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（開会１４時００分） 

○教育長 ただいまから平成２８年第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「議席の指定について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育総務課長 日程第１「議席の指定について」ご説明いたします。市議会１２月

定例会におきまして、毛利 眞一郎委員が教育委員に再任されましたので、田川市教

育委員会会議規則第２条「議員の議席は議員の任命があった都度、教育長が会議に

諮ってこれを定める。」の規定により議席の決定をお願いするものであります。資料

をご覧ください。教育委員の席につきましては、恒例として１番議席から４番議席

は教育委員に就任された順としておりました。現在、委員の皆様にお座りいただい

ている仮議席を本議席に決定させていただきたいと考えております。説明は以上で

ございます。 

○教育長 現在、座っていただいている議席を本議席として決定させていただいてよ

ろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議ありませんので、現在座っていただいているとおりに議席を決定します。 

  次に移ります。日程第２「教育長職務代理者の指名について」を議題とします。

毛利委員は平成２７年１２月２４日に任期満了となりました。そして、平成２７ 

 年１２月２５日に再任されました。よって、引き続き教育長職務代理者には毛利委 

 員を指名させていただきたいと思いますが、毛利委員お受けいただけますでしょう 

か。 

○毛利委員 はい、よろしくお願いします。 

○教育長 引き続き、よろしくお願いします。 

  次に移ります。日程第３「平成２７年第１２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おりましたが、内容、 

文言等について、ご質疑ありませんか。 

ご質疑がないようですので、日程第３「平成２７年第１２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４ 議案第１号「平成２８年度教育費当初予算について」 

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育部長 それでは、日程第４ 議案第１号「平成２８年度教育費当初予算につい 
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て」ご説明いたします。１ページをお願いします。総括表です。歳入の総額は１億 

６２７０万７千円で、歳出の総額は１４億８８０５万円でございます。歳入の前年 

度比較では２４７３万９千円の減額で、その主な要因は、教育総務課では平成２７ 

年度に防災機能強化事業として弓削田小、鎮西小、伊田中の屋内運動場の改修工事 

を実施したことによる国からの補助金があったことによるものです。学校教育課で 

は育英事業基金繰入金の減額によるものです。世界記憶遺産推進室では石炭・歴史 

博物館の改修工事により平成２８年１月５日から平成２９年３月末まで休館予定の 

ため入館料、図録などの減額を見込んだことによるものです。また、歳出の前年度 

比較では３億９８３万２千円の増額で、その主な要因は、昨年度は地方選挙のため 

当初予算につきましては主に経常的な経費のみで予算を計上していたことによるも 

のです。歳入の主な事業内容といたしましては、学校教育課の放課後児童健全育成 

事業費補助金、育英資金貸付金元金収入、文化課の埋蔵文化財発掘調査費委託金、 

文化振興基金繰入金でございます。また、歳出の主な事業内容といたしましては、 

教育総務課の小・中学校施設維持管理経費、学校教育課の放課後児童健全育成事業 

費、生涯学習課の保健体育総務事業費、文化課の図書館費、世界記憶遺産推進室の 

石炭・歴史博物館改修事業費でございます。詳細につきましては各課から説明をさ 

せていただきます。            

○教育総務課長 教育総務課に係ります平成２８年度当初予算要求額の内容について

ご説明いたします。まず、歳出の各事業について説明をさせていただきます。教育

総務課につきましては１２ページの上段、教育委員会人件費から１７ページの下段、

幼稚園関係職員時間外勤務手当までの１２事業についてでございますが、その中よ

り主な事業のみ説明をさせていただきます。１５ページをお願いします。上段の小

学校施設維持管理経費でございます。この事業は小学校施設の維持管理や運営に係

る各種経費で事業費は１億６０６６万５千円でございます。その主なものは給食調

理員、事務補助員、学校司書員の賃金や電気料、校舎等の修繕料でございます。次

に、下段の小学校施設長寿命化改修事業費でございます。これは老朽化しています

小学校施設のトイレ、外壁及び屋内運動場の改修を平成３２年度を目途に実施する

ものです。そこで平成２８年度は平成２９年度に改修工事を行う２校のトイレ改修

の設計を行うものです。事業費は４１３万７千円です。次に、１６ページの下段、

中学校施設維持管理経費でございます。この事業は中学校施設の維持管理や運営に
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係る各種経費で、事業費は７１７５万６千円です。その主なものは事務補助員及び

学校司書員の賃金や電気料、校舎等の修繕料でございます。次に、１７ページの上

段、幼稚園施設維持管理経費でございます。この事業は幼稚園施設の維持管理や運

営に係る各種経費で、事業費は１５３１万９千円です。その主なものは幼稚園教諭

の賃金や電気料等でございます。２ページをお願いします。最後に、歳入でござい

ます。そのほとんどが下段にあげております雑入で、船尾武道館指定管理者からの

負担金でございます。以上で教育総務課に係ります平成２８年度当初予算要求額の

説明を終わります。 

○学校教育課長 続きまして、学校教育課の平成２８年度当初予算要求額に係る説明

をさせていただきます。歳出からでございます。当初予算の要求は１８ページから

４７ページまでの６０事業についてでございますが、このうち増減額の大きいもの

または内容に大きな変更のあるものを中心に説明をさせていただきます。１９ペー

ジをお願いします。上段の学力向上プロジェクト事業費でございます。今回予算額

の大きな増減はありませんが、ＣＲＴテストを標準学力検査テストに変更すること

にいたしました。理由はこの標準学力検査はフィードバックシステムを伴っており

まして、テストが行われた結果によって躓きがサポートできるということで、その

検査に変えるようにしております。続きまして、２０ページをお願いします。下段

の教育研究所経費で、６６９万円の増額でございます。理由は学力アップアドバイ

ザーとして陰山英男先生に就任をいただき、ご指導いただくこと。また、スクール

ソーシャルワーカーは現在１名でございますが、２名増員をいたしまして、それぞ

れ学校にいるサポートの必要な子ども達にきめ細かなサポートができるようにする

ものでございます。２３ページをお願いします。下段の特別支援教育充実事業費で

ございます。８１万１千円の増額でございます。理由は特別支援教育の支援員さん

を雇用しておりますが、現在土曜授業への対応ができておりませんでしたので、土

曜授業５日分の措置といたしまして増額をしております。２４ページをお願いしま

す。上段の青山学院大学との連携事業費でございます。これは平成２７年１２月に

締結をされました青山学院大学との包括連携協定に基づきまして、英語教育を充実

させるために青山学院大学が作成している英語の教科書を各学校へ参考図書として

購入するものでございます。また、それぞれの学校現場の英語の職員に対しまして

大学の先生による指導法の講習などを計画するものでございます。下段の育英資金
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貸与事業費でございます。これは貸付者が減少しているために減額となっておりま

