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（開会１４時３０分） 

○教育長 ただいまより、平成３０年第３回田川市教育委員会３月定例会を開会いたし

ます。日程第１「平成３０年第２回田川市教育委員会２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、ご意見は、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３０年第２回田川市教育委

員会２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いたします。 

  次に移ります。日程第２ 議案第５号「田川市立学校管理規則の一部改正について」

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２ 議案第５号「田川市立学校管理規則の一部改正について」

提案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２

条第８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。２枚目をお願い

いたします。平成２６年１０月、道徳の教科化、検定教科書の導入、指導方法の改善、

教科の充実等について、中央教育審議会から答申が出されました。この答申を踏まえ

まして平成２７年３月、学校教育施行規則が改正され、道徳を「特別の教科である道

徳」として教科化されるとともに小学校学習指導要領、中学校学習指導要領等が一部

改訂されました。今般、小学校につきましては、平成３０年４月１日から、中学校に

つきましては、平成３１年４月１日から、これまでの道徳が、先程申し述べましたよ

うに、「特別の教科である道徳」として全面実施することになりました。これに伴い、

田川市管理運営規則の田川市立学校管理規則の一部を改正するものでございます。３

枚目の表をご覧ください。右表が改正前、左表が改正後になります。第４条の第２項

「道徳（小学校にあっては、特別の教科である道徳）」この文言を追加するものでご

ざいます。続きまして、次のページをお願いいたします。同じく第４条、第２項「道

徳（小学校にあっては、特別の教科である道徳）」を「特別の教科である道徳」に改

めるということになります。つまり３０年度は「小学校にあっては、特別な教科であ

る道徳」という文言が付け加えられ、平成３１年度からは「特別な教科である道徳」

となります。これは小学校、中学校ともに変わっていくということで、その２点を改

正点として挙げているところでございます。それが２枚目に示したものでございます。
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施行の年月日につきましては、先程、言いましたように第１条につきましては、平成

３０年４月１日から、第２条につきましては、平成３１年４月１日から施行する形に

なります。以上でございます。よろしくご審議の程、お願いいたします。 

○教育長 今、ご説明がありましたが、ご質問、ご意見等、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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

異議なしと認めます。よって日程第２ 議案５号「田川市立学校管理規則の一部改

正について」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６

号「田川市スポーツ推進審議会委員の任命について」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３ 議案第６号「田川市スポーツ推進審議会委員の任命に

ついて」でございます。本案は、各委員の任期が平成３０年３月３１日をもって満了

となるため、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ございます。１ページをお願いいたします。田川

市スポーツ推進審議会設置条例におきましては、スポーツ推進審議会委員の担任する

事務は、スポーツ基本法に基づくスポーツの推進に関するスポーツの団体の育成やス

ポーツの技術水準の向上、スポーツの推進に関する事項について、調査、審議し、若

しくは建議することとされております。こちらにありますように、組織の委員につき

ましては、５人以内で任期２年となっております。上から箕田政一郎氏、香月泰比古

氏、萬久一美氏、平畑尚史氏につきましては、今年度までの前任者で、再任を予定し

ています。それから一番下の嘉村ゆかり氏につきましては、筑豊教育事務所の社会教

育室の職員でございます。行政の関係職員に今回、新たに新任として要請しているも

のでございます。よろしくご審議いただきますよう、お願いいたします。 

○教育長 今の説明にご質問、ご意見等ありませんか。 

  ないようですので、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） 

  異議なしと認めます。よって日程第３ 議案第６号 「田川市スポーツ推進審議会

委員の任命について」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７号「田川市スポーツ推進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。 
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○文化生涯学習課長 日程第４ 議案第７号「田川市スポーツ推進委員の委嘱につい

て」でございます。本案は、各委員の任期が平成３０年３月３１日をもって満了とな

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ございます。次のページの名簿をご覧いただきたいと

思いますが、本件につきましては、田川市のスポーツ推進委員規則に基づきまして、

委嘱するものでございます。スポーツ推進委員につきましては、その職務を教育委員

会、公民館、その他の教育機関で行うスポーツやスポーツ団体が行う事業に関し、協

力すること等となっております。定数２０名、委員の任期は２年としております。こ

ちらにございますように、現在２０名の委員がおられます。この委員につきまして、

再任ということで変わりなく委任したいと考えております。ご承認いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

