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（開会１４時３０分） 

○教育長 ただいまより、平成２９年第２回田川市教育委員会２月定例会を開会いたし

ます。日程第１「平成２９年第１回田川市教育委員会１月定例会会議録の承認につい

て」を議題とします。あらかじめ送付しておりましたが、内容、文言等についてご質

疑ありませんか。 

  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「平成２９年第１回田川市教育委員会１月

定例会会議録の承認について」は、これを承認することとします。 

 次に移ります。日程第２ 議案第４号「平成２８年度教育費(３月補正)予算要求に

ついて」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育部長 日程第２ 議案第４号「平成２８年度教育費(３月補正)予算要求について」

ご説明申し上げます。資料の１ページをお願いいたします。総括表でございます。今

回歳入につきましては、２千１０５万２千円の増額補正、歳出につきましては、３千 

５３万５千円の増額補正をそれぞれ行っております。ご存知のとおり、補正予算は、

当初予算の成立後に生じた事由により本予算に対し所要の変更を加えるものでありま

すが、３月補正につきましては、この他、当該年度の決算見込みを立てたうえで執行

残等の整備を行うものであり、今回も以上のことを踏まえて３月補正予算の制定を行

っております。それでは、補正の主な増減理由につきましてご説明申し上げます。ま

ず、歳出です。主なものといたしましては、２ページ一番上の小学校施設長寿命化改

修事業費がございます。これは、国の平成２８年度第２次補正予算に伴う国庫補助金

の交付決定により、今年度におきまして小学校２校のトイレ改修工事を事業化したこ

とにより、今回増額補正を行うものであります。５つ下がっていただきまして、中学

校給食導入事業費です。これは入札、執行残による減額補正です。下から４番目の石

炭・歴史博物館改修事業費につきましても、同じく入札、執行残による減額補正とな

っております。それでは、１ページにお戻りください。歳入の主な増減理由につきま

して、ご説明申し上げます。主なものといたしましては、一番上の学校施設環境改善

交付金です。これは先程、申し上げました小学校施設長寿命化改修事業に関し、国の

平成２８年度第２次補正予算に伴う国庫補助金の交付決定による増額補正です。３つ
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下がっていただきまして育英事業基金繰入金です。これは、育英資金貸与事業費の歳

出減に伴う基金繰入金の減額補正です。４つ下がっていただきまして、埋蔵文化財発

掘調査費委託金です。これは、埋蔵文化財発掘調査受託事業費の歳出減に伴う県委託

金の減額補正です。以上が、今回の補正予算の主な増減理由です。それでは、詳細に

つきまして各課からそれぞれご説明申し上げます。 

○教育総務課長 それでは教育総務課に係ります平成２８年度３月補正予算につきまし

てご説明申し上げます。３月補正予算説明資料を用いまして、まず、歳出からご説明

申し上げます。１２ページをご覧いただきたいと思います。教育総務課につきまして

は、今回対象事業が２事業ございますが、そのうち、主なもののみ説明させていただ

きます。下表、１０款２項１目、小学校施設長寿命化改修事業費でございます。この

事業は老朽化した小学校施設のトイレ、校舎の外壁等の改修を、平成３２年度末を目

途に実施するものであります。今回、国の平成２８年度第２次補正予算に伴う国庫補

助金の交付決定により、今年度におきまして弓削田小学校及び大浦小学校のトイレ改

修工事を事業化すべく増額補正を行うものであります。以上のことを踏まえまして、

１１節消耗品費から１８節器具費まで計１億２千９０７万９千円の増額補正を行って

おります。なお、本事業の施行につきましては、関連予算を翌年度に繰り越したうえ

で平成２９年度の夏休みに実施したいと考えております。４８ページに繰越明許費に

関する調書をお付けしております。詳細の説明につきましては、割愛させていただき

ます。つづきまして、資料の３ページをお願いいたします。歳入でございます。主な

もののみ説明いたします。上から２番目の表、１３款２項６目、学校施設環境改善交

付金であります。こちらは先程、ご説明申し上げました小学校施設長寿命化改修事業

に関し、国の平成２８年度第２次補正予算に伴う国庫補助金の交付決定によるもので

ありまして、３千７１２万３千円の増額補正を行っております。以上で説明を終わり

ます。 

○学校教育課長 つづきまして、学校教育課に係る３月補正予算について説明いたしま

す。歳出の２７事業のうち主なものについてのみ説明させていただきます。歳出全体

を通しまして、減額補正の主な原因は、対象となる児童及び生徒の減でございます。

まず１３ページ上段をお願いいたします。放課後児童健全育成事業費で、６２９万８

千円の減額でございます。補助指導員５名分の賃金及び学習支援員１５名分の謝礼金

の減が主な理由でございます。つづきまして１６ページ上段、青山学院大学との連携
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事業費で４０万円の減額です。これにつきましては、今年度予定しておりました青山

