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（開会１４時００分） 

○教育長 ただいまから平成２８年第４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２８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、

ご質疑ありませんか。 

ご質疑はないようですので、日程第１「平成２８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します。 

次に移ります。日程第２ 議案第５号「田川市公民館運営審議会委員の委嘱（任

期延長）について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○生涯学習課長 日程第２ 議案第５号「田川市公民館運営審議会委員の委嘱（任期

延長）について」ご説明いたします。本案は、委員の任期延長について、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。次のページをお願いします。田川市公民館運営審議会

委員名簿（案）でございます。現委員の任期が今月末をもって切れることから、新

たに委嘱を行うものでございます。現在、委員の委嘱にあたりましては、社会教育

関係団体等から推薦をいただき、４月１日から２年間、委員の委嘱を行っておりま

すが、この期間ですと関係団体に推薦依頼をしても、新年度からの役員体制が決ま

っていないことから推薦に支障をきたしておりました。このようなことから、この

問題を解決するため、今回、現委員の任期を平成２８年４月１日から平成２８年５

月３１日までの２か月間延長し、それ以降の委員の委嘱につきましては６月１日か

ら２年間とすることといたしております。以上で説明を終わります。 

○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２ 議案第５号「田川市公民館運営審議

会委員の委嘱（任期延長）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 事務報告「田川市立幼稚園入園状況について」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３ 事務報告「田川市立幼稚園入園状況について」ご説明い

たします。資料をご覧ください。まず、入園申し込みの周知の方法でございますが、
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１月１日号の広報たがわ及び田川市ホームページへの掲載、及び市の各施設へのポ

スター掲示により周知をしております。入園願書の申し込み受付期間は平成２８年

１月５日から１月２０日でございました。入園申込状況をご覧ください。まず、１

月２０日の１次申し込みの時点で３歳児の申込者が１７名、４歳児が３５名、５歳

児が３４名でございました。ということで、今年度初めて３歳児の抽選が実施され

ませんでした。定員に達しておりませんので対応といたしまして、２月２５日(木)

から２月２６日の(金)までで二次募集を行いました。そこで、３歳児３名、４歳児

２名、５歳児１名の追加応募がございました。よって、合計で３歳児が２０名、４

歳児が３７名、５歳児が３５名の計９２名で、平成２８年度田川市立幼稚園は経営

してまいりたいと思います。以上でございます。 

○教育長 ご質問、ご意見等ありませんか。 

○神崎委員 ４歳児、５歳児さんは定員には達していないようですが、現状として４

歳から幼稚園にお子さんを預ける方というのは少なくなってきているのでしょうか。 

○学校教育課長 ４歳児さんは、今年度の３歳児さんの定員が２０名でございました

ので、追加で１７名ということになります。４歳から幼稚園に入りたいという方が

１７名おられるということは一定程度のニーズはあるというふうに思っております。 

○毛利委員 入園願書の申し込み受付ですが、私立の幼稚園、それから保育園と申し

込みの受付の期間というのは一致しているのでしょうか。 

○学校教育課長 民間を圧迫してはいけませんので、私立の後に公立は募集をさせて

いただいております。 

○毛利委員 別の言い方をすれば、本当に入りたいという子どもさんだけが入ったと

いうことで考えていいですね。 

○学校教育課長 はい。 

○毛利委員 できれば、受付期間は一緒の方がいいですね。それと、市議会でも３歳

児の定員が２０名ということについて、他の年齢は４０名だから４０名にしたらど

うかという意見も出たと思うのですが、定員に満たなかったということについて、

申し込みの受付期間の関係か、それともＰＲの不足か、もしくは保育時間の問題か。

いろいろあるとは思うのですが、どう考えていますか。 

○学校教育課長 学校教育課として分析しておりますのは、やはり抽選が大きかった

と思います。私立の幼稚園の募集が終わった後に市立幼稚園が募集をかけます。そ
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の上で抽選になりますので、抽選に落ちてしまった場合は次の年を待つという判断

