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○○○○委員長委員長委員長委員長    ただいまから、平成２６年第３回田川市教育委員会２月定例会を開会いた

します。日程第日程第日程第日程第 1111「平成２「平成２「平成２「平成２６６６６年第年第年第年第１１１１回田川市教育委員会回田川市教育委員会回田川市教育委員会回田川市教育委員会１１１１月定例会会議録の承認に月定例会会議録の承認に月定例会会議録の承認に月定例会会議録の承認に

ついて」ついて」ついて」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２６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    議案第議案第議案第議案第６６６６号号号号「「「「平成２平成２平成２平成２５５５５年度年度年度年度教育費教育費教育費教育費（３月補正）予算要（３月補正）予算要（３月補正）予算要（３月補正）予算要

求について求について求について求について」」」」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○○○○教育総務課長教育総務課長教育総務課長教育総務課長    それでは、教育総務課に係ります平成２５年度３月補正予算額の概

要について説明をいたします。資料の１１ページをお願いします。まず、歳出でご

ざいますが、上段の旧教育庁舎管理経費でございます。これは、旧教育庁舎の維持

管理のための各種経費であり、補正の主なものといたしましては、教育庁舎が平成

２４年５月に市民会館に移転したことに伴い、予定しておりました電気料の基本料

金の単価が安くなったことから５６万７千円の減額補正をいたしております。次に、

下段の事務局管理経費でございます。これは、教育委員会事務局の各種経費であり、

補正の主なものといたしましては、臨時職員等の賃金で臨時職員の減に伴うもので

４１万９千円の減額補正をいたしております。続きまして、１２ページをお願いし

ます。上段の学校技術員センター管理費につきましては、学校技術員の被服費等の

執行残による減額補正をいたしております。次に、下段の小学校給食設備整備事業

費でございます。これは、平成２５年度の経済対策元気交付金を活用いたしまして

各小学校の給食室で経年劣化いたしました回転釜、炊飯器、温水ボイラーの買い替

えを行った際の入札に伴うもので２５７万７千円の減額補正をいたしております。

１３ページをお願いします。中学校施設維持管理経費でございます。これは、電気

料等の執行残及び清掃委託料の入札残による減額補正をいたしております。次に、

歳入でございます。２ページをお願いします。歳入の主なものといたしましては、

雑入の市有物件災害共済金３８３万９千円の増額補正でございます。これは、昨年

８月の落雷により田川中学校及び鎮西中学校の消防施設や放送設備に被害が発生し

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。以上が教育総務

課に係る平成２５年度３月補正予算要求額の概要でございます。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    学校教育課でございます。初めに１ページの総括表をお願いします。
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まず、歳入でございますが、補正額５４８万円の減額で１億６２３万３千円となり

ます。主なものといたしましては、幼稚園就園奨励費補助金で２０６万４千円の減

額、放課後児童健全育成事業費補助金で２２６万２千円の減額でございます。次に、

歳出でございますが、補正額１２２０万４千円の減額で４億４６６２万２千円とな

ります。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１９６万円の減

額、若年者専修学校等技能習得資金事業費で２０８万８千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。１４ページをお願いします。上段、

放課後児童健全育成事業費で１９６万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、年休消化分の賃金の減額等が主な理由でございます。

続いて、１６ページをお願いします。下段、若年者専修学校等技能習得資金事業費

で２０８万８千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、消耗品費の減額等が主な理由でございます。続いて、２０ページをお願いしま

す。下段、小学校就学援助事業費で１２３万６千円の減額についてです。要保護、

準要保護対象人数が７１４人の見込みから７１０人となりましたことによる減額で

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

て説明いたします。４ページをお願いします。下段、放課後児童健全育成事業費補

助金で２２６万２千円の減額です。これは、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いるものです。続いて、５ページをお願い

します。中段、育英事業基金繰入金で１６４万５千円の減額です。これは、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す。下段、育英資

金貸付元金収入で１５２万円の増額です。これは、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。以上で学校教育課の説明を終わります。 

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 それでは、生涯学習課の平成２５年度３月補正予算要求額について

説明いたします。１ページの総括、生涯学習課の欄をご覧ください。歳入は既決額

１５７８万３千円に対し、今回の補正額マイナス１８５万７千円で差引１３９２万

６千円となります。歳出は既決額１億５４４５万７千円に対し、今回の補正額マイ

ナス１１９３万４千円で差引１億４２５２万３千円となります。今回の３月補正予

算は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

で主なもののみを説明させていただきます。まず、歳出でございますが、２８ペー

ジから３５ページに記載しております１６事業でございます。その主なものとして、
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まず、３２ページの上段、市民会館維持管理費でございます。今年度、空調機器等