す。２５ページをお願いします。下段の小学校維持管理経費でございます。２６７

万１千円の増額でございます。理由は科目の一番下に出てきます１４節の小学校校

務用パソコンのリース料でございます。２６ページをお願いします。上段の小学校

健康管理経費でございます。５２万５千円の増額でございます。ＡＥＤが古くなっ

てきましたので、全校で入れ替えをしようというふうに考えております。２７ペー

ジをお願いします。上段の小学校少人数学級運営事業費でございます。１１２６万

４千円の増額でございます。平成２８年度は見込みでございますが、３５人以下学

級で１０人の雇用が必要となる見込みでございます。ですので増額が大きくなって

おります。２９ページをお願いします。上段の小学校教育用消耗器材費でございま

す。６３１万２千円の減額でございます。大きく減額をしている理由は昨年度、小

学校教師用指導書を購入いたしましたが、本年度はその指導書の購入がございませ

んので減額でございます。３０ページをお願いします。下段の小学校教育機器整備

事業費でございます。２５９万７千円の減額でございます。こちらも減額が大きく

なっている理由は平成２７年度、この項目でファイルサーバーの入れ替えを行いま

した。そのことによる減額でございます。３４ページをお願いします。下段の中学

校維持管理経費でございます。４８３万９千円の増額でございます。理由はコピー

機の入れ替えをいたします。４台分の経費を計上しております。残りの３台につき

ましては先日、寄贈を受けておりますので、その３台のコピーをもって充てようと

いうふうに考えております。３５ページをお願いします。上段の中学校健康管理経

費でございます。小学校と同様にＡＥＤの入れ替えを計画しております。下段の中

学校少人数学習指導事業費でございます。６２２万円の減額でございます。中学校

は小学校と反対に減額になっている理由は、平成２８年度の見込みで市費講師の雇

用が１名のみになる予定でございますので減額となっております。３８ページをお

願いします。下段の中学校教育用消耗器材費でございます。４５７万５千円の増額

でございます。中学校は小学校と反対に増額となっている理由は、平成２８年度が

教育指導書を購入する年度でございますので増額となっております。４５ページを

お願いします。ここからは幼稚園費でございますが、大きな増減はございませんの

で説明は省略させていただきます。続いて、歳入についてでございます。３ページ

から６ページでございます。３ページをお願いします。下から２段目の幼稚園使用
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料が減額となっております。これは授業料の改定に伴いまして８世帯への減免を導

入したためでございます。小学校３年生を上限に２人目は半額、３人目以降は無料

としたことによる減額となっております。５ページをお願いします。上段の育英事

業基金繰入金でございます。歳出が減りまして歳入が増えているために繰入金は減

っております。その他は記載のとおりでございますので、説明は省略させていただ

きます。以上でございます。 

○生涯学習課長 続いて、生涯学習課の平成２８年度当初予算の要求額の内容につい

てご説明いたします。なお、説明にあたりましては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、４８ページから６１ページに記載をしてお

ります２６事業になります。５０ページの上段をお願いします。人権・同和教育事

務費でございます。事業費は６０６万２千円で、主なものは人権・同和教育推進の

ための社会教育相談員及び社会教育指導員２名に係る人件費でございます。次に、

下段の教育集会所管理運営費でございます。事業費は１５２７万４千円で、主なも

のは経年劣化が進む教育集会所を計画的に大規模改修を行うための建設工事費でご

ざいます。次に、５１ページの下段をお願いします。地域活動支援事業費でござい

ます。事業費は５９２万７千円で、主なものは小学生の体験活動等推進に係る地域

活動指導のための人件費でございます。次に、５２ページの上段をお願いします。

人権・同和問題啓発事業費でございます。事業費は３０７万３千円で、主なものは

人権・同和教育推進に伴う講師謝礼金でございます。次に、下段の青少年対策事業

費でございます。事業費は３８０万７千円で、主なものは青少年対策推進に係る嘱

託職員の人件費でございます。次に、５５ページの上段をお願いします。市民会館

維持管理費でございます。事業費は２３１０万７千円で、主なものは市民会館維持

管理に伴う電気料や各種委託料でございます。次に、下段の市民会館運営事業費で

ございます。事業費は３７９万４千円で、主なものは市民会館運営に伴う臨時職員

等の人件費でございます。次に、５６ページの上段をお願いします。地域活動活性

化事業費でございます。事業費は２６１０万円で、主なものは市内８中学校に組織

されております活性化協議会の補助金でございます。次に、５８ページの上段をお

願いします。保健体育総務事務費でございます。事業費は７３９５万５千円で、主

なものは体育施設及び市民プールに係る指定管理運営業務委託料でございます。次

に、下段の保健体育振興経費でございます。事業費は４９９万４千円で、主なもの
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はスポーツ活動の推進とスポーツ環境の整備に伴う臨時職員の人件費やスポーツ用