○教育長 今のご説明にご質問、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） 

 異議なしと認めます。よって日程第４ 議案第７号「田川市スポーツ推進委員の委 

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５ 報告第２号「平成２９年度教育費（３月補正追加）予算

要求について」を議題とします。本案は、日程第６ 報告第３号「平成３０年度教育

費（補正）予算要求について」と関連がありますので、続けて事務局に説明を求めま

す。 

○教育部長 日程第５ 報告第２号「平成２９年度教育費（３月補正追加）予算要求に

ついて」及び日程第６ 報告第３号「平成３０年度教育費（補正）予算要求について」

一括してご説明いたします。本案は、国の補正予算に伴い、小学校施設長寿命化改修

事業について、文部科学省の国庫補助事業が追加採択となったことから、所要経費に

係る予算を追加補正する必要が生じましたが、会議を招集する時間的余裕がありませ

んでした。このため、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これを報告し、その

承認を求めるものであります。次のページをお願いします。総括表でございます。 

 歳入につきましては、８千１９１万９千円の増額となり、補正後の歳入合計は、４億

４千６４２万６千円となります。歳出につきましては、３億１千３５７万円の増額と
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なり、補正後の歳出合計は、２３億１千９９０万４千円となります。この平成２９年

度３月補正追加予算計上に伴い、次の日程第６ 報告第３号において、平成３０年度

の教育費当初予算について、歳出予算のうち同額であります３億１千３５７万円を減

額補正するものでございます。なお、詳細につきましては、担当課長からご説明いた

します。 

○教育総務課長 それでは、予算の説明に入ります前にＡ４横の資料をご覧いただきた

いと思います。小学校施設長寿命化改修事業にかかる国庫補助事業採択に伴う予算措

置につきまして、その概要をご説明申し上げます。左側が平成３０年度の予算、右側

が平成２９年度の予算ということで見ていただきたいと思います。まずは、左側の上

段でございますが、平成３０年度の当初予算におきまして歳出ベースで、表の記載の

とおり、トイレ改修工事並びに校舎外壁改修工事に併せて、トイレ改修設計及び校舎

外壁改修設計という形で、予算額３億７千１９２万９千円を予算計上しておりました。

その表、下の点線囲みのところでございますが、この表のうち、網掛け部分について

国の平成２９年度補正予算に伴い平成３０年２月２０日付で補助事業採択される旨の

内定の通知がありました。従いまして、平成３０年度の予算に計上しておりましたが、

国の平成２９年度の予算に伴う補助事業採択という形になりましたので、市の方も平

成２９年度の予算に反映させる必要があるということでございますので、右側をご覧

いただきたいと思いますが、この網掛け部分の３億１千３５７万円の金額を平成２９

年度の３月補正予算に追加という形で予算計上するものであります。なお、工事その

ものは、トイレについては本年の夏休み、そして校舎外壁につきましては秋以降に実

施をしたいと考えておりますので、この３億１千３５７万円は平成３０年度に繰越を

行ったうえで、実施をしたいと考えております。このように平成３０年度の予算から

平成２９年度の予算に反映させる形を取りましたので、同額を平成３０年度から減ず

る必要がございますので、左側の中段にございますが、今回、当初予算の補正という

形で同額である３億１千３５７万円を減額するものでございます。これが歳出の概要

でございます。併せて歳入につきまして、ご説明申し上げます。当初予算につきまし

ては、この３億７千１９２万９千円に対する国庫補助がつく、つかないということが、

まだ判明しておりませんので、学校施設環境改善交付金という歳入につきましては、

計上しておりませんでしたが、今回この網掛け部分の３億１千３５７万円に対する国

の補助、学校施設環境整備交付金として８千１９１万９千円、歳入の受入れが予定さ
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れることになりましたので、こちらにつきましても平成２９年度の３月補正予算に追

