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（１４時３０分開議） 

○教育長 ただいまから、平成３１年度第１回田川市教育委員会１月定例会を開会いたしま

す。日程第１ 「平成３０年第１３回田川市教育委員会１２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１３回田川市教育委員会１

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します。 

  次に移ります。日程第２ 議案第１号「平成３１年度教育費（当初）予算要求について」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育部長 日程第２ 議案第１号「平成３１年度教育費（当初）予算要求について」提案

説明させていただきます。提案理由、本案は平成３１年度教育費（当初）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ございます。次のページをお願いいたします。１ 総括表でござい

ます。今回の平成３１年教育費（当初）予算要求の全体内容は、総括表に記載のとおりで

ございますが、計の欄をご覧ください。平成３１年度歳入合計３億９千６４４万５千円で、

対前年度比増減額はマイナス２千７９０万２千円でございます。歳出金額は平成３１年度

２１億９千７１９万７千円で、対前年度比増減額は、１億２千１４２万１千円の増加とな

っております。なお、今回の予算編成案の特徴といたしましては、平成３１年４月に４年

に１度の地方統一選挙、市長市議選が実施されますことから骨格予算での予算内要求とな

っております。２ 主な事業内容でございますが、そこに記載のとおりとなっております。

事業の詳細内容につきましては、この後、所管課長がご説明をいたします。そこで、まず

私から田川市全体の一般会計予算、当初予算案について概要説明を先にさせていただきま

す。本日お手元に配布させていただいております、資料にそって説明をいたします。平成

３１年度当初予算（案）と記載されております、３ページ綴じの配布資料をご覧いただけ

ますでしょうか。１ 一般会計予算の概要でございます。市長が掲げる「すべての市民が

誇れるまち田川」の実現に向けた田川再生のための４本の柱「美しい街づくり」、「新産業

の創出」、「教育改革」、「子育て支援」をさらに推進させるため、それらに関する新規事業

や拡充事業を反映した田川市第５次総合計画に基づく事業などを計上いたしております。

⑴ 当初予算額でございます。平成３１年度当初予算は、２８７億１千４５８万１千円、

対前年度比は１億４７０万３千円となっております。右のほうに米印を書いておりますが、

歳出を歳入で全て賄うことができない状況でございまして、財源不足が生じております。
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財源不足額は、平成３０年度の当初では１０億４千９９４万８千円でございましたが、そ

この米印が書いてある下の欄ですけど、さらにそれが３億近く拡大をいたしまして、平成

３１年度当初では１４億１千２６８万円の財源不足が生じた状況となっております。⑵ 

当初予算の主な内容でございますが、主に教育委員会に関連するものにつきましては、下

の段、前年度に引き続き、実施する事業といたしまして、２番目のオリンピック・パラリ

ンピックのキャンプ地誘致、下の段の１番下段から５行でございますが、学力向上に向け

た取組み（隂山メソッド、小河式など）、それから英語教育の充実（青山学院大学との連

携など）、給付型奨学金の支給、新中学校創設へ向けた取組み、子育てクーポンの支給な

どとなっております。２ページ目をお願いいたします。「平成３１年度当初予算編成にお

ける財源調整（案）」となっております。「① 財源調整前の歳入・歳出総額」でございま

す。先程ご説明しましたとおり、歳出分を歳入額ですべて賄うことができない状況となっ

ておりますので、歳入金額が２７３億１９０万１千円に対して歳出金額が２８７億１千

４５８万１千円で、差引が１４億１千２６８万円の財源不足が生じております。対前年度比

といたしましては、３億６千２７３万２千円の不足額が増の状況となっております。「② 

財源調整案」につきましては、内容は省略いたしますが、この不足額につきましては、特

別交付税、それから主に基金繰入額ですが、田川市の貯金を取崩して財源調整を行ってお

ります。「③ 財源調整可能基金による調整の内容」でございますが、先程申しました歳

入不足のため、貯金の取崩しの状況でございます。平成３０年度末現在高につきましては、

３２億８１８万８千円、平成３１年度取崩予定額がそれに加えて１４億１千万円となって

おりまして、平成３１年度末現在の貯金残額が１７億９千８３５万８千円という状況で、

非常に基金が枯渇する状況が出てきております。３ページをお願いいたします。「平成３１

年度当初予算（案）款別総括表」でございます。歳入の合計は、先程ご説明いたしました、

平成３１年度当初額といたしまして、２８７億１千４５８万１千円。歳出につきましては、

全体の歳出のうち１０款教育費を記載しておりますが、教育費につきましては２５億１千

１９万１千円となっております。前年度比と比較いたしまして８千３８７万の増で、伸び

率がプラスの３．５％となっております。なお、先程総括表でお示ししました金額と、今

説明しております１０款教育費につきまして、若干の端数の金額が異なっておりますが、

これは市長事務部局におきまして教育費の予算科目で事業を実施しているものがござい

ますので、一部端数調整の金額が異なっているということでございます。以上、田川市全

体の平成３１年度当初予算一般会計案の概要を説明させていただきました。予算詳細につ

きましては、各所管課長からご説明させていただきます。 

○教育総務課長 それでは、教育総務課にかかわります平成３１年度当初予算につきまして、
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ご説明申し上げます。１ページをお願いいたします。教育総務課の事務事業の概要について