にどうしてもなります。そうなりますと、抽選になる可能性があるのだったら、早

めに幼稚園は決めておきたいと考えている保護者さんが多くて、今年度は３歳児が

抽選にならなかった。つまり定員割れしたということなのではないかというふうに

分析しております。 

○神崎委員 今、待機児童の問題とか、いろいろ言われていますけれども、私の関係

するところにも保育園さん等いくつかあります。幼稚園もそうですけど、やはり少

子化の問題で、まず定員に達するまでお子さんを集めることが大変であって、お子

さんがある程度にならないと補助金が出ないとか、そういった問題もありますので、

今の時代に合わせて民間の保育園、幼稚園は大変努力をしています。それでも必要

であるからこそ、がんばって経営をなさっておられますので、そこら辺のところも

充分考えていく必要があると思います。民間の保育園や幼稚園がなくなったら働け

なくなる親御さんも増えてくると思いますので、そこら辺のところも考えて、田川

市の幼稚園としての立場、また指針というものを持っていっていただきたいと思い

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、次に移ります。日程第４ 事務報告「東京オリンピック・パ

ラリンピック事前キャンプ地誘致活動について」を議題とします。事務局に説明を

求めます。 

○生涯学習課企画官 日程第４ 「東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ

地誘致活動について」報告させていただきます。１ページをお願いします。２月１

日から２月５日までドイツ連邦共和国、フランクフルト他に出張しました。フラン

クフルト空港からホテル、ホテルから訪問先の事務局まで１人で非常に大変でした。

しかし、田川市の子ども達に国際交流等を兼ねて体験させたいなというのは実感と

してあります。最初の訪問先はドイツスポーツユーゲント事務局というところで、

日本でいうスポーツ少年団です。ここが４年前に田川市に日独交流で来ました。そ

の辺の説明と田川市に来た子ども達の印象が非常に良かったので、今、田川市はド

イツに絞り込んで誘致活動をしているという説明を行いました。平成２８年度も７

月２６日から３０日までの間、田川市で交流を行うようになっています。それは、

県内のスポーツ少年団の各会長さんが、田川市が誘致活動をしているなら、優先的
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にスポーツ少年団の日独交流の事業の受け入れをしていいよということを言ってく

れました。それで、田川市は５年か１０年くらい先だったんですけれども、来年度

に交流を行うようになりました。その辺についても説明をしました。次に本命のド

イツオリンピックスポーツ連盟を訪問し、組織委員会事務局長のザビーネ・クラプ

フさんにお会いしました。この方は多分バレーボールの選手だったと思います。誘

致活動に来ましたということでお話をしたのですが、説明では日本から来たのはま

だ田川市だけだということでした。他の市町村は単独で競技団体をあたっているの

ですが、田川市としては誘致活動の他に国際交流を目玉にしていますので、ここに

あいさつに来ましたという説明をしました。まず、英語もほとんどできずに一人で

来たことに非常にびっくりされていました。田川市としては、第一希望は空手道で

すので、平成２年の国民体育大会で空手道競技を行ったので九州地区の空手道、そ

れから全日本の空手道とある程度面識があるという説明をしました。ただ、今年度

のブラジル・リオのオリンピックで正式な種目になるので、事務局長として今のと

ころはまだ交渉はできないという回答でした。それから、ドイツは基本的にはキャ

ンプについては競技ごとに実施するということでした。ただ、事務局長さんは卓球

とか、バレーボールとか、体操競技は自分もコンタクトがとれるので紹介はできる

ということを言われていました。卓球と聞いてぴんとこなかったのですが、ドイツ

は世界卓球では準々決勝で日本には負けたのですが、その前のリーグ戦では勝った

ということで非常に強いチームだなということを初めて認識しました。それから、

最後に空手道連盟の会長さんに会うようにしていたのですが、急遽来られなくなり

ました。それで、会うために来たんですよということで、お電話を差し上げて、文

書等もありますのでそちらの方にお送りしますということを伝えました。そして、

できましたら来年、田川市の方に来ていただいて体育館とか、田川市はどういうと

ころかというところを見に来てくださいということも伝えました。１１月に県知事

と市長と私で、もう一度オランダ・ドイツに行くようにしていますので、そのとき

には必ずお会いできるようにしますという回答はいただきました。翌日は急遽、ジ

ュニアの監督、ヴォルフガング・ハゲさんという方に会えるようになりました。こ

の方が会長さんと面識があって、田川市の思いは伝えておきますとおっしゃってい

ただけましたので、それはそれでよかったのかなというふうに思いました。また、

今月の１６日には市長と東京に行って、ドイツ大使館の方にあいさつをしてきます。
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ドイツ大使館は行くのにもハードルが高かったのですが、こういった視察をしてき

