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〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    ただいまから、平成２５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日程第１日程第１日程第１「「「「平成２５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平成２５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平成２５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平成２５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はご

ざいませんか。 

ご質疑がないようですので、日程第１「平成２５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日程第２日程第２日程第２    議案第３号議案第３号議案第３号議案第３号「「「「平成平成平成平成２４年度教育費２４年度教育費２４年度教育費２４年度教育費（（（（３月補正３月補正３月補正３月補正））））予算要求に予算要求に予算要求に予算要求に

ついてついてついてついて」」」」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

〇〇〇〇教育教育教育教育部長部長部長部長    概略を説明させていただきます。事前に配布しておりました教育費予算要求

（３月補正）ともう１つ、教育費予算要求（緊急経済対策に係る実施予定事業）という

２つでございます。最初に申し上げました平成２４年度教育費（３月補正）予算要求に

つきましては通常の補正分となります。そして、教育費予算要求につきましては国の補

正予算による経済対策関係で別々に扱っております。まず、平成２４年度教育費（３月

補正）予算要求についてです。通常の３月補正予算となりますので、決算見込みに基づ

く計数整理ということで、補正額といたしましては歳入、歳出ともに減額となっており

ます。歳入で６９２万円、歳出で２５３１万円の減額補正ということになります。内容

についてはこのあと各課長の方から説明します。続きまして、緊急経済対策に係る実施

予定事業という別綴りをお願いします。これは先程申し上げましたように、国が１３兆

円を超す補正予算を組んで緊急に経済対策を組んでおります。補正予算だけでなく２５

年度の当初予算においてもそういう内容を含んでおりますので、今回の教育費予算にお

きましても、３月補正に計上するもの、それから２５年度当初予算に計上するものを含

めて今回この表にしております。全体で１０事業ありますが、２４年度補正予算として

計上するものが６件、あとの４件は２５年度の当初予算に計上しています。２４年度補

正予算で計上しています６件のうち２件は前回、ご説明しました２５年度当初予算から

２４年度３月補正に変更したものでございます。今回の緊急経済対策に係る事業の総額

といたしましては７億４２０４万８千円ということになっております。それでは、詳細

について各課より説明をいたします。 

〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長    教育総務課に係る平成２４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、歳出でございます。１０ページの上段、教育庁舎管理経費です。

これは、旧教育庁舎の維持管理のための各種経費であり、補正の主なものは昨年５月、
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市民会館に移転したことにより、当初予定していました電気料が一部不要となったこと