記載しております。詳細の説明は割愛させていただきます。２ページをお願いいたします。

当初予算総括表です。歳入・歳出ともに記載のとおりであります。それでは、当初予算説明

資料を用いまして、まず、歳出からご説明申し上げます。教育総務課につきましては、３ペ

ージから８ページまでの計１２事業ございますが、そのうち主な事業のみ説明させていただ

きます。それでは、３ページをお願いいたします。下表１０款１項１目、教育委員会事務費

であります。この事業は、教育委員の各種会議、研修会等への参加に係る経費でございます。

平成３１年度予算には、隔年で参加をいたしております、九州地区市町村教育委員会連合会

総会及び研修会に係る経費を含めております。以上の内容を踏まえ、９節費用弁償及び１９

節各種負担金、計２４万２千円を計上いたしております。なお、当該総会及び研修会は、８

月に大分市で開催される予定であります。教育委員の皆様には、年度明けまして別途、ご案

内申し上げたいと思います。続きまして、４ページをお願いいたします。上表１０款１項２

目、総務係分の事務局関係職員時間外勤務手当であります。この事業は、応援職員３名を含

む、総務係分の時間外勤務手当でありまして、平成３１年度におきましては、小学校におけ

る施設長寿命化改修事業のほか、小中学校における、ブロック塀改修事業、エアコン整備事

業などが本格実施となりますことから、前年度に比べて、予算額が増える形となっておりま

す。以上の内容を踏まえ、３節職員手当、２３９万３千円を計上いたしております。続きま

して、５ページをお願いいたします。上表、１０款１項２目、事務局管理経費でございます。

この事業は、教育委員会事務局の管理運営に係る各種経費でありまして、平成３０年度に臨

時職員として総務課の予算で任用しておりました者を、平成３１年度に嘱託職員として教育

総務課の予算で改めて任用を予定していることから、前年度に比べて、予算額が増える形と

なっております。以上の内容を踏まえ、４節臨時職員等共済費から１９節各種負担金まで計

６８８万２千円を計上いたしております。続きまして、下表１０款１項２目、学校技術員セ

ンター等管理費でございます。この事業は、施設管理係作業班が行う学校施設の営繕業務等

に係る各種経費でありまして、当該班４名のうち１名を、平成３１年度に嘱託職員として教

育総務課の予算で改めて任用を予定していることなどから、前年度に比べて、予算額が増え

る形となっております。以上の内容を踏まえ、４節臨時職員等共済費から２７節自動車重量

税まで、計１千１０６万９千円を計上いたしております。続きまして、６ページをお願いい

たします。下表１０款２項１目、小学校施設維持管理経費でございます。この事業は小学校

の施設維持管理や運営に係る各種経費でありまして、平成３１年度におきましては、気化式

冷風機の設置及びエアコンの整備に伴い、前年度に比べて、電気料の予算額が増える形とな

っております。以上の内容を踏まえ、７節臨時職員等賃金からその他まで、計１億２千２４９
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万２千円を計上いたしております。続きまして、７ページをお願いいたします。上表１０款

２項１目、小学校施設長寿命化改修事業費であります。この事業は、老朽化した小学校施設

のトイレ、校舎の外壁及び屋内運動場の改修を、平成３２年度末を目途に実施するものであ

ります。平成３１年度につきましては、当初予算分としまして、後藤寺小学校及び田川小学

校、金川小学校のトイレ改修工事、並びに、弓削田小学校及び田川小学校の校舎外壁の改修

工事をそれぞれ計画いたしております。以上の内容を踏まえ、１１節消耗品費から１５節校

舎外壁改修工事請負費まで、計３億８千１８９万１千円を計上いたしております。なお、１０

ページに、平成３１年度における事業費５００万円以上の工事予定表をお付けいたしており

ます。詳細の説明は割愛させていただきます。それでは、７ページにお戻りください。続き

まして、下表１０款２項１目、小学校施設環境整備事業費であります。この事業は、暑さ寒

さ対策として、小中一貫校猪位金小学校を含む全小学校の普通教室等におけるエアコン整備

に係る経費であり、また、整備完了までの当面の暑さ対策として、気化式冷風機のレンタル

や購入による調達等に係る経費であります。以上の内容を踏まえ１４節気化式冷風機借上料

から、１８節気化式冷風機購入費まで、計２千８３９万４千円を計上いたしております。続

きまして、８ページをお願いいたします。上表１０款３項１目、中学校施設環境整備事業費

であります。この事業は、暑さ寒さ対策として、小中一貫校猪位金中学校の普通教室等にお

けるエアコン整備に係る経費であり、また、整備完了までの当面の暑さ対策として、小中一

貫校猪位金中学校を含む全中学校への気化式冷風機の購入による調達等に係る経費であり

ます。以上の内容を踏まえ、１５節電気設備改修工事請負費から１８節気化式冷風機購入費

まで、計２千７０万９千円を計上いたしております。続きまして、下表１０款３項１目、中

学校施設維持管理経費でありまして、平成３１年度におきましては、気化式冷風機の設置及

びエアコンの整備に伴い、前年度に比べて、電気料の予算額が増える形となっております。

以上の内容を踏まえ、７節臨時職員等賃金からその他まで、計７千２６６万４千円を計上い

たしております。続きまして、９ページをお願いいたします。歳入であります。上表１２款

１項７目学校施設使用料は、小中学校校舎使用料及び学校敷使用料を、また、下表１９款４

項３目 雑入は、船尾武道館における指定管理者負担金を、それぞれ計上いたしております。

以上で説明を終わります。 

○学校教育課長 平成３１年当初予算に係る説明をさせていただきます。まず、３ページの

歳入からでございます。前年度４４事業ございましたが、今年度は整理統合を行いまして、

３３事業となっております。そのうち増減額が１００万円以上の事業、もしくは内容に新

規または大きな変更があるものに絞って説明させていただきます。３ページ上段、放課後

児童健全育成事業費でございます。昨年度に比べ３５４万７千円の減額になっております。
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主な減額理由ですが、前年度は伊田児童クラブ屋根修繕工事費用に３１８万円を計上して

