後、本会議において採決され

る予定となっております。以上でございます。６月補正予算の詳細につきましては、各

課長からご説明いたします。 

○学校教育課長 それでは、学校教育課に係る令和２年度一般会計６月補正予算について

ご説明いたします。説明資料の１ページをご覧下さい。総括表でございます。歳入とし

て１４款２項７目教育費国庫補助金が既定額３８３万３千円に、補正額として１億１千

１２４万円を繰り入れ、合計１億１千５０７万３千円となります。歳出は、１０款２項

２目の小学校教育振興費として、既定額１億４千３２８万円に補正額の７千６２７万５

千円が加わり、合計２億１千９５５万５千円に、１０款３項２目の中学校教育振興費と

して、既定額９千３５６万６千円に補正額の３千４９６万５千円が加わり、合計１億２

千８５３万１千円となります。２ページをご覧下さい。まず、歳出分から説明いたしま

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、

文部科学省が提唱するＧＩＧＡスクール構想を具現化するために、市立小学校の児童向

けタブレット端末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、タブレ

ット端末の購入費として１台あたり４万５千円の対象児童数１千６９５人分に当たる

総額７千６２７万５千円でございます。同じく１０款３項２目、中学校ＩＣＴ教育環境

整備事業費でございます。補正の理由は、文部科学省が提唱するＧＩＧＡスクール構想

を具現化するために、市立中学校の生徒向けタブレット端末を整備するためでございま



 

3 

す。補正の内訳といたしましては、タブレット端末の購入費として、１台あたり４万５

千円の対象生徒数７７７人分に当たる総額３千４９６万５千円でございます。次に３ペ

ージをご覧ください。歳入分をご説明いたします。１４款２項７目、公立学校情報機器

整備費補助金でございます。補正額は１億１千１２４万円となります。これは歳出でご

説明いたしましたタブレット端末の購入に伴い交付される補助金でございます。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。 

○文化生涯学習課長 引き続き、令和２年度教育費６月補正予算のうち、文化生涯学習課

に係ります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。総括

表でございます。歳入及び歳出ともに、８１万７千円の補正となっております。詳細に

つきましては、次のページ以降でご説明申し上げます。２ページをお願いいたします。

文化係に係る歳出でございます。上段、世界記憶遺産団体等支援事業費は、世界記憶遺

産や地域の炭坑遺産等の保存・活用の取組を行う団体等に対して、活動資金の貸し付け

を行うものです。今年度の「田川市世界記憶遺産活用活性化推進委員会」の取組予定が

文化庁の補助に採択されたことに伴い、予算化するものでございます。補正額は、貸付

金として８１万７千円でございます。次に、３ページをお願いいたします。同じく、文

化係に係る歳入でございます。上段、世界記憶遺産活用活性化事業資金貸付金元金収入

は、世界記憶遺産や地域の炭坑遺産等の保存・活用の取り組みを行う団体等へ活動資金

として貸し付けた、令和２年度貸付金に係る返還金で、文化庁の補助金により返還され

るため、歳出と同額を計上しております。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。 

○光井委員 学校教育課に質問です。児童生徒１人に１台のタブレットが導入された場合、

運用規定ができるかと思います。運用規定をつくる際に、今回のようにコロナウイルス

で学校が休業になった場合、タブレットを家に持ち帰って良いようになるのでしょうか。 

○学校教育課長 双方向のオンライン授業を含めまして、オンラインの動画拝聴等の教育

環境整備に対して、大変有効な備品としてのタブレットでございますので、正式に導入

の後は、委員よりご指摘がありましたような形で家庭への持ち帰りも含めて可能な形で

の運用規定を作成したいと考えております。 

○河底委員 家庭への持ち帰りと言われていますが、やはり家庭の通信環境が整っていな

いと使えないと思います。また、近い将来５Ｇになりますが、タブレットは５Ｇ対応で
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４万５千円なのか、それとも４Ｇ対応のタブレットで４万５千円かかっても４Ｇしか使