ましたということで説明をしましたら、お会いできることになりまして、市長と一

緒に誘致活動の話をしてきたいと思っています。以上で報告を終わります。 

○教育長 ご質問、ご意見ありませんか。 

○神崎委員 もし、この話が現実になって田川市でキャンプをしてくださるようにな

ったら、期間としてはいつからいつまでですか。 

○生涯学習課企画官 ７月２６日からオリンピックは始まり、開催期間としてはだい

たい２週間です。そして、合宿に来るとしたら７月２０日くらいから２７日までの

１週間くらいです。ただ、空手道競技はまだ正式に決まってはおりませんで、正式

な決定はリオオリンピック頃です。そして、柔道が優先的に日本武道館で先に競技

を行うそうです。なので、今のところ空手道競技は８月１日からという予定になっ

ていますので、１週間遅れの７月２５日か２６日から７月の終わりまでが合宿にな

るのではないかと思います。それと、言い忘れていましたが、ドイツに行く前に市

長に田川市の子ども達に障害のある選手が一生懸命プレーする姿も見せてやりたい

という話をしましたら、ドイツでそういった話ができるのであればいいよというこ

とで、パラリンピックについても誘致活動を行うようになりました。パラリンピッ

クにつきましては２０１２年のロンドンオリンピックからキャンプをするようにな

ったようです。それで、先程のドイツオリンピックスポーツ連盟の事務局長さんに、

そのことをお話しましたら、パラリンピックについてはフランクフルトではなくボ

ンに事務局があるそうです。そこの事務局長さんと親しいそうで、１１月に行かれ

るのであればコンタクトは取れますということでしたので、パラリンピックについ

ても誘致活動ができたらと思っています。パラリンピックは卓球、それとラグビー

もあるそうですので、これについても県知事と一緒に１１月に誘致活動ができたら

と思っています。なお、パラリンピックは盆過ぎから始まるということです。 

○教育長 時期がずれるということですね。うまくいけばパラリンピックの方も事前

キャンプの誘致ができる可能性があるということで、夢が広がっております。 

○生涯学習課企画官 ドイツでは英語がほとんど通じます。だから、子ども達に英語

をどんどん勉強させて、子ども達を行かせるし、来ていただくということを地方ほ

どするべきではないかというふうに実感して帰ってまいりました。 

○教育長 ほかに、ご質問等ありませんか。 
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ないようですので、次に移ります。日程第５ 事務報告「新中学校のあり方に関

する審議会答申時期の変更について」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 事務報告「新中学校のあり方に関する審議会答申時期の

変更について」ご説明いたします。１ページをご覧ください。新中学校のあり方に

関する審議会は、平成２７年度末に答申することを目指しておりましたが、以下３

つの理由から答申時期を変更することといたしました。⑴です。審議会の慎重審議

に時間を要するためでございます。特に学校位置につきましては、慎重な審議が必

要となっております。⑵です。市民に丁寧な説明を尽くすためには答申が出てから

説明会を行うのではなくて、答申前に説明会を開催すること、そして、市民の声を

いただきまして、それを答申に反映することが望ましいからでございます。⑶です。

子ども達の目線を大切にしたいことから、２月２４日に行われました生徒会サミッ

ト報告会の子ども達の意見も審議して、答申に反映させたいためでございます。従

いまして、答申までのスケジュールは中段のとおりでございます。本日、教育委員

会で報告をさせていただいております。広報たがわ４月１日号で住民説明会の開催

についてのお知らせをいたします。４月上旬の説明会前に市議会に報告をさせてい

ただきまして、５月下旬が答申時期となろうかと思います。住民説明会のスケジュ

ールにつきましては、下段に書かせていただいております。４月１２日（火）の後

藤寺小学校を皮切りに４月２７日(水)の猪位金学園まで続けて行います。第１回目

の住民説明会と変更したのは、会場を小学校にしたことでございます。新中学校に

通うことになるのは現在、小学校低学年の子ども達でございますので、保護者の皆

様は小学校の方が行きやすいという声をお持ちでございますので、小学校での開催

とさせていただく運びといたしております。以上でございます。 

○教育長 ご質問、ご意見ありませんか。 

○星野委員 住民説明会ではどの程度のことを説明されるのですか。具体的に場所と

かも説明されるのですか。 

○学校教育課長 それは審議会で審議をしていただきますが、ある程度の絞り込んだ

ところ、つまり審議計画についてはご説明しようと考えております。 

○毛利委員 要望です。少しずつ答申の時期がずれていっていますが、開校の時期が

ずれないようにしていただきたいと思います。説明会とか、そういうところがずれ

ても、開校などがずれないような形でしていっていただきたいと思っております。 
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○学校教育課長 ご説明いたしましたように、答申の時期はずれてまいりますが、例