学院大学の留学生ホームステイ事業で留学生が集まらず実施できなかったことによる

減でございます。同じく１６ページの下段、育英資金貸付事業費で４６４万９千円の

減額でございます。委員の１名減による報酬の減、印刷費や手数料の減、貸付者の減

による貸付金の減、訴訟件数が５件から１件減ったことによる訴訟費用の減がその主

な理由でございます。１７ページ下段をお願いいたします。小学校就学援助事業費で

９２万７千円の減額でございます。これは、要保護及び準要保護児童の認定者数の減

が主な理由となっております。２０ページからが中学校費でございます。小学校と同

じ内容の事業につきましては、補正の理由は同じでありますので説明は省略させてい

ただきます。２４ページの上段をお願いいたします。休日学習推進事業費で３４万４

千円の減額でございます。講師の出勤時間の減による謝礼金の減、生徒及び講師分の

傷害保険料の減が主な理由でございます。以上が歳出の主なものでございます。つづ

きまして、歳入について説明いたします。５ページの上段です。３節 児童福祉費補

助金です。２１５万６千円の減額です。先程、歳出で説明しましたが、補助対象額が

減となったための減額でございます。下段をお願いいたします。４７３万９千円の減

額補正です。これも育英資金の分でございますが、先程説明したように育英資金貸与

事業費の減による繰入金が減になった為でございます。その他につきましては、記載

のとおりでございますので説明は省略させていただきます。以上、学校教育課の３月

補正予算の説明を終わります。 

○推進室長 つづきまして、学校再編・中学校給食推進室に係ります平成２８年度３月

補正予算要求について説明をいたします。学校再編・中学校給食推進室につきまして

は、歳出の減額補正のみでございます。２７ページをお願いいたします。上段、１０

款１項２目、学校適正規模推進事業費でございますが、主なものは、田川市新中学校

のあり方に関する審議会委員の謝礼金の執行残による減額、また新中学校創設基本計

画の冊子を作成予定でありましたが、その印刷費を全額減額するものでございます。

下段、１０款３項１目、中学校給食導入事業費につきましては、給食消耗品の執行残、

給食配膳室工事請負費及び給食器具費の入札に伴う価格の減による減額補正となって

おります。合計で２千６２９万８千円の減額補正となっております。２８ページ上段、

事務局関係職員時間外勤務手当につきましては、執行残による減額補正になっており

ます。以上で説明を終わります。 
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○文化生涯学習課長 つづきまして、文化生涯学習課の平成２８年度３月補正予算要求

