
 

（１４時３０分開議） 

○教育長 ただいまから、平成３０年第１２回田川市教育委員会１１月定例会を開会いたし

ます。日程第１ 「平成３０年第１１回田川市教育委員会１０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いましたが、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ついて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１ 「平成３０年第１１回田川市教育委員会 

１０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２５号「平成３０年度教育費（１２月補正）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２５号「平成３０年度教育費（１２月補正）予算要求につい

て」提案説明をいたします。本案は、平成３０年度教育費（１２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。次のページをお願いいたします。１ 総括表でございま

す。今回、補正予算要求を行う担当課は記載のとおり教育総務課、新中学校再編推進室、

文化生涯学習課となっております。まず、私から田川市全体の１２月補正予算案について

の総括説明をさせて頂きます。本日、お手元に配布させて頂いております、資料の「平成

３０年度１２月補正予算（案）」をご覧頂きたいと思います。１ 一般会計補正予算の概

要でございます。今回の補正予算は、小学校へのエアコン設置経費など、９月補正予算編

成後に新たに予算措置が必要になった事項を計上しております。⑴ 補正予算額でござい

ます。既決予算額２９０億５千６９３万に対し、補正予算額が７億１千４８８万７千、補

正後予算額が２９７億７千１８１万７千となっております。右の米印、財源不足でござい

ますが、補正前の財源不足額が、１４億５千７４４万３千円でありましたが、歳出超過に

よりまして補正後の不足額が、１４億６千５２７万９千円となっております。⑵ 補正予

算（歳出）の主な内容でございます、① 小中学校施設環境整備事業費、６億７千１２１

万３千円となっております。内容は記載のとおりとなっております。その他②平成筑豊鉄

道災害復旧事業費、３千２９４万１千円となっております。この２つが主な事業となって

おります。⑶ 補正予算（歳入）の主な内容でございますが、各事業の財源となる国庫支

出金及び市債を計上しております。⑷ 債務負担行為といたしましては、「小中学校気化

式冷風機設置経費」、それから「ぼくらのレシピ図鑑製作実行委員会負担金」などの１９

件を追加しております。２ページをお願いいたします。平成３０年度１２月補正予算編成

における財源調整（案）でございます。① 財源調整前の歳入・歳出でございますが、歳
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入では、歳出超過によりまして、差引のところを見て頂きたいんですが、三角印で１４億