おりましたので、本年度はその分が減額となっております。３ページ下段をお願いいたし

ます。学力ステップアップ推進事業費でございます。昨年度に比べ１１６万円の増額とな

っております。これは標準学力テスト委託料の増額が主な理由でございます。昨年度は県

及び国の学力テストが実施される小学５年生６年生、中学２年生についてはこの標準学力

テストの予算を計上しておりませんでしたが、小学１年生から中学２年生まで連続して同

一のテストを実施し、その分析結果をもって指導に活かすために、全学年で予算を計上し

たものでございます。続きまして５ページ上段、英語教育推進事業費でございます。昨年

度に比べ５２万５千円の増額となっております。主な増額理由といたしましては、本年度

から実用英語技能検定、いわゆる英検の試験会場開設に係る費用を計上しております。続

きまして７ページ上段、奨学金事業費でございます。昨年度に比べ２５９万１千円の増額

となっております。これは給付型奨学金制度が３年目に入り、平成３１年度の新規申込者

分を新たに予算措置するためでございます。新たに３０名の奨学生を採用する予定でござ

います。続きまして９ページ上段、小学校少人数学級運営事業費でございます。４８０万

５千円の減額となっております。主な理由は、昨年度は１１名の市費講師の予算を計上し

ておりましたが、今年度は計１０名の任用予定となっております。１名分の人件費が減と

なっております。続きまして１０ページ下段、小学校就学援助事業費でございます。８１

万円の増額となっております。生活保護の国庫補助基準単価の見直しがあり、平成３１年

度新入学学用品費の補助単価等が増額となったことにより、増額となっております。ただ

し、前年度予算では新入学学用品費の前倒し支給予算を計上していた関係で、今年度の当

初予算の全体額は大幅な増額とはなっておりません。なお、生活保護の国庫補助基準単価

の見直しは中学校分も同様に行われております。次に１３ページ上段、小学校ＩＣＴ教育

環境整備事業費でございます。１千２１２万７千円の増額となっております。主な増額理

由としては、全小学校のパソコン教室のパソコン入れ替えに伴い、新たにタブレットパソ

コンを導入する経費を計上しております。１４ページ上段、中学校維持管理経費でござい

ます。１３２万１千円の増額となっております。主な増額は、学校にある廃棄対象となっ

たブラウン管テレビ等のリサイクル料及び学校の椅子、机の劣化による買い替え費用でご

ざいます。次に１９ページ、中学校ＩＣＴ教育環境整備事業費でございます。５３３万円

の減額となっております。主な減額理由といたしましては、パソコン教室のパソコンリー

ス料の支払い期間が終了し、保守等の費用だけで使用できることとなったことであります。

一方、中学校のパソコン室にもタブレットパソコンを一部導入する経費を計上しておりま

す。続きまして、２０ページから２２ページにかけての歳入でございます。歳入は、放課
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後児童クラブ保護者負担金、放課後児童育成健全事業費補助金、国や県の補助金、育英資

金等の貸付金元金収入、日本スポーツ振興センター災害給付金等の雑入でございます。定

められた単価や補助金率で入ってくる収入でございますので、説明は割愛させていただき

ます。２３ページは債務負担行為でございます。給付型奨学金及び田川市育英資金に係る

ものでございます。複数年にわたり、給付または貸与が行われますので債務負担行為を計

上するものでございます。学校教育課につきましては以上でございます。 

○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３１年度当初予算について、

説明いたします。まず、1 ページをご覧ください。事務事業の概要につきましては、記載

のとおりでございますので説明は割愛させていただきます。２ページの総括表をご覧くだ

さい。上段、歳入予算についてはございません。下段、歳出予算につきましては、５９３

万４千円を計上しております。詳細につきましては、次ページでご説明させていただきま

す。３ページをご覧ください。上段は、事務局関係職員時間外勤務手当でございます。住

民説明会における教育委員会内の応援職員分も含め、延べ時間数６７４時間分、１３０万

１千円を計上しております。下段でございます。学校適正規模推進事業費です。中学校の

適正規模に係る事務的経費であり、４６３万３千円を計上しております。主なものは、嘱

託職員の賃金及び共済費でございます。昨年度から３６７万９千円を減額しておりますが、

主な要因は、昨年度業務支援のため計上しておりました委託料３７３万３千円が不要にな

ったためでございます。以上で説明を終わります。 

○文化生涯学習課長 引き続き、文化生涯学習課に係ります当初予算の説明をさせていただ

きます。１ページは、事務事業の概要についてでございます。１ 執行体制について、２ 

主な事務事業の概要について、３ 職員人件費については、記載のとおりでありますので、

説明は割愛させていただきます。２ページは総括表でございます。歳入合計は４千４７７

万６千円、歳出合計は４億８千５２８万４千円となっております。詳細の説明は次ページ

以降でさせていただきたいと思いますが、学習振興・人権教育係、公民館・スポーツ係、

文化係の３係ございます。最初の２係につきましては、私から、文化係につきましては、

引き続き企画官から説明させていただきます。３ページをお願いいたします。こちらは学

習振興・人権教育係に関します歳出でございます。主なものについてのみ説明させていた

だきます。下段の１０款５項１目、社会教育総務費、成人式事業費でございます。これは、

来年も引き続き新成人による実行委員会形式にて実施する予定となっております。主な経

費は、成人式運営業務委託料４５万円となっております。４ページをお願いいたします。

同じく社会教育総務費ですが、社会教育各種団体助成金でございます。⑴ 田川市子ども

会育成会連絡協議会、⑵ 田川市ＰＴＡ連合会、⑶ ボランティアサークル「つばさ」へ
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の補助金の支出でございます。下段は、社会教育総務経費でございます。社会教育委員の