の入れ替えをしたことで省エネ化が図られ、燃料費及び電気料１４５万４千円を減

額しております。次に、下段、市民会館改修事業費では、エレベータ改修工事の執

行残として、建設工事費６８２万５千円を減額しております。次に、３３ページの

下段、市民会館省エネルギー化事業費でございます。空調、電気改修工事の入札執

行残として、建設工事費１１２万５千円を減額しております。次に、３５ページの

下段、地域スポーツ活動推進事業費では、当初の計画通り実施できなかったことに

よる謝金等の執行残として、１３５万８千円を減額しております。最後に、歳入で

ございます。８ページをご覧ください。上段、市民会館の使用料でございます。昨

年に比べ、特に暑かった夏場の一般の方の使用件数の減等があり、５０万円を減額

することとしております。次に、下段、地域スポーツとトップスポーツの好循環推

進プロジェクト委託金でございます。これは、歳出のところで説明をいたしました

が、当初の計画通り執行できなかった事業費１３５万８千円を減額することに伴う

もので委託金１３５万８千円を減額することとしております。以上で生涯学習課の

説明を終わります。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 それでは、文化課に係ります３月補正予算についてご説明いたします。

１ページの総括表をお願いします。文化課は総額で歳入４４９万２千円、歳出１５

８１万８千円の減額補正でございます。主な減額補正の理由は、歳入では石炭・歴

史博物館入館料の減と文化振興基金繰入金の減でございます。歳出では世界記憶遺

産保存事業費で６２７万３千円、美術館収蔵庫改築事業費で２１９万２千円の減で

ございます。主なものについてご説明いたします。文化課に関する歳出は３６ペー

ジから４３ページとなります。まず、３６ページをお願いします。下段の図書館費、

図書館運営事業費につきましては、寄付金が５万円ありましたので、これと同額を

１８節の図書購入費にあてるものです。それ以外は係数整理でございます。係数の

整理については説明を省略させていただきます。３７ページをお願いします。下段

の博物館費、世界記憶遺産保存事業費ですが、１８節の器具費５８６万５千円のう

ち５１万円を除く部分を減額補正しております。これは、当初、収蔵庫内に専用棚

を設置する予定でございましたが、収蔵庫自体の改修計画が平成２６年度になった

ことに伴い、執行をとりやめたものでございます。３９ページをお願いします。上

段の文化会館費、文化会館維持管理費ですが、指定管理委託料１０５万円の減でご
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ざいます。これは、委託料の中の修繕料を田川市が別に支払いをしていた修繕分と

重複していたため減額したものでございます。４３ページをお願いします。繰越明

許費でございます。図書館改修事業として１５５５万円です。これはエレベータの

工事が終わっておりませんので、その経費を繰越するものでございます。また、石

炭・歴史博物館の改修に関する設計委託料についても年度内に完了が見込めないた

め繰越をするものでございます。次に、歳入でございます。資料は９ページと１０

ページになります。９ページをお願いします。一番上の社会教育費使用料ですが、

石炭・歴史博物館の入館者の減による減額補正でございます。三段目の教育費寄附

金ですが、図書館に寄附があったもので、全額図書購入費として歳出をする予定で

す。以上で文化課の説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 何か、ご質問、ご意見はございませんか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 学校教育課に質問です。１８ページの下段に教職員健診受診者の減（２

１５人→７３人）と書いていますが、なぜ、こんなに減ったのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 教職員健康診断につきましては、当初、見込んでいたのが最大でこ

れくらいと見込んでいたのですが、例えば、人間ドックの受診や各種の健康診断な

ど既に受診したものにつきましては、それを持って代えることができるということ

ですので、実数がこれくらいになったということです。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 どこかで受けた分が人数の差になっているのですね。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 補助が出て受けたのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 人間ドックにつきましては県からの補助がございます。受けた結果

については報告をしていただくこととしています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 生涯学習課の説明で地域スポーツ活動推進事業費が全部使われなかったと

いうことでしたが、何か理由があったのでしょうか。 

○生涯学習課○生涯学習課○生涯学習課○生涯学習課 １つは健康教室等の実施時期等がずれこんだということです。当初、

かなり早い段階から実施するように計画を立てていたので、それとの差が生じたと

いうことと、消耗品等一部委託金で認められなかったものを執行しなかったという

ことです。また、学校も体育の授業が入っていっていますので、そういうところで

減が生じたということでございます。 

○委員長○委員長○委員長○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。 
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（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６号「平成２５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７号「田川市立幼稚園設置条例「田川市立幼稚園設置条例「田川市立幼稚園設置条例「田川市立幼稚園設置条例の一部改正につの一部改正につの一部改正につの一部改正につ

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。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 日程第３ 議案第７号「田川市立幼稚園設置条例の一部改正につい

て」ご説明いたします。本案は、平成２６年４月１日付けで田川市立後藤寺幼稚園

の位置を変更し、田川市立船尾幼稚園ほか４園を廃止するため、所要の改正をしよ

うとするもので、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第２号の規定

に基づき教育委員会の議決を求めるものでございます。それでは、１ページをお願

いします。田川市立幼稚園設置条例の一部を次のように改正いたします。名称につ

きましては田川市立後藤寺幼稚園、位置につきましては田川市大字伊田２７４４番

地２です。附則といたしまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行するこ

とにいたします。以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 何か、ご質問、ご意見等ございませんか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 全く関係ないことですが、現在、新園は保育園と幼稚園が一緒のところ

にできていっています。職員室も共有ですね。そこで人間関係のいざこざは起きな

いかと心配しています。保育園は一年中ずっと保育をしなければいけないし、幼稚

園は夏休みあり、冬休みありで、そういうことを考えると私は心配をしてしまうの

ですが、そこのところは大丈夫でしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 職員集団の係わりについては、いろいろあるかもしれませんが、幼