５千７４４万３千円の財源が不足という形でございましたが、さらに歳出超過により、 

７８３万６千円の増となりまして、１４億６千５２７万９千円となっております。この財

源不足を調整する内容でございますが、② 財源調整案につきましては、特別交付税、基

金繰入額が財源調整案となりまして、補正後は計のところでございますが、特別交付税が

５２７万９千円、基金繰入額が１４億６千万円合わせまして、１４億６千５２７万９千円

を調整しております。基金の繰入と申しますのは、田川市で貯金をしている基金額のこと

で、それを取り崩して歳出の超過分に充てるという予算編成をやっております。③ 財源

調整可能基金による調整の内容でございます。１番左に「２９年度末現在高（Ａ）」と書

いておりますが、２９年度末で田川市の基金は４３億１千７９４万８千円でございました。

今回、３０年度予算編成補正を行ったことにより、取崩を行い、３０年度末では３２億 

８１８万８千円の貯金残高になっております。３ページをお願いいたします。平成３０年

度１２月補正予算（案）の総括表でございます。教育委員会に関するもののみご説明いた

しますが、まず、歳入につきましては先程申し上げました、歳入補正予算の主な内容は 

２０番に書いております市債でございます。市債について、７億５１０万円の補正を行っ

たところでございます。これに伴いまして、歳入合計が２９７億７千１８１万７千円とな

っております。ここでの市債とは、ご存知のとおり国の国債と同様の市の債務であり、い

わゆる、市の借金というような形で歳入調整を行っております。それから下表の歳出でご

ざいますが、歳出補正予算の主なものは、先程ご説明いたしました教育委員会であります、

１０款、教育費の６億７千３８９万３千円、これが歳出予算額の主なものでございます。

これらを合わせまして、１番右の合計の欄でございますが、歳出合計２９７億７千１８１

万７千円になっております。４ページをお願いいたします。先程申し上げました、主な内

容を事業別に記載しております。１０款教育費につきましては、② 小中学校施設環境整

備事業費が教育総務課所管の分でございます。併せまして③ 小学校施設維持管理経費が

同じく教育総務課の経費であり、主な内容となっております。詳細につきましては、省略

させて頂きます。次の５ページにつきましては、他部局の内容でございますので省略させ

て頂きます。以上、補正予算額の総括説明をさせて頂きました。なお、詳細につきまして

は、各所管課長からこの後、説明させて頂きます。 

○教育総務課長 それでは、教育総務課にかかわります平成３０年度１２月補正予算につき

ましてご説明申し上げます。資料の１ページをお願いいたします。１２月補正予算総括表

です。今回、歳入予算の補正はありません。歳出予算の補正額は、記載のとおりでありま

す。それでは、１２月補正予算説明資料を用いまして、ご説明申し上げます。２ページを
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お願いいたします。上表、１０款２項１目、小学校施設維持管理経費であります。これは、

小学校施設の老朽化の進行により特別修繕及び一般修繕等におきまして、当初の見込みよ

りも修繕件数が増えていることに伴い、修繕料を増額補正するものであります。続きまし

て、下表１０款１項２目、事務局関係職員時間外勤務手当の総務係分であります。これは、

エアコン整備事業等新規事業の発生に伴い、時間外手当を増額補正するものであります。

それでは、３ページをお願いいたします。上表、１０款２項１目、小学校施設環境整備事

業費であります。これは、今夏の猛暑の状況等を踏まえ、快適な学習環境の確保を図るべ

く、８小学校及び小中一貫校の猪位金小学校の普通教室、特別教室等にエアコンの整備を

図るための経費を計上しております。整備にあたっては、来夏の整備完了を目指しており

ますが、現時点において完了時期の目途は立っておりません。したがいまして、整備完了

までの応急的な暑さ対策として普通教室等に気化式冷風機を設置したいと考えておりま

す。気化式冷風機と申しますのは、水の気化熱を利用して涼風を作り出す機械の事でござ

います。続きまして、下表１０款３項１目、中学校施設環境整備事業費であります。これ

は、今夏の猛暑の状況等を踏まえ、快適な学習環境の確保を図るべく、小中一貫校の猪位

金中学校の普通教室、特別教室等にエアコンの整備を図るための経費を計上しております。

整備にあたっては来夏の整備完了を目指しておりますが、こちらにつきましても、現時点

において完了時期の目途は立っておりません。また、他の中学校については再編に伴う新

中学校建設の中でエアコン整備を行って参りたいと考えておりますので、整備完了までの

応急的な暑さ対策として、普通教室及び特別教室に気化式冷風機を設置したいと考えてお

ります。それでは、４ページをお願いいたします。債務負担行為の設定であります。先程

申し上げました気化式冷風機につきましては、レンタル及び購入により調達を図りたいと

考えておりますが、いずれにおきましても平成３１年１月中に契約の締結を行う必要があ

りますので今回、債務負担行為の設定を行うものであります。それでは、５ページをお願

いいたします。繰越明許費であります。小学校と中学校のいずれにおきましても、エアコ

ン設置工事に日時を要し、今年度と来年度に工事がまたがる事となるため繰越明許費に計

上いたしております。それでは、６ページをお願いいたします。今回のエアコン整備にか

かる概算工事費算出表をお付けいたしております。８小学校及び小中一貫校分を合わせま

した総額は、表の右下、合計欄に記載しております金額程度を見込んでおります。詳細の

説明は、割愛させて頂きます。７ページをお願いいたします。全小中学校に設置予定の気

化式冷風機設置シミュレーション表をお付けいたしております。平成３１年度の欄をご覧

ください。初年度は、各小中学校の普通教室に２台、特別教室に１台設置するとともに、

中学校については特別教室、２教室に２台、併せて設置することで考えております。また、
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田川小の「他４台」となっておりますのは、エアコンが整備されていない図書コーナー分