加という形で予算計上するものでございます。こちらにつきましても歳出と合わせて

全額平成３０年度に繰越を行ったうえで工事を実施したいと、このように考えており

ます。それでは、この概要を念頭に置きまして、予算の説明をさせていただきたいと

思います。まず、３月補正の追加分の予算の説明をさせていただきたいと思います。

教育総務課に関わります平成２９年度３月補正追加予算につきましてご説明申し上げ

ます。本追加予算は、先程、ご説明申し上げましたとおり、国の平成２９年度補正予

算に伴う国庫補助事業として採択されることを受けての予算措置であります。１ペー

ジをご覧いただきたいと思います。平成２９年度３月補正（追加）予算総括表です。

歳入につきましては、８千１９１万９千円の増額補正を、また、歳出につきましては、

３億１千３５７万円の増額補正を、それぞれ予算計上いたしております。２ページを

お願いいたします。３月補正（追加）予算説明資料です。歳出からご説明申し上げま

す。１０款２項１目、小学校施設長寿命化改修事業費です。今回、平成２９年度の国

庫補助事業として採択を受けることとなりました大藪小学校、鎮西小学校及び伊田小

学校のトイレ改修工事、並びに大浦小学校の校舎外壁改修工事分の歳出予算、３億１

千３５７万円の増額補正を行うものであります。なお、本事業の施行につきましては、

先程、申し上げましたとおり、当該関連予算を平成３０年度に繰り越したうえで、実

施したいと考えております。それでは、３ページをお願いいたします。歳入について、

ご説明申し上げます。１３款２項６目、学校施設環境改善交付金です。先程、ご説明

申し上げました３小学校のトイレ改修工事及び大浦小学校の校舎外壁改修工事に係る

国庫補助金として、８千１９１万９千円の増額補正を行うものであります。４ページ

をお願いいたします。先程、ご説明申し上げました繰越明許費に関する資料をお付け

しております。繰越明許費の金額は３億１千３５７万円となっております。続きまし

て別綴じになっております補正予算の説明資料をご覧いただきたいと思います。教育

総務課に関わります平成３０年度補正予算につきまして、ご説明申し上げます。本補

正予算は、先程、ご説明申し上げましたとおり、国の平成２９年度補正予算に伴う国

庫補助事業として採択されることを受けての予算措置であります。１ページをご覧い

ただきたいと思います。平成３０年度補正予算総括表です。歳出につきまして、３億

１千３５７万円の減額補正を行っております。２ページをお願いいたします。補正予

算説明資料です。歳出についてご説明申し上げます。１０款２項１目、小学校施設長
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寿命化改修事業費です。今回、平成２９年度の国庫補助事業として採択を受けること

となりました３小学校のトイレ改修工事、並びに大浦小学校の校舎外壁改修工事分の

歳出予算、３億１千３５７万円の減額補正を行うものであります。以上で報告を終わ

ります。 

○教育長 説明が終わりましたが、ご質問、ご意見ございませんか。 

○毛利委員 平成３０年度の予算分が平成２９年度３月補正に変わったということは、

工事が早くできるようになったということなのですか。 

○教育総務課長 あくまでもこの工事を行うための予算措置が平成２９年度の位置付

けになったということでありまして、工事の実施時期につきましては、当初の予定ど

おりです。トイレは本年の夏休み、校舎外壁につきましては、秋以降という形で実施

したいと思っております。本件につきましては、あくまでも予算措置上の問題でござ

います。 

○毛利委員 どっちにしても夏休みしかできないですからね。 

○教育総務課長 トイレについては、そういう事になります。 

○教育長 本年度もトイレ改修は、子ども達に影響がないようにということで、夏休み

に行ったのですが、校舎外壁の工事については、授業への支障とか安全面を考えて夏

休みに行なわなくても大丈夫なのですか。 

○教育総務課長補佐 外壁工事は、どうしても窓を閉める必要があります。田川市の学

校はエアコンを設置しておりませんので、暑い時期に窓を閉めた状態で授業等を行う

のは難しいため秋以降、冬場に窓を閉めて授業を行っているときに外壁を工事すると

いう形で執り行いたいと思います。外壁ですので、生徒さん達が周りで、当然動きま

すので、カーテンとカバーのようなものをかけて、それに影響のない形を取っていき

たいと思います。 

○教育長 騒音については大丈夫ですか。 

○教育総務課長補佐 騒音については、音の出る作業はできるだけ授業に差し障りの無

い形を取っていきます。外壁を落とす時には、どうしても音が出ますので、その辺り

は工事の中で学校と調整をしながら行っていきたいと考えております。 

○教育長 くれぐれも安全面と授業等に差し障りがないようにお願いします。 

  他にありませんか。 

  ないようですので、日程第５ 報告第２号「平成２９年度教育費（３月補正追加）
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予算要求について」及び日程第６ 報告第３号「平成３０年度教育費（補正）予算要