稚園には幼稚園の役割がありますので、そこはご理解をいただけるのではないかと

思います。委員さんが心配されるように、深いところでどうなるかというのは、な

かなか難しいとは思いますが、お互いのやっていることを相互理解して進めるとい

うことが大切なところではないかと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 そこは、充分見守ってあげていただきたいと思います。幼稚園は帰るの

も早いし、保育園は５時、６時になるお子さんもいます。保育園の方が時間的に重

労働ではないかという気がしますから、よろしくお願いします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 後藤寺幼稚園の住所がこう変わりますということですが、伊田幼稚園等は

どう処理されるのですか。 
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○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 船尾幼稚園、大浦幼稚園、大藪幼稚園、それから、伊田幼稚園につ

きましては廃園になります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今まで大浦幼稚園等もあったのですよね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 休園中でございました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今後、廃園になった建物の管理等はどこがするのですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 全部で５園ございます。まず、船尾幼稚園につきましては、幼稚園

の敷地は麻生産業の土地です。当時、古い建物ですが、麻生から寄附していただき、

土地については幼稚園がある限り無償で貸与するという契約がされておりました。

今回、廃園となった場合、土地につきましては、更地にして麻生にお返しするとい

う形になります。幼稚園の解体費を来年度予算で要求しておりますので、解体して、

更地にして、麻生にお返しするという形になります。それから、猪位金幼稚園につ

きましては、小学校が小中一貫校として中学校の方に行きますので、小学校の敷地

と完全に一体化しておりますので、統合委員会の方で小学校の活用と合わせて、ど

ういうふうにするのかを検討をするようになっております。伊田幼稚園につきまし

ては、どういう方向で施設を活用するのかというのは今、検討中でございます。大

浦幼稚園と大藪幼稚園につきましては、現在、放課後児童クラブとして使っていま

すので、引き続き、放課後児童クラブとして活用したいというふうに考えておりま

す。なお、手続き上のことなどにつきましては、今、検討しているところでござい

ます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ほかにご質問等ございませんか。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 先日、新園を見せていただきましたが、防犯はどんなふうになっている

のですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 小中学校と同じで、警備の委託をしております。機械警備でござい

ます。あとはガードマンが不定期に巡回をするという形をとっています。また、出

入り口の所に３か所ですが、防犯カメラを設置することにしております。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 わかりました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ほかにご質問等ございませんか。 

  ないようですので、原案のとおり可決することにご異議はございませんか。 

（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７号「田川市立幼稚園設置条
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例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４日程第４日程第４日程第４    議案第３号「議案第３号「議案第３号「議案第３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。

事務局に説明を求めます。 

○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 日程第４ 議案第３号「学校適正規模について」でございます

が、本日は申し訳ございませんが、全市的な学校適正規模の議案をお出しするにい

たりませんでしたので、本日はお手元に差し上げております小中一貫校猪位金学園

に係る決定事項についてご説明させていただきます。本件につきましては、２月８

日（土）に猪位金小学校で「小中一貫校 猪位金学園 最終報告会」、ＰＴＡ向けの

説明会が行なわれました。小中一貫校猪位金学園のことに関しましては、校区住民

の代表の方、ＰＴＡ代表の方、学校教職員、学識経験者及び行政職員からなる猪位

金校区学校統合委員会において、所管事項ごとの専門部会（総務部会、教育部会、

施設部会、ＰＴＡ部会、交通安全部会の５部会）がございますけれども、この部会

において関係事項の審議決定を行なっているところです。この猪位金校区学校統合

委員会が２月６日に開催されました。第１３回会議でございましたが、これまでに

結論が出た事項に基づいて、２月８日に猪位金小学校で報告会がなされたものです。

主な内容といたしましては、⑴に書かれております学園の教育内容についてです。

教育目標「ふるさとを愛し、自ら学び、表現し、行動するたくましい児童生徒の育

成」をはじめ、４つの結ぶプロジェクト、各種のきまりなど教育内容の概要につい

て説明がなされています。これにつきましては、教育部会で２０回の会議を経て、

決定した内容について説明がなされております。⑵学園歌についてです。猪位金小

学校、中学校卒業生で現在、ＴＶＣＭでの楽曲作成や芸能人への楽曲提供などで活

躍されている樋口太陽氏に制作依頼している学園歌について、説明がなされていま

す。これにつきましては、総務部会を経て、１月２７日の第１３回統合委員会で決

定を得たものです。続きまして、⑶通学に関することについてです。こちらについ

ては、通学路の説明、猪位金１区在住の児童のコミュニティバスによる通学を認め、

通学費の補助を行いたいと考えていることを説明しております。これにつきまして

は、１月２３日の交通安全部会を経て、１月２８日に猪位金１区の保護者の方を対

象とした説明会を開催、そこで検討した事項について、２月６日の統合委員会で決

定を得たものです。⑷学校施設についてです。こちらについては、教室の配置や工

事の状況について、パワーポイントを交えて説明がなされております。資料の２枚
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目ですが、こちらは猪位金学園の校章、いわゆる学園章になります。イメージでエ

