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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５回田川市教育委員会４月定例会を開会いたしま

す。日程第１「平成２５年第４回田川市教育委員会３月定例会会議録等の承認について」日程第１「平成２５年第４回田川市教育委員会３月定例会会議録等の承認について」日程第１「平成２５年第４回田川市教育委員会３月定例会会議録等の承認について」日程第１「平成２５年第４回田川市教育委員会３月定例会会議録等の承認について」

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。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    ２月２０日に行われました２月臨時会の会議録ですが、１３ページの私の最

初の発言の３行目です。「田川市の構成人員を要請する」というところの要請という漢

字が間違っていますので、育てるほうの養成に訂正していただきたいと思います。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長    漢字が誤っております。訂正させていただきます。 

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。 

ご質疑がないようですので、日程第１「平成２５年第４回田川市教育委員会３月定例

会会議録等の承認について」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    報告第１号報告第１号報告第１号報告第１号「「「「平成２５年度教育委員会職員の任免異動につ平成２５年度教育委員会職員の任免異動につ平成２５年度教育委員会職員の任免異動につ平成２５年度教育委員会職員の任免異動につ

いていていていて」」」」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

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    「平成２５年度教育委員会職員の任免異動について」説明させていただ

きます。本案は田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第３条の規定に基づき、教

育委員会職員の任免異動について臨時に代理したため、同条ただし書の規定により教育

委員会に報告するものでございます。次のページをお願いします。平成２５年度教育委

員会職員任免異動の総括表でございます。まず、平成２５年３月３１日発令の退職は４

名でございます。次に、平成２５年４月１日発令の異動につきましては、市長部局へ出

向したものが６名、病院局へ出向したものが２名、教育委員会へ出向で入ってきたもの

が１３名、教育委員会内部異動が４名、割愛採用者１名、新規採用者２名、再任用の新

規が２名、再任用の継続が６名の合計３６名でございます。なお、異動の詳細につきま

しては次のページに記載しておりますので省略させていただきます。次に、平成２５年

４月１日発令の任用につきましては、新規任用の臨時職員が６名、嘱託職員が１２名、

学校事務補助員が４名であります。また、継続任用の臨時職員が２名、嘱託職員が５６

名、学校事務補助員が１３名、学校司書員が１７名、合計１１０名の任用となっており

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    ご質問、ご意見等ございませんか。 

ないようですので、日程第２ 報告第１号「平成２５年度教育委員会職員の任免異動

について」は承認することとします。 
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次に移ります。日程第３日程第３日程第３日程第３    報告第２号「平成２５年度田川市立小・中学校、校長・教報告第２号「平成２５年度田川市立小・中学校、校長・教報告第２号「平成２５年度田川市立小・中学校、校長・教報告第２号「平成２５年度田川市立小・中学校、校長・教

頭の任免異動について頭の任免異動について頭の任免異動について頭の任免異動について」」」」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

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    報告第２号「平成２５年度田川市立小・中学校、校長・教頭の任免異動

について」報告させていただきます。本報告は、田川市教育委員会事務委任及び臨時代

理規則第３条の規定に基づき、教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その

他の人事に関して臨時に代理したため、教育委員会に報告するものであります。それで

は報告させていただきます。次のページをお開きください。１、校長の昇任につきまし

ては２名でございます。内１名は割愛退職でございます。２、教頭の承認につきまして

は３名でございます。内１名は割愛退職でございます。中学校の校長・教頭の昇任はご

ざいません。３、市外への交流人事異動につきましては、転出２名、転入２名、いずれ

も校長でございます。次のページをお開きください。校長の異動につきましては、小学

校では６件、中学校ではございませんでした。教頭の異動につきましては、小学校では

２件、中学校では２件でございました。次のページをお開きください。一覧表にまとめ

ておりますのでご参照ください。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    ご質問、ご意見等ございませんか。 

中学校の校長先生の異動がないというのは何か理由はありますか。 

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    中学校の校長先生の経年といいますか、当該校の経年がそこまでなかっ