えば、基本計画の策定の時期というのは急ぐことができますので、そこで調整をし

て、開校の時期には影響することがないように、ご指摘のとおり努力してまいりた

いと思います。 

○神崎委員 中間答申の時には会長さんでしたか、審議会の代表の方がこちらに来ら

れてご説明いただいたので、とてもわかりやすく理解することができました。今回

もお忙しいでしょうけれども、私達にご説明いただけましたら本当に助かるなと思

っております。 

○学校教育課長 審議会に伝えます。 

○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、次に移ります。日程第６ 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 それでは教育委員会に係る３月議会の一般質問についての報告を行いま  

 す。５名の議員さんからご質問があっております。まず、植木議員からは学校再編

後の跡地の利活用について、校区ごとに検討委員会を立ち上げ住民の声を取り入れ

るという考えはないかとの質問があっております。今後、再編の跡地の利活用につ

いては市民の意見を取り入れていきたいと答弁しております。石松議員からは福祉

行政との連携による土曜数英学び塾の拡大発展についての今後のＳＳＷ（スクール

ソーシャルワーカー）の配置と活用について、また、学力向上プロジェクト事業に

ついて、また、教員の欠員状況についての質問があっております。土曜数英学び塾

は平成２８年度は教育委員会と市民生活部の連携事業として発展させるよう取り組

みを行っていく考えから、ＳＳＷの配置活用について平成２８年度はＳＳＷを３人

体制に増員するため予算計上をしており、積極的な活用を図る。学力向上プロジェ

クト事業についてはＣＲＴ検査に係る標準学力調査を取り入れ、評価と補充を一体

化したシステムを有効活用していく。教員の欠員状況についてはすべてを正規の教

員にすることは困難であるが、今後も県に採用増をお願いしていくと答弁しており

ます。今村議員から中学校給食実施に向けた進捗状況についての質問があっており

ます。生徒に対し、心身の健全な発達、食に対する正しい理解を深めていくには、

できる限り早期に中学校給食を実施したいと答弁しております。陸田議員からは総

合教育会議についての質問があっております。総合教育会議は、審議会や決定機関



 

 ８ 

ではなく、首長と教育委員会という対等な執行機関同士の協議調整の場という位置

づけになっております。今後は首長と教育委員会が協議を行う場として設置された

総合教育会議を有効に活用し、協議の実状に即した政策が実現されるよう取り組ん

でいきたいと答弁しております。柿田議員からは奨学金制度の見直しや小・中学校

給食費の値上げ分について市が補助できないかとの質問があっております。奨学金

制度の見直しについては検討していく。また、給食費値上げ分の補助については、

本市の就学援助実施状況や財政状況を勘案すると値上げ分の補助は困難であるため

保護者の皆様の協力をお願いしたいと答弁しております。香月議員からは奨学金制

度の見直しについて、また、修学旅行の上限額の見直し、修学旅行引率教員の施設

入場料費の支給についての質問があっております。奨学金制度の見直しについては

検討していく。また、修学旅行の上限額の見直し、修学旅行引率教員の施設入場料

費の支給については今後検討していくと答弁しております。以上でございます。 

○教育長 ご質問等ありませんか。 

  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。 

（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） 

次に移ります。「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 ４月の定例会でございますが、４月１４日(木)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、４月定例会は４月１４日（木）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。 

○神崎委員 日程第２で公民館運営審議会委員さんの任期を延長しますということが

ありましたけれども、昨年もいろいろな審議会の委員さんが選定される時期につい

て、総会開催の時期等の問題で立ち上がりが遅くなるということがありましたけれ

ども、各委員会でそういったことはもう解消されているのでしょうか。 

○生涯学習課長 生涯学習課では、社会教育委員さんも同じような理由で６月を任期

始めとして２年間という形で変更しております 

○文化課長 文化課では、図書館協議会も美術館協議会も博物館等運営協議会も６月

１日からの任期というふうにずらしてしております。 
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○学校教育課長 学校教育課も同様でございます。 

○神崎委員 今までは開始が９月になったりとかすることもありましたので、スター

トが遅くなるのでもったいないなと思っておりましたけれどもようございました。 

○教育長 ほかに、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４回田川市教育委員会３月定

例会を閉会いたします。 

（閉会１４時４０分） 

 