であります。これらを合わせますと、３５３台の気化式冷風機が必要となります。これを

レンタル及び購入で調達したいと考えております。また、小学校及び小中一貫校の普通教

室等につきましては、平成３１年度中にエアコンが整備される予定でありますので、その

後の気化式冷風機は不要となります。その際は、平成３２年度以降の欄にありますとおり、

体育館等で活用を図りたいと考えております。以上で説明を終わります。 

○学校教育課長 学校教育課にかかる１２月補正予算について説明いたします。債務負担行

為３件でございます。１ページをお願いいたします。債務負担行為として、中学校教師用

教科書及び指導書購入費を計上しております。これは、平成３１年度に新たに中学校の道

徳が教科化され教材研究の資料としての教科用図書等、教師用教科書と指導書を購入する

ために計上しております。限度額の算出方法につきましては、教師用教科書等は各学年教

科担任数及び特別支援学級等の必要数から算出しております。また、平成３０年１０月１

日現在の価格は１８万５千３８４円でございますが、価格の決定は平成３１年１月ごろで

あるため定価等の変動を考慮し、限度額を２０万円とさせて頂いております。表の２段目、

３段目を合わせてお願いいたします。債務負担行為として、デジタル教科書購入費小学校

分と同じく中学校分を計上しております。これはＷｅｂ配信で購入いたしましたデジタル

教科書は、ライセンスが１年間であるため、平成３１年４月からデジタル教科書を使用で

きるようにするため、債務負担行為を設定するものでございます。なお、小中学校ともに

今までの教科の他に理科を追加購入予定としております。定価の変動を考慮し、限度額を

小学校では３００万円、中学校では２６０万円としております。以上で学校教育課分の説

明を終わります。 

○推進室長 続きまして、新中学校再編推進室に係ります、平成３０年度１２月補正予算に

ついて、説明いたします。まず、1 ページをご覧ください。総括表でございます。２ペー

ジをご覧ください。事務局関係職員時間外勤務手当でございます。既決予算額２３７万９

千円から１５０万７千円を減額するものであります。補正の理由につきましては、人事異

動に伴い時間外勤務手当支給対象職員が２名から１名に減少したことによるものであり

ます。以上で説明を終わります。 

○文化生涯学習課長 続きまして、文化生涯学習課の１２月補正予算について説明いたしま

す。１ページをお願いいたします。歳入についての補正はございません。歳出につきまし

ては、１番上の社会教育総務費８６万円でございます。詳細を２ページで説明させて頂き

ます。１０款５項１目、社会教育総務関係職員時間外勤務手当の増額補正でございます。

対象職員４名につきまして、既定時間５２１時間に対して、補正時間４３９時間の補正で
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ございます。金額につきましては８６万円としております。 

○文化生涯学習課企画官 文化係です。３ページをお願いいたします。債務負担行為を設定

しております。今月５日に開催されました、指定管理者の選定委員会におきまして、平成

３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの田川文化エリアの指定管理の候補者が

選定されました。本日の田川市教育委員会定例会、そして１２月田川市議会の議決後、管

理を行わせる協定書に定めます指定管理委託料の額を計上する予定にしております。以上

で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

○毛利委員 来年、エアコンが整備されるということで大変ありがたいです。設置のところ

を見るとレンタルと購入があり、購入のみの学校とレンタルが多い学校があるようですが、

製品にはどのような違いがあるんですか。 

○教育総務課長 基本的に今回はレンタルも購入も同じ機種を想定しておりますので、製品

の機能に大きな違いはございません。私どもが３５３台もの気化式冷風機をどのように調

達するかと考えた時に、まずは、レンタルでの調達を考えましたが、実際、何十台も製品

のストックを保有されている業者が見つかりませんでした。最終的には、現在判明してい

るだけで３０台ずつ２社、合計６０台のレンタル可能な製品が見つかったという状態であ

ります。したがいまして、残りは購入による調達しか、残されていないということでござ

います。そして、実際にレンタルと申しましても、安価というわけではなく、むしろ購入

した方が安い場合もあります。その兼ね合いからレンタルに関しては、平成３１年度の１

年間限りという形にしておりますので、平成３１年度の中途で必要がなくなる小学校の方

に配分を考えたということでございます。 

○毛利委員 １２月補正予算ということは、小中学校のエアコンは来年の６月か７月ごろか

ら使用するということですか。 

○教育総務課長 気化式冷風機については、そのように考えております。ただ、先程の説明

の中でも申し上げましたが、エアコンの整備がいつ完了するか、なかなか見込めていない

状況であります。全国の半数と言われる、エアコン未整備の公立学校の大半が、今回一斉

にエアコンを整備する形になります。設計業者の確保の問題や、メーカーが円滑に必要台

数を製造できるかという問題が想定されますので、そういったことを勘案いたしますと、

もしかすると１学期または夏休み期間中に整備が完了しないということも考えられます。

来夏の整備が間に合わない場合、わずかな期間ではありますが、その間の暑さ対策が必要

となりますので、その間は気化式冷風機で対応したいと考えております。 

○毛利委員 気化式冷風機とはどんなものなんですか。 



5 

 