会開催経費として計上させていただいております。５ページをお願いいたします。同じく

社会教育総務費で社会参加促進支援事業費でございます。公民館、集会所を単位とした識

字学級や田川市郡共同での自動車免許取得識字学級に係る経費でございます。６ページ下

段をお願いいたします。同じく社会教育総務費で、人権・同和教育推進協議会支援事業費

でございます。これは人権・同和教育推進協議会への補助金支出でございます。７ページ

をお願いいたします。下段、同じく社会教育総務費で人権・同和問題啓発事業費でござい

ます。人権・同和教育に係る講座・研修の開催に関わる経費、また地区学習会に係る経費

の計上でございます。８ページをお願いいたします。同じく、社会教育総務費のうち地域

学校協働活動事業費でございます。放課後子どもチャレンジ教室に係る必要経費を計上し

ております。下段は、１０款５項４目、青少年対策費でございます。青少年対策室長及び

嘱託職員２名の人件費が主なものでございますが、事業といたしましては青少年問題協議

会、青少年育成連絡協議会、まちぐるみ子ども安全連絡会議の青色パトロールの運行費に

係る経費でございます。９ページをお願いいたします。同じく青少年対策費で、家庭教育

支援事業でございます。家庭教育講座に係ります事業実施経費でございます。下段は、 

１０款５項８目、生涯学習費でございます。生涯学習関係情報誌たがわっ子の作成に係る

経費、その他、学校開放推進事業に係ります電気使用料の徴収を計上しています。１０ペ

ージは、学習振興・人権教育係に係ります歳入でございます。上段は学校施設使用料で、

これは学校開放推進事業の体育館の照明器具の使用料の徴収によるものでございます。ま

た中段は、１４款２項７目、教育費県補助金でございますが、社会教育費補助金として識

字学級や地域活動指導員の人件費、放課後チャレンジ教室に係る県の補助金でございます。

１１ページをお願いいたします。ここから、公民館・スポーツ係に係ります歳出でござい

ます。１２ページをお願いいたします。１０款５項２目、市民会館費でございます。地域

活動活性化事業費といたしまして、校区活性化協議会への補助金の支出でございます。 

１２ページ下段は、同じく市民会館費の地区公民館建設費補助金でございます。地区公民

館の建て替え途中に関わります経費、仮設で１００万円を計上しております。１３ページ

をお願いいたします。下段、１０款６項１目、保健体育総務事業費でございます。説明は、

１４ページに移らせていただきますが、１目、保健体育総務費のうち社会体育施設整備事

業費でございます。こちらは、オリンピック・パラリンピックに関わりますトレーラーハ

ウス購入費を計上いたしております。下段は同じく、保健体育総務費の社会体育施設運営

事業費でございます。体育施設の指定管理委託料、それから市民プール指定管理委託料の

計上でございます。１５ページをお願いします。下段、１０款６項２目、保健体育振興費



 

 

8 

 