たということが一番の理由だと思います。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    特に移さなかったということですね。先生方の小中交流とかはありますか。 

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    中学校から小学校へ１件ございました。 

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、日程第３ 報告第２号「平成２５年度田川市立小・中学校、校長・

教頭の任免異動について」は承認することとします。 

次に移ります。日程第４日程第４日程第４日程第４    事務報告「幼稚園改築事業及び猪位金校区小中一貫校整備事務報告「幼稚園改築事業及び猪位金校区小中一貫校整備事務報告「幼稚園改築事業及び猪位金校区小中一貫校整備事務報告「幼稚園改築事業及び猪位金校区小中一貫校整備

事業の進捗状況について」事業の進捗状況について」事業の進捗状況について」事業の進捗状況について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

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    「幼稚園改築事業及び猪位金校区小中一貫校整備事業の進捗状況につい

て」ご説明させていただきます。施工業者及び契約金額についてでございます。まず、

幼稚園改築事業では、建築工事の請負者は㈱成定建設、契約金額３億５７４８万３千円、

工期といたしましては、平成２５年３月２２日から平成２５年１２月２７日までであり

ます。次に、電気設備工事につきましては、リクデン・田川電設特定建設工事共同企業
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体が請負業者でございます。契約金額は５７０１万５千円、工期は２５年４月１日から

２５年１２月２７日までであります。機械設備工事につきましては、請負者 石見・豊

福特定建設工事共同企業体、契約金額は６３６３万円、工期は２５年４月１日から平成

２５年１２月２７日まででございます。次に、猪位金校区小中一貫校整備事業でござい

ます。建築工事、請負者㈱菅野建設、契約金額３億１５９４万５千円、工期は平成２５

年３月２２日から平成２６年２月２８日でございます。電気設備工事は吉野・松家特定

建設工事共同企業体、契約金額４９３５万円、工期は平成２５年４月１日から平成２６

年２月２８日でございます。機械設備工事、呉・水交舎特定建設工事共同企業体、契約

金額５６６５万８千円、工期は平成２５年４月１日から平成２６年２月２８日でござい

ます。次に、今後の予定といたしましては、幼稚園改築事業では平成２５年４月に幼稚

園の周辺家屋等事前調査を行い、７月から後藤寺幼稚園園舎解体工事を予定いたしてお

ります。また、猪位金校区小中一貫校整備事業では平成２５年４月に同じく周辺家屋の

事前調査を行い、７月に中学校の仮校舎への移動を予定いたしております。以上で報告

を終わります。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    ご質問、ご意見等ございませんか。成定建設というのは田川にある業者ですか。 

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    田川市の市内の業者でございます。他の電気設備工事、機械設備工事に

つきましても、すべて田川市内の業者でございます。 

〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員    猪位金校区小中一貫校整備事業の今後の予定ですが、中学校の仮設校舎への

移動というのは、仮設を小学校に建てるのですか。 

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    小学校のほうに今から建設してまいります。そして、７月にそちらのほ

うに移動するということでございます。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    中学生は体育館はどこを使うのですか。 

〇教育部長〇教育部長〇教育部長〇教育部長    体育館は小学校の体育館を使います。中学校の３年生だけが仮校舎に入って、

１・２年生は小学校の空き教室を利用するということです。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    仮校舎は暑いのではないだろうかと思ったのですが、いかがですか。 

〇教育部長〇教育部長〇教育部長〇教育部長    冷暖房完備です。クーラーが入っています。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    さすが今どきの仮設ですね。安心いたしました。ほかにございませんか。 

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    事務報告「平成２５年度田川市立小・事務報告「平成２５年度田川市立小・事務報告「平成２５年度田川市立小・事務報告「平成２５年度田川市立小・

中学校教職員人事異動中学校教職員人事異動中学校教職員人事異動中学校教職員人事異動の総括について」の総括について」の総括について」の総括について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

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    日程第５「平成２５年度田川市立小・中学校教職員人事異動の総括につ
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いて」ご報告いたします。平成２５年度田川市立小・中学校人事異動方針に基づき、以

