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                            （開会１４時３０分） 

○教育長 ただいまより、平成２９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「平成２９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） 

○教育長 ご異議なしと認めます。よって、日程第１「平成２９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１３号「平成２９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２ 議案第１３号「平成２９年度教育費（６月補正）予算要求につ

いて」提案説明をさせていただきます。提案理由でございます。本案は、平成２９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の議決を求めるものであります。１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。歳入につき

まして、既決予算額の計４億３２９万７千円に対し、補正額は９４０万２千円で、補

正後の歳入合計は、４億１千２６９万９千円となっております。次に右の欄の歳出で

ございます。既決予算額２１億１千２８４万３千円に対し補正額は、３６７万５千円

で補正後の歳出合計は、２１億１千６５１万８千円となっております。２、主な増減

理由でございます。⑴歳入では、学校教育課所管事業であります、ふくおか学力向上

推進事業等補助金３７万円、文化生涯学習課所管事業の世界記憶遺産活用活性化事業

資金貸付金元金収入９０３万２千円でございます。⑵歳出では、教育総務課所管事業

の小学校施設長寿命化改修事業費２３６万１千円、学校教育課所管事業の切れ目のな

い子どもの支援体制整備事業費２３万４千円及び学力向上プロジェクト事業費７５万

６千円、それから文化生涯学習課所管の世界記憶遺産研究・活用事業費３２万４千円

となっております。なお詳細につきましては、担当課長から説明をいたします。 

○教育総務課長 それでは、教育総務課に係ります平成２９年度６月補正予算につきま

して、ご説明申し上げます。６月補正予算説明資料を用いましてご説明申し上げます。

４ページをご覧ください。教育総務課につきましては、今回、対象事業は１事業とな
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っております。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、平成２７年度に策定いたしました小学校施設長寿命化改修年次計画に基づき、

老朽化した小学校施設のトイレ並びに校舎の外壁等の改修を、平成３２年度末を目途

に完了させるものであります。このうちトイレ改修事業につきましては、当初、今年

度中に大藪小学校と鎮西小学校２校の改修設計を実施することとしておりました。し

かしながら本年、３月議会におきまして教育環境の公平性の観点からトイレの改修事

業については、計画期間の短縮に向けた検討を実施するよう、意見要望をいただきま

した。このことを受け、教育委員会事務局内で検討協議を重ねました結果、平成３０

年度に改修設計を実施することとしておりました伊田小学校につきましても今年度に

前倒しでトイレの改修設計をとり行うことが、より適切であるとの結論に達した次第

であります。以上のことを踏まえ、１３節設計等委託料におきまして、２３６万１千

円の増額補正を行っております。なお、今年度の小学校３校分、大藪小学校と鎮西小

学校、そして先程申し上げました伊田小学校、この３校分のトイレ改修設計に併せま

して、平成３０年度におきまして残りの小学校３校分、後藤寺小学校、田川小学校、

金川小学校ですが、この３校分の改修設計を行うことで、トイレ改修事業が当初計画

の一年前倒しの平成３１年度に完了することとなります。以上で説明を終わります。 

○学校教育課長 続きまして、学校教育課に係る平成２９年度６月補正予算についてご

説明いたします。まず、歳出分から説明いたします。資料の５ページ上段の方からお

願いいたします。３款２項１目、切れ目のない子どもの支援体制整備事業費でござい

ます。今年度、新たに子ども支援準備室を設置いたしました。この準備室は、妊娠時

からの見守りや支援に加え０歳から１８歳までの子どもの支援体制の整備に関するこ

と及びその支援内容を検討いたします。支援体制づくりのため、必要な実態調査や関

係機関からの意見徴収等を行います。旅費や消耗品費として２３万４千円を新たに計

上したところでございます。続きまして５ページの下段、１０款１項２目、学力向上

プロジェクト事業費でございます。補正の理由は、ふくおか学力向上推進事業の一つ

として、福岡県が今年度から新たに始めました学力向上拠点校事業に係る経費の増に

よるものでございます。福岡県から講師配置等の措置を受け、基礎学力校として、鎮

西中学校が３か年の学力向上事業に取り組むものでございます。補正の内訳といたし

ましては、公開授業等における講師謝礼金、先進校視察のための旅費、報告会関係消

耗品費、印刷代等でございます。事業費のうち、二分の一は県からの補助となります。
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続いて、歳入分でございます。２ページにお戻りください。１４款２項７目、教育総