○教育総務課長 カタログをお持ちいたしましたのでご覧下さい。このような箱型の機械で

ありまして、タンクの水を気化させて気温よりも５度程度低い涼しい風が出る機械であり

ます。これにつきましては、本年８月８日に大浦小学校でデモを行いました。この日は、

とても暑く３０度を超える気温でしたが、普通教室の広さで概ね２台設置すれば、広範囲

にわたって涼しい風が行きわたります。エアコンとは異なり教室内の温度を下げるという

ことはできません。ただ、体感温度が下がる効果が認められるということでありますが、

その一方で、運転時に音がいたします。授業に差支えがない程度ということは、８月のデ

モの時に確認しておりますが、今週の金曜日、１６日に改めて教職員向けのデモ会を弓削

田小学校で開きたいと思っております。そこで、実際お使いいただく先生方にも、見てい

ただきたいと思っております。 

○教育長 その気化式冷風機の臭いについて少し心配な噂を聞きました。近隣の気化式冷風

機を使用している学校の状況等が分かれば教えていただきたい。 

○教育総務課長 先程の説明の中で少し触れさせて頂きましたが、他の小中学校と異なって

田川小学校は、図書室がオープンスペースになっており、エアコンが整備されておりませ

ん。今回、９月の１か月間、実際にこの機械を４台レンタルして田川小学校の図書コーナ

ーで使用いただきました。先生方にその時の状況をお聞きしましたが、児童からは「涼し

い。」との感想があり、非常に落ち着いた状態で本が読める環境を作ることができたとい

うことを伺いましたが、臭いについては特段、話を伺っていません。 

○教育長 音についても、本を読むのに不都合はなかったということですか。 

○教育総務課長 風の強弱の切り替えができまして、一番強くすると、音もかなり大きくな

ります。中程度の設定であれば、授業に差支えのないのではないかと考えております。 

○毛利委員 市外のある中学校に行った時に、大きなエアコンがついていて涼しくなってい

ました。その感覚があるので、気化式冷風機が除湿機のように感じてしまうんですよね。

最終的に設置されるのが気化式冷風機ということですか。 

○教育総務課長 気化式冷風機は除湿機ではなく、水を気化させますので、むしろ湿度が上

がってしまいます。室内の湿度が上がりますので、気化式冷風機を使用する際は教室の窓

を開放する必要があります。窓を閉めきった状態で気化式冷風機を使用すると、湿度が上

がり蒸し暑い状態になってしまいますので、廊下側の窓も全部開放して、その状態で気化

式冷風機をご使用いただくということです。先程も申し上げましたとおり、気化式冷風機

はエアコンと違って室温が下がりませんので、これはあくまでも応急的な対応ということ

で、最終的に私どもが目指しておりますのは、エアコンの設置であります。実際、８小学

校と小中一貫校については、来年度の年度中途まで教室で気化式冷風機をご使用いただく
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形になりまして、エアコンの整備が完了すれば、以降はエアコンの使用という形になりま