品購入のための備品費でございます。次に、５９ページの下段をお願いします。地

域スポーツ活動推進事業費でございます。事業費は２５５万８千円で、主なものは

水泳教室、カヌーの体験教室、児童の体力向上等を図るため市内全小学校の体育の

授業にコーディネイターを派遣するための講師謝礼金でございます。次に、６０ペ

ージの下段をお願いします。オリンピック・パラリンピックキャンプ地誘致推進事

業費でございます。事業費は２５２万７千円で、主なものは事前キャンプ地誘致を

行うための旅費でございます。最後に歳入でございます。７ページの上段をお願い

します。教育使用料１２０万円で、学校開放事業に伴う体育館の電気使用料でござ

います。中段は教育費県補助金４９６万７千円で、その主なものは地域活動指導員

設置事業費補助金でございます。次に、８ページの上段をお願いします。教育使用

料４０３万円で、その主なものは公民館の使用料でございます。以上で生涯学習課

の説明を終わります。 

○生涯学習課企画官 ６０ページ下段のオリンピック・パラリンピックキャンプ誘致

推進事業費の補足説明をさせていただきます。お手元にオリンピック・パラリンピ

ック事前キャンプ地誘致活動、平成２８年度という資料を用意してございます。県

内で誘致する国が決まっているのは田川市と久留米市でございます。予定としては

１１月に田川市では市長と私、福岡県では県知事、県会議員等、それから久留米市

は市長と担当者、訪問国につきましては久留米市がオランダですので、オランダ、

ドイツ、それにブルガリアという形で訪問を計画しております。最初にオランダに

行きますので、久留米市につきましてはそのまま帰るということですが、全体で行

きますので、田川市の場合はオランダ、ドイツという形になります。それと、もう

ひとつは当初予算で挙げるつもりだったのですが、クリップで止めていますホスト

シティ・タウン登録申請書という資料についてでございます。これは東京オリンピ

ック競技大会、東京パラリンピック競技大会担当大臣殿となっておりますが、これ

も補助金の対象になるということでございます。最後のページをご覧ください。田

川市の今後の交流計画の概要です。まず、２０１６年度につきましては日・独交流

を３年前に実施したのですが、今回順番を先に田川市に回してくれるということで、

これは県の体育協会の方から全額補助金で７月の終わりに１０人くらいの受け入れ

をしたいと思っております。それから、先程の国際交流及びキャンプ地誘致活動の
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ための国際派遣員ということでドイツ語と英語のできる方を雇用するよう申請をし

ております。それから総合体育館の空調設備改修、それから、女子ソフトボール日

本代表の宇津木元監督を呼ぶ予定にしております。それから、スポーツ団体合宿所

建設ということで、キャンプのための合宿所も建設を考えております。予算面です

が５ページをお願いします。２０１６年につきましては先程のドイツ語と英語がで

きる方の雇用については２分の１の補助金が出るということで総額は２０２０年度

までの計で１９４６万４千円です。次に、交流の相手国であるドイツの会長もしく

は監督をお呼びする費用として１０５万円、これも２分の１の補助です。それから、

体育館における空調設備の改修１億５千万円、これも２分の１の補助です。それか

ら、ソフトボールの元監督等をお呼びするのに２５万６千円、これも２分の１の補

助です。スポーツ合宿所の建設につきましては１億２千万円になっておりますが、

これはサッカーくじ toto の方から６千万円の補助金が出るということです。それか

ら、２０２０年の事前合宿の受入れに２５２万円、また、競技終了後の受入れに１

５２万円、これも２分の１の補助ということで、１月の中旬以降に確定するという

ことでございます。これにつきましては財政課と協議を行った結果、確定しました

ら、当初予算ではなく６月補正で計上するようにしております。以上です。 

○文化課長 続きまして、文化課に係ります当初予算要求額についてご説明いたしま

す。歳出からご説明いたします。６２ページをお願いします。上段は文化課職員の

時間外勤務手当、下段は文化関係一般経費で文化関係業務の一般事務経費でござい

ます。次に６３ページです。上段は文化財保護事業費で地域の文化財の適切な保存

管理に係る事業費でございまして、主な経費は古墳の草刈委託料や看板設置の工事

請負費等でございます。下段は埋蔵文化財発掘調査受託事業費で、これは昨年から

調査を受託しております県立西田川高校の敷地内にあります上本町遺跡の発掘調査

の事業費でございます。平成２８年度は出土遺物の整理作業にかかる委託料が主な

経費となります。次に６４ページです。上段は埋蔵文化財発掘調査事業費でござい

ます。平成２８年度は三井田川伊田坑の国指定史跡への意見具申を目指す年度でご

ざいますので、意見具申に向け指定予定地内の部分的な面積の測量等委託料が主な

経費となっております。下段は文化財普及・活用事業費で、市内の文化遺産、伝統

芸能の保存会に対する補助金でございまして、増減はございません。次に６５ペー

ジです。上段は図書館運営管理費でございます。図書館は指定管理委託料が主な経
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費となっております。平成２８年度から丸１年分の図書館の管理運営業務委託料と

なっております。管理委託料の中には修繕費等も含まれております。下段は文化会

館維持管理費でございます。これにつきましても田川文化センター及び田川青少年

文化ホールの指定管理運営業務委託料が主な経費でございます。次に６６ページで

す。上段は文化会館一般経費でございまして、主なものは臨時職員の賃金、共済費

でございます。下段は文化振興事業費で芸術文化体験事業補助金が１５万円の増額

となっております。次に６７ページです。上段は美術館運営管理費で美術館の指定

管理運営業務委託料が主な経費となっております。この委託料につきましても運営

管理の委託料と修繕委託料が合算して入っているところでございます。次に、歳入

についてご説明いたします。９ページをお願いします。上段は美術館の使用料、入

館料でございますが、指定管理制度導入となりましたので、ここに計上しておりま

す６４万８千円は文化エリア内食堂の使用料のみでございます。３段目の子どもの

読書活動充実事業補助金につきましては図書館での子どもの読書活動充実事業に関

しての補助金でございます。４段目の埋蔵文化財発掘調査費委託金につきましては

西田川高校での発掘調査に係る県の委託金でございます。次に１０ページです。上

段の文化振興基金繰入金は、例年、美術館の企画展事業経費と文化事業に充当して

いる基金の繰入金でございます。２段目の雑入につきましては美術館が指定管理制

度を導入いたしましたが、直営時に作成しておりました図録のバックナンバーの販

売を指定管理者に委託しておりますので、その売り上げを計上しているところでご

ざいます。以上で文化課に係ります当初予算要求の説明を終わります。 

○推進室長 世界記憶遺産推進室が所管しております平成２８年度の当初予算要求の

説明をいたします。歳出からご説明いたします。６８ページをお願いします。上段

は石炭・歴史博物館改修事業費でございます。こちらにつきましては本年１月から

予定をいたしております博物館の改修事業におきまして、平成２８年度の支払予定

分を計上いたしております。事業費は２億６７２７万２千円でございます。下段は

石炭歴史博物館維持管理費で石炭・歴史博物館の維持管理経費を計上いたしており

ます。６９ページをお願いします。上段は石炭歴史博物館運営事業費でございます。

こちらにつきましては石炭・歴史博物館の運営経費を計上いたしております。下段

は教育普及事業費でございます。こちらにつきましては博物館は改修を行いますの

で、企画展等を開催することはできません。よって、まち歩き講座の実施、出前講
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座の実施、こういったことを平成２８年度に行いたいと考えております。７０ペー