務費補助金でございます。既定額２６万円、補正額３７万円、合計６３万円となりま

す。これは、先程、説明いたしましたふくおか学力向上推進事業等補助金として県か

ら二分の一補助を受けるものでございます。説明について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。 

○文化生涯学習課企画官 続きまして、文化生涯学習課文化係に係ります平成２９年度

６月補正予算要求額の概要について説明いたします。６ページをお願いいたします。

歳出でございます。上段１０款５項９目、世界記憶遺産研究・活用事業費です。これ

は、４月からたがわ魅力向上課から文化係へ移管となりました世界記憶遺産に関しま

す研究・活用事業費、世界遺産ルート推進協議会へ参加する旅費、負担金等３２万４

千円を増額補正するものでございます。次に下段、１０款５項９目、世界記憶遺産団

体等支援事業費です。これは、世界記憶遺産の保存・活用等に係る取組を行う団体に

対して支援を行うための事業費です。平成２９年度文化庁補助事業に申請しておりま

した田川市世界記憶遺産活用活性化事業、２事業のうち、この２事業とも採択されま

したので、田川市世界記憶遺産活用活性化推進委員会に対する補助金９０３万２千円

を同推進委員会に対する貸付金として補正を願うものであります。３ページにお戻り

ください。歳入でございます。１９款３項５目、世界記憶遺産活用活性化事業資金貸

付金元金収入です。これは歳出のところでご説明いたしましたが、田川市世界記憶遺

産活用活性化推進委員会に対する貸付金返済に伴う歳入としての補正でございます。

以上で文化係に係ります６月補正予算の説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

○教育長 今、事務局から説明がありましたが、ご質問、ご意見等ありませんか。 

  教育総務課長、トイレ改修の件ですが、本年度の改修予定の学校名と工事の期間が

いつ頃なのか、わかっていたら教えてください。 

○教育総務課長 小学校施設長寿命化改修年次計画につきましては、設計年度の翌年度

に工事を施工する予定にしておりますので、今回、大藪小学校と鎮西小学校、また６

月補正が議会で承認を受けましたら、伊田小学校まで３校を設計することになります

が、その３校分のトイレ改修工事につきましては、来年度の夏休み期間中に施工する

形になります。また平成３０年度に残り３校の設計を行いましたら、その翌年度の 

３１年度の夏休み期間中に施工します。このようなスケジュールで考えております。 
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○教育長 ということは、今年の夏休みは、子ども達は普通どおり出校日等はあるわけ

ですね。 

○教育総務課長 昨年度、設計を行いました弓削田小学校と大浦小学校につきましては

今年の夏休み期間中にトイレ改修工事を実施する予定にしております。 

○教育長 その２校は、今年は出校日がないということですね。 

○毛利委員 今の何がどう変わるんですか。前に説明があったかもしれませんが。 

○教育総務課長 出校日がない方向で当該校とは協議を行っております。また、トイレ

の改修内容につきましては、トイレの改修設計に当たり、大きく３点の改修の内容を

考えております。一点目が、トイレの床面が現在ウェットタイプになっており非常に

湿度が高いといったことがございますのでそれをドライ化するというのが、まず一点

目でございます。そして大半の大便器を洋式化するということが二点目であります。

基本的な考え方としましては各学校の児童用トイレの男女、それぞれ一基、和式を残

し、それ以外は、全て洋式化するということで考えております。そして最後３点目が、

排水管の老朽化に伴いまして、排水のつまりが日常的に発生しておりますので排水管

の敷設替えを予定しております。以上３点でございます。 

○毛利委員 ありがとうございます。 

○教育長 障害者用のトイレとかにウォシュレットを付けるという件は、どうなってい

ますか。 

○教育総務課長 多目的トイレは一階部分に付けることにしておりますが、ウォシュレ

ットは、教職員と一般の方がお使いになるトイレに採用する予定にしています。なお、

児童用トイレにつきましては、冬、便座が非常に冷たいのでウォームレットを採用す

る予定にしております。 

○教育長 他にありませんか。 

○星野委員 学校教育課の切れ目のない子どもの支援体制整備事業の中の子ども支援室

について、今わかる範囲でいいですので、もう少し詳しく教えていただきたいんです

が。 

○学校教育課長 まず、子ども支援室の設置場所は、市民会館ではなく、本庁の１階、

子育て支援課の近くの角の部屋、元の１－３会議室になると思いますが、そこに今、

設置をしております。スタッフといたしましては、元金川小で勤務をしておりました

武田先生、教頭格付けになるのですが、室長として１名配置、あとは事務方として再
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任用の方になりますが、１名、斉藤対策官がおられます。その２名で４月、５月は、