えないということですか。 

○学校教育課長 ４万５千円というのは国からの補助の上限でございますので、内容的に

はかなり制限されていますが、最新の機器でございます。また通信につきましては、無

線のＷｉＦｉ使用となり、スマートフォン等の通信機器とは違い、ＷｉＦｉ接続での運

用規定となりますので、動画等の視聴につきましてもほとんど遅滞のない性能を持ち合

わせております。合わせまして、家庭の通信環境につきましては、現在、各学校を通じ

まして各家庭での通信環境の調査をこちらで集約しているところでございます。こちら

につきましても、コロナ関連で国からのかなりの補助金のメニューがあり、家庭での通

信環境の整備や無料ＷｉＦｉ貸出等の補助金等もございますので、最大限活用できるよ

うになりましたならば、家庭への支援も尽力したいと考えております。 

○教育長 私が聞いている限りでは、他の自治体もこういったコロナウイルスの状況にな

って双方向でできる授業の方向性がでています。１人１台のタブレットを導入する自治

体が多いです。光井委員がおっしゃったように学校と家庭の双方向での活用ができるよ

うにしたいと思います。 

○光井委員 先日、田川市が日本ＩＣＴ教育アワードで文部科学大臣賞を受賞したという

新聞記事が北九州の新聞でも載っていました。ＩＣＴ教育関係で、これから田川市は注

目が集まってくるのではないかと思いますので、ＩＣＴ機器の使い方の研修を含めて、

子どもたちに有効に作用するような取組をしていただきたいと思います。例えば、研究

所で行っている教育論文などの部門にＩＣＴに特化したものを設けて研究をしていく

ことも、田川市のレベルアップにつながるのではないかと思っています。よろしければ

検討をお願いします。 

○学校教育課長 貴重なご意見ありがとうございます。毎年、ＩＣＴの研究推進校も指定

しておりますし、幸い集まっての研修会ができない状況の中で、オンラインによる研修

等を教育委員会を中心に随分と積極的に推進しておりますので、今ご指摘がありました

状況の中で、誰もが効果的に使える環境づくりについて、さらに研究して参りたいと思

います。また、論文の件につきましても、教育研究所と合議いたしまして先生方の資質

向上につながるような手立てを講じていきたいと考えております。 

○教育長 １学期に予定されていた隂山先生の学力向上の研修についても、本人に来てい

ただいて教職員を集めての研修ができないので、動画を作って行います。また、実践事
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例は鎮西小学校の先生の実践を発表してもらい、校内研修をするという新しい試みをし

ています。本年度だけでなく、今から先の田川市の様々な教育活動や研修のあり方等を

大きく変えていく必要があります。田川市はＩＣＴ教育で日本中から注目を浴びていま

すので、成果を出して子どもたちにとって、また保護者や地域の方にとって自信につな

がるようにさらなる取組を進めていくようにしております。 

  他に何か、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２７号「令和２年度教育費（６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４ 議案第２８号「令和２年度田川市立学校評議員の委嘱につ

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４ 議案第２８号「令和２年度田川市立学校評議員の委嘱につい

て」です。本案は、田川市立学校評議員の委嘱を行うもので、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。１ページをご覧ください。こちらから２ページにかけては、各小学校の令和

２年度田川市立学校評議員名簿でございます。なお、学校評議員の人数につきましては、

小学校中学校ともに原則４名ですが、３名でも可能となっております。１ページに掲載

しております４校につきましては、昨年度と変更はございません。２ページをご覧下さ

い。掲載の５校のうち、新規は、田川小学校で新たに三根恭子委員でございます。次に

３ページをご覧下さい。こちらから４ページにかけては各中学校の令和２年度田川市立

学校評議員名簿でございます。３ページに掲載しております４校のうち、新規は、猪位

金中学校の伊藤基樹委員、後藤寺中学校の高田裕康委員でございます。４ページをご覧

下さい。掲載４校のうち、新規は鎮西中学校の平塚幸雄委員、伊田中学校の馬渡英子委

員でございます。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。 

（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２８号「令和２年度田川市立学校

評議員の委嘱について」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５ 事務報告「田川市教育事務点検評価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。 