求について」は承認することとします。次に移ります。日程第７ 事務報告「田川市

放課後児童健全育成事業実施要綱の一部改正について」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７「田川市放課後児童健全育成事業実施要綱の一部改

正について」事務報告させていただきます。２枚目をお願いいたします。初めに見直

しに至った経緯について説明いたします。そこに記載のとおり、田川市放課後児童ク

ラブは現在、小学校内の余裕教室や体育館、旧幼稚園舎等を活用し、市内９カ所に設

置し、運営しておりますが、小学校の授業終了後、適切な遊び及び生活の場を確保し、

児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を通して、その

健全な育成を支援しているところでございます。放課後児童クラブの閉所時間につき

ましては、保育所と比べると閉所時刻が早いという状況もあり、利用者アンケートで

も、保護者から利用時間の延長を求める声は出ておりました。その点について、見直

しが必要な状況となっております。また、利用料の減免につきましては、これまでも

経済的負担の軽減という観点から生活保護世帯とひとり親世帯を対象としてまいり

ましたが、ひとり親世帯であるということで、すべて経済的負担が重いとは言い難く、

一方、低収入のため市町村民税の非課税世帯であっても、ひとり親世帯でないことか

ら減免の対象にならないなど減免制度の公正が保たれなくなりつつある状況ではご

ざいました。このような状況から運用の見直しを行うものでございます。次に運用方

法の変更点についてです。まず一点目、利用時間の変更でございます。学期中も夏季、

冬季等の休業期間中も現在、「午後６時まで」としております利用時間を４月から「午

後６時３０分まで」と３０分延長することになります。これに伴う支援員の勤務体制

等につきましては、時差出勤とし、勤務時間の延長は行うことはございません。次に

変更点の二点目でございます。減免対象者の変更でございます。現在の減免対象者は

生活保護世帯の減免率「１０分の１０」、ひとり親世帯は減免率「３分の１」として

おります。４月からは、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯を対象といたします。

それぞれの減免率は「１０分の１０」と「３分の１」としています。また、減免に係

る市の単費でございますが、「２分の１」が県の補助金を活用できるようになりまし

た。そういった事が今般変更になったところでございます。最後に主な改正内容等を

載せております。記載のとおりでございますので、よろしくお願いします。３ページ
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以降は、事業の実施要綱等を資料として載せているところでございます。以上でござ

います。 

○教育長 今の事務報告に対してご質問、ご意見はありませんか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第８ 諸般の報告「田川市議会における教