ジをお願いします。上段は世界記憶遺産保存事業費でございます。世界記憶遺産の

保存に係る事業経費を計上いたしております。下段は世界記憶遺産情報発信・連携

事業費でございます。こちらにつきましては国立博物館や旧産炭地を始めとする国

内各地の博物館との連携を図るための事業でございます。７１ページをお願いしま

す。上段は世界記憶遺産研究機関運営事業費でございます。こちらにつきましては

田川市石炭・歴史博物館付属研究所の運営事業費でございます。下段は世界記憶遺

産ガイド等拡充事業費でございます。こちらにつきましては博物館の改修により本

館が全館休館になっておりますが、産業ふれあい館で一部開館を行います。その関

係からガイドの謝礼金を年間６０日程度見込みまして予算計上を行っております。

７２ページをお願いします。世界記憶遺産商品開発事業費でございます。こちらに

つきましては博物館のオリジナル商品の作成を行いたく今回事業経費を計上いたし

ております。次に歳入でございます。１１ページをお願いします。上段の近代化産

業遺産保存活用基金繰入金でございます。こちらにつきましては近代化産業遺産保

存活用基金繰入金として二本煙突ライトアップの電気代に充てるべく繰入を行いた

いというふうに考えております。例年どおり年間６０日前後のライトアップを行い

たいと考えております。下段の雑入でございます。こちらにつきましては浄化槽電

気料及び維持管理委託料、物品販売所の電気料と物品販売所の水道料、こちらは例

年並みの予算計上となっておりますが、冒頭、部長から説明がありましたとおり図

録売上代金等、オリジナル商品等売上代金につきましては本館が休館となっており

ますのでその分、売り上げは抑えた形で見込む必要があると考えまして、昨年比で

概ね２０％くらいの売り上げを見込んで予算計上を行っております。以上で説明を

終わります。 

○教育長 平成２８年度の教育費当初予算について説明がありましたが、ご質問、ご

意見等ありませんか。 

○神崎委員 教育総務課の１５ページと１６ページに小学校と中学校の施設維持管理

経費がありますが、中学校の法面改修工事というのも挙がっておりますけれども、

これから統合を控え、かつて教育委員会ではそういう時期に予算の付け方がうまく

できなくて、議会の方でも大変問題になったことがありましたので、田川市にとっ

てどういうふうにするのが一番良いのかということをよく考えて、今現在のことは
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考えていらっしゃると思うのですが、今後のことも考えて、これから先の再編を見

越しての予算の付け方ということを考えていっていただきたいと思います。 

○教育長 要望ですね。 

○神崎委員 要望です。二度とそういう轍は踏まないようにということでお願いした

いと思います。 

○毛利委員 １５ページです。教育総務課の下段ですが、現在小学校の洋式トイレの

設置状況というのはどんな具合ですか。 

○教育総務課長 全校で洋式化は進んではおります。徐々に数は増やしていかなけれ

ばいけないなと思ってはおります。 

○毛利委員 今、小さい子どもは和式トイレというのがなかなかできなくて、幼稚園、

保育園でもほとんどがおしっこは座ってするというような状況で、だいたい大人も

そんな感じになっていますね。 

○教育長 今、洋式化はどの程度進んでいるのですか。 

○教育総務課課長補佐 洋式化の件ですが、低学年の子ども達が和式が使えないとい

うことで平成２２年度末に各学校、男女別に１個ずつ増やした経緯があります。そ

れで止まっているような状況になっておりました。なぜかというと大規模改修を行

いますので、それに合わせて洋式化を行おうと思っておりました。それで、来年度

にはトイレの設計を行いますので、その時に洋式化を学校全体で考えていきたいと

思っております。 

○神崎委員 洋式化もよろしいのですけれども、日本の文化というのもあります。学

校でしかチャンスがないわけです。そして、今は大人になってロコモなんて言われ

ているのですけれども、小さい時から踏ん張るような姿勢を取っていないのでこけ

やすかったりとか、和式トイレでないから骨折が多いのではないのだろうかという

ような子どもに対する研究もあります。そこら辺のところも少し考えて行く必要が

あるのではないかなとは思います。それしかないときにできませんと言うようなこ

とになってもいけませんし、日本人なのにそれが使えませんというのもどうなので

しょうか。そういうこともありますし、学校は教育の場ですのでそういったあらゆ

る面から、ただ子どもが普段使っていないから、使いにくいからというだけではな

くてトレーニングをするというのも学校の役目でありましょうから、いろいろなご

意見を出していただいて設計に結び付けていただきたいと思います。 
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○教育総務課長 神崎委員さんが言われたとおりだと思います。私自身も今の時代か

らして洋式トイレの方が比率的には増えていかなければいけないのかなとは考えて

おりますけれども、言われたとおり和の便器という文化、独特なものもありますし、

全部が全部、洋式に変わってしまっているということではないので、いざという時

に和が使えないというのは困ります。数は少なくなっているかもしれませんが、学

校で和式というのはこれだということはこれからも教えていかなければいけないの

かなと思っております。 

○毛利委員 新しい駅などを見るとデザインの良い便器があります。用を足すのにこ

ぼれないような便器などがありますね。新しい便器は良いものもたくさんあります

から、古い形ではなくて新しい形を入れてくれると学校も喜ぶのではないかと思い

ます。それと、もう一点ですが、学校教育課です。猪位金学園に星座を観察できる

施設ができていますね。せっかく作ったのだから公表して、いつ開催しますから観

に来ませんかというような、そういうことができたらいいなと思います。台座か、

観る方か、どちらかは市が設置したのですから、市が広報できたらと思います。先

日、猪位金では観測会をしています。何人かは市役所の方も行っていたとは思うの

ですが、周知はしていないので、それではもったいないなと思いました。定期的に

周知できるような状況を作っていただけると他の校区からも観測に行けるのではな

いかと思います。できましたらそのような形を作っていただければありがたいなと

思っています。 

○学校教育課長 そこは学校と相談をしながら検討させてください。といいますのが、

直径２メートルくらいのドームなものですから、そんなにたくさんの人は入れない

という事情があると思います。ただし、言われたようにせっかく行われることに対

して周辺の方がご存知ないというのはもったいのうございます。学校としても、ど

れくらいの人数が来てくれるのかというのが読み辛いというのが正直なところもあ

るので、広く広報していなかったんだとは思いますが、可能な限り探ってまいりた

いとは思います。 

○毛利委員 よろしくお願いします。 

○神崎委員 青山学院大学との連携事業ということで英語教育についての新しい取り

組みを行うようですけれども、これについてどのようなものかご説明ください。 

○学校教育課長 まず、大学の先生に英語の指導法の講義をしていただきたいという
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のが一番大きなものです。また、学生ボランティアさん、青山学院の学生さんにお