について説明いたします。今回の３月補正予算は、市として決算見込みとして執行残

が見込まれるものの減額補正でございますが、その中でも主なもののみを説明させて

いただきます。なお、生涯学習関係については私の方から、文化関係につきましては

森本企画官の方から説明させていただきます。まず、生涯学習関係の歳出でございま

すが、事業といたしましては、２９ページから３５ページに記載をしております１４

事業を予定しております。３１ページをお願いをいたします。上段、人権・同和問題

啓発事業費でございますが、その主なものは、同和地区の子ども達を対象として８月

に実施をしております合宿研修会の参加者数減による食糧費の減額補正でございます。

下段、地域学校協働活動事業費でございますが、放課後子どもチャレンジ教室におけ

る環境整備を図るための閲覧テーブル等の購入費７３万１千円の増額補正でございま

す。なお、本予算額は、本年度中に事業が完了とならないことから全額を翌年度に繰

り越しをすることとしており、４９ページに繰越明許費に関する調書に記載のとおり

でございます。つづきまして、３２ページをお願いします。下段、家庭教育支援事業

費でございますが、その主なものは、家庭教育講座の実施方法見直しにより不必要と

なりました運営費等の補助金・助成金の減額補正でございます。３５ページをお願い

いたします。上段、市民会館運営事業費でございますが、その主なものは、市民会館

の運営に携わる嘱託職員の退職に伴う人件費の減額補正でございます。次に歳入でご

ざいます。７ページをお願いいたします。中段、教育費県補助金でございますが、こ

れは、放課後チャレンジ教室実施に伴う会計補助金８９万３千円の増額補正でござい

ます。つづいて、８ページをお願いいたします。教育使用料でございますが、これは

中央公民館の使用料で当初見込みより少なかったことによります減額補正でございま

す。以上で生涯学習関係の説明を終わります。 

○文化生涯学習課企画官 それでは、文化関係に係ります平成２８年度３月補正予算要

求額の概要について説明いたします。まず、歳出から主なものを説明させていただき

ます。事業といたしましては、３６ページから４６ページに記載しております２１事

業を予定しております。３７ページをお願いいたします。上段、世界記憶遺産保存活

用推進基金費でございます。これは、ふるさと納税に係る基金の積み立てで１１５万

円の増額補正でございます。次に下段、世界記憶遺産団体等支援事業費でございます。

田川市世界記憶遺産活用活性化事業に対する補助金不用額によります減額補正でござ
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います。３８ページをお願いいたします。上段、石炭・歴史博物館改修事業費でござ

います。博物館改修に伴います施工監理業務委託料や工事請負費などの入札による減

額等が主なもので、２千９２０万４千円の減額補正でございます。３９ページをお願

いいたします。下段、石炭歴史博物館維持管理費でございます。エレベーターの保守

管理委託料や清掃委託料などの入札による減額等によるもので、９０万３千円の減額

補正でございます。４０ページをお願いいたします。上段、石炭歴史博物館運営事業

費でございます。博物館等運営協議会の開催回数の減による報酬等の減と旅費等の執

行残による５５万６千円の減額補正となります。４１ページをお願いいたします。下

段、埋蔵文化財発掘調査受託事業費でございます。遺跡の確認調査委託料、遺物の整

理支援業務委託料の入札による減で４２２万円の減額補正でございます。４２ページ

をお願いいたします。上段、埋蔵文化財発掘調査事業費でございます。これは、臨時

職員を採用しなくて済んだことによる賃金の減と国史跡指定に係る委託料、謝礼金の

執行残等による３９８万５千円の減額補正でございます。４４ページをお願いいたし

ます。下段、文化振興基金費でございます。これは、ふるさと納税として受け入れし

ていたものを文化振興基金に積立いたします。４０万円を計上しております。４５ペ

ージをお願いいたします。上段、世界記憶遺産保存事業費でございます。保存等指導

委員会の開催回数の減による謝礼金の減と旅費等の執行残による３６万７千円の減額

補正となります。次に歳入でございます。９ページをお願いいたします。２段目、社

会教育費委託金でございます。埋蔵文化財発掘調査費委託金で入札等の歳出減に伴う

４２１万９千円の減額補正となります。次に４段目、一番下の段でございます。文化

振興基金繰入金でございます。これは、美術館の企画展事業費の歳入増によって、繰

入金が減額になったものと文化事業の奨励事業助成金の残による１５万６千円の減額

補正でございます。１０ページをお願いいたします。上段、近代化産業遺産保存活用

基金繰入金でございます。当初、煙突のライトアップ用の電気料に近代化産業遺産保

存活用基金から繰り入れる予定でありましたが、一般財源からの支出となったため全

額を減額補正するものでございます。次に下段、雑入です。図録やオリジナル商品等

の売り上げが伸びたことによる５９万８千円の増額補正でございます。以上が文化関

係に係ります平成２８年度３月補正予算要求額の概要でございます。 

○子育て支援課長 子育て支援課でございます。市立幼稚園の平成２８年度３月補正予

算要求についてご説明申し上げます。４７ページをお願いします。まず、歳出でござ
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います。幼稚園就園奨励費において幼稚園就園奨励費補助金の決算見込に伴う２１９