ンジ色がついていますが、これは校旗にした場合を想定して仮定したものでござい

ますので、あくまでも参考色です。上段は校旗に金糸で刺繍をした際にイメージさ

れるものを示しております。下段は染めにしたときのものを参考までにつけている

ものです。色はあくまでも参考色で、実際には青い色になると思われます。それに

つきましては現在、学校の方で検討中でございます。続きまして、３枚目ですが、

こちらが樋口太陽氏による作詞・作曲の猪位金学園 学園歌となります。こちらに

つきましては、本日ＣＤを用意しておりますので、もし、よろしければ、今からお

聞きいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    お願いします。 

（学園歌試聴） 

○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    今、お聞きいただきましたのが学園歌として、今後、新たに追

加される歌となります。なお、現在の猪位金小学校、猪位金中学校の校歌につきま

しては地元のアンケートでもぜひ、残してほしいという意見がございました。設置

条例上、小学校、中学校は残りますので、校歌については残し、これは第３の歌と

いうことになります。以上で説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    ご質問等ございませんか。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員    第３の歌とおっしゃいましたが、それはどういうふうに使うのですか。

学校ではいつ、歌うのですか。 

○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    第３の歌と申し上げましたが、３番目にできたという意味でご

ざいます。猪位金学園は１年生から９年生までが一体として動きますので、学校の

考えとしては、いわゆる小学生だけが活動するような場合には小学校の校歌も使う

ことがあるし、中学生だけが活動する場合には中学校の校歌を使うこともあるだろ

うということで、今から使い分けについては、学校のほうで検討がなされる予定で

す。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員    それでは、両方の校歌は覚えるということなのですか。 

○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    そうなると思います。学園歌について補足説明ですが、現在、

開校日は４月５日（土）を見込んでおります。その日に樋口太陽さんもいらっしゃ

るのですが、この歌を児童生徒で一緒に歌おうと予定しております。それで、正式

な歌といいますか、ホームページ等にアップロードする分ですけれども、樋口さん
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のアイデアでは中学生から２０人程度を選抜しまして、一人、一人を録音します。

それを東京に持ち帰って、編集をして、全員で合唱したような形にして学園歌とし

てデータを作りたい。そして、それを公開していただけたらというような案をいた

だいております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    古い校歌を子ども達に教えたいというのは、地元の方たちのお気持ちなの

ですね。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 中学１年生は７年生という言い方に決まったのですか。 

○○○○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    はい。    

○委員長○委員長○委員長○委員長 ⑶通学に関することについてで、コミュニティバスによる通学を認めたと

いうことですけれども、これは通学の距離がかなりあるということですか。 

○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 現在の猪位金小学校と猪位金中学校では移動距離が直線で７２

０メートルほどございます。実際に歩くと９００メートルちょっと、１キロメート

ル弱あります。学校の位置が変わることによって、通学距離が長くなる子どもさん、

猪位金１区と２区の方がいらっしゃいます。この決め方については、現在の校区で

一番遠い方、猪位金１区の方ですが、そこで一番遠い方の距離を更に超えてしまう

方について対象にしようというところが起点にございました。小学校と今、一番遠

い方の所までを結んで円を書きます。その中心を猪位金中学校に持っていきます。

その縁の端にかかる方は、やはり猪位金１区でした。従いまして、猪位金１区のそ

れを超える方はもちろん対象にするのですけれども、その円の周辺、すぐ近くに児

童がいらっしゃるので、それで、もう猪位金 1 区を対象としてはどうかということ

で地元とお話が続いてまいりました。当初、交通安全部会では猪位金２区の方も遠

くなるからということで話をいただきましたが、何とか１区でご理解をいただきま

した。猪位金１区の一番遠い方については、現在、通学のために朝７時頃に集合し

て出発しているとのことですが、学校が移転することによって、更にまた２０分早

く出ないといけないということになります。そうすると、朝６時４０分です。今の

季節ですと真っ暗ですから、そういった事情も勘案してコミュニティバスを往路だ

け、行きだけ認めようということで話ができています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 朝７時に出ないといけないくらい遠いのですか。歩いて、どのくらいかか

るのですか。 

○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 直線距離で３.４キロメートル、実際に歩きますと、もう少しあ
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ろうかと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 時間ではどれくらいになりますか。 

○○○○学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課長長長長 子どもの足だと１時間ちょっとはかかると思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そんなに歩いているのですか。車の通るあの道を歩くのですか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 山田の境ですよね。 

○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 坂谷です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今、現在で対象となるお子さんは何人ですか。 

○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 児童１３名です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 小学校と中学校を合わせてですか。 

○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 中学校は校区が変わりませんので、小学生だけです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 中学生はバスはなしですね。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 通学費の補助はどういう形でなされるのですか。 

○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 当初は月ごとに精算させていただくとか、定期券を発行すると

か、いろいろなご意見をいただいておりましたが、バスの便が少ないので、バスに

乗ったら、みなさんが一緒に学校につきます。コミュニティバスに乗った子は、そ

のまま事務室なり、職員室なりでコミュニティバスに乗って来たことを確認しても

らって、コミュニティバスの回数券をお渡しします。現金は好ましくないので、回

数券を渡します。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 バスに乗りそびれたら、どうなるのですか。 