でございます。県民体育大会に係ります事業費、それから１６ページ下段の市民体育大会

に係ります事業費、それぞれＮＰＯ法人田川市体育協会への委託料の計上でございます。

１７ページをお願いします。公民館・スポーツ係に係ります歳入でございます。社会教育

使用料では、公民館使用料４００万円の歳入を計上いたしております。引き続き、文化係

の説明に入らせていただきます。 

○文化生涯学習課企画官 それでは、文化係の平成３１年度当初予算、歳出の方からご説明

いたします。全体の事業といたしましては、１８ページから２３ページに記載しておりま

す１１事業でございます。１９ページ下段をお願いいたします。図書館運営事業でござい

ます。事業費は、８千１５６万４千円で指定管理運営業務委託料が主な経費となります。

２０ページをお願いいたします。上段、石炭・歴史博物館運営等事業費でございます。事

業費は４千１６２万１千円で、石炭・歴史博物館と産業ふれあい館の維持管理経費、そし

て博物館の運営事業費、教育普及事業費でございます。次に下段、埋蔵文化財発掘調査事

業費です。事業費は１３３万７千円で、文化財を適正に保護・活用するため開発に伴いま

す埋蔵文化財の保存のための試掘調査、確認調査を実施する経費が主なものでございます。

２１ページをお願いいたします。上段、文化財保存・活用等事業費でございます。事業費

は７１７万７千円で、地域の文化財を適切に保存・管理し、活用に向けた取組に要する費

用や文化財保護関連団体への補助金となります。次に下段、文化センター・青少年文化ホ

ール運営事業費でございます。事業費は４千２６８万８千円で、指定管理運営業務委託料

が主な経費となっております。２２ページをお願いいたします。上段、文化振興事業費で

ございます。事業費は、３５５万５千円で市民文化祭や芸術文化体験事業、子ども音楽祭

への助成金、補助金と文化振興事業のための臨時職員の賃金が主な経費でございます。下

段、美術館運営事業費です。事業費は６千３９５万３千円で、指定管理運営業務委託料が

主な経費となります。２３ページをお願いいたします。上段、世界記憶遺産保存・活用等

事業費です。事業費は４９１万３千円で「山本作兵衛コレクション」の世界記憶遺産とし

ての価値や評価を説明するため、そのコレクションや背景となる筑豊炭田の調査・研究を

行い、それを国内外に向けて発信するための経費でございます。２４ページをお願いいた

します。ここから歳入でございます。１段目、社会教育使用料９０４万７千円で石炭・歴

史博物館入館料、また田川文化エリアや田川文化センター内の行政財産使用料でございま

す。次に２段目、教育費国庫補助金２３５万８千円で、これは国指定史跡となりました、

三井田川鉱業所伊田坑跡の史跡保存活用計画等策定に係る費用に対する補助金２分の１

でございます。３段目、県の権限委譲事務交付金３千円で、これは文化財に係ります文書

事務に対する県からの手数料です。４段目、教育費寄附金２千円で、博物館に設置してい
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ます募金箱へ寄付されました近代化産業遺産保存活用及び世界記憶遺産保存活用への寄

付金でございます。２５ページをお願いいたします。１段目です。文化振興基金繰入金、

１千６４９万３千円でこれは文化事業と美術館の企画展に充当している基金の繰入金で

ございます。２段目です。雑入２９４万４千円で、浄化槽電気料及び維持管理委託料や図

録売上代金等によるものでございます。以上で文化係の説明を終わります。 

○子育て支援課長 それでは、市立幼稚園に係る平成３１年度当初予算について、お手元の

資料に基づいて説明申し上げます。１ページをお願いいたします。このページは事務事業

の概要についてでございますが、いずれも記載のとおりでございます。２ページをお願い

いたします。このページは、総括表でございます。詳細については、次ページ以降で事業

中心にご説明申し上げます。３ページをお願いいたします。このページより歳出でござい

ます。３ページは、いずれも幼稚園事務局関係職員時間外勤務手当で、上段は、子ども未

来係職員分の経費２７万２千円、下段は幼稚園職員分の経費４８万１千円の計上でござい

ます。４ページをお願いいたします。上段の幼稚園運営事業費では、嘱託職員に係る賃金、

消耗費や光熱費に係る需用費等市立幼稚園の運営に係る経費、１千１６８万９千円の計上

でございます。下段の幼稚園就園奨励費では、私立幼稚園に就園する満３歳児、４歳児及

び５歳児の所得の低い保護者に対して、設置者が入園料及び授業料を減免する措置に対し

て補助金を交付する経費、２千１２３万７千円の計上でございます。５ページをお願いい

たします。上段の子どものための教育・保育給付費では、市内の子どもが通園しやすいよ

う、子ども・子育て支援新制度移行幼稚園に対して、施設型給付費に係る経費、６千４５１

万５千円の計上でございます。６ページをお願いいたします。このページより歳入でござ

います。６ページから７ページに記載しているとおり保育料保護者負担金、国の施設型給

付費負担金、幼稚園就園奨励費補助金、施設型及び利用給付臨時交付金、また県の施設型

給付費補助金等で合計６千２８６万２千円の計上でございます。説明は以上でございます。 

○教育長 平成３１年度当初予算要求の説明がありましたが、何か、ご質問、ご意見ござい

ませんか。 

○毛利委員 教育総務課の資料７ページ下段の空調についてですが、資料に書いてあるよう

に、今回、弓削田小学校でデモ会があったので参加したんですが、大変音が激しいような

気がしました。小学校の場合は、空調整備完了までの応急対策としてということは完了後

はエアコンが設置されるということなんですか。 

○教育総務課長 昨年の末、実際にエアコン整備に係る設計業者の選定があり、設計業者が

決まりまして、今から設計作業に入るということなんですが、実際には平成３０年度３１

年度の２か年かけてエアコンを整備していくということですが、整備完了の時期がまだ確
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定できておりません。したがいまして、もしかすると今年の夏にエアコンの整備が間に合