○教育総務課長 日程第５ 事務報告「田川市教育事務点検評価委員会委員の委嘱に

ついて」説明いたします。本件は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２

６条第１項の規定により、教育委員会は、毎年その権限に属する事務の管理及び執

行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを

議会に提出するとともに、公表することが義務付けられていることから、教育に関

し学識経験を有する方の知見の活用を図るため、田川市教育事務点検評価委員会を

設置し、教育委員会が行う点検及び評価について意見又は助言等をいただくことと

しておりますが、委員の任期が令和２年５月３１日で満了することから、改めて委

員の委嘱を行っております。次ページに委員名簿がありますが、新たに委員に就任

された方は、学校関係者として元小学校校長、重藤喜彦氏、保護者代表として田川

市ＰＴＡ連合会副会長、宇留島幸紀氏の２名であります。なお、今後のスケジュー

ルですが、点検評価委員会を３回程度開催し、７月中に点検評価報告書を作成して、

８月の定例教育委員会で審議をお願いすることとしております。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。 

  ないようですので、次に移ります。日程第６ 事務報告「学校再開に向けた小・中学

校の状況について」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６ 事務報告「学校再開に向けた小・中学校の状況に

ついて」説明させていただきます。表紙の次にあります資料をご覧ください。こちらの

文書は、５月１８日に実施しました臨時校長会において周知を図った分散登校に関する

資料でございます。５月１４日に国の緊急事態宣言解除を踏まえ、当初の実施予定日か

ら繰り上げるとともに、回数を２回増やし、計３回実施することといたしました。実施

における留意事項としましては、登校より最大３時間を目途に下校すること、下校時間

の保護者周知を図ること、児童・生徒の安全確保に努めることといたしました。次に、

裏面をご覧ください。こちらは、６月１日からの教育活動の再開に関する資料でござい

ます。基本方針として、６月１日月曜日より市内小学校中学校の教育活動を、一斉登校

の形態で再開し、給食を実施するというものです。その際、第１週目と第２週目以降と

いう段階を追っての計画といたしました。まず、６月１日から５日までの第１週目は、
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４校時授業で給食実施後の放課としました。また、中学校の部活動についても、記載し