から、１８万６千円を減額補正しております。次に、下段の幼稚園維持管理経費でござ

ます。これは、幼稚園の維持管理のための各種経費であり、補正の主なものは臨時職員

等賃金で嘱託職員を予定していたものが臨時職員に変更になったことに伴うもので、２

４万８千円を減額補正しております。次に、歳入でございます。２ページをお願いしま

す。歳入の主な補正といたしましては、雑入の市有物件災害共済金、３３１万５千円の

増額補正です。これは昨年７月の落雷により後藤寺小学校の消防設備等に被害が発生し

たことに伴う共済金の支給があったことによるものでございます。続いて、国の緊急経

済対策に係る補正予算について、事業別に概要を説明させていただきます。別紙の１ペ

ージ、教育総務課分をご覧ください。まず、非構造部材耐震化事業でございますが、こ

れは東日本大震災を受けて文部科学省からも指導があっているものです。災害の際、避

難所にもなっている 後藤寺小学校の屋内運動場の天井下地等の補強を行うための経費

で、２３７５万９千円を要求いたしております。次に、太陽光発電施設防災機能強化事

業でございますが、これは現在、伊田と後藤寺の両小学校に設置している太陽光発電施

設に自立運転機能及び蓄電機能を付加するための経費で、３０００万円を要求いたして

おります。次に、小中一貫校整備事業でございますが、平成２５年度に予定していた猪

位金校区小中一貫校の施設整備のうち、国庫交付金対象事業である大規模改造及び給食

施設整備を前倒しで行うための経費で、２億４２４８万２千円を要求しております。 

    次に、幼稚園園舎改築事業でございますが、平成２５年度に予定をしていました後藤寺

幼稚園改築事業のうち、国庫交付金対象事業である園舎建設・後藤寺幼稚園園舎解体等

を前倒しして行うための経費で、２億９９８１万３千円を要求しております。最後に、

小学校給食設備整備事業でございますが、この事業は３月補正予算ではございません。

国の緊急経済対策の実施に伴い、国から配分される元気交付金を原資として平成２５年

度から５ヵ年の年次計画で予定していたものを前倒しして実施するものでございます。

これは設置から１５年以上が経過している学校給食器具の設備更新を、平成２５年度の

１年で実施するもので、平成２５年度当初予算で２３７２万円を要求しております。以

上が、教育総務課に係ります平成２４年度３月補正予算要求額の概要でございます。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    学校教育課でございます。１ページをお願いします。まず、歳入でござ

いますが、補正額９６６万５千円の減額で、９２３９万９千円となります。計数整理、

端数整理を行いましたことが主な理由でございますが、主なものといたしましては、放
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課後児童健全育成事業費補助金で６７２万１千円の減額、育英事業基金繰入金で４６４

万４千円の減額、育英基金貸付金元金収入で４５４万９千円の増額でございます。次に

歳出でございますが、補正額１６８１万２千円の減額で、計４億５９９万円となります。

係数整理、端数整理を行ったことが主な理由でございますが、主なものといたしまして

は、放課後児童健全育成事業費で５６８万１千円の減額、若年者専修学校等技能習得資

金事業費で２６０万４千円の減額、小学校就学援助事業費で２１０万１千円の減額でご

ざいます。まず、歳出の主なものについて説明いたします。１１ページ上段をお願いし

ます。放課後児童健全育成事業費で５６８万１千円の減額についてです。臨時職員等の

社会保険料の減による共済費の減額、補助員出勤日数の減による賃金の減額、傷害保険

料の単価の減額などが主な理由でございます。続いて、１４ページ上段をお願いします。

若年者専修学校等技能習得資金事業費で２６０万４千円の減額についてです。技能習得

資金貸付者の減による貸付金の減額、消耗品費の減額などが主な理由でございます。続

いて、１９ページ下段をお願いします。小学校就学援助事業費で２１０万１千円の減額

についてです。要保護・準要保護対象人数が７５３人の見込みから７３１人となりまし

たための減額でございます。以上が歳出の主なものでございます。続いて、歳入の主な

ものについて説明をいたします。５ページをお願いします。放課後児童健全育成事業費

補助金で６７２万１千円の減額についてです。補助員の出勤日数の減、すなわち指導員

の年休取得日数の減等により、補助員の出勤日数が減となりましたために補助員に対す

る補助金が減額されておるところです。続いて、同じく５ページ、育英事業基金繰入金

で４６４万４千円の減額についてです。育英資金元金収入が増えたために、繰入金を減

額することとなったものでございます。続いて、６ページをお願いします。育英事業貸

付金元金収入で４５４万９千円の増額についてです。返還金収入の見込み増による元金

収入の増額でございます。以上が歳入の主なものでございます。続いて、緊急経済対策

に係る実施予定事業の説明をいたします。２ページをお願いします。緊急経済対策とし

て国の１/２補助による小中学校の理科教育等設備整備事業費、いわゆる理振でござい

ます。各小中学校から緊急に必要とする理科教育備品を募りまして、３月補正予算に計

上いたします。事業費について説明いたします。小学校では毎年の整備対象校は３校で

ございますが、今回は対象を９校、全校に広げて整備をすることといたしました。その

結果、緊急経済対策分として２５４万９千円を増額し、計３０４万９千円としておりま

す。続いて、中学校でございます。毎年の整備対象校は３校でございますが、今回は対



 