わないということが十分考えられますので、その応急的な暑さ対策として気化式冷風機を

設置するということでございます。当然、間に合えば必要ないんですが、間に合わないこ

とも十分想定されますので、気化式冷風機の調達に今回計画するというものでございます。 

○毛利委員 中学校は新中学校の創設がありますから、購入することは理解できるんですが、

小学校の場合は、先々エアコンが設置され気化式冷風機が必要なくなることが想定される

のであれば、購入の必要はないのではないかと思うんですが。もう１点は、全国の学校が

エアコンを設置するということで、この事業は業者側が間に合わないという理由で気化式

冷風機を設置するということですか。 

○教育総務課長 色んな要素が含まれているんですが、毛利委員のお見込みのとおり、機器

の調達、実際にメーカーのほうは、全国から受注を同時期に受けるということになります

ので、当然その製造が間に合わないとか、あるいは施工業者の職人の手配の問題もありま

す。そういった色んな要素から、円滑に工事が進まない恐れもあるということ、もう１つ

は私が申し上げるまでもなく学校運営しながらの整備ということになりますので、当然授

業があっている、学校があっている間は工事ができないといった色んな制約がございます

ので、なかなか簡単には整備のほうは進んでいかないであろうと思います。それともう１

点、今ご指摘いただきました、小学校については遅かれ早かれ平成３１年度中に整備完了

いたしますので、そうなってくると気化式冷風機は必要ないのではないかということです

が、今回あくまでも整備する対象となるエリアと申し上げますと、普通教室、特別教室、

後は校長室をはじめとする管理部門の部屋ということになりますが、例えば１つの事例と

して、今回、体育館は対象となっておりません。したがいまして、体育館の暑さ対策ある

いは廊下側の暑さ対策といった色んな暑さ対策が必要となってまいりますので、普通教室

にエアコンが整備された後は、そういったエアコン設置の対象となっていない所の暑さ対

策として、気化式冷風機を活用してまいりたいとこのように考えております。 

○毛利委員 もう１点、資料１３ページの下段、外部人材を活用した音楽活動とは小学校、

中学校どちらが対象なんですか。また、学校の指定や希望した学校なのか、それとも全校

なんですか。 

○学校教育課長 こちらは、音楽のアドバイザーの先生方を３団体指定させていただいてお

りますので、輪番制で校長会で話していただいて同じ年に全校回ることはできませんので、

１団体に２校ずつ等の形で各団体にお願いをして、数年かけて全校に行きわたるようにさ

せてもらっております。主に小学校に行っていただいております。 

○河底委員 学校教育課の資料の１９ページの中学校ＩＣＴ教育環境整備事業で、パソコン
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教室にタブレットを導入するという説明があったんですけど、全校に少しずつ導入する予

定ですか。 

○学校教育課長 グループ毎にタブレット端末を使いまして、授業ができる形を考えており

ます。大体１クラスに６グループくらいできますので、それにプラス教師用ということで

各学校７台の導入を予定しております。 

○教育長 将来的には台数を増やす方向ですが、予算の関係もありますので、中学校では最

低各グループに１台は必要になると思います。 

○河底委員 全員分ではなく７台導入してグループで使うということですか。 

○学校教育課長 そのとおりでございます。ちなみに本市の小学校は、３５人学級ですので、

３５台プラス教師用１台で３６台という形で来年度予算化させていただきたいと思いま

す。 

○教育長 小学校のコンピューター室で使用していたデスク型パソコンが古くなり、取りか

えなくてはならない時期にきていると思いますが、それらのパソコンをタブレットとして

も使えるような新式のタブレットパソコンに買い替えるということですね。 

○学校教育課長 小学校の場合は同じくクレードル型を使いますので、タブレット端末に差

し込むクレードルがありまして、それに差し込むことによってキーボードそれからデスク

トップ型のパソコンと繋ぐことで、デスクトップも使えますしキーボードも打てます。そ

して、クレードルを外して教室に持って行ってタブレットパソコンとして活用することが

できるという形を全部とっています。 

○教育長 １クラスはタブレットを１人１台という形を導入しようと思えばできるという

ことですね。 

○学校教育課長 そのような形を取らせていただいております。中学校の場合は、パソコン

教室のパソコンの入れ替えをしませんし、平成３４年の新中学校の再編がございますので、

グループで１台使用するという形になります。 

○毛利委員 タブレット端末は、今、どれくらいの台数が導入されているんですか。 

○学校教育課長 基本的にはどの学校も０台です。猪位金学園の場合は、寄附がございまし

たのでタブレットが３２台、そしてＰＴＡの協力もあり、今年度でｉＰａｄは２４台整備

することができております。 

○教育長 伊田中学校のＩＣＴ教育の公開授業等があった時は、タブレットをリースか何か

で無料で貸してもらい、活用していると聞きましたが。 

○学校教育課長 協力していただきました業者から、期間限定でレンタルをしていただきま

したので、その期間は使用することが可能でした。 
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○毛利委員 文化生涯学習課の資料１５ページ下段に、市町村対抗駅伝がありますよね。私

は、毎年、田川市の成績が良いかなと興味を持っているんですが、あまり、良くないです

よね。早めに情報収集して良い人材を集めることができたらと思うんですが。 

○文化生涯学習課長 この件は、私どもの大きな課題でございます。各市町村の中で下位に

低迷しておりますので、昨年度は要望に応じてゼッケンを付ける予算を計上し、バラバラ

の組織ではないような姿をつくりました。選手集めについては、体育協会に入っているマ

ラソンを中心とした人材を発掘しながら、行っているところでございます。また、小中学

校からもスポーツサークルに所属している児童生徒に出場してもらっております。ただ、

実態としては、よその地区に比べたら、実業団等の選手がいないものですから、なかなか

実力のある選手がいないということで、市役所を中心とした人材に出場してもらっている

という状況でございます。毛利委員がおっしゃるような状況がございますので、広報等で

公募して選手を集めるという考えもございましたが、今年については、同じように協会か

らの人材探しという形で実施いたしました。来年については、もっと力を入れて上位にな

るように頑張りたいと思っております。 

○教育長 ちなみに、市町村対抗駅伝が終わった後の管内の校長会では、この話題で盛り上

がっていました。田川市全体でこの競技大会を通して結束し、スポーツのまち田川に近づ

けるよう、盛り上げていけるように来年に向けた対策をよろしくお願いします。 

○柴田委員 同じく文化生涯学習課の資料１４ページ、上段の２つ目の項目に「トレーラー

ハウスを購入」と書かれているんですが、何台購入してどこに設置するんですか。 

○文化生涯学習課長 現在、進めております計画では、保健センターの前を整備いたしまし

て、１５台購入し設置するようにしております。８千６００万円につきましては、１台あ

たり８００万円の車両費、その他の設備等で計画をしております。 

○教育長 私が把握しているのは、オリンピック・パラリンピックの事前合宿が終わった後

は、一般市民が使えるような大人数で泊まれるトレーラーハウスとして、今後、活用して

いくとのことですが。 

○文化生涯学習課長 当委員会でも概略については、多少説明させていただいたところでご

ざいますが、今、教育長がおっしゃったようにトレーラーハウス１台は大きなものでござ

いますが、２人部屋使用で１５台ということでございますので、３０人規模の設置を考え

ております。オリンピック・パラリンピックでの使用については、１人１台という形でシ

ャワー室やトイレも障害者対応のできたものを使用する見込みになっておりますが、オリ

ンピック後の活用については社会体育施設として引き続き子どもたちの合宿等に使う予

定としております。したがいまして、１台につきましては３人から４人程度の規模に増や
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して、ベッド等を調節して使用するという計画でございます。そして、５０人から６０人