ております留意点を踏まえ、実施可能としております。さらに、登校前の家庭における

検温状態調査や、昇降口における非接触型電子温度計による検温において、校舎内に立

ち入る前に児童生徒一人一人の健康状態把握に努めるよう指示しております。なお、こ

の週の午後の時間帯においては、家庭との連携を図る家庭訪問や教育相談、学校再開に

伴う教職員の情報交換等の時間として活用しております。第２週目となる６月８日月曜

日以降は、午後の時間までの通常の授業スタイルとしております。第１週目の課題につ

いての改善や配慮のうえで、徐々に教育活動の幅を広げていくこととしております。次

の横向きのカラー資料をご覧ください。こちらは、これまで申し上げました、分散登校

から学校再開までのロードマップでございます。各段階において、何をすべきかを構造

的にお示ししたものです。各学校では、この内容に沿って、教育活動を展開していただ

いております。次のページをお願いいたします。こちらのカラー資料は、３回の分散登

校日における小中学校の出席状況一覧表でございます。私どもも、各学校の教職員も出

席状況を心配しておりましたが、第１回目から３回目までの分散登校、いずれの日にお

いても欠席者数が全体の３パーセント程度、感染不安による欠席も全体の０．４パーセ

ント程度におさまっております。各学校における教職員と家庭との日常的な連携の成果

であると感じております。次のカラー資料をご覧ください。ここから３ページにわたり

６月１日から３日までの学校再開後の出席状況等を掲載しております。欠席者数につい

ては分散登校の時とほぼ同じの３パーセント程度、感染不安も０．３パーセントとなっ

ており、一斉登校開始によるマイナスの影響は少ないと感じております。また、分散登

校の状況を踏まえた田川保健所からのご助言により、体調不良による欠席や健康観察に

おける体調不良児童生徒の様子についても、詳細な状況把握と確実な記録について指示

したところでございます。この数値推移により学校総体としての健康状況の把握に努め、

早期対応の指針にしたいと考えております。さらに、昨年度から不登校として対応して

いた児童生徒の出席状況も同時に観察することとしました。現状では、対象児童生徒に

ついて、かなり積極的な登校状況にあると捉えております。各学校における適切な対応

や、家庭および関係機関との連携により継続した登校ができるよう私どももしっかりと

支援していくところでございます。続いて、給食再開における対応や留意点についてま

とめた資料でございます。表面が小学校給食、裏面が中学校ランチボックス給食でござ

います。市内の栄養教諭および本課学校給食係が連携して本資料を作成いたしました。
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文部科学省による通知では、給食実施時の留意点として、配膳時のマスクの確実な着用、

食事前の手洗いの確実な実施、会食時に机を向かい合わせにしないこと、会話を慎むこ

との４点が示されております。このことも踏まえ、小学校中学校のそれぞれの形態に応

じた内容構成としております。なお、指導の徹底を図るため、５月２２日に各学校の給

食担当者に対する研修会を実施いたしました。現在は、各学校の実態に応じた対応への

工夫が図られたり、毎日のふり返りを踏まえ、日々改善が図られたりといった状況でご

ざいます。最終ページのカラー資料をご覧ください。こちらは、感染者が判明した際の

対応に関するチャート図でございます。この資料は、文部科学省の臨時休業判断規準に

関する通知内容を基本にするとともに、田川保健所のご指導とご助言を踏まえ作成した

ものでございます。田川市内で感染者が判明した場合には、市対策本部会議と連携し、

状況に応じて学校への対応指示をすることとしております。学校関係者に感染が判明し

た場合には、図で示しております手順に沿って対応指示を決定することとしております。

また、このような場合においては、関係機関との協議によるリスク評価を必ず実施し、

対応の規模や期間について検討したうえで、最終的な対応指示を行います。なお、この

図には示されておりませんが、市内における感染状況によっては、現状の一斉登校の形

態を変更し、午前中授業としての実施や再度分散登校に移行することも想定していると

ころでございます。今後とも、リスク低減による感染拡大防止について、最大限力を尽

くして参りたいと思っております。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 欠席者が少ないことは、とても嬉しいです。ぜひ子どもたちが、学校の良さ

を感じていけるように学校教育課を先頭に伝えていってほしいと思います。その中で、

感染不安で欠席している児童生徒が少ないとは言え、１０人程度出ています。この児童

生徒に対してどのように対応していくかという課題があると思いますが、先日の報道で、

北九州市内で感染が発覚した学校の近隣の学校では、２割の児童生徒が感染不安で欠席

しているとありました。学校としては、一生懸命対応してできる限りの安全策を取って

いても感染者が出てしまう状況だと思います。学校側が安全策を取ったとしても保護者

にとっては、安全ではあっても安心はできないのだろうと思いました。また、保護者に

は安全とともに安心を届けないと、児童生徒全員が登校できる状況にはならないのだろ

うとも感じました。安全策は二重にも三重にもとっていただきながら、不安を抱えてい

る保護者の方が少しでも減っていく状況を作っていくことが、公立学校の義務なのでは



 