見えになれる時間帯があれば来ていただくのも１つの方法であろうと思いまして、

学習支援に対する予算化もしております。その協議のために反対に私どもの教員が

青山学院に行く旅費についても計上させていただいております。あとは消耗品とい

たしまして、ご説明いたしましたが青山はＳＥＥＤ ＢＯＯＫＳという独自の英語

の教科書を持っております。それを参考資料として小学校６学年分、中学校３学年

分、１冊ずつそれぞれの学校に配置をして参考にしていただこうというふうに考え

ておるところです。 

○神崎委員 田川の学校の中でも英語が得意な学校と取り組まなければならない課題

のある学校とあると思うのですけれども、そこら辺のところにうまく行き渡るよう

な方法で、結果的に子ども達にきちんと成果が伝わるような方策を考えていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

○学校教育課長 その件に関しましてはおっしゃるとおりで、また、今が一番のチャ

ンスではないかというふうに考えております。というのがオリンピック、パラリン

ピックの誘致に動いておりますので、相手国はドイツでございますが、英語は世界

の共通語ですから子ども達にとって目的意識が高いんです。外国の方がお見えにな

る、その方とコミュニケ―ションを取れるというのはとってもチャンスだと思って

おりますので、こういう事業を使いながら、子ども達に英語を使う楽しさ、完璧じ

ゃなくていいから、本当に身振り、手振りを交えながらコミュニケ―ションをとれ

る楽しさを味あわせてあげたいなと考えているところでございます。 

○星野委員 小学校の先生に指導をしたりということもあるのでしょうか。 

○学校教育課長 まずは中学校の英語教員に対する指導というふうに考えております。

小学校も次回の学習指導要領の改訂から小学校５年生、６年生が英語科になります。

外国語活動ではなくて、そこは小学校の中には外国語活動リーダーがいますから、

その先生を活用しながら、どういうふうにやると実践的なコミュニケーションにつ

ながるかということを勉強させていただきたい。もちろん青山学院の持っているノ

ウハウも使わせていただきたいなと考えているところです。 

○教育長 青山学院との連携は学長とも、市長とも話をする中で最初は英語教育です

が、たくさんのいろいろな研究成果とかを持っているので学校教育に限らず、いろ

いろな交流を深めていくということで、今後は学校教育も含めて広がっていくと思
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いますので、また報告していくことになると思います。 

○神崎委員 小中学校のパソコンのリース料が発生していますが、これは前のリース

期間が終了したということになるのですか。 

○学校教育課長 そのとおりです。リース期間継続による経費の発生でございます。 

○神崎委員 何年リースですか。 

○学校教育課長 リースそのものは５年です。 

○神崎委員 保守料金も同時に発生するということですか。 

○学校教育課長 はい。 

○神崎委員 実際問題として、タブレットの導入もいろいろと考えておられると思い

ますけれども、このリース契約が次に切れるころには、今までどおりにこれからも

４０台のパソコンの必要性があるのだろうかというような時期になってくると思い

ます。それまでにはいろいろと検討なさると思いますけれども、子どもの数も減っ

てきますし、そこら辺のこともいろいろな方とご相談しながら進めていっていただ

きたいと思います。前回のパソコンの導入の時は、どういうふうになっているので

すかと何度もお尋ねをしたのですけれども、今は検討中なのでとか、どこのメーカ

ーにするのですかとか、どこの業者さんですかと言ってもなかなか明らかにならな

くて、結局、ご説明いただかないままに巨額の資金を投資してしまいましたので、

そういった閉鎖的な決定をされますとお金の動くことですから、あらぬ疑いもかけ

られます。以前はそういうこともありましたので、そういうことがないように、ど

んなふうにしていったら、もっとも良いＩＴの教育ができるのかということを明ら

かにしていただきたいと思います。 

○学校教育課長 財政をとおして融通するものでございますから、透明性が求められ

るのは当然でございます。ですから、当課といたしましてはすでに年次計画の策定

に入っております。次にどういうものを導入すればいいのかというのを比較しなが

ら、例えばタブレット型端末をどういうふうに導入するのか。それから、研究者に

よりますとタブレット端末の時代ですらないと言われる方もおられて、もう次のこ

とを考えておかなければいけないよというご意見もいただいておる関係で、ただし、

それは何になるのかということがまだ見えていない段階でございますから、ＩＴ機

器の導入に関しては計画的にやっていかなければいけないと思いますし、その都度、

教育委員会でお示ししたいというふうに考えております。 
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○神崎委員 オリンピック誘致のことですけれども、誘致をすることによって田川市

にどんないいことがあるのかをＰＲしてください。 

○生涯学習企画官 私は２月１日からドイツにいきます。フランクフルトはほとんど

英語が通じますので、もう少し英語をしておけばよかったなとつくづく思っており

ます。今からは地方のほうでも国際交流はできますので、そういう形を作ってやり

たいと思っていますので、その一つのきっかけがキャンプ誘致だと考えています。 

○神崎委員 ありがとうございます。 

○教育長 ほかに、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） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第４ 議案第１号「平成２８年度教育費当

初予算について」は原案のとおり可決します。 

  次に移ります。日程第５ 議案第２号「平成２８年度学校給食費の改定について」

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 議案第２号「平成２８年度学校給食費の改定について」

ご説明いたします。本案は近年の食材費高騰に対し、学校給食の質を維持するため、

所要の改定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１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

お願いします。平成２８年度学校給食費の改定についてでございますが、改定額は

月額、小学校で４０００円、中学校で４６４０円です。ちなみに、現行の額は小学

校は３８３０円、中学校は４４３０円でございます。実施時期は平成２８年４月１

日からでございます。改定額についての算定根拠でございますが、小学校は福岡県

により定められた方法により１食の単価を求めます。１食単価は２４２．５円でご

ざいます。それに年間給食回数１８３回をかけまして年間給食費を算出いたします。

これにより月額給食費を求めると約４０３４円となり、他の筑豊地区の給食費との

差異を少なくするために４０００円、そうしますと１食単価は約２４０円となりま

す。ということで４０００円を算出いたしました。次に中学校でございますが、小

学校の１食単価２４０．４円の税抜価格２２３円から小学校と量が共通である牛乳

代４６．２２円をまず引きまして、それに量の関係で１．２倍、これは筑豊地区の

平均でございます。１．２倍をいたしまして、牛乳代を足して、消費税をかけます。
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これにより１食単価を求めますと２７９円となりますので、小学校と同様に月額給