す。ただ中学校の方は、新中学校開校までの間は、基本的には気化式冷風機で応急的な対

応をせざるをえないということであります。 

○毛利委員 冬は今までどおりストーブを使用するということですか。 

○教育総務課長 小学校では、これまで冬場はストーブを使用していますが、エアコンの整

備が完了すれば、以降はエアコンの使用に切り替わります。ただ、この気化式冷風機はあ

くまでも涼風を作り出す機械であり、暖房機能はありませんので、冬場の中学校について

は、これまでと変わらないことになろうかと思います。 

○河底委員 今、小学校のトイレは、新しくなり洋式になりましたよね。予算には載ってい

ないんですけど、体育館のトイレは和式のままなんですよね。昨日、地域の秋のふれあい

祭りがあってお年寄りが来た時に「和式は足が痛いのでトイレができない」「体育館のト

イレ整備も考えてほしい」という声も頂いたので、今回の予算には載っていないんですけ

ど、次年度の予算要求の時にでも考えてほしいと思います。 

○教育総務課長 エアコンとは別の事業で、当課で小学校施設長寿命化改修年次計画という

５か年計画を平成２７年度に策定いたしまして、この計画に基づき、現在、小学校の校舎

のトイレについては、年次的に洋式化を進めているところであります。来年度は、トイレ

改修事業の最終期になりまして、残りの田川小、後藤寺小、金川小の３小学校のトイレを

改修する予定であります。まずは、児童にとって最も使用頻度が高い校舎から整備を進め

ており、屋内運動場につきましては、基本的には、多目的トイレがございますが、それ以

外の整備ということで言いますと、まずは、小学校施設長寿命化改修年次計画を完了させ

てから、しっかり検討してまいりたいと考えております。 

○教育長 色んな地域行事がある時は、お年寄りもたくさん来られて体育館のトイレを使い

ますね。 

○河底委員 体育館のトイレが和式なので、自宅に帰る方もいらっしゃいます。 

○教育総務課長 校舎が開放される場合は、校舎１階の洋式トイレを使用することができま

す。 

○毛利委員 ２ページの平成３０年度１２月補正予算編成における財源調整（案）、③の下

に平成２９年度末現在高から平成３０年度末現在高見込を見ると、かなり基金が減ってい

ますよね。自分の家計に置き換えて考えると、なるべく貯金は減らしたくないと思うんで

すけど、田川市は将来大丈夫かなと思うんですが。 

○教育部長 おっしゃるとおり、大丈夫ではありません。このままだと３年で基金がなくな

ります。かなりの事業費につぎ込んでいまして、市長部局からも教育費予算に多大なる配
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慮を頂いております。基金の３０年度末の見込み残高が約３２億の貯金残となって、平成

２９年度末から、もう１０億減っておりますので、財政課の方針としては、来年度以降は

貯金を使わないように頑張っていこうということで非常に引締めが厳しくなろうかと思

います。無駄なものを使わないように、貯金を減らさないように頑張る必要があるかと思

っております。 

○教育長 子どもたちからも中学生の生徒会サミット等で「早くクーラーを設置してほしい」

という声がありますし、暑さも尋常ではないので来年の夏に間に合えば１番良いのですが、

色んな事情もありますので対応策を考えながら進めております。 

○柴田委員 学校教育課に質問ですが、デジタル教科書購入費について、来年度は理科を購

入してくださる予定のようなんですけど、いずれは社会等の他の教科も購入していただけ

るんでしょうか。 

○学校教育課長 今、柴田委員がおっしゃったように今回は理科を購入することができそう

です。次は社会科となりますが、今回は先生方に「理科と社会のどちらを購入してほしい

ですか」というアンケートを取らせていただきました。その結果、理科の希望が非常に多

く、理科を購入しようとなりました。社会科や音楽のデジタル教科書も出ていますので、

また次のアンケートで要望が出てくると思いますが、予算と絡ませながら今後検討してい

きたいと思います。 

○教育長 市内全学級に電子黒板を導入したので、各教科のいろいろな場面において有効に

使おうとする先生方が増えてきています。先程、部長からもありましたとおり、予算との

兼ね合いも考えながら整備していきたいと思います。 

  では、他にないようですので、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２５号「平成３０年度教育費（１２

月補正）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２６号「指定管理者の指定について」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３ 議案第２６号「指定管理者の指定について」ご説明い

たします。本案は、田川文化エリアの指定管理の候補者を選定したので、市議会に提案す

るに当たり、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 

指定管理者候補者の選定についてです。⑴ 管理を行わせる公の施設は、田川文化エリア、

⑵ 申請団体名 東京都文京区大塚三丁目１番１号のタガワ・ビブリオ＆アート・アソシ
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エーション、代表者は石井昭です。構成団体は、株式会社図書館流通センター、代表取締