 ４

象を８校、全校に広げて整備することといたしました。その結果、緊急経済対策分とし

て１７３万９千円を増額し、計２２３万９千円としております。以上、事業費計として

４２８万８千円を計上しております。また、この事業費の歳出に伴って、小学校で１５

２万４千円、中学校で１１１万９千円をそれぞれ特定財源から支出することとしており

ます。学校教育課の３月補正予算の説明は以上でございます。 

〇生涯学習課長〇生涯学習課長〇生涯学習課長〇生涯学習課長 生涯学習課です。歳入につきましては５千円の減額、歳出につきまして

は５１万６千円の減額です。主なものについて説明いたします。まず歳出ですが、２９

ページをお願いします。人権・同和問題啓発事業、これは毎年行われています合宿研修

会を今年も小中同時開催としましたので、食糧費の減額となっております。それから、

３０ページの下段、生涯学習シンポジウム事業です。これは、事業廃止の決定による補

正です。５年に１度開催予定としている分ですが、今回は県の事業が田川市で開催され

ましたので、共催したことによる３２万円の減額です。続きまして、歳入ですが、７ペ

ージをお願いします。社会教育使用料、ここ市民会館の使用料です。これは、午前、午

後、夜という使用料を１時間単位での使用料にしたほうが利用者の使用料が少なくて済

むということから、２４年度より使用料を見直したことによる５４万円の減額です。そ

れから、社会教育補助金につきましては地域活動指導員設置事業の補助金が補助率の変

更により５３万５千円の増額です。それから、別紙の緊急経済対策に係る実施予定事業

の３ページをお願いします。一つは市民会館省エネルギー化事業ということで、市民会

館の LED 照明それから空調機についてです。以前の勤労者青少年ホーム、生涯学習課が

あるほうの建物の２階ですが、ほとんど空調機が効かないということで、今の教育長室

もそうですが、部分的に単独でエアコンを設置しました。年次的に全部をしたかったの

ですが、去年、市役所がやるということで、それが終わった後にしてはどうかというこ

とでしたが、今回、緊急経済対策事業に該当するということで６０００万円を計上して

おります。もう一つは市民会館エレベーター改修事業ということで、これも業者より以

前から改修等の報告があったものです。これも今回の緊急経済対策に該当するというこ

とですので、２１００万円を計上しております。以上です。 

〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長 文化課の３月補正予算の説明をいたします。まず、１ページをお願いします。

歳入につきましては７１万４千円の減額、歳出につきましては７４３万７千円の減額と

なっております。内容ですが、ほとんどが計数整理でございます。歳出からご説明いた

します。主なものは３１ページの下段、図書館運営事業費でございます。これは、嘱託
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職員の共済費及び賃金の減でございます。これにつきましては、当初、自動車文庫の運

転手の方を嘱託職員の更新ということで予定をしておりましたけれども、再任用職員を

充てるということになりましたので、その分の予算が人事課のほうでつきましたので、

全額を落とさせていただくものでございます。次に、３３ページの下段、石炭歴史博物

館運営事業費でございます。主なものは展示機器の更新方法の見直しによって修繕料が

大幅に下がっております。当初は展示機器、動画を配信している装置でございますが、

これは、田川情報センターから光ケーブルを通して動画を配信するという仕組みをとっ

ておりましたが、石炭博物館の中で配信するほうが、今は非常に機器の値段も下がって

おりまして、安くなるということが判りましたので、方式を変更したことにより金額が

大きく下がっております。次に９ページをお願いします。歳入についてご説明いたしま

す。文化振興基金繰入金１０７万３千円の減額でございます。これは事業が確定したこ

とに伴いまして、文化振興基金の繰入金を減額するものでございます。それから、１９

款の諸収入の雑入でございますが、これは当初、パンフレットの売り上げ代金をかなり

売れると見込んでおりましたが、実際に入館者もかなり減ってきておりまして、パンフ

レット等の売り上げが伸び悩んだことによります９９万５千円の減額です。パンフレッ

トの売り上げ代金だけですと１００万円の減額となっております。次に、国の緊急経済

対策に係る実施予定事業についてご説明いたします。図書館改修事業費、図書館の改修

工事です。現在、図書館にはエレベーターがございませんで、２階に上がるには階段を

利用するしかありませんでした。それから、２階の学習室ですが、利用できる部屋が１

室しかないため、非常に非効率なものになっておりますので、それを改修するものでご

ざいます。事業費としては３５９８万６千円を予定しております。文化課としてはその

他に図書館耐震改修事業費、文化会館耐震改修事業費、文化会館改修事業費、美術館収

蔵庫改築事業費が該当しておりますが、２５年度当初予算として既に報告をしておりま

す。以上です。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 ありがとうございます。ご説明いただきましたが、何か、ご質問、ご意見等ご