関係各課、もちろん学校現場も含めて、それぞれ今までの連携の課題や取組状況をつ

ぶさに把握していただきました。それを基に、どういった支援のあり方が望ましいの

かということで、現在、青写真を作成中です。９月頃には、平成３０年度以降、どん

な形で連携を進めていけば、より子ども達の０歳から１８歳までの見守り体制が出来

るのか、切れ目のない連携がどうしたら取れるのかという青写真が提示される形にな

ろうかと思います。１２月の議会等に向けて、しっかりしたプランを作成し予算等を

含めての準備を本年度中に急ごうという状況です。 

○教育長 今は、子育て支援準備室という名称です。まだ、支援室ではなく準備室です。

今のに付け加えると学校現場、それから福祉行政等のいろんな子育て支援をやってい

る現場に行ったり、それからＮＰＯや民間、県などのいろいろな子育て支援をしてい

るところに行って実態や課題を集約して、どういうシステムをつくれば切れ目のない

田川の実態にあった子育て支援ができるかというところの青写真を描いてもらってい

ます。 

  他にありませんか。 

  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１３号「平成２９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３ 議案第１４号「平成２９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３ 議案第１４号「平成２９年度田川市立学校評議員の委嘱に

ついて」ご説明いたします。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ページをお願いいたします。本年度、替わられた委

員を中心に説明してまいりたいと思います。まず、猪位金小学校でございます。３段

目の池田孝博様です。県大の教授をされている方が、今期、新たに推薦を受けており

ます。続きまして、２ページをお願いします。田川小学校でございます。２段目の井

上尚志様です。元小学校校長をされていた方が委員として推薦を受けております。続

きまして、伊田小学校でございます。平岡義隆様です。民生児童委員をされておりま
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す。この方も推薦を受けております。続きまして、３ページをお願いいたします。猪

位金中学校でございます。森本和彦様、現ＰＴＡ会長をされております。そして、尾

垣有三様、元中学校校長、元教育長が推薦を受けております。続きまして、弓削田中

学校でございます。井原利之様、地元地域副公民館長をされている方が推薦を受けて

おります。続きまして、後藤寺中学校でございます。石原克宣様、元ＰＴＡ会長をさ

れていた方でございます。以上の方が新規の評議員ということで名簿が挙がっていま

す。その他の方につきましては、資料のとおりでございます。よろしくご審議をお願

いいたします。 

○教育長 今の説明に対して何かご質問、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１４号「平成２９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。 

  次に移ります。日程第４ 議案第１５号「田川市図書館協議会委員の委嘱(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４ 議案第１５号「田川市図書館協議会委員

の委嘱（交代）について」ご説明いたします。本案は、田川市図書館協議会委員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。次のページをお願いいたします。

田川市図書館協議会委員の名簿でございます。任期は平成２８年６月１日から平成 

３０年５月３１日までの予定となっております。以上でございます。 

○教育長 田川市図書館協議会委員の委嘱について、説明がありましたが、質問、意見

等ありませんか。 

  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１５号「田川市図書館協議会委員

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５ 議案第１６号「田川市美術館協議会委員の委嘱（交代）

について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課企画官 それでは、日程第５ 議案第１６号「田川市美術館協議会委
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員の委嘱（交代）について」ご説明いたします。本案は、田川市美術館協議会委員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。次のページをお願いいたします。

田川市美術館協議会委員の名簿でございます。任期は、平成２８年６月１日から平成

３０年５月３１日までとなっております。以上でございます。 

○教育長 今、説明がありましたが、ご質問、ご意見はありませんか。 

  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１６号「田川市美術館協議会委員

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

６ 議案第１７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」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課企画官 日程第６ 議案第１７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、田川市石炭・歴史博