食費を求めますと４６４０円という数字が出てくるわけでございます。平成２７年

度との比較でございますが、ご注目いただきたいのは１番右の欄の差額の一番下、

年額１１か月分でございます。小学校では１８７０円、中学校では２３１０円を１

年間で増額することになります。改定が与える影響でございますが、まず就学援助

費でございます。小学校は先程、申し上げました１年間の差額１８７０円に２年生

から６年生までの対象の子どもの数を掛けますと１１７万６２３０円でございます。

１年生は４月の給食費が他の学年と違いますので、差額は１５９０円となります。

１年生だけでは１７万３３１０円となります。中学校は次のページをお願いします。

差額は２３１０円になりますので３万２３４０円、合計で１３８万１８８０円の負

担増となります。同様に生活保護費につきましては、小中学校で合計２８万８７８

０円の負担増となります。周知につきましては、校長会、それから小学校のＰＴＡ

へ報告をいたします。それと同時に保護者への周知を図ってまいります。最後にそ

の他です。平成２９年４月に消費税の再増税１０％が予定をされていますが、これ

への対応につきましては今回の引き上げ後の収支状況や軽減税率等の状況を検討し

まして、再度検討させていただきたいというふうに考えているところでございます。

以上でございます。 

○教育長 ご質問、ご意見ありませんか。 

○毛利委員 年間給食回数が１８３回ということで、田川市の場合、中学校は１校し

か実施していないのですが、他のところでは小学校と中学校で給食回数は中学校の

方が多いとか、小学校の方が少ないとか、そういうことはないのですか。 

○学校教育課長 地域差は若干ございます。１回とか２回の差はございます。ただし、

それは地域差でありまして、傾向として小学校と中学校で中学校の方が多いとか、

小学校の方が多いとか、そういう傾向は出てまいりません。差はあるところはあり

ます。 

○毛利委員 というのが、例えば、中学校に入学して、学校としては早く授業をした

いという気持ちがある。けれども給食はこの日からしかできない。その間は早く帰

らせなければいけないということで、弁当ならば早く持ってこい。これから授業を

するぞということができるけれども、これから先中学校も給食になってくれば、そ

うはできなくなってくる。これから学力云々ということになれば授業をたくさんし
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たいということになると思います。そういうことも考えて、そこのところのプラス

αということも踏まえた方がいいのではないかと思いながら、私はこれを見ました。

できれば、そういうことも考えておいていただきたいと思います。 

○教育長 ご質問、ご意見ありませんか。 

ないようですので、原案ど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５ 議案第２号「平成２８年度学校給食

費の改定について」は原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第６ 議案第３号「田川市教職員の任用、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６ 議案第３号「田川市教職員の任用、賃金等に関する規則

の一部改正について」ご説明をいたします。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。１ページをお願いします。平成２２年度より市立の小学校、中学校において少

人数学級、少人数指導を実施するために田川市教育職員、これ以下は市費講師と呼

ぶことにしますが、を任用しております。市費講師の給与体系のうち給与相当月額

及び教職員独自の相当額については県の給与体系を使わせていただいておりました。

この度、福岡県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例が平成２７

年１２月２５日に交付をされたため、市費講師の賃金等につきましても、それを参

照して準じるために改定をするものでございます。２ページからは新旧対照表、そ

れ以降には規則（案）を添付しておりますので、ご参照いただければと思います。

以上でございます。 

○教育長 ご質問、ご意見ありませんか。 

○神崎委員 １９年以上というのが頭打ちになっているようですけれども、実際に１

９年以上とか、そんなに長くずっと市費講師でというような雇用の仕方というのは

考えられるのでしょうか。 

○学校教育課長 ご説明いたしましたように県の給与体系をそのまま参照させていた

だいておりますので、そのまま使わせていただいております。今の講師の先生の雇

用の現状を言いますと、市費講師であるときもあれば県費講師であるときもありま

すので、ずっと市費講師ということはなかなか想定しづらいのではないかというふ
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うに考えております。 

○神崎委員 県費から市費に変わった場合はどこから始まるとかは決まっているので

すか。 

○学校教育課長 その経年を参照してまいります。 

○教育長 ちなみに今、市費講師は何名ですか。 

○学校教育課長 小学校が６名、中学校が２名です。 

○教育長 ほかにご質問、ご意見等ありませんか。 

  ないようですので、原案どおり可決することにご異議はありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第６ 議案第３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７ 事務報告「平成２７年度全国体力・運動習慣等調査結

果の市町村別結果の公表について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長 「平成２７年度全国体力・運動習慣等調査結果の市町村別結果の公

表について」ご報告いたします。１ページをお願いします。調査結果が参りました

のでお示しをしております。中段の棒グラフを見ていただきますとわかるように、

若干、県、全国からは劣っておりますものの学力と比べますとその差は小さいとい

うふうに分析はしております。ただし、まだまだ伸ばせるというふうに考えます。

昨年度との比較で見ますと中段の右側に記載していますが、全国との差が小学校５

年生の男子で０．８１ポイント開きました。それ以外の小学校５年生の女子、中学

校２年生男子、中２女子では全国と差が縮まっております。縮小値はそれぞれ１．

２８、０．５２、０．０２でございます。本市の特徴といたしまして、昨年度と同

様、投てき力については差が極めて少ない。ですからハンドボール投げやソフトボ

ール投げでは差が少ない。例えば、中学校２年男子で見ますと全国や県を上回る数

字です。また特徴的なのは握力が高いです。中２の男子、小５女子は、県、全国を

上回っております。特徴的なのは持久力が劣る。ですから小学校でいいますと２０

ｍシャトルラン、小５の男子、女子も劣っております。中２の男子、女子の２０メ

ートルシャトルラン、それから持久走、持久走は数字が大きいほどタイムが遅いと

いうことになりますので、届いていないということになるわけですが、若干の落ち

が見られます。これが体力の落ちだけであればいいのですが、持久力でございます
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ので、ひょっとして途中であきらめてしまってないかなというところが心配になる