万２千円の減額補正でございます。これは補助対象者の市民税所得割において、それ

ぞれ階層区分での人数変動に伴うものでございます。１１ページをお願いいたします。

次に歳入でございます。教育費国庫補助金において、幼稚園就園奨励費補助金で 

２４７万３千円の減額補正でございます。歳出での説明と同様、補助対象者の市民税

所得割において、それぞれの階層区分での人数変動に伴うものでございます。以上で

説明を終わります。 

○教育長 今の説明に質問、ご意見等ございませんか。 

○毛利委員 教えてください。学校教育課の１３ページの上段の放課後児童健全育成事

業のところですが、放課後児童というのはどのことですか。学校で放課後に体育館な

どでしているあのことを指しているのですか。 

○学校教育課長 はい、放課後児童クラブのことでございます。 

○毛利委員 補助指導員の減と学習支援員の減というのはどう違うのですか。 

○学校教育課長 補助指導員と申しますのは、児童クラブで児童の指導にあたる支援員

の補助をするための人員でございます。つまり、平日の毎日２時過ぎとか３時過ぎか

ら６時くらいまでと土曜日や夏休み等も勤務をして指導をしている職員でございます。

それに対して学習支援員というのは、各児童クラブ内で宿題等の学習を指導する県大

生や歴代校長ＯＢ等のことです。全児童クラブへの配置を目指して２７名の枠を取っ

ておりましたが、実質には１２名しか配置できずに全校配置は今年も実施できなかっ

たということで減額補正をさせていただいているということでございます。 

○毛利委員 ということは、子どもが減ったというよりも、募集したけれども来る人が

いなかったということなんですか。 

○学校教育課長 全児童クラブでの学習支援員の配置を実施したかったのですが、結局、

枠全員は集まらなかったということでございます。 

○教育長 以前は、児童クラブでは学習指導はできないという形だったのが、今はむし

ろどんどん学習習慣をつけようということで予算措置がされました。それで学校教育

課長と一緒に県立大にお願いに行ったのですが、やはり、どうしても県立大の場合は

距離的な問題があったりするので、本年度は、全学校には手配できませんでした。こ

れを是非、全学校に広げることができるように今、取り組もうとしている段階です。 

○毛利委員 子ども達が放課後に、体育館やどこかの地域に集まって、そこで学習をし
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て、そのあと遊びに入るというその流れがきちんとできていれば、子ども達はその流

れの中で育っていくのでしょうが、指導に来る人がいなければ、そのまますぐ遊びに

入るという形になる場合もあるでしょうからね。指導に来ていただける方がいて、こ

れが定着するといいですね。 

○学校教育課長 現在でも児童クラブに子ども達が来たら、まず指導員等が「宿題をし

なさい。学校のプリントをしなさい。漢字の練習をしなさい。」ということをきちんと

言ってくれています。そして終わった時点で遊びに入ったりするのですが、実際には

難しい問題やわからない問題があったり、もっとこういう勉強がしたいという時に、

やはり人数が足りないので、そのための学習支援員が特に必要だということで要望し

ておりますけれども、まだ十分に手が回っていないところがございます。 

○教育長 今、毛利委員が言われた学習習慣をつけるための取組というところで、ひと

つ文化生涯学習課が中心に行っている放課後子どもチャレンジ教室のことを山本課長

から説明してもらえますか。 

○文化生涯学習課長 今年の年度中途からなんですが、生涯学習の分野から子ども達の

学習習慣の定着を図っていこう、それと放課後の居場所づくりをという事業を進めて

いこうということで本年度、弓削田小校区と大藪小校区で地元の地域活性化協議会の

協力を得ながら運営委員会を立ち上げ、地元の方達にボランティアとしてその指導を

していただくような形で、今、取組をしております。学習習慣の定着というのは、小

さい時からやはり始めた方がいいということもありますので、それぞれの小学校で１、

２年生を対象に希望者を募って２５名程度でスタートをしました。初めての取組でも

ありますが、かなり地元も含めて学校・地域、そして行政が連携をしてひとつの試金

石になるような取組が、今、できているなと私はつくづく感じております。これを将

来的には全校区で進めていきたいということで各校区にも今いろんな形で見学やある

いは情報提供を行って来年度に向けて動いているところです。その中で地域の方たち

がボランティアとして参加をしています。そのことは非常に大きな活動の原点になっ

ていて、自分の子ども達は、もう卒業していて保護者ではないけれども何か協力をし

たいという方たちが、その時によって違う方たちですが賛同していただいて、指導を

していただいております。そういった活動が徐々にではありますが、文化生涯学習課

からのアプローチとして、できつつあるということで報告させていただきます。 

○教育長 指導してくださる方は、やっぱり県大生もいますし、元教員や保護者の方な
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どいろいろな方が、大藪でも弓削田でも増えているそうです。今週の日曜日にその両