9 

ないかと考えます。これからも頑張っていただければと思います。もう１点は、教育課

程についてです。現在、数か月分学習できていない分が溜まっていると思います。これ

を全て履修する形は取らないとお聞きしましたが、国や県から３密にならないように通

知が出ていて、例えば、音楽の声楽など履修が成り立たない科目があると思いますが、

教育委員会等で科目の確認を行い、科目をコンパクトにまとめた中で、どう割り振って

いくかという考え方はどうなんですか。 

○学校教育課長 貴重なご意見ありがとうございます。先般、教務主任会を開催いたしま

して、集中と選択という部分で教育課程を改めて見直しをしたところでございます。で

きることとできないこと、また工夫をしたらできること等想定できますが、基本的に教

育課程の全体的な見直しとともに、質の向上を図りながらできる限り今年度教えるべき

ことはしっかり教えていこうということで、隂山先生からご指南いただいております、

集中速習を小学校だけでなく中学校にも導入いたしまして、今教えるべき過程をしっか

りやっていこうと質の充実を中心として各学校に投げかけているところでございます。

その一環として、算数及び数学につきましては、１２月を目途にすべての教育内容を教

えることになっております。１月後半につきましては、その習熟や定着を図っていきた

いと考えております。教育委員会といたしましても、質の向上を第一といたしまして、

さらに日程追加等の量の確保と両方の側面から捉えていくことを考えておりますが、そ

れに一番大事なのは子どもたちの主体的に学ぶ姿、自学自習の姿でございますので、動

画等を含めて臨時休業中の家庭学習のみならず、日常の授業での活用や宿題と授業のリ

ンクを図る中で動画を積極的に活用する等の授業改革を図っていきながら、子どもたち

の学習については確保しつつ、自学自習の力、自ら学ぶ力の育成をすべての教員のキー

ワードとして対応していくこととしております。 

○教育長 校長会等でも、何時間教えたかではなく子どもにどんな力が付いたか、特に今

か予測不能な社会を生きていく子どもたちなので、自ら問い自ら判断し解決していく力

をどう付けるかが大切だとお話ししました。そのためにも授業の質を高め、焦点化をす

ることが大事だと思います。今、一つ私が注目しているのは、休業中に子どもたちの生

活リズムが崩れることを心配しましたが、６月の一斉登校後、不登校傾向にある子ども

たちの出席率が良いことです。田川市の大きな課題の１つである不登校傾向の子どもた

ちを１人でも減らしていくことに全力で取組んでいきたいと考えています。そのために

は、教育委員会の指導主事を含めて、手厚く学校支援をしていきたいと考えています。  
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  他に何か、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７ 事務報告「新中学校の基本設計案等に

関する田川市議会全員協議会への報告及び結果について」を議題とします。事務局に説

明を求めます。 

○推進室長 日程第７「新中学校建設基本設計案等に関する田川市議会全員協議会への報

告及び結果について」ご報告いたします。１ページをご覧ください。１ 開催日は、５

月８日の金曜日であります。２ 説明内容につきましては、４月７日開催の定例教育委

員会おいてご説明しました⑴ 新中学校の建設基本設計案及び⑵ 新中学校建設等に

係るスケジュールについてであります。質問事項等の一覧は別紙のとおりでありますの

で、ここでの説明は割愛させていただきます。全員協議会の場におきまして、回答がで

きなかった質問についてであります。まず、「合併浄化槽は何人槽を使用するのか」と

いう質問であります。合併浄化槽につきましては、「建築物の用途別によるし尿浄化槽

の処理対象人員算定基準」に基づき算出いたしますと、東中学校は１４０人槽、西中学

校は１２０人槽をそれぞれ計画しています。次に、「両中学校で、普通教室の広さが異

なる」、また「教室の寸法は、両校とも同じにすべきである」という意見でありました。

回答でございますが、当然、両校の生徒が最も使用する普通教室の広さは統一すること

が望ましいと考え、教育委員会において８メートル×９メートルとしておりました。し

かしながら、柱心の間隔で東中学校は８メートル×９メートル、西中学校は８．１メー

トル×９メートルと異なっています。この差につきましては、今後の実施設計におきま

して、両校の普通教室の有効面積、つまり室内の縦横の長さや高さを統一することにし

たいと考えております。以上、簡単でありますが、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。 

  ないようですので、次に移ります。日程第８ 事務報告「新中学校開校に伴う通学路

整備（途中経過）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８ 途中経過でありますが、「新中学校開校に伴う通学路整備につい