ざいませんか。 

  緊急経済対策の予算についての質問です。理科の機材を全学校揃えるというふうにな

っているのですが、これの内容については、どういうものですか。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    例年、理振は５０万円程度です。それを３校ずつで使っているというの

が現状でございます。それは各学校で必要な理科備品をカタログにあるものから選んで
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いくというものでございまして、今回もこの分につきましては各学校がそれぞれで必要

な物品をあげているというのが現状でございます。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    各先生が備品を整理されて、足りないものを補充するという形なのでしょうか。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    はい。そういうことです。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    ありがとうございます。できれば、理科に対する興味をより高められるような、

そういう予算がつけられるといいなと思っております。 

〇〇〇〇毛毛毛毛利委員利委員利委員利委員    今までは３校くらいと先程言われていましたが、今年は９校なりにしたとい

うことは予算がそれだけたくさんついたということですか。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    緊急経済対策でその分が増額されたということです。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    カタログなどで発注をかけるということですが、発注をかける業者というの

はずっと一定なところですか。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    カタログという言い方がまずかったのですが、文科のほうから備品とし

て指定されたものがございます。そのカタログということで、実際は業者から貰います

カタログから選ぶ形にはなりますが、必ずしも同一品が入るというわけではございませ

ん。業者は指定業者です。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    緊急経済対策ではできないかもしれませんが、例えば、スーパーサイエンス

ハイスクールとか指定がありますよね。そういったときには学校である程度の予算をど

んなふうに使うかとか、そういうことができるのですが、それこそ、委員長がおっしゃ

ったような理科に対する興味をというような予算は難しいのですか。備品としてでしか

予算を使うことはできないのでしょうか。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    それも含めて、理科教育の範疇だというふうには考えていますので、学

校のほうとも相談をさせていただきながら、こういうものを購入したらどうかというよ

うなところでの協議はさせていただいたところです。 

〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員    別件ですが、学校教育課の要保護・準要保護の人数についてです。１９ペー

ジに小学校、２３ページに中学校がありますが、この減の人数が小学校と中学校で両方

一緒になっています。同じ数字になっているから間違いではないかなと思ったのですが、

この中学校の数字が正しいとすれば、中学校の全校がだいたい１２００か１３００人ぐ

らいだとすると、半分ということになるからですからね。多分、間違っているのではな

いのかなと思います。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    確認します。 
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〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員 これは人数が違うだけですか。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長 額は間違っていません。人数については確認します。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 生涯学習課にお尋ねです。個別に空調を整備されるということですが、それは

今年以降ということですか。 

〇〇〇〇生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習課長課長課長課長 ２５年度です。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 私はときどき２階のお部屋を使わせていただいているのですが、温度調節が難

しくて、お年寄りと一緒に居るのですけど暑かったり寒かったりでなかなか難しいんで

す。ここでは調節できないのでというご意見はよく聞きますので、できれば各部屋で調

節できたら、こんな良いことはないかなと思います。 

〇生涯学習課長〇生涯学習課長〇生涯学習課長〇生涯学習課長    この部屋もそうですし、私達が入っている事務室も部屋で調節ができな

いのですが、非常に老朽化していて、肝心な大元の修繕をするにも部品が無いとか、い

ろいろなことがあって、長いこと懸案事項としてあがっていました。それを今回できる

ということになります。ただ、温度をあまり下げすぎたり、上げすぎたりというのは問

題がありますので、本庁のようにある一定の温度だけは大元で調整してという形はとる

のではないかなと思います。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    わかりました。たぶん、皆さん喜ばれると思います。よろしくお願いします。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    文化課にお尋ねです。図書館の学習室を今度改装されるということなんです

が、パソコンの環境とか、そういうことはどうでしょうか。 

〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長    今、おっしゃられたとおり自習室が今は１つしかないという状態で、パソコ