活性化協議会の報告があるのではないでしょうか。 

○文化生涯学習課長 ２月１１日、今度の土曜日になるのですが、これも前々から校区

活性化協議会が平成１０年に各中学校区にできまして、もう１８年以上が経過しまし

た。それぞれ校区の特徴を生かしながらいろんな取組をしていただいているのですが、

やはりいろんな課題も抱えております。今まで自らの活動の学習をする場というか点

検をし、評価をし、次年度の活動につなげていくというような研修会が今までずっと

行なわれておりませんでしたので、是非、そういう研修をしていこうじゃないかとい

うことで２、３年前からずっと呼びかけをしまして、本年度やっと自分達の予算も確

保して今度実施をするようにしております。その中で、地域課題に根差した活動を今

後やはりずっと展開していかなくちゃいけないという視点のもとで、その一例として、

先程、説明しました放課後の子どもチャレンジ教室の実践例を報告をしていただいて

その中で良かったこともあるでしょうし、また課題もあるわけですから、そういった

ものをみんなで共有しながら次年度への活動につなげていきたいということで、そう

いった研修を予定しております。 

○教育長 校区全体に広げていくひとつのきっかけづくりということで豊後高田市等が、

そういった行政と地域が一緒になって、子ども達が学習習慣を付けるだけでなく文化

活動等もしていくような居場所づくりを含めた活動をしていますが、田川市もその第

一歩を踏み出したということですね。 

○毛利委員 いいですか。チャレンジといったらなんか挑戦するのでしょうから、わか

りやすいものでは、どんなことをチャレンジしているのですか。 

○文化生涯学習課長 このチャレンジと名前をつけた経緯もいろいろあるのですが、い

ずれにしても子ども達にいろいろなことを体験してもらうという意味でのチャレンジ

もありますし、行政職員自身が、やっぱりいろんなことにチャレンジしていこうとい

う思いも含めて、このチャレンジというものを付けさせていただきました。今は毎日

プリントを配って１年生、２年生に自学をさせております。それは百マス計算のよう

なものであったり、漢字の練習であったり、そういった簡単なものを集中してやれる

ようにしております。特に１、２年生ですので落ち着きのないところもあるのですが、

できる限り集中をして、短時間の間にやっぱり学習をする習慣をつけようということ

で、そういったところも含めて試行錯誤をしながら指導員の先生達、学校の先生達と
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相談しながら今、やっております。それともう一つは、ただ、勉強だけでなく、いろ

んな活動、体験学習もしていきたいということで、今度は、実は明日、弓削田小学校

で折り紙教室を開きます。折り紙の指導をする先生に来ていただいて、子ども達と一

緒に折り紙を折って、そして楽しいゲームも予定をしております。その際には通常の

学習はせずに約５０分程度なのですが、全ての時間を折り紙とゲームに費やしてやっ

ていこうと思っております。大藪小学校では、地元の太鼓を指導していただける指導

者の方達がいらっしゃるのですが、その方達においでいただき、太鼓のそういう体験

等も取り入れていきたいということで今、計画をしているところです。 

○毛利委員 ありがとうございます。 

○教育長 他にありませんか。 

ないようでしたら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） 

  では、ご異議なしと認めます。日程第２ 議案第４号「平成２８年度教育費（３月

補正）予算要求について」は原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第３ 議案第５号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会委員

の委嘱（交代）について」を議題といたします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課企画官 それでは日程第３ 議案第５号「田川市石炭・歴史博物館等

運営協議会委員の委嘱（交代）について」ご説明いたします。本案は、委員１名が交

代するため、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１２号の規定によ

り教育委員会の議決を求めるものであります。次のページの委員名簿をご覧ください。

上から４段目、社会教育関係者として田川商工会議所から選出いただいておりました

委員の交代でございます。田川市石炭・歴史博物館等運営協議会設置条例第４条第１

項の規定に基づきまして新委員の任期につきましては、前任者の残任期間となってお

ります。以上で説明を終わります。 

○教育長 何か質問ご意見はございませんか。 

  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５号「田川市石炭・歴史博物館等

運営協議会委員の委嘱（交代）について」は、原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第４ 事務報告「田川市新中学校創設庁内検討委員会の検討状
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況について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 それでは、日程第４ 事務報告「田川市新中学校創設庁内検討委員会の検