役は石井昭です。ａ.ｄ.ｆ株式会社、代表取締役は文川和です。２ 指定管理者候補者の

申請内容についてです。⑴ 管理運営方針 地域と行政、市民が共になって文化と芸術の

継承・育成及び田川市の発展につながる郷土づくりを推進するために活動します。⑵ 団

体理念 多くの人が田川市を訪れ、アートを体験し、地域住民との交流を通じてまちが賑

わうことを実践します。⑶ 平等利用の確保 来館される方たちへ配慮を忘れず、安心し

て利用できる環境づくり、サービスの向上を大切にして運営していきます。⑷ 団体の取

組方針です。ア 知識の向上・自らの才能を開花させ創造・感性を高める取組として、（ア）

芸術・学習への意識向上、自己啓発事業、（イ）創造力を活かし感性を伸ばす文化育成事

業、イ ふるさと田川の魅力を掘り起し、地域とのふれあいを深める活動として、（ア）

地域と一体化した文化・芸術振興推進活動事業、２ページをお願いいたします。（イ）地

域資源を活用した企画提案事業、ウ ふるさと田川の魅力を広域に発信し、地域活性化推

進として、（ア）地域の活力ある・魅力あるまちづくり推進事業、（イ）観光・経済に結び

つく独自の文化事業、以上のようになっております。⑸ 事業計画案です。ア 図書館事

業計画案は３ページ別紙１に、イ 美術館事業計画案は４ページ別紙２にお付けしており

ます。⑹ 指定管理者候補者の５か年の提案額を載せております。続きまして、３ 指定

管理者選定委員会の開催についてですが、⑴ 平成３０年１１月５日（月）に開催されま

した。その時の⑵ 選定基準及び配点を５ページの別紙３に、⑶ 選定結果を６ページの

別紙４にお付けしております。４ 今後のスケジュールです。⑴ １２月議会で指定の議

案を上程し、議決後指定の告示をします。⑵ 平成３１年４月１日（月）から選定した指

定管理者によって業務が開始されるようになっております。以上で説明を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

○毛利委員 申請団体というのは、今の指定管理者とは違う団体なんですか。 

○文化生涯学習課企画官 今と同じ団体のタガワ・ビブリオ＆アート・アソシエーションで

ございます。 

○教育長 私が田川市美術館、図書館の田川文化エリアの東京での表彰式に参加した時に、

株式会社図書館流通センターに寄ってみました。役員の方々が説明してくださいましたけ

ど、かなり大きな会社で全国的にさまざまな図書館を運営されており、調べる学習コンク

ール等は全国規模で実施されています。とても子どもたちの学習意欲や想像力を高める取

組などに熱心な会社だというのは感じました。筑豊田川デジタルアーカイブといった地域

の掘り起しの取組もされております。美術館も田川のよさや特色を発信する色んな取組を
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されているので、さらに創造的な取組をしてもらえたらと思います。 

  他に、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２６号「指定管理者の指定について」

は、原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第４ 事務報告「田川市児童生徒就学援助費給与要綱の廃止及び田

川市児童生徒就学援助要綱の制定について」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 事務報告「田川市児童生徒就学援助費給与要綱の廃止及び田

川市児童生徒就学援助要綱の制定について」説明させていただきます。１ページをお願い

いたします。まず、１ 要旨について、ご説明いたします。田川市の就学援助制度に関し

ましては、田川市児童生徒就学援助費給与要綱（以下「旧要綱」という。）を定め運用し

ておりましたが、次の理由により、旧要綱を廃止し、新たに田川市児童生徒就学援助要綱

（以下「新要綱」という。）を定めて運用するものであります。２ 廃止及び制定の理由

ですが、⑴の決定権者につきましては、田川市の予算執行を伴う事業であるため、決定権

者が教育長となっていた旧要綱を廃止し、新要綱で市長に改めたものです。⑵の新入学学

用品費につきましては、旧要綱では、認定が４月以降になることから、新入学学用品費の

支給が早くても４月下旬となり、入学用の学用品を購入する時期に間に合わないため、か

ねてより支給時期を早めてほしいとの要望がなされておりました。これに対応するため、

入学予定者については、当該年度の前年度に認定及び支給ができるように新要綱で定めた

ものでございます。具体的には、４ページの第７条第１項第１号「ただし、入学予定者の

保護者については、市長が認定した日から当該年度の次年度の３月３１日までの期間とす

る。」というところでございます。 ⑶の文言の整理につきましては、平成１５年に定め

た旧要綱の文言について、所要の修正を行ったものでございます。３ 廃止日及び施行日

等につきましては、旧要綱については平成３１年３月３１日に廃止し、新要綱については

平成３０年１２月１日から施行し、平成３１年度分の就学援助費から適用することといた

します。２ページから５ページまでが新要綱となります。よろしくお願いいたします。 

○教育長 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。日程第５ 諸般の報告「１１月の行事予定について」

を議題とします。 

（各課長が教育長及び各課の行事を説明） 

 次に移ります。「１２月定例会の日程案について」を議題とします。 
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○教育総務課長 それでは、１２月定例会の日程案につきましては、次回１２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、１２月定例会は、１２月１０

日、月曜日、１３時３０分に決定いたします。 

  他に、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、以上をもちまして、平成３０年第１２回田川市教育委員会１１月定

例会を閉会いたします。 

（１５時３０分閉会） 