物館等運営協議会委員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あります。次のペ

ージをお願いいたします。田川市石炭・歴史博物館等運営協議会委員の名簿でござい

ます。任期は、平成２８年６月１日から平成３０年５月３１日までとなっております。

よろしくお願いいたします。 

○教育長 今の説明に対してご質問、ご意見等ありませんか。 

  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１７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７ 報告第６号「田川市奨学生選考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７ 報告第６号「田川市奨学生選考委員会委員の委嘱について」

でございます。本案は、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則の第３条の規定

に基づき、田川市奨学生選考委員会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。２枚目をご覧ください。
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田川市奨学生選考委員会委員名簿でございます。任期につきましては、平成２９年４

月１日から平成３１年３月３１日まででございます。以上でございます。ご審議のほ

どよろしくお願いします。 

○教育長 ご質問、ご意見等ありませんか。 

ないようですので、日程第７ 報告第６号「田川市奨学生選考委員会委員の委嘱に

ついて」は承認することとします。次に移ります。日程第８ 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 それでは、日程第８ 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。資料の１ページをご覧いただきたいと思います。

本件につきましては、本年３月に制定いたしました田川市教育事務点検評価委員会設

置要綱第３条の規定に基づきまして、６人の委員を選出したうえで６月１日付にて委

嘱を行っております。６人の委員につきましては、お手元資料の名簿に記載のとおり

であります。任期は、同要綱附則第２項の規定に基づきまして、本年６月１日から平

成３０年５月３１日までの１年間としております。なお、昨日、第１回目の点検評価

委員会会議を開催しており、今後、複数回の会議を開催したうえで平成２８年度にお

ける田川市教育事務点検評価に対し、さまざまな視点によるご意見を頂戴したいと考

えております。その後、それらのご意見を取りまとめたうえで点検評価報告書案を作

成し、田川市教育委員会８月定例会に提案したいと、このように考えております。以

上で説明を終わります。 

○教育長 今の事務局の説明にご質問、ご意見等ありませんか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第９ 諸般の報告「６月行事予定ついて」

を議題とします。 

（各課長が教育長及び各課の行事予定を説明） 

 特に何か聞きたいこと等はありませんか。 

 では、次に移ります。「７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、次回、７月定例会の日程案でございます。7 月１０日月曜

日でいかがでしょうか。 

○教育長 よろしいでしょうか。ご異議ないようですので、７月の定例会は、７月１０

日月曜日、１４時３０分に決定します。他に全体を通して何か質問、ご意見等ありま

せんか。 
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○加治委員 日程第２の議案について単純な質問なのですが、職員と来客用のトイレに

ウォシュレットを設置して、障害者用のトイレには設置しないというお話でしたが、

それは、どういった理由からですか。 

○教育総務課長 先程、説明申し上げましたとおり、基本的には、子ども達が使うトイ

レにはウォームレットを、大人の方が使われるところにはウォシュレットを、それぞ

れ採用することにしております。 

○加治委員 来客の方々も先生方もウォシュレットをゆっくり使う時間というのは、あ

まりないと思います。どの程度の子どもが使うのかは、わかりませんが、障害者用ト

イレに設置した方が、より親切なのではと単純に思います。多分、ご家庭などでは、

ゆっくり使うのでしょうが、普通は、訪問先では使わないですよね。そうなると付け

ていてももったいないかな、という気がするので、子どもが汚してしまう可能性を考

えると障害者用トイレに設置する方が必要なのではとなんとなく思いましたので、も

う少し考えていただければと思いました。 

○教育総務課長 本日いただいたご意見は、今後検討するときに参考にさせていただき

たいと思いますが、基本的に教職員向けと言いながら、私どもは教職員だけではなく、

一般の来訪者が使うトイレという形で位置づけておりますので、そちらにつきまして

はやはり、今のトイレに係るライフスタイルといったことを考えますと、やはりウォ

シュレットを採用する必要があると考えた次第でございます。 

○毛利委員 シャワーは付けているところと付けてないところがあるんですか。 

○教育総務課長 基本的には学校が必要と認識されて、要望があった学校については、

シャワーを整備しているという状況でございます。一律に全てというよりも各学校の

実状に応じた形で、後付けの形でその都度整備を行っている状況でございます。 

○毛利委員 特別支援学級のところには、鎮西小や田川小では付けているような気がし

ましたので。 

○教育総務課長 基本的に付けるとすれば保健室もしくは特別支援学級になります。 

○毛利委員 特学には、ほとんどに付けているかと思ったのですが、付けてないところ

もあるのですね。 

○教育総務課長 そうですね。ただ、小学校では、大半の学校に付けていると思います。 

○毛利委員 はい、わかりました。 

○教育長 教員から学校現場の状況を聞くと、家庭でシャンプーをして髪を清潔にする
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ことが十分にできないまま、学校に来ている子どももいるそうです。シャワー設備は、