て」ご報告いたします。１ページをご覧ください。まず、１ 開校準備協議会における

検討の進捗状況等であります。昨年９月に開校準備協議会を設置いたしまして、通学路

整備を含め、項目ごとに５つの専門部会を設け、協議を重ねています。しかしながら、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴いまして、本市では市民が参加する行事等を

中止または延期したところであり、開校準備協議会の各部会の開催につきましても、延
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期し、協議、検討が進んでいない状況であります。続きまして、２ 通学路に関するこ

れまでの状況であります。まず経緯でございますが、通学路に関しましては、教育委員

会事務局において仮通学路を策定し、通学路の整備につきまして、平成３１年４月の定

例教育委員会で報告を行ったところであります。この仮通学路案を基に、開校準備協議

会のＰＴＡ・交通安全部会において、通学路の選定や整備箇所等について協議を進める

ことにしておりましたが、現在、協議が滞っている状況であります。次に、再確認にな

りますが、⑵ 仮通学路の選定方法であります。仮通学路につきましては、各小学校区

の主要地点から新中学校建設予定地までの間で、原則、舗装された公道で、一定の道路

幅を有し、かつ、経路が合理的等の条件を備えた道路のうち、新中学校においても通学

路に指定される可能性が高いものを選定しています。続きまして、３ 通学路に関する

今後の取組内容でございます。まず、⑴ 道路整備の優先順位であります。２ページを

ご覧ください。通学路に関しましては、整備にかなりの時間を要し、また、関係機関等

との協議を伴う案件が多くあります。当該部会においては、地元の保護者や地域の方々

に整備箇所の具体的な優先順位等を議論していただく予定であったため、当該部会の停

滞は、好ましい状況ではありません。そこで、現段階では、当該部会で決定している優

先順位に沿って道路整備を進めていくことにしています。まず第一に、ア 新中学校建

設予定地を中心に半径５００メートル内の道路です。次いで第二に、イ 登校時間帯に

通行する車両等が多く、危険が大きいと考えられる道路です。第三は、ウ これら以外

の道路になります。次に、⑵ 整備内容であります。これまで説明しました理由により

まして、優先順位第一の道路を市道管理の担当部署であります市土木課と協議いたしま

して、先行して整備することにしています。なお、整備内容等につきましては、ＰＴＡ、

交通安全部会を再開した際、改めて説明を行うことにしています。整備内容については、

まず、ア 歩道部分を明確にするため、路側帯部分をカラー舗装し、かつ車道との境に

は、白線の整備を行うことにしております。なお、この整備は、原則、道路の片側のみ

になります。次に、イ 整備位置は、道路上に設置されている構造物の有無にもよりま

すが、原則、中学校付近につきましては、学校側を整備し、それ以外の場所につきまし

ては、道路形状に応じて整備箇所を定めたいと考えております。３ページをご覧くださ

い。次に、ウ 道路形状等に応じ、これら以外の整備が必要な場合につきましては、随

時、市道を管理する土木課と協議し、調査研究を行っていくことにしています。最後に、

⑶ 整備時期等についてでございます。新型コロナウイルス感染症の拡大防止による在
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宅勤務等で、警察署や田川土木事務所等の関係機関や道路整備等を行う土木事業者等と