○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 その場合は、ご家庭で対応していただくか、徒歩で登校してい

ただくかしかありません。土日はコミュニティバスの運行はありませんので、土曜

授業等の教育活動の日には、その点について、ご家庭での対応をお願いしますとい

うプリントが学校から配られます。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 回数券は乗った回数だけいただけるのですか。それとも、あらかじめ貰

っていて使うのですか。 

○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 乗った後にお渡しします。バスに乗ってきます。そしたら、学

校が一枚渡します。学校で毎日チェックをして、学校に教育委員会からスタンプを

配りまして、回数券に何日に学校が発行したかということが分かるようにスタンプ

を押そうと考えています。その区間以外では乗れないことはないのですが、乗らせ

ないための抑止を働かせるための方法として、そうしようと考えています。 
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○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 初回は何も持っていなくてもいいのですか。 

○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 最初だけは現金２００円で乗っていただきます。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 ２００円は自己負担ですか。 

○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 そこだけはですね。後追いで回数券を差し上げます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 帰りは暗くなることを逆算して、学校を出るようなプログラムになってい

るのでしょうか。 

○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 小学校１年生は学校を出るのが午後３時２０分です。２年生は

月曜日以外は５時間目で終わります。３年生以上で６時間目が終わると午後４時１

５分になりますが、保護者の方にもご理解はいただいています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ちなみに、猪位金ではなく、他の校区でこれくらい歩いているお子さんは

いらっしゃいますか。 

○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 伊加利の赤子地区がほぼ同じでした。岩屋は微妙に短かったで

す。実際に歩く距離として匹敵するのは、その２校区だけです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 同じ田川市内の学校で、そういう措置をとったら、コミュニティバスをと

いう声が出る可能性はどうでしょうか。 

○適正規模推○適正規模推○適正規模推○適正規模推進室長進室長進室長進室長  可能性はございますが、今回の考え方は、あくまでも保護者

の方の責に帰さない事情といいますか、元々は猪位金小学校のこの位置でなりたっ

ていたのだけれども、いわゆる行政の都合で、そういうと適切でないかもしれませ

んが、移転をしたために遠くなったので、それについては考えましょうというとこ

ろがスタートです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 わかりました。ほかにご意見等はございませんか。 

  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    事務報告事務報告事務報告事務報告「学校いじめ防止基本方「学校いじめ防止基本方「学校いじめ防止基本方「学校いじめ防止基本方

針について」針について」針について」針について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 日程第５ 事務報告「学校いじめ基本方針について」ご説明をいた

します。目的は平成２５年６月２８日に公布されました「いじめ防止対策推進法」

により国及び学校において「いじめ防止基本方針」を策定すると定められたことに

対応するものでございます。各学校における「いじめ防止基本方針」でございます

が、「いじめ防止対策推進法」において求められている内容に遺漏のないものとする

ため、項目に漏れがあってはいけませんので、福岡県教育庁筑豊教育事務所が作成

した様式を学校にお配りをして、それに書き込みをいただくこと又は学校独自の方
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法を考えていただくこととして策定いただこうというふうに思っております。また、

各学校から作成いただきました基本方針につきましては、学校教育課に提出してい

ただくものとしております。関係法でございますが、第十三条でございます。ここ

に、学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校

の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方

針を定めるものとするというふうに事務規定として定められております。それでは、

１ページをお願いします。先程申しました項目に遺漏のないようにするための様式

というのがこれでございます。１ 目的、２ 内容といたしまして、⑴いじめ問題に

対する学校の考え方、⑵校内いじめ問題対策委員会等の組織の設置について、⑶関

係機関との連携、⑷報告体制、⑸教員研修、⑹いじめの防止、いじめの早期発見、

いじめへの対処への取組、取組の実施組織や年間計画のことでございます。⑺ネッ

ト上のいじめの対応、⑻教育相談体制、⑼保護者・地域等への働きかけ、⑽取組状

況の評価、⑾学校評価・教員評価、項目としては以上でございます。その後に別紙

１．年間計画例、別紙２．対応の手順の例、別紙３．重大事案が発生したときの危

機管理マニュアル等を資料として付けさせていただいています。以上です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 何か、ご質問、ご意見はございませんか。 

こういったいじめに関する基本方針というのが具体的に作られるのは初めてです

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 各学校が独自に作っていただいた方針といいますか、いじめ対策マ

ニュアルはございました。例えば、ネット上のいじめに対する対策等も含めまして、

国が示したとおり漏れのないものとして改めて整備を進めようとしているものです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 これは、各学校で作っていくのですか。これで、またいろいろな役割が先

生方に出てくると思いますけれども、担当といいますか、もうすでにいじめ対策の

専門委員のような先生方は各学校にいらっしゃるのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 いじめ対策委員というような具体的な名称はございませんが、例え

ば、生徒指導担当がそれにあたるというような役割分担は既にございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 積極的に、核となって動かれる方はそういった先生方になっていくのでし

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 はい、そうです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 各パターンが学校で作られますが、運用状況とか、改善したところとか、
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そういったところは教育委員会に報告はあるのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 例えば、今のは資料で言いますと、⑽取組状況の評価、それから、