ンを使おうと思っても音がうるさくて使えないということがありますので、１つは防音

室を設置するように考えております。そちらでパソコン等の持ち込みの学習もできるよ

うにしたいと考えております。それと、実は今、食事をするところがまったく用意され

ておりません。学生の方は真夏でも外で飲み物を飲んだり、食事をしたりという形で勉

強されている状況ですので、そういう食事ができるスペースを若干作るように考えてい

ます。それから、レコードコンサート、これは図書館の事業なのですが、市民会館で行

っております。そういうことができるように防音設備をした部屋を１つ造って、そこで

レコードコンサート等も行いたい。後は今、講座等を全然やっておりません。ボランテ

ィア養成講座だけはやっておりますけれども、他の先進的な図書館では地元の人を対象

に企業説明会であるとか、そういったことも図書館として積極的にやっておりますので、

そういう講座ができる部屋を準備するように考えております。それの改修に１０００万
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円強かかります。その他、先程も言いましたように、図書館には階段しかなく、お年寄

りの方が事務室に上がってくるのでさえ大変な状況でございますし、実際に車椅子の方

は２階には上がって来られないというような状況でございますので、外側にエレベータ

ーを付けるということで、それが２０００万円強ぐらいかかる予定になっています。今

はそういう様な改修を考えております。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    その防音設備の部屋というのは、どのくらいの広さ、何人ぐらいで使えそうな

部屋になるのでしょうか。 

〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長    図書館に来られている方にはわかると思うのですが、永末文庫という文庫の

部屋は知っていますか。あの部屋をそのまま防音の部屋に改装しようと考えています。

そうすると、そこで映写会や講座等もできるようになります。その永末文庫を今の郷土

資料室の前へ移して、そこをパーテーションで区切って、資料室と閲覧もできるような

場にします。今の学習室に間仕切りを作って、そこで飲み物や簡単な食事ができるよう

なスペースを作ります。講座等をやっていないときは防音の部屋を学習室として、パソ

コン等を持ち込んで利用していただくような形にしようと考えております。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    ありがとうございます。ほかにございませんか。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    先程、ご指摘いただいた分、２３ページでございます。やはり数字が間

違っておりました。７５３人が７３１人の分でございますが、４１９人が４０９人でご

ざいます。申し訳ございませんでした。訂正をお願いします。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    ほかにございませんか。 

ないようですので、原案のとおり可決することにご異議はございませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第２ 議案第３号「平成２４年度教育費（３月

補正）予算要求について」と「緊急経済対策に係る実施予定事業について」も原案のと

おり可決いたします。 

 次に移ります。日程第３日程第３日程第３日程第３    議案２号議案２号議案２号議案２号「「「「学校学校学校学校適正規模について適正規模について適正規模について適正規模について」」」」を議題とします。適正

な意思決定や事務の執行に著しい支障が生じる恐れがあるため、田川市教育委員会会議

規則第１４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、この案件については非公開とします。 

・ 
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・ 

・ 

ここから通常のとおり公開といたしますが、ここで休憩をとりたいと思います。そし

て、休憩後、日程第４に移ります。これより１０分間の休憩とします。 

（休 憩 １５時４０分） 

（再 開 １５時５０分） 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 ただいまから会議を再開します。 

日程第４日程第４日程第４日程第４    事務報告事務報告事務報告事務報告「「「「田川市立図書館及び田川文化センターの耐震診断結果につい田川市立図書館及び田川文化センターの耐震診断結果につい田川市立図書館及び田川文化センターの耐震診断結果につい田川市立図書館及び田川文化センターの耐震診断結果につい

てててて」」」」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長    田川市立図書館及び田川文化センターの耐震診断結果について、ご説明いた