ところであります。体力そのものがきちんと測れているのかというところ、粘り強

く物事に取り組むという本市の子ども達の課題が、ここにも見えているのではない

かと分析しているところです。それで、各学校には特に体育の授業、日常的な運動

習慣も大切ですが、体育の授業でつけられるものもありますので、例えば、今日の

校長会では子どもが運動していない時間が体育の時間の中にどれくらいあるのだろ

うか、それが多くないかということをもう一度見直してみるということをお願いを

しているところです。また、この調査の公表についてでございますが、学力調査に

ついて公表の同意をいたしましたので、それと同じにしたいと考えております。こ

の結果は広く皆様にお伝えすることによって、次の継続的な運動習慣、運動能力の

向上につながるものだと考えますので公表してまいりたいというふうに考えている

ところです。以上でございます。 

○教育長 ご質問、ご意見等ありませんか。 

  課長から持久力の分析はあったのですけど、握力とか、ハンドボール投げとか、

そういったものの分析といいますか、特徴の要因みたいなものはありますか。 

○学校教育課長 投てき力は明らかで、私は前職田川市を出させていただいていまし

たので市外の学校にも行かせていただきましたが、田川市は圧倒的にドッジボール

で遊びます。休み時間に投げていますので、投てき力に関してはやはり習慣だと思

います。握力に関してはちょっとわかりません。ただし、握力がこれだけあるとい

うのは基礎体力はあるとみていいと思います。ですから、冒頭申し上げましたよう

にもっと伸びると思います。 

○神崎委員 持久力があまりないということですけれども、子ども達の登下校のとき

の送り迎えは結構なされています。それは高校も同じなんです。自転車で行こうと

思えば行けるのでしょうが、送り迎えをなさるので、朝なんかは田川高校に行く道

も大渋滞です。子どもの自立心のためにも、もちろん交通の安全もございますが、

そこら辺のところを学校で少し取り組むとか、ＰＴＡで考えてみるとか、そういっ

たことも必要ではないかと思います。寒い中、暑い中歩いてみると、例えば、斜め

雨の中では傘はこういうふうにさすんだとか、そういった体験をしながら身に付け

ること、車では体験できないこともあります。また、春の芽生えた草を見ながら感

じることもありましょうし、空を見ながら歩くこともありましょう、そういった子
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どもに対してのゆとりといいますか、そういったところも含めて、体力に何かしら

影響しているのではないかという気がいたします。 

○教育長 学校によっては今、神崎委員が言われたようなことで車での送迎を控えて、

集団登校なりで歩いて来ましょうというようなことに取り組んでいるところもあり

ますが、そこら辺のところを協力ではないですけど保護者への働きかけとか、市Ｐ

連との連携とか、そういうものが必要みたいですね。 

  ほかに、ご意見等ありませんか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第８ 事務報告「和解議案の専決処分に

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８「和解議案の専決処分について」ご報告いたします。１ペ

ージをお願いします。１概要でございます。平成２７年１１月１６日に福岡地方裁

判所田川支部から審尋呼出状が送付され、本市に対して特別支援教育支援員の任用

期間の延長を行うこと及び欠勤日の賃金の支払い等に係る仮処分命令申立の提起が

なされたことが判明いたしました。本市といたしましては、仮処分の請求を認める

ことは困難であることから、疎明（意見、証拠等の提出）するとの判断に至りまし

た。この申立における裁判所への答弁書提出期限は、平成２７年１１月２５日とさ

れており、この答弁書の作成に関する協議等のため、訴訟の代理人（顧問弁護士）

と本件に関する契約を締結いたしました。平成２７年１２月３日の第１回審尋を経

て、平成２７年１２月２２日に２回目の審尋が行われ、裁判所より、和解案として、

市から申立者に対する和解金を支払う案が提示され、紛争の早期解決を図るため、

和解することといたしました。和解及び和解金については、議決事項であるため、

通常、裁判所における確定の前に申立者と和解内容の協議が整った段階で、議会の

議決を経ることとなります。しかし、本件につきましては、市議会を招集する時間

的余裕がなかったため、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分を行

ったものであります。２申立の概要です。⑴事件名は地位保全等の仮処分申立を求

める事件であります。⑵請求の要旨につきましては債務者田川市に対し、特別支援

教育支援員の任用期間の延長を行うこと及び欠勤日の賃金の支払い等を求めるもの

でございます。３和解の内容は記載のとおりでございますので、説明は省略させて

いただきます。２ページをお願いします。４和解の理由でございますが、記載のと

おりでございます。５専決処分を行った日につきましては、平成２７年１２月２２
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日（火）でございます。６経緯につきましては記載のとおりでございます。７議会

への報告及び承認を求めることにつきましては、平成２８年田川市議会３月定例会

に、報告議案として上程する予定でございます。説明は以上でございます。  

○教育長 ご質問、ご意見ありませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第９ 事務報告「田川市新中学校のあり

方に関する審議会の審議状況について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長 日程第９「田川市新中学校のあり方に関する審議会の審議状況につ

いて」ご報告いたします。教育委員の皆様方には中学校の再編にあたり６月の校区

説明会にご出席をいただきありがとうございました。その後、審議会において再編

に向けて本格的に議論を行ってまいりましたので、その状況についてご報告をいた

します。なお、本日の添付資料につきましては審議会での資料を活用させていただ

いておりますので、報告形式にはなっておりませんことをご容赦いただきたいと思

います。また、詳細につきましてはホームページに会議録と全資料を添付しており

ますので、一度ご覧いただければというふうに思っております。ということで、説

明は後ろのページからさせていただきたいと思います。７ページをご覧ください。

まず、はじめに開校時期の目標を立てる必要がありますので、必要な合意形成、そ

れからクリアすべき課題等を踏まえてタイムスケジュールを一例として審議会に示

したものが、添付資料の７ページでございます。この考え方は過疎債の活用を念頭

に置いて作成をしております。今は予定でいきますと中段より少し上になりますが、

平成２８年３月最終答申に入りまして、平成２８年９月議会報告、そして、前後に

住民説明会、平成２９年３月に基本計画を決定いたしまして、平成２９年１０月に

開校準備協議会、これは学校関係者や地域の方々、それから行政も入って、開校の

準備協議会を立ち上げ、平成３３年４月の開校を目指すというものでございます。

次に、学校区割りについていろいろな角度から議論をいただいた結果、旧東と西の

区分が地域性や行事等でスムーズに受け入れやすいということから、仮定の東校区

と西校区を定めてまいりました。５ページ、６ページの資料をご覧ください。パタ

ーンを４つ示しております。パターン１でございますが、これが旧東、西をそのま

ま受け継いだ校区割、仮称でありますが西中学校、東中学校とさせていただいてお

ります。西中学校には、弓削田、後藤寺、大浦、大藪の小学校、東中学校には田川、

鎮西、伊田、金川の小学校が進級するというものでございます。パターン２です。
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パターン２につきましては、従来の東、西の校区割から田川小学校を西に組み込ん