下①～⑤までの具体的配慮事項を留意しながら異動を進めてまいりました。２、異動の

概要をご覧ください。⑴児童生徒数と学級数でございますが、４月１日現在、小学校児

童数は２５６４名、学級数は１０５学級でございます。中学校生徒数は１２５５名、学

級数は５３学級でございます。２４年度５月１日統計時と比較いたしますと、小学校児

童数は４５名減で学級数は２減、中学校生徒数は３名増で学級数３学級増でございます。

特別支援学級の配置につきましては、小学校で９校１７学級に配置され、前年度に比し

て１学級の減です。中学校では７校１２学級に配置され、前年度に比して２学級増でご

ざいます。⑵退職者でございますが、定年退職は４名でございます。次のページをお願

いします。勧奨退職につきましては３名、割愛退職は２名でございます。⑶同一・他ブ

ロック及び管外の異動者につきましては、表のとおりでございます。なお、氏名はその

下に載せていますので、ご参照ください。転出者は校長２、教諭３、養護教諭１でござ

います。転入者は校長２、主幹教諭２、教諭１、栄養教諭１でございます。次のページ

をお願いします。⑷昇任等の状況でございますが、校長・教頭につきましては、日程第

３で説明させていただいたところですので、３番目の主幹教諭をご覧ください。主幹教

諭の昇任は８名でございました。⑸採用でございますが、管理職１名、教諭９名でござ

います。なお、下から２番目の教諭につきましては初任者研修対象外でございます。次

のページをお願いします。事務職員の新規採用者は２名でございます。⑹その他といた

しまして、基準外定数です。指導方法工夫改善教員は昨年度と比して変化がございませ

んで、小学校９校、中学校８校、全校で計２４名の配置です。以下変動のあったものの

みご報告いたします。充て指導主事につきましては小学校２校で計３名、１名の減でご

ざいます。長期派遣研修につきましては小学校で１名、１名の減でございます。いじめ

不登校につきましては小学校で１校、中学校で２校の計３名の配置、プラス１名でござ

います。あわせて基準外定数は小学校９校、中学校８校で１７校計６１名でございます。

続きまして、学校外勤務者でございますが、日本人学校へ２名、充て指導主事として３

名、長期研修員として１名が勤務しております。次のページをお願いします。定数欠の

解消に努めてまいりましたが、小学校の定数欠が７名、中学校の定数欠が２８名でござ

います。今年度の異動件数は、小学校が４９名（管理職７、一般教職員４２）、中学校

２２名（管理職２、一般教職員２０）の合計７１件でございました。昨年度と比べて５

名の異動件数の減でございます。田川市教職員の概要でございますが、小学校で１８２
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名、中学校１４９名の計３３１名でございます。３、少人数学級、少人数指導教員につ

きましては、県費で小学校１年生について法制化されております。後藤寺小学校１年生

に１配置されております。学力向上のために小学校２年から６年まで市費で、また、中

学校１年から３年まで同じく市費で、３６人以上の学級がある学年に対して教員を１名

配置をしておりますが、その配置につきましては表のとおりでございます。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。 

市費配置の中央中の音楽の先生は家庭科も教えることになっているのでしょうか。 

〇〇〇〇適正規模推進室長適正規模推進室長適正規模推進室長適正規模推進室長    この先生には音楽のみ教えていただきます。今、手配しております

けれども、校内で非常勤の先生に家庭科の臨時免許を取っていただいて対応いたします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    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    授業がそろそろ始まると思うのですが、先生の数はきちんと足りている状態

でしょうか。 

〇〇〇〇適正規模推進室適正規模推進室適正規模推進室適正規模推進室長長長長    詳細な資料を手元に持ってきておりませんけれども、小学校は定数

欠はございません。中学校では現在、後藤寺中学校の理科の定数欠が１、それから他校

で１名、定数欠が埋まっていないところがあります。教科は英語だったと記憶しており

ます。詳細の資料がございませんが、２名の常勤の講師が不足しております。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    以前、国語、数学、社会等の先生方を見つけるのに大変な苦労したことと思う