⑾学校評価・教員評価にどう活かしていくかということがございますから、これを

学校教育課にあげていただいて、点検をさせていただこうというふうには考えてお

ります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 現在、学校等でいじめがあった場合、迅速に教育委員会にいじめの可能性

がありますとか、こういう問題が起きていますというのは、タイムラグなく報告さ

れているものなのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 比較的上がってきているというふうには思います。それが全部かど

うかは、どうしても事案が発生した後にそれがきていなかったということがあれば、

報告がないということにはなりますが、学校で起こったことのご報告はいただいて

いると思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 これを各学校で作っていくとなると、結構な時間をまた取られることにな

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 そういうことも考えまして、まず、この様式そのものはデータでお

配りします。論議をして、打ち込むだけ、また、学校では今までのものも整備して

ありますから、それをコピーアンドペーストできるところもあろうかと思いますの

で活かしていただければというふうに考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 先程もお伺いしましたが、教育委員会に報告されるのは、何かいじめがあ

った時と、そうでなかったときには年に１回のペースですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 取組状況はそうです。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 自分の子どもがいじめにあった時、親はどうすればいいのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 まず、学校にご相談いただくのが一番だと思います。また、それが

深刻な場合、子どもが学校に行けない、行きたがらないということでありましたら、

まずはご家庭で見守りをいただいた上で学校に連絡をすぐに入れていただきたいと

思います。まず、それがスタートだと思っています。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 今は昔よりも先生方の質が上がっているでしょうから、昔ほどではない

のかもしれませんが、親とすれば、そういう事柄を担任の先生に伝えることによっ

て、更に問題が大きくなるのではないかということを心配しますよね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 以前は、何がいじめで、何がいじめでないかという判断が大変つき
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にくいものでした。平成１９年に福岡県のいじめ問題総合対策ができまして、いじ

めの定義づけ等がはっきりしました。また、いじめは早期解決しなければならない、

見つけたらすぐに対応しなくてはならない、当たり前のことでございますが、それ

がはっきりしましたので、今はいじめに関してはすぐに取り組める状況があります。

それでも親御さんとしてはご心配な部分がゼロにはならないと思いますが、早めに

ご相談いただければ対応ができるというふうに考えています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 これは学校単位で作られるということだったのですが、例えば、中学生に

なりますと塾等で複数の学校から来ているとか、そういうところでの学校を越えた

いじめとか、学校外でのいじめとかも出てくると思います。今もあるとは思うので

すが、そういったものに対処する方法というのはどういうふうになっているのでし

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 もちろん、これでも対応できると思います。当該の子どもさん達は

どこかの学校に属しているわけですから、それで充分、対応はできるというふうに

考えますし、また、このいじめ防止対策推進法では市町村に努力義務ではあります

が、市町村もこの基本方針を作りなさいというのが謳われておりますから、それを

今、検討しているところです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 もし、他校の子からいじめられているとか、そういうお子さんをお持ちの

親御さんはどこに言ったらよろしいのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 まずは、その子の通っている学校の方が解決は早いと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 新学期には保護者の方と接する機会があると思いますので、そういうこと

も含めて説明等をしていただくと安心なさるのではないかと思います。 

○○○○公門委員公門委員公門委員公門委員 資料の５ページの対応の手順の表を見ると、一次、二次、三次とあって、

三次のところに保護者との連携とあって、家庭教育力の向上と書いていますが、こ

れは具体的にはどういうことですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 子どもの教育の第一義はどこにあるかという話になるのでしょうが、

やはり家庭にもあるというふうに考えております。例えば、いじめた側の子どもだ

と仮定をします。その子がやはりこれは悪かったというふうに感じて、いじめをや

める、心を改めるというところを長いスパンで考えますと、どうしても家庭にも協

力をいただかないといけません。学校でこれはいけませんと指導し、子どもが変わ

ろうとしているときに、家庭がそれと同じ方向を向いていていただかないと、また
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その子が繰り返すということが考えられます。家庭教育力の向上ということはそう

いう意味でございます。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 自分の子どもがいじめられたと仮定したとき、親はどうしようもないで

すよね。また学校に行きたくなるまで休みなさいと言って、休ませる以外、特別な

方法は現実的にはとることはできないと思います。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 そこで、できるだけ早く学校に行けるようにということが学校との

連携といいますか、取組の質にかかってくるのだろうと思います。その意味でも早

めに、早期というのがキーワードになってくると思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 いじめられた子の心の問題があるのではないかと言われますけど、家庭で

の教育ということでしたが、心の安定とか、そういったことが家庭でできていなか

った場合には解決がずっと難しくなってくるのでしょうから、そういうことは５ペ

ージの資料でいうと、どのあたりの対応になるのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 まず、そこは一次対応から出てまいります。いじめられた児童生徒

のところをご覧ください。心のケアということが出てまいります。例えば、安全の

確保というのは当面学校に行くか、行かないかの判断ということになりましょうが、

その下の全面的な支援になりますと、スクールカウンセラー等を学校に配置してお

りますので、心の専門家によって、カウンセリングをしていただくということを継

続的に続けていくことから、まず始まっていくのではないかというふうに考えてお

ります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 なかなか難しい問題ですが、各学校で良いものを作っていただきたいと思