だ場合です。ちょうど真ん中に位置するのが現在の中央中学校校区でございますか

ら、それを西に組み込んだ場合でございます。パターン３です。パターン３につき

ましては、比較的南に位置する大浦小学校を東校区に組み込んだ場合です。パター

ン４です。パターン４につきましては、北に位置する大藪小学校を東校区に組み込

んだ場合です。この４パターンで推定ですが、生徒数、それからクラス数がどうな

るかというのを見てまいりました。パターン１です。パターン１につきましては、

平成３２年度の西中学校が１７学級、東中学校が１９学級と東中学校が若干大きく

なっております。パターン２です。パターン２につきましては、田川小学校を西に

組んでおりますので、反対に西中学校が２０学級、東中学校が１７学級となってま

いります。また、平成４２年度、平成５２年度についても合わせて見ていただきま

すとありがたいのですが、例えば、パターン２でありますと、東と西にかなりの差

が生じてまいることがみえてまいります。パターン３です。パターン３につきまし

ては、パターン１と学級数そのものは変化がないということがわかります。パター

ン４です。パターン４につきましては、東と西の差がかなり開いているということ

がわかりますが、将来的にはその差が縮まってきているということもこの資料から

見えてくるところでございます。次に、通学距離については今、仮定をさせていた

だきました東校区、それから西校区のそれぞれの学校からの通学距離の検証を行っ

ております。３ページ、４ページの資料をご覧ください。３ページの一番上、金川

中学校をご覧ください。仮に、金川中学校に点を落とした場合、現在金川校区にお

住まいの１９５人の子ども達を除いて、それ以外から通う東校区の子ども達がどう

いうふうな通学距離になるかを洗い出したものでございます。なお、文部科学省の

通学基準は小学校３㎞、中学校は６㎞でございますが、子どもが歩いて通える範囲

といたしまして一応４㎞というところに線を引かせていただいて見させていただい

ております。例えば、金川中学校でありますと４㎞を超える子どもが５２人、５㎞

を超える子どもが６人出てまいります。これは現在の鎮西校区から通う子ども達が

かなりを占めます。反対に一番下、鎮西中学校に点を落とした場合、４㎞を超える

子どもはほぼ金川校区ということになってまいります。また、中央中学校に点を落

とした場合、４㎞を超える子ども達の数が少なくなってくるということがわかりま

す。例えば、東地区でありましたら、伊田中学校は中央に位置する場所にあります
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から、当然４㎞を超える子ども達は少なくなるということでございます。４ページ

をご覧ください。西校区と東校区で違いが明確になってまいります。それは地理的

条件でございます。東校区は南北に長い地形でございますが、西校区は比較的集ま

っておりますので、見ていただくとわかるように西校区では４㎞を超える子どもは

出てまいりません。ここが西と東の違いでございます。次に、学校用地の選定を行

ってまいりますが、市有地以外に新たな学校用地を購入しないことを前提に議論し

た結果、現中学校用地の法面等を除いた有効面積を基に、隣接市有地も視野に入れ

ながら検討を行っております。それが１ページ、２ページの資料でございます。２

ページをご覧ください。２ページは想定される学校規模で、どれくらいの敷地が必

要になるかというのを配置図に落としたものでございます。校舎を３階建とした場

合、２万６千㎡の学校用地が少なくとも必要であるということが算定をされており

ます。１ページをご覧ください。これまで通学距離、それから有効面積等について

ご説明をさせていただきました。そこで、今度は有効面積がどれくらい必要かとい

うことでみますと、先程申し上げましたように最低でも２万６千㎡が必要であると

いうことからみますと、新中学校の適地を考える諸条件のところの有効面積をご覧

ください。先程申し上げましたように隣接する市有地等の活用も考えますと２万６

千㎡を超えることが予想されるのが、中央中学校、これは市役所の駐車場の一部が

使えるものとして考えております。鎮西中学校はそのままで２万６千㎡を超えてお

ります。田川中学校、これも日通工の跡地が一部使えることを想定すると２万６千

㎡を確保することはできます。後藤寺中学校もそのままで２万６千㎡を超えており

ます。この４校が現時点で有効面積を満たすところと考えております。以上のこと

を踏まえまして、現時点で諸条件からの検証といたしましては４校を候補地として

いるところでございます。今後の審議の進め方につきましては、最終答申に向けて

学校位置についてどこまで絞り込めるのか。あるいは学校位置によっては２校のま

までよいのか。現在、仮定で設定している校区の組み替えは必要ないのか。等々に

ついて詳細を詰めてまいりますとともに、ソフト面、教育の内容であります魅力あ

る学校づくり等の議論を行い、最終答申に向けて進めていただきたいと考えている

ところでございます。説明は以上でございます。 

○教育長 ご意見、ご質問ありませんか。 

○神崎委員 そろそろ実際的に答申も出ようかということで地域の皆様方はとても関
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心を持っていらっしゃると思いますので、答申の出し方とか、発表の仕方とか、そ

れは大事なことだと思います。それから、どのように皆さんにお知らせするかとか、

新聞にどのように載せてもらうかとか、そういったことで順調なスタートが切れる

か、それとも最初から必要以外な大変さが生じる可能性が生じるか、そういうこと

にもなりましょうから、そこら辺のところもいろいろな関係の方、お詳しい方々と

審議して考えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○教育長 ほかに、ご質問等ありませんか。 

  いよいよ答申が近づいてきましたので、丁寧な説明等をお願いしたいと思います。 

  次に移ります。日程第１０ 諸般の報告「１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予定を説明） 

○神崎委員 校長先生の自己評価ヒアリングがあるということですが、例年、教育委

員にも声をかけていただいています。これは各学校それぞれの特徴とか、校長先生

の人柄だとか、そういったことがよくわかって、どんなふうにがんばっていらっし

ゃるのかとか、どんな課題があるのかとか、そういうことがよくわかりますので、

今回も教育委員にお声をかけていただけたら私たちの学びにもなると思いますので、

よろしくお願いします。 

○教育長 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 ２月の定例会でございますが、２月９日（火）の１４時からでいか

がでしょうか。 

○教育長 ご異議ないようですので、２月定例会は２月９日（火）の１４時からに決

定します。 

  ほかに、ご質問、ご意見等ありませんか。 

  ないようですので、以上をもちまして平成２８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。 

（閉会１５時３５分） 

 