汚した時のため以外にも、いつも温水が出る状態にしておき、そういった環境の厳し

い子ども達に洗髪の仕方等を教えたり、清潔にすることの気持ちよさを実感させるこ

とも大切なことです。教育委員会として、そういう気持ちの良い教育環境をつくりた

いと思っています。教育総務課に聞くと新たに工事をしなくても、いつでもウォシュ

レットを設置できるような状態にしているそうです。予算の問題がクリアできて、皆

さんからのニーズが出てくれば、大人だけでなく子ども達にもより気持ちいい衛生的

な環境を目指したいと思います。 

○星野委員 ウォシュレットは、いろんなところで当たり前のように付いているのを見

かけますが、特に子ども達が頻繁に使う場合は、かなり汚れると思います。それをき

ちんと掃除できるような指導をして、子ども達がそれをできるのならば付けてもいい

と思いますが、お店などでも汚くていい気持ちがしないと感じることもあるので、そ

ういうところも考えて、今後、決めていただけたらと思います。 

○加治委員 すみません。ただ、私は基本的には子どもにウォシュレットは、必要ない

と思っています。というのは、やはり掃除することを考えなければならないし、壊す

という可能性もあるし、決められた時間内でトイレを使用するので、そういった意味

で子ども達には基本的には必要ないと思っています。ただ、それを必要とする子ども

の目線で考えると、やはり多目的トイレをいかに充実させるかということは大切なこ

とだと思います。それにこの年には必要としている子どもはいないけど、もしかした

ら、その次の年には必要になるかもしれない。予算的な事はいろいろあるとは思いま

すが、もし、初めからそのための工事をしていただけるのであれば、必要な方には「ト

イレは問題ありません。」と最初から言ってあげられると思うので、そのようにしてい

ただけたらいいなと私は思います。基本的には子ども達には必要ないというか、そこ

までしなくもいいと思っておりますので、そこはご理解ください。 

○教育総務課長 一階部分におきまして、男子トイレと女子トイレが横並びであります

が、そこのちょうど空いたスペースを利用して多目的トイレを新たに設置することで

考えておりますが、多目的としておりますので、誰でも使えるトイレということにな

ります。当然、肢体不自由のお子さんが車いすで利用しようとしても、きちんと入れ

るような設計をしております。もちろん、大人の方が使うこともあると思います。今

後、様々ご意見等を頂戴しながら、教育長もおっしゃられていましたとおり、より充
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実した快適な教育環境をわたくしどもも目指してまいりたいと考えています。 

○教育長 総務文教委員会だったと思いますが、「教育委員会はいろいろな取組をしてい

るが、子ども達が日常的に使うトイレを良くするなど、しっかりと教育環境を整えて

ほしい。」とのご要望がありました。私は、いろいろな施設に行くと必ずトイレを見ま

す。やはり、トイレが気持ちのいい、使う人の立場になって整備されているかどうか

というのは、とても大事なところです。学校も子ども達が中心ではありますが、地域

の方をはじめ、いろいろな方も出入りされます。時代と共に適正な教育環境というの

は変わっていくので、たかがトイレですが、日常的に使いますので、とても大事な場

所です。予算のこともあるのですが、より時代に合った気持ちのよい教育環境をとい

う視点で施設の充実に努めていきたいと思いますので、今後とも皆さんで実態を見な

がら議論をしていきましょう。よろしくお願いします。 

○加治委員 よろしくお願いします。 

○教育長 他になければ終わります。では、以上を持ちまして平成２９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。お疲れ様でした。 

                           （閉会１５時１０分） 

 

追記 閉会後、事務局が弓削田小学校及び大浦小学校のトイレ改修工事の設計図書を精

査したところ、各多目的トイレにウォシュレットが付けられる設計内容になってい

ることが確認されたため、教育長及び全教育委員に即時そのことを伝え、了承を受

けた。 