います。ほかにご意見等ございませんか。 

 ないようですので、次に移ります。日程第６日程第６日程第６日程第６    事務報告「田川市立幼稚園の入園事務報告「田川市立幼稚園の入園事務報告「田川市立幼稚園の入園事務報告「田川市立幼稚園の入園

申申申申しししし込み状況について」込み状況について」込み状況について」込み状況について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 日程第６ 事務報告「田川市立幼稚園の入園申し込み状況について」

ご説明いたします。田川市立幼稚園の入園申し込み状況についてでございますが、

１ 園児募集ついての周知方法でございますが、広報たがわ１月１日号、田川市ホー

ムページへの掲載、後藤寺、伊田幼稚園及び市の各施設へのポスター掲示により行

いました。２ 入園願書の受付期間は平成２６年１月１５日（水）から１月２２日（水）

でございます。３ 応募状況につきましては、１月２２日現在でございますが、３歳

児は定員２０人に対し、応募者数３５人、４歳児は定員４０人に対し、応募者数３
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１人、５歳児は定員４０人に対し、応募者数３５人でございました。なお、５歳児

につきましては、４歳児からの在園児がうち３１名でございます。４ 今後の対応に

ついてでございますが、３歳児につきましては、定員を超える応募でありましたた

め、公開抽選を実施いたしました。平成２６年１月３１日１０時から田川市民会館

におきまして、保護者によるくじ引きにより実施をいたしました。４歳児及び５歳

児につきましては定員内の応募でありましたため、申込者全員の入園を決定し、入

園許可書を送付いたしました。なお、定員に満たない人数につきましては、追加募

集を行うことといたしております。追加募集につきましては、４歳児９人、５歳児

５人、受付期間を平成２６年２月２５日（火）、２６日（水）としております。周知

方法といたしましては、広報たがわ２月１５日号及び田川市ホームページへの掲載、

後藤寺、伊田幼稚園へのポスター掲示により行います。また、この周知の時点で二

次募集でございますので、先着順により決定をいたしますということをお示しをし、

定員になり次第、締め切らせていただく予定でございます。以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問、ご意見はございませんか。 

  ３歳児について、定員に対してかなりの方の応募があったようですけれども、理

由はわかりますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 はっきりしたことはわかりませんが、田川市の公立幼稚園で初めて

３歳児を募集したということが大きな原因ではないかというふうには考えておりま

す。また、応募の段階で各園を通して保護者さんに聞いていただいたところにより

ますと、３歳児を受け入れてくれることは大変ありがたいことなので応募はします。

ただし、多くなって抽選に漏れた場合は４歳児まで待ちますと言われる方が結構い

たとお伺いしております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ３歳児の定員が２０人ということで、何かクレームはなかったですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 直接、保護者さんから人数が少ないという声は伺っておりません。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 先日、新園の建物を見学させていただいて、とても立派で行き届いている

といいますか、保育所にいたっては床暖房まで入っているということでびっくりし

ました。新園を拝見して、こんなに立派な建物ができたら、私立の幼稚園よりこち

らの方がいいなと思われる方もたくさんいるのではないかなと思いました。今まで

私立の保育所なり、幼稚園が田川の子ども達をずっと支えてきてくれていたという

歴史もありますし、実績もあるので、その辺りのバランスを乱すようなことになっ
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ては申し訳ないし、もし、私立の園児さんが公立に移って来たりすると、園児数と

か、年齢によって補助金等のバランスが変わってくるでしょうから、今まで運営し

ていた園が困るだけではなく、他のそこの園に通っているお子さん達がきっと困る

ことになると思いますので、やはり田川市の公立幼稚園はその辺のことを考えなが

ら、すべての子ども達が良い状況で幼稚園生活を受けられるようなことを考えなけ

ればならないし、バランスを考えながらやっていくことも必要かなと立派な建物を

見て思いました。ここに通わせたいと思われる方は多いと思いますが、少し複雑で

すけれども、いろんなことを考えないといけないなと思った次第です。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 平成２４年５月に田川市新園に関する基本方針というものが策定さ

れました。その策定の中で、３歳児については２０人、１クラスにすると決められ

たのは、委員長が言われたことを総合的に判断して、この２０人、１クラスという

のが決まったのだろうというふうには考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この応募者数と定員のバランスをご覧になって、いろいろなご意見が出る

とは思いますが、そういったこともあるということをお含み置きいただきたいと思

います。ほかに、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    事務報告「小中一貫校猪位金学園事務報告「小中一貫校猪位金学園事務報告「小中一貫校猪位金学園事務報告「小中一貫校猪位金学園

の教職員配置について」の教職員配置について」の教職員配置について」の教職員配置について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 日程第７ 事務報告「小中一貫校猪位金学園の教職員配置について」