のですが、今年はいかがな状況ですか。 

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    本年度も昨年度までと同様に苦戦を強いられている状況です。常勤

をお引き受けいただける講師の新規登録はおよそ１０名おりますけれども、小学校につ

いては問題がございませんが、中学校は教科のマッチングがございますので登録されて

いる方をすぐ配置できないような状況で、学校にはご心配をおかけしているところです。

ただ、引き続いて、私共も他市の教育委員会ですとか、各教育事務所に協力をお願いし

ております。また、学校現場でもぜひ探してくださいということで各校長先生を通じて

お願いをしておりますので、先程もお話をした中央中学校の家庭科の臨時免許でと言っ

ていただけるような先生を本日もご紹介いただいておりますので、昨年に比べればスタ

ート地点としてはまずまずの出来だろうと思っております。ただ、依然としてスタート

地点で定数欠全部を埋めきれていないのが現状です。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    子どもの学力向上という前にまず先生ありきで、先生の確保というのは田川市
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のみならず、いろいろな地域で非常に苦戦をしているというお話を聞きますので、先生

を早く確保していただいて、子ども達が安心して授業に臨めるような形をとっていただ

ければと思います。よろしくお願いします。 

〇〇〇〇毛利毛利毛利毛利委員委員委員委員    これは要望になりますが、課長は田川市で採用になって行政には行かれまし

たが、田川市全体をご存じだと思いますから今後、期待をしているのですが、今年の総

括の中にいろいろと適正化を図ったというようなことが書いてあります。例えば、Ａ学

校に１０年間いて、Ｂ学校に異動して４年間いて、またＡ学校に異動したんですね。本

人が希望したのか、校長なり学校が要望したのか、そこは本人に聞いた訳ではありませ

んが、私はいろいろな学校を経験したほうがいいと思うんです。Ｂ学校では担任をして

いたようですが、Ａ学校では担当があり学級経営や教科指導をあまりしていないと思い

ます。そういうことから考えたら、やはり以前どこにいたのかとか、どのくらいいたの

かとか、そういうことを知らなくては人事というのは本人にとってかわいそうだなと私

は思います。その他にも、ある学校で精神的にまいって異動したのですが、２年ぐらい

でその学校に戻ったんですよね。病気をしたところにまたやられたと私は思いました。

知っていたらこういう異動はしていないだろうと思うんです。だから、課長なり、指導

主事なりがきちんと以前の実態を知っていれば、こういう人事にはならないだろうと私

は思います。今後は、特に担任の力をつけなくてはなりませんし、教科の指導力もつけ

なくてはならない先生達ばかりですから、この先生をこうしようとか、そういうことも

考慮しながら、全体的に方向性を持って人事異動をしていただきたいなと思っておりま

す。それから、もう１点、この数年間あまり教科等の長期研修が行われていません。私

はいろいろなところで経験をさせて、田川市に戻ってきてもらって、田川市の力になっ

てもらいたいという思いがあります。今年は１人出ていますけれども、ここも積極的に

出して、そして、力をつけさせてあげていただきたいなと思っております。よろしくお

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。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    今の毛利委員さんのお話のとおりなんですけれども、ここ７、８年教育委員

会スタッフの入れ替わりが非常に激しく教育長以下、学校教育課長も、その他のスタッ

フも何回か入れ替わられているので、過去のそれぞれの先生方の在りようというのが、

なかなか把握されていないというのは先生方のお声として聞こえておりました。課長は

田川のことを詳しくご存じですので、今年からその辺のところも鑑みて、また、委員の
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中にも毛利委員のように昔からのことをご存じの方もいらっしゃいますので、迷ったと

きはご意見を伺いになったらいかがかと思います。私達は守秘義務は守りますし、そう

いう細かいところは直接、ご本人にお伺いしなくても周りの方からいろいろなことを感

じることができると思いますので、総合的に先生達が快く前向きに働けるような環境づ

くりを今後とも人事の面で考え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    ほかにご質問、ご意見等ございませんか。 