の協議が、全般的に遅延しております。そのため、担当部局に確認したところ、整備開

始時期につきましては、今年１０月頃を予定している状況であります。以上、簡単であ

りますが、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。 

  現時点ではっきりしないかと思いますが、資料２ページの⑵ 整備内容のところで、

「整備内容については、当該部会が再開した折に部会員に対して説明する。」とありま

すが、再開の見通しは立っていますか。 

○推進室長 今月中に再開となりますので、すべての部会長に集まっていただき協議を行

っていただく予定にしております。当然、先ほど議案として提案させていただきました

開校時期が延期となりましたので、検討内容の見直し等も発生いたしますので、協議が

必要になると考えております。部会長会議を開催いたしまして、来月以降、各部会の開

催を行っていきたいと考えております。また制服の展示会につきましては、来月開催予

定としております。 

○教育長 他に何か、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 報告第７号「田川市社会教育委員の委

嘱（追加）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９ 報告第７号 「田川市社会教育委員の委嘱（追加）につ

いて」ご説明申し上げます。本件は、本市社会教育委員の任期が令和２年５月末日をも

って満了することに伴い、新たに委員を委嘱する必要がありますが、教育委員会の議決

を求める時間的猶予がないため、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第３条第

の規定に基づき、社会教育委員の委嘱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。次ページをお願いいたします。前回

の定例教育委員会の際に議決をいただいておりましたが、そのうち田川市ＰＴＡ連合会

からの推薦が遅れておりましたので、今回、新たに上田紋子氏を任命したものでござい

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。 

  これで委員全員がそろったと思いますが、会議については今後どのようなスケジュー

ルになりそうですか。 

○文化生涯学習課長 日程等についてはまだ決定しておりませんが、決定し次第ご案内を
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する予定ございます。 

○教育長 他に何か、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 報告第８号「田川市石炭・歴史博物

館等運営協議会委員の委嘱（追加）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 報告第８号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会委

員の委嘱（追加）について」ご説明申し上げます。本件は、田川市石炭・歴史博物館等

運営協議会委員の委嘱を行うもので、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

ものでございます。次ページをお願いいたします。こちらも、前回の定例教育委員会で

議決をいただいておりましたが、田川市ＰＴＡ連合会及び福岡県立大学からの推薦が遅

れていたため、今回ご報告させていただきます。家庭教育の向上に資する活動を行う者

として、田川市ＰＴＡ連合会の松永薫氏を、また、学識経験者として、福岡県立大学の

陸麗君氏を任命したものです。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。 

  ないようですので、次に移ります。日程第１１ 報告第９号「田川市図書館協議会委

員の委嘱（追加）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 報告第９号「田川市図書館協議会委員の委嘱（追加）

について」ご説明申し上げます。本件は、田川市図書館協議会委員の委嘱を行うもので、

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ございます。次ページをお願い

いたします。こちらも同様に、前回の定例教育委員会の際に議決をいただきましたが、

推薦が遅れておりました家庭教育の向上に資する活動を行う者として、田川市ＰＴＡ連

合会の冨田美香氏を、学識経験者として、福岡県立大学の小池祐子氏を新たに任命致し

ました。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。 

  ないようですので、次に移ります。日程第１２ 報告第１０号「田川市美術館協議会

委員の委嘱（追加）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 報告第１０号「田川市美術館協議会委員の委嘱（追加）

について」ご説明申し上げます。本件は、田川市美術館協議会委員の委嘱を行うもので、
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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ございます。次ページをお願い

いたします。こちらも同様に、前回の定例教育委員会で議決をいただいておりましたが、

田川市ＰＴＡ連合会からの推薦が遅れておりましたので、今回新たに、家庭教育の向上

に資する活動を行う者として、田川市ＰＴＡ連合会の佐藤真由氏を任命するものでござ

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。 

  ないようですので、次に移ります。日程第１３ 諸般の報告「⑴ ６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について説明） 

  次に移ります。「⑵ ７月定例会日程案について」を議題とします。 

○教育総務課長 それでは、７月定例会日程案につきましては、７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、７月定例会は７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７回田川市教育委員会６月定例会

を閉会いたします。 

（１６時１３分閉会） 

 