規模の宿泊施設になると考えております。 

○教育長 他に、ご質問、ご意見ござませんか。 

  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２ 議案第１号「平成３１年度教育費（当初）

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２号「田川市教育職員の任用、賃金等に関する規則の

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３ 議案第２号「田川市教育職員の任用、賃金等に関する規則の一

部改正について」でございます。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。次のページをお願

いいたします。改正点は１点でございます。別表第１の給与相当月額の改正でございます。

本市におきましては、平成２２年度から小中学校における少人数指導を実施するため、市

費講師を任用しております。市費講師の給与形態のうち、給料相当額及び教職員独自の手

当相当額につきましては、県に準じて支払うこととなっております。福岡県公立学校職員

給与に関する条例の一部及び福岡県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を

改正する条例が、平成３０年１２月に公布されました。したがいまして、先程述べました

ように市費講師等の給与等を県に準じたものとして改正するために、議案として提出する

ものでございます。なお、次のページ以降につきましては、新旧の対照表等を付けており

ますので、ご参照ください。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

○教育長 ３５人学級の少人数指導を実施するために、市費講師を独自で１１名採用してお

ります。県に準じて支払っておりましたが、再度県に準じた制度に改正するということで

す。 

何か、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３ 議案第２号「田川市教育職員の任用、賃金等

に関する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４ 報告第１号「教職員の措置について」を議題とします。本案

は、田川市教育委員会職員分限懲戒審査会設置要綱第６条第２号の規定により、審査結果

を公表しないこととなっているため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条
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第７項及び田川市教育委員会会議規則第１２条の規定により、非公開としたいと思います

が、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。よって本件については非公開とします。 

・ 

・ 

ここからは通常のとおり公開といたします。日程第５ 事務報告「田川市特別支援教育

就学奨励実施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 日程第５「田川市特別支援教育就学奨励実施要綱の制定について」ご説明

いたします。特別支援教育就学奨励は、障害のある子どもの教育に関わる費用を国、地方

自治体補助で、家庭の経済状況に応じて保護者に対して補助金を支給し、特別支援教育を

普及させることを目的としています。本制度については、要綱等を定めずに運用していた

ため、今回制定するものでございます。支給対象は、資料１ページ要綱第１条及び第２条

に定めているとおり、田川市小中学校の児童生徒で特別支援学級に通う又は通常の学級で

学び、学校教育法施行令第２２条の３に定める障害のある子どもの保護者となります。な

お、特別支援学校に通う児童生徒は県が手続きを行いますので、本市の支給対象外となり

ます。就学奨励の範囲については、資料１ページ第３条に定めているとおりです。就学奨

励の額については、資料２ページ要綱第４条に定めているとおり、国庫補助基準単価を限

度として、実費の半額としておりますので、国交補助基準単価を限度とした実費の就学援

助費の半額となります。申請については、毎年６月に学校が対象者に通知しており、平成

３０年度は小学生は４８名、中学生は１９名の合計６７名が認定されました。就学奨励の

方法については、資料３ページ要綱第８条に定めているとおり、原則として現金給付で保

護者に直接支給し、口座振替としております。以上が今回制定する要綱の概要となります。 

○教育長 そこに書かれているとおり、生活保護の家庭や準要保護等を受けておられる家庭

以外の方が対象ということですよね。少しでも経済的負担軽減をということです。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６ 諸般の報告「教育委員会に係る１２月議

会の一般質問について」を議題とします。 

○教育部長 日程第６ 諸般の報告「教育委員会に係る１２月議会の一般質問について」

ご報告いたします。本日、お手元に配布しています資料の「平成３０年（第４回）１２月定

例会一般質問」についての資料をご覧ください。１２月議会の一般質問につきましては、

資料の右上段に記載しておりますとおり、１２月６日と７日の２日間行なわれております。
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質問議員は、全１２名のうち教育委員会に関しましては、５名の議員から質問がありまし