育委員会に係る案件等の報告について」を議題とします。 

○教育部長 日程第８ 諸般の報告「⑴田川市議会における教育委員会に係る案件等に

ついて」ご報告いたします。「教育委員会に係る３月議会の一般質問」についてでご

ざいます。配布資料の「平成３０年（第１回）３月議会一般質問」と表題をしており

ます資料をご覧いただきたいと思います。今回、３月議会の一般質問につきましては、

３月１日と２日の２日間行われました。質問議員は、加藤議員以下、全１０名の議員

から質問があり、教育委員会に関しましては、５名の方から一般質問を受けておりま

す。教育委員会に関する質問事項には、下線を引いております。その概要についてご

説明いたします。３ページをお願いします。まず、質問順２番の陸田孝則議員からは、

「４ 教育改革について」と「５ 市政所信等について」を質問予定でございました

が、時間等の関係上、次回以降の議会で再度一般質問を行うことに変更となりました。

次に４ページをお願いします。３番目の柿田孝子議員からは、「３ バリアフリー化

について」の質問があっており、要旨は「⑵公共施設のバリアフリー化について問う。」

との内容でございました。その答弁では、「文教施設１１施設のバリアフリー化等の

施設整備状況につきましては、これまで障害者用の駐車場、スロープ設置、多目的ト

イレ及びエレベーターの設置などを行ってきております。総合体育館については、今

年度、空調設備工事及びバリアフリー化工事を実施して来ています。しかしながら、

旧式の施設につきましては、合理的配慮が十分に行き届いているとは言えない状況が

ありますので、各施設において必要な施設整備を今後、進めていきたい。」との答弁

を行っております。５ページをお願いします。次に５番目の石松和幸議員からは、「１ 

子育て支援について」の質問で、要旨は、「⑵子ども支援連携推進室の役割と課題、

職員等の体制案について問う。」との内容でございました。その答弁では、子ども支

援連携推進室の役割と課題及び職員体制（案）等について本定例教育委員会で報告し

た概要を説明いたしました。石松議員からは、特にスクールソーシャルワーカーの体

制の充実について要望があっております。また、「２ 教育行政について」の質問で

は、「⑴教職員の多忙化に係る改善状況について及び⑵小学校３・４年生の英語授業
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について問う」との内容でございました。その答弁につきましては、田川市の教職員

の実態調査についての内容報告を行った後、教職員の勤務実態の改善及び教育活動の

充実についての取組内容及び小学校における英語授業の導入による教職員の負担や

スキルアップ等についての説明を行いました。次に６番目の村上卓哉議員からは、「中

学校再編について」の質問で、要旨は「⑴再編後の廃校施設の利活用について、⑵再

編後のＰＴＡのあり方について、⑶再編後の部活動に係る外部コーチの位置づけ等に

ついて問う」との内容でありました。その答弁といたしましては、「再編により廃校

となる学校の校舎及び敷地は、新中学校の整備費用に充てるため、売却を基本に検討

しますが、地域振興や本市のまちづくりの視点から、市の重要施策の方向性に沿った

活用策を検討していきたい。」と説明しています。また、ＰＴＡのあり方については、

「各校の異なるＰＴＡの組織や活動内容の整理・検討を行い、新たなＰＴＡ規則を定

めることとし、ＰＴＡ連合会とも連携し、新中学校でのＰＴＡ活動が充実したものと

なるように支援を行っていきたい。」との答弁を行いました。そして、部活動の外部

コーチの位置付けなどについては、「再編による部活動の活性化、部活動指導員の導

入を検討して行きたい。」との見解を述べております。６ページをお願いします。次

に８番目の佐藤俊一議員からは、「中学校再編について」の質問があり、要旨としま

しては、「⑴教育委員会が「審議会」案と異なる学校設置の計画案を提示したことに

ついて、その内容や今後の進め方について問う。」ということで、主に当初予算計上

内容、校区編成及び猪位金学園についての内容でございました。その答弁の中では、

「予算計上は主に説明会などの資料作成支援業務委託料を予算計上しており、また、

校区編成については、再編を契機に小学校区の線引きの変更も選択肢として検討して

いきたい。」という説明を行っております。また、猪位金学園につきましては、「設置

目的である小中一貫教育の研究という目的を果たす必要がありますが、小規模校の課

題は解消しなければならない問題と考えており、将来の再編について検討して行きた

い。」という答弁を行っております。佐藤議員からは、「様々な課題を整理した上で新

中学校再編に関する予算議案等を提示してほしい。」という要望があったところでご

ざいます。以上で、３月議会での一般質問について概要報告を終わらせていただきま

す。 

○教育長 今の説明に何かご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので次に移ります。「３月行事予定について」を議題とします。 
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（各課長が教育長及び各課の行事予定を説明） 

○教育長 ご質問、ご意見等ございませんか。 

  では、次に移ります。「３月臨時会及び４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、３月臨時会につきましては、３月２８日、水曜日、４月定

例会につきましては、４月１１日、水曜日ということでいかがでしょうか。 

○教育長 よろしいでしょうか。それでは、ご異議ないようですので、３月臨時会は、

３月２８日、水曜日、１４時３０分から、４月定例会は、４月１１日、水曜日、１４

時３０分に決定いたします。 

では、他に全体をとおして何かご質問、ご意見等ありませんか。 

 他にないようですので、以上を持ちまして、平成３０年第３回田川市教育委員会３

月定例会を閉会いたします｡ 

  

                           （閉会１５時１０分） 

 

                  教育長 

         調製者 