討状況について」報告をさせていただきます。資料１ページをお願いいたします。田

川市新中学校創設庁内検討委員会の検討状況、現在、基本計画（案）策定に向けた検

討事項についてそこに示しております。まず、ア 学校位置でございます。以下の案

について教育環境面、通学面、まちづくり面、費用面、時間面等による調査、比較を

実施しようと考えております。田川市新中学校のあり方の審議会案、次に中心市街地

案（伊田・後藤寺案）になります。そして３校案。その３つの案について比較検討を

してまいっているところでございます。次に校区編成、開校時期、校舎整備方法、ス

クールバスの採用、自転車通学の採用、給食の実施方法、跡地利用の方法等について

検討を進めてまいりたいと考えております。次に検討委員会の検討経過でございます。

現在、検討委員会は６回開催をしております。それぞれ検討内容について記載をして

おりますが、昨年の１０月から本年１月３０日まで現在６回の検討をしているところ

でございます。２ページをお願いいたします。基本計画（案）策定の遅延についてで

ございます。あり方審議会答申では、「開校時期は平成３３年４月が望ましい」とされ、

開校までの想定スケジュールが示されたところでございます。それによりますと、平

成２９年３月に基本計画（案）策定となっております。しかしながら、現在庁内検討

委員会で検討しております内容等を考えますと少し遅れる見込みでございます。その

理由といたしましては、そこに記載しております「ア 市議会及び住民説明会での意

見・要望について慎重な検討が必要」ということで、先程、検討内容について説明を

させていただきましたが、学校位置につきましても、あり方審議会の案、また中心市

街地案、３校案についての検討が必要と考えています。次に「イ 学校敷地の拡張に

は、隣接地等の地権者の同意確認が必要」、学校の位置によりましては、現在の所有地

や学校の有効面積だけでは足りない場合も考えられます。そういう場合、敷地を拡張

するという必要が出てきた場合には、隣接地等の地権者の同意が必要になってまいり

ます。また、「ウ より具体的で詳細な比較検討資料が必要」ということで、そこにい

ろいろ挙げておりますが、あり方審議会の最終答申におきましても教育環境において

様々な要望意見が付されておりましたが、具体的な内容にまでは、踏み込んでおりま

せんでした。庁内検討委員会におきましては、様々な案、学校の位置等につきまして

も様々な案について検討する際におきましても想定される環境整備、それに係る概算
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経費等も含めて比較検討していく必要がございます。諸々、そのようなことで少し計

画（案）の策定が遅れているような状況でございます。しかしながら、学校適正規模

化のための中学校再編は喫緊の課題であるということは、十分に承知しておりますの

で、できる限り早期に策定できるように検討を進めてまいりたいと考えているところ

でございます。以上、事務報告についての説明を終わります。 

○教育長 今の事務報告にご質問、ご意見等ありましたらお願いします。 

○毛利委員 そういう方向であるということだけで、これ以上何を言おうかと思って。

言いようがないですね。 

○教育長 念のために庁内検討委員会の組織メンバーの説明をお願いします。以前、説

明したかもしれませんが。 

○推進室長 前回、説明させていただきました。定例教育委員会が終わった後で本日は

庁内検討委員会の現在の検討している、「中心市街地案」について説明をさせていただ

きたいと考えております。結局、いろんなあり方審議会の案を踏まえたうえでも、や

はり他の案も検討していかないといけないというところがございます。それにつきま

して、いろいろな比較検討をする際やいろいろな条件等を考えていく時にどうしても

時間が必要になってまいるということです。 

○教育長 このあと学習会と言いますか、丁寧な説明があるそうなので、そこで、また

ご意見等、質問等お願いします。 

  ないようですので、次に移ります。 

（各課長が教育長及び各課の行事予定を説明） 

次に移ります。「３月定例会の日程案について」を議題とします。 

○教育総務課長 ３月の定例会の予定につきましては、３月７日火曜日ということでい

かがでしょうか。 

○教育長 ご異議ないようですので、３月の定例会は３月７日火曜日、１４時３０分開

会に決定いたします。 

  他に何か、ご質問、ご意見等ございませんか。 

  では、以上をもちまして、平成２９年第２回田川市教育委員会２月定例会を閉会い

たします。 

 

                              （閉会１５時２５分） 