をご説明いたします。１ 猪位金学園における校長及び教頭についてでございますが、

現在、猪位金小学校に校長１名、教頭１名、猪位金中学校に校長１名、教頭１名の

配置がございます。平成２６年度以降、猪位金学園となりました折には猪位金学園

に校長１名、条例上残ります猪位金小学校に教頭１名、猪位金中学校に教頭１名の

体制とさせていただきたいと思います。また、校長１名の減につきましては、中学

校の教員を１名増員することで代えさせていただこうと考えております。２ 小学校

及び中学校の教職員の兼務についてでございます。猪位金学園は施設一体型小中一

貫校という特徴を持っておりますので、より充実した小中一貫校教育を推進するた

めに小学校・中学校の全ての教員について、小中学校兼務発令を行い、小中学校で

授業ができるような体制を整えてまいりたいと思っているところです。以上でござ

います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご意見等ございませんか。 
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○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 小学校にも、中学校にも事務職員、それから、養護教諭がそれぞれ１名

ずついるのですが、これはどうなりますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 土曜日の猪位金校区の最終報告会でも保護者さんからご質問をいた

だきました。その時にもお答えをしたのですが、現状と変えることはいたしません。

今後、学校運営が数年続いてまいりました折に、どうするかということは、まだわ

かりませんが、スタートの時点といたしましては、養護教諭、事務職員、現在の数

のとおりで実施させて頂こうというふうに考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 給食の調理員さんの数は増えるのですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 調理師につきましては、正規配置人数は増えません。今回、施設的

にも今まではウエット方式といって、床に水を流すような体制でしたが、今度はド

ライ方式ということ、それから、安全衛生上、各区域割、要するに衛生区域と非衛

生区域をきっちり壁で仕切るというような形になっておりますので、やはり動線的

には非常に不自由になると思います。今までは簡単に行き来ができていたのがそう

はいかなくなったりするようなところもございます。それで、人数的には増えない

のですが、やはり初期の段階では、慣れないこともあって手間取ることが予想され

ますので、当分の間は補助職員をつけるような形にしたいと思っております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 １名ですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 はい。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 区域を分けるというのは履物を履き替えたりとか、そういうことで区切る

のですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 例えば、野菜を持ってきて、洗うところとか、そういう部分は汚染

区域というところになりますので、洗って調理するところとは完全に区分けがされ

ておりますので、今、言われたように履物も違ってくるとか、そういうこともあり

ます。今、現在もそういう対応はしているのですが、今回は部屋割りがきちんとさ

れて、壁がたくさんできていますので、例えば、今までは簡単に渡せていたものが

渡せなくなるような状況もございます。安全衛生面にすごく配慮したのですが、そ

の分実際の調理においては今までよりも不自由なところというのが発生することが

考えられますので、そういう形で対応したいというふうに考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ほかに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８日程第８日程第８日程第８    議案第８号議案第８号議案第８号議案第８号    「田川市立小学校設「田川市立小学校設「田川市立小学校設「田川市立小学校設



 

 １９ 

置条例及び田川市立中学校設置条例の一部改正について」置条例及び田川市立中学校設置条例の一部改正について」置条例及び田川市立中学校設置条例の一部改正について」置条例及び田川市立中学校設置条例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。 

○○○○学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長  日程第８ 議案第８号「田川市立小学校設置条例及び田川市立中

学校設置条例の一部改正について」ご説明いたします。本案は、平成２６年４月１

日付けで猪位金小学校及び猪位金中学校の位置を変更するため、所要の改正をしよ

うとするもので、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第２号の規定

に基づき教育委員会の議決を求めるものでございます。それでは、説明をさせてい

ただきます。現在、猪位金中学校を小学校の校舎内及び小学校敷地内の仮校舎に移

しておりますが、今回の条例改正でそれをすべて猪位金中学校に移そうとするもの

です。第１条 田川市立小学校設置条例の一部を次のように改正する。本則の表中「田

川市立猪位金小学校 田川市大字猪国２５５９番地」を「田川市立猪位金小学校 田

川市大字位登５０９番地」に改める。第２条 田川市立中学校設置条例の一部を次の

ように改正する。本則の表中「田川市立猪位金中学校 田川市大字猪国２５５９番地」

を「田川市立猪位金中学校 田川市大字位登５０９番地」に改める。附則といたしま

して、この条例は平成２６年４月１日から施行するものといたしております。以上

でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問等ございませんか。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 案件には直接、関係ないことですが、天体望遠鏡はいつから見られるの

ですか。 

○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 校舎の工事の進捗状況にもよるとは思いますが、今のところ見

込んでおりますのは３月の終わりか、４月の冒頭だろうと思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 楽しみですね。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 望遠鏡開きみたいな何かイベントがあるのでしょうか。 

○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 特に学校からはそういうことは聞いておりません。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 新園の開園のときには何かするのですか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 新園の完成式典は３月１７日だったと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 その式典には在園児さんは出られるのですか。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 あくまでも新しい建物ができたということで、行政だけでする予定にし

ているようです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ほかに、ご質問等ございませんか。 



 

 ２０ 

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。 

（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第８ 議案第８号「田川市立小学校設置条

例及び田川市立中学校設置条例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９日程第９日程第９日程第９    諸般の報告「２月行事予定について」諸般の報告「２月行事予定について」諸般の報告「２月行事予定について」諸般の報告「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） 

（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 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。 

○教育総務課○教育総務課○教育総務課○教育総務課長長長長 ３月の定例会でございますが、３月１０日（月）の９時３０分から

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。３月定例会は３月１０日（月）の９時３０分からに

決定します。 

 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２６年第３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） 

          

 