た。教育委員会に関する質問事項につきましては、内容を朱書きで記載しています。その

概要についてご説明いたします。資料の３ページをお願いいたします。質問順３番の今村

議員からは、「１．本市における運動公園の施設整備について」の質問があっております。

要旨は、「⑴ 田川市総合グラウンド及び田川市こがねが丘陸上競技場付近における街灯

設置及び遊具の安全確保について問う。⑵ 田川市総合グラウンド内サッカーコート及び

田川市猪位金グラウンドにおける人工芝整備について問う。」との内容でございました。

概要でございますが、⑴につきましては、「本市の公園については、市民の方に安全安心

に利用してもらう等の視点から整備を進めるべきではないか。」との要望があっておりま

す。それを受けまして教育委員会では、「中央公園内の総合グラウンドエリアでは、多目

的グラウンドの周回コースのみ街灯（照明）を設置している。南東部を回るコースについ

ては、人の目が届きにくい箇所であることから、事故防止の観点で夜間ウォーキングは控

えていただきたいと考えている。陸上競技場のナイター照明設備設置に関しては、難しい

と考えているが、直線走路及び駐車場付近について、一部分では街灯の増設等を検討して

いきたい。健康遊具や大型スライダーの安全確保については、指定管理者と情報共有して

定期的な点検を行い安全確保に努めてまいりたい。また、サッカー場の人工芝整備につい

ては、財源的に補助金確保等の調査研究を進めている。この改修費用並びに維持管理費用

等の試算を行うなど検討している。改修すべき施設について関係団体と協議を行っていき

たい。」との答弁を行ったところであります。次の質問として、「２．共生社会の実現に向

けた公共施設等の整備について」「⑵ 公共施設内の車椅子席の整備について問う。」内容

でありました。その答弁では、「田川文化センター大ホール及び田川青少年文化ホールに

ついては、車椅子席の設置基準は満たしている状況ではありますが、本市では障害者と共

生するまちづくりを目指していることから今後拡充に向けて検討していきたい。」との答

弁を行っております。５ページをお願いします。５番目の陸田議員からは、「１．卒業式

における合唱歌について」の質問がありました。要旨は「⑴ 本市小・中学校の卒業式に

おいて、「仰げば尊し」を合唱していないことに関して、平成２９年１２月定例会で質問

を行ったが、その後の対応について問う。」という内容でございました。それを受けまし

て教育長答弁では、「昨年の１２月定例会で、陸田議員より「仰げば尊し」の合唱を採用

することへの要望がありましたので、各学校へ説明を行ったところである。しかし、準備

期間等の理由により採用した学校はなかった。本年度については、全校ではないが学校の

中には、卒業式の合唱曲として検討するという意見も出てきている。」との答弁を行って

おります。次の質問では、「２．災害時における非常用電源の確保等の対策について」で
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「⑹ 今後の太陽光発電設備の本市公共施設への設置について問う。」でございました。

この質問に対し、「小中学校における太陽光発電については、平成２１年度に後藤寺・伊

田の両小学校に設置を行い、平成２５年度には２校とも蓄電設備を整備した。その他未設

置の学校については、トイレ・外壁改修・エアコン整備・ブロック塀改修事業を行ってい

る。さらに新中学校の創設等喫緊の課題に取り組んでいるところであり、これらの事業が

完了でき次第、本件について、国の動向等を勘案しながら、模索検討していきたいと考え

ている。」との答弁を行っております。１０ページをお願いいたします。田守議員からは、

「１．５歳児健診の実施について」の質問があっております。「⑴ 本市における５歳児

健診の実施について問う。」のうち、小学校に入学する直前の就学前健診、または入学後

に発達障害が疑われる児童を発見するケースはどれくらいあるか。」との質問でございま

した。これに対しまして、「就学時健康診断で、発達障害が疑われる児童に気づくことは

非常に難しい状況である。小学校入学後、集団で生活する中で、落ち着きがなかったり、

コミュニケーションが苦手だったりして、教職員が気になる児童は小学１年生で統計上、

約２％～１０％いる状況がある。」との答弁を行ったとこでございます。１１ページをお

願いいたします。北山議員からは、「２．教育環境について」の質問があっております。「⑴ 

授業の充実等、教育環境の整備について問う。」で主にＩＣＴ環境整備状況についての内

容でございました。その答弁としましては、「本市では、平成２９年度に小・中学校の全

教室に電子黒板と実物投影機、デジタル教科書が整備された。現在、電子黒板の整備率は

県内トップレベルである。国語、算数、数学、英語の授業では、ほぼ毎時間電子黒板が活

用されている。また、日本教育情報化振興会発行の「ＩＣＴ教育整備ハンドブック」で、

田川市の「教育の情報化」の取組が掲載されたことは、本市の取組が評価されたことであ

ると考えている。今後は、本市のＩＣＴ教育の取組内容について、広報誌等で市民の方に

十分周知していくと同時に、この取り組みを進めていくことで本市児童生徒の学力向上を

結果として表していきたい。」との答弁を行っております。最後、１３ページをお願いし

ます。１２番目の柿田議員からは、「１．放課後児童クラブについて」の質問があってお

ります。「⑴ 本市の放課後児童クラブの施設整備に係る今後の計画について問う。⑵ 指

導員の処遇改善について問う。⑶ 一人親の課税世帯の利用料の減免について問う。」で

ございました。その答弁におきましては、「まず、放課後児童クラブの整備状況について、

金川児童クラブが児童一人あたりの面積基準に満たしていない状況であるが、現在、増床

する方向で協議を進めている。その他、修繕、工事などについては、各クラブの要望を基

に必要に応じて計画的な整備を実施してきている。次に、指導員、現在の支援員の処遇改

善については、事務的な部分を効率化やスリム化を進めて負担の軽減を検討していきたい。
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また、ひとり親世帯の利用料減免については、現在、福岡県放課後児童クラブ利用料減免

事業補助金により実施している。制度の公平性を保つ観点から減免対象者の変更を本年度

４月に行ったばかりであることから、運用を一定期間継続し、その後に課題を洗い出した

上で検討していきたい。」との答弁を行いました。以上、１２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 次に移ります。「１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を説明） 

次に移ります。「２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、２月定例会の日程案につきましては、次回２月１３日、水曜日

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、２月定例会は、２月１３日、水

曜日、１４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３１年第１回田川市教育委員会１月定例会

を閉会いたします。 

 （１６時３分閉会） 