します。平成２４年事業により耐震診断を行い、その耐震診断について福岡県建築物耐

震評価委員会に適正かどうかを諮りました結果をご報告いたします。資料をご覧くださ

い。２ 判定といたしまして、図書館の診断結果でございますが、０.５０という Is 値

が出ております。Is 値は下に※印で書いておりますけれども、０.３～０.６未満という

ことで、震度６強以上の地震に対しまして、倒壊または崩壊する危険性があるという診

断となっております。当時の建物にしてはかなり状態がよい建物だということです。耐

震性の判定としましては、耐震補強を必要とするということになっております。耐震改

修計画につきましては、図面を見ていただいた結果、改修計画は適当であるということ

でございます。改修箇所につきましては、１階の北側と東側、これは耐震補強と書いて

おりますけれども、逆に壁を取って下さいということでございます。図書館に大きな柱

がたくさん立っておりますが、逆に揺れがあると倒壊することになりますので、壁を外

して、新たに軟らかい壁をつけるというような格好になります。改修も大した改修では

ありませんで６００万円程度の改修で済むということでございました。改修後の Is 値

につきましては、０．７６に改善されますので、下の Is 値の表を見ていただきました

ら、０.６以上ということになりますので、震度６強以上の地震に対して、倒壊または

崩壊する危険性が低いということになってきます。続きまして、文化センターでござい

ます。診断結果は想定した数値よりもかなりいい数値、０.４３ということでございま

した。これもかなり高い強度でございましたが、先程申しましたように０.３～０.６未

満でございますので、これも耐震補強を必要とするということになっております。耐震

改修計画につきましては、審議していただきました結果、妥当であるということでござ
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いました。改修箇所につきましては、大ホールの天井裏鉄骨屋根面と廊下の補強という

ことになっております。改修後の Is 値は０.７３ということになりまして、これも問題

ない数値になるということです。３ 改修工事の予定でございますが、図書館につきま

してはあまり大規模な改修ではございませんので、約３週間程度の工期でできるという

ことでございます。これは蔵書点検期にあわせた時期で検討するということにしており

まして、平成２５年９月までにやろうということで検討しております。それから、文化

センターでございますが、こちらは約６週間かかります。廊下部分等はそんなに問題は

ないのですが、天井裏側の鉄骨を扱うところでは問題がありましてホール内で何か活動

して音が出たりとかいうこともあります。現在、２月から来年の２月の申し込みが始ま

っておりますが、申し込みを基本的にはさせないということで予約を入れないようにし

ております。来年の１月２７日から３月１２日頃まで改修をする予定となっております。

改修工事につきましては、図書館及び文化センターともに２５年度実施の予定でござい

ます。工事の時期等、ご説明をいたしましたけれども、特に図書館は他の改修も入って

くる予定がありますので検討中ということでご報告をしておきたいと思います。以上で

説明を終わります。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    何か、ご質問、ご意見等ございませんか。 

文化センターの大ホールでピアノの弾きこみをさせていただいております。音が出て

も大丈夫なものではあるのですけど、その間はどういうふうになりますか。 

〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長    工事業者等ですが、毎日音が出るというようなものでもありませんし、毎日

改修にあたるということではございませんので、日程のすり合わせをしながらやってい

ただきたいと思います。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    たぶん、事務の方から何日は弾きこみができますよという連絡が音楽協会のほ

うにくるとは思いますので、お知らせする必要もないですね。 

〇〇〇〇文化課長文化課長文化課長文化課長    指定管理者等との打合せをしないといけないのですが、全館休館にするかど

うかというのはまだ決めておりませんので、利用できる間は利用していただくという方

向で考えています。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    わかりました。何かございませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第５日程第５日程第５日程第５    諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告「「「「２月行事予定について２月行事予定について２月行事予定について２月行事予定について」」」」

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） 
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（教育研究所より資料の説明がなされた） 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 次に移ります。「「「「３月定例会の日程案について３月定例会の日程案について３月定例会の日程案について３月定例会の日程案について」」」」を議題とします。 

〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長 ３月の定例会でございますが、３月議会等もございますので３月１３日

（水）の１４時でいかがでしょうか。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    よろしいでしょうか。ご異議ないようですので、３月定例会は３月１３日（水）

の１４時からに決定いたします。 

ほかにご質問、ご意見等ございませんか。 

ないようですので、以上をもちまして、平成２５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 １６時００分） 

 

 

        委  員  長     

 

        調  製  者      