先生方の配置については、これからもいろいろな問題がおきたりとか、対処しなけれ

ばならないことがおきると思います。中学校に関しては大変なことがあると思いますけ

れども、できるだけ学力を保障できるような形、先生がご病気になられたりとかで途中

で休職をされるというような場合には、すぐ代わりの先生が充てられる状況を作ってい

っていただきたいと思います。 

次に移ります。日程第６日程第６日程第６日程第６    事務報告「平成２５年度教育委員学校訪問の事務報告「平成２５年度教育委員学校訪問の事務報告「平成２５年度教育委員学校訪問の事務報告「平成２５年度教育委員学校訪問の実施について」実施について」実施について」実施について」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

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 それでは、「平成２５年度教育委員学校訪問の実施について」報告をい

たします。学校訪問は学校経営の諸課題を的確に把握するとともに、改善に向けた方向

性等について協議及び所要の指導・助言を行い、当該校の教育活動の充実・発展を図る

ために行うものでございます。本年度につきましては、３ 訪問対象校をご覧ください。

後藤寺幼稚園、伊田幼稚園、金川小学校、大浦小学校、金川中学校、後藤寺中学校、弓

削田中学校、計２園、５校の訪問予定でございます。なお、後藤寺幼稚園につきまして

は新任園長、金川小学校については新任校長の配置校でございます。それでは、⑵内容

につきましては、次のページの実施日及び日程と併せて説明をいたします。はじめに集

合時間でございますが、３日とも９時２０分でございます。では、第１日目、５月１４

日（火）午前中、後藤寺幼稚園と伊田幼稚園を訪問いたします。なお、この日のみ移動

時間に昼食をお取りいただく形となります。午後から大浦小学校を訪問いたします。２

日目、５月１６日（木）でございます。午前中、金川小学校を訪問いたします。給食試

食と参観も金川小学校で行います。移動の後、午後、弓削田中学校を訪問いたします。

３日目、５月１７日（金）でございます。午前中、後藤寺小学校を訪問し、給食試食と

参観も後藤寺小学校で行います。移動後、午後、金川中学校を訪問いたします。授業観

察は１時間、そして、９０分程度の懇談・指導助言をいたしたいと考えております。次

のページをお願いします。各学校には以下の資料を提出いただきます。なお、幼稚園に
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つきましては年間計画、当日の活動、職員の業務分担等、別途確認をさせていただきた

いと考えております。以上で報告を終わります。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 日程等、新しい資料で確認をお願いします。ご質問、ご意見等ございませんか。

幼稚園というのは初めてなのですが、これは２班に分かれて訪問ということはどちら

か１つを訪問するということでしょうか。 

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    そこにつきましては、また後日、詳細はお知らせしたいと思っておりま

す。 

〇〇〇〇公門公門公門公門委員委員委員委員    ５月１８日、１９日が伊田の神幸祭ですので、１７日は準備等があります。

それで、１７日は欠席してもよろしいでしょうか。 

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    できればおいでいただきたいのですが、そういう事情がございましたら、

こちらで調整させていただきたいと思います。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員 ありがとうございます。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 ほかにご意見、ご質問等ございませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第７日程第７日程第７日程第７    諸般の報告「４月行事予定について」諸般の報告「４月行事予定について」諸般の報告「４月行事予定について」諸般の報告「４月行事予定について」

を議題とします。 

（各課長が教育長および各課の行事予定を説明） 

（教育研究所より資料の説明がなされた） 

○委員長○委員長○委員長○委員長 市内統一土曜授業というのは今回は何を予定しているのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    今回は学習参観が一番多かったようでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 次に移ります。「５月定例会の日程案について」「５月定例会の日程案について」「５月定例会の日程案について」「５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○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 ５月定例会でございますが、５月９日（木）の１４時でいかがでしょう

か。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    よろしいでしょうか。ご異議はないようですので、５月定例会は５月９日（木）

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５回田川市教育委員会４月定例会

を閉会いたします。 

 

（閉会 １４時５５分） 

 


