
 

（１４時３０分開議） 

○教育長 ただいまから、平成３１年第２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１ 「平成３１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」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３１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 議案第３号「平成３０年度教育費（３月補正）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３号「平成３０年度教育費（３月補正）予算要求につい

て」 提案説明をさせていただきます。提案理由、本案は、平成３０年度教育費（３

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しま

す。１ 総括表でございます。今回の平成３０年度教育費（３月補正）予算要求につ

きましては、総括表の計の欄をご覧ください。歳入におきましては、既決額４億２千

５９０万６千円に対しまして、補正額１億３千６０万の増額となっております。それ

により、歳入合計５億５千６５０万６千円となっております。続きまして歳出におき

ましては、既決額２５億８２万円に対しまして、補正額１千５８９万８千円の減額補

正となっております。補正後、歳出合計は、２４億８千４９２万２千円となっており

ます。２ 主な増減理由でございますが、⑴ 歳入では、教育総務課のブロック塀・

冷房設備対応臨時特例交付金、他７件の記載のとおりとなっております。⑵ 歳出に

おきましては、同じく教育総務課の小学校施設維持管理経費、他７件で記載のとおり

の事業内容となっております。詳細内容につきましては、このあと所管課長が説明い

たします。そこでまず、私からは田川市全体（一般会計）の平成３０年度３月補正予

算（案）についての概要説明をさせていただきます。本日、お手元に配付させていた

だいております資料のうち、「平成３０年度３月補正予算（案）について」と記載さ

れております、ホッチキス止めの資料をご覧ください。１ページ表紙をご覧いただき

たいと思いますが、「平成３０年度３月補正予算（案）について」、１ 一般会計補正
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予算の概要でございます。今回の補正予算は、決算見込みに基づく係数整理を行うほ

か、国の補正予算に計上した「ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金」などを活

用する事業を計上しております。⑴ 補正予算額、全体分でございますが、既決予算

額２９７億７千１３３万７千円に対しまして、補正予算額１０億７千８３８万３千円

の減額となり、補正後予算額２８６億９千２９５万４千円となっております。そこに

記載の財源不足額についてでございますが、補正後におきましては、６億４千３１５

万２千円となっております。これの不足額については、財源調整で対応することとし

ております。⑵ 補正予算（歳出）の主な内容でございますが、①田川市プレミアム

付商品券事業費６３８万３千円、② 予防接種事業費８０２万円、③ 小中学校施設

維持管理経費６千８７２万８千円、④ ふるさと人づくり基金費４０５万５千円、以

上主な事業として４つを挙げております。続きまして、５ページをお願いいたします。

平成３０年度３月補正予算（案）款別総括表でございます。各款毎の詳細内容を記載

しております。詳細説明は省略させていただきます。９ページをお願いいたします。

３月補正予算（歳出）の主な内容でございます。小中学校施設維持管理費、教育総務

課所管の事業内容となっております。続きまして、１１ページをお願いいたします。

歳入の主な内容でございます。詳細については、省略させていただきます。１２ペー

ジ以降、繰越明許費、起債及び基金等の説明資料が添付されております。以上、田川

市の平成３０年度３月補正予算（案）の概要を説明させていただきました。なお、教

育費の３月補正予算について、各課の内容につきまして順次、各所管課長から説明い

たします。 

○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３月補正予算に

つきまして、ご説明申し上げます。１ページをお願いいたします。平成３０年度３月

補正予算総括表です。歳入と歳出の補正額ともに記載のとおりであります。２ページ

をお願いいたします。それでは、３月補正予算説明資料を用いまして、歳出のほうか

らご説明申し上げます。上表、１０款２項１目、小学校施設維持管理経費であります。

ブロック塀改修工事につきましては、当初平成３０年度と平成３１年度の２か年に分

けまして、実施することとしておりましたが、平成３１年度分の工事につきましても、

昨年１２月国の平成３０年度補正予算に伴う補助事業採択の内定を受けましたので、

今回、３月補正にて予算措置を行うものであります。以上のことを踏まえ、１５節ブ
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ロック塀改修工事請負費、３千６２９万８千円の増額補正を行っております。なお、

後に説明いたします中学校分とあわせ当該事業につきましては、現在、測量設計を行

っており、作業が完了し次第、業者選定のうえ着工したいと考えております。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。これは、エアコ

ン事業につきまして昨年１２月に、国の平成３０年度補正予算に伴う補助事業採択の

内定を受けた際、工事費にあわせ事務費相当額も交付金として認められました。以上

のことを踏まえ小学校分として、１１節消耗品費１０９万９千円の増額補正を行って

おります。続きまして、３ページをお願いいたします。上表、１０款３項１目、これ

は先程２ページの上表で説明いたしました、ブロック塀改修事業につきましては、中

学校分につきましても平成３１年度分の工事が、昨年１２月、国の平成３０年度補正

予算に伴う、補助事業採択の内定を受けましたので、今回３月補正にて予算措置を行

うものであります。また、これにあわせ昨年の夏の猛暑により、中学校において電気

料に予算の不足が生じる見込みとなりました。以上のことを踏まえ、１１節電気料及

び１５節ブロック塀改修工事請負費、３千２４３万円の増額補正を行っております。

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、

２ページの下表で説明いたしましたが、ブロック塀改修事業につきまして、昨年１２

月、国の平成３０年度補正予算に伴う補助事業採択の内定を受けた際、事業費と事務

費相当額も交付金として認められました。以上のことを踏まえ中学校分として、１１

節消耗品費７万４千円の増額補正を行っております。続きまして、４ページをお願い

いたします。歳入でございます。主なもののみ説明いたします。上表、１２款１項７

目、教育使用料でございます。小中学校校舎使用料に対し１万６千円の増額補正を行

っております。その下の表、６目教育費国庫補助金であります。先程、ご説明申し上

げましたとおり昨年１２月に内定を受けました、国の交付金、ブロック塀・冷房設備

対応臨時特例交付金、１億５千１４５万３千円の増額補正を行っております。１番下

の表、１９款４項３目、雑入であります。① 旧学校施設電気及び水道使用料から③ 

市有物件災害共済金まで、計８７万４千円の増額補正を行っております。続きまして、

５ページをお願いいたします。５ページから６ページにかけまして、繰越明許費を計

上いたしております。ブロック塀改修事業、エアコン整備事業につきましては、事業

完了まで日時を要するため計上するものであります。以上で、説明を終わります。  
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○学校教育課長 それでは、学校教育課３月補正予算に係る説明をさせていただきます。

1 ページをお願いいたします。３月補正予算総括表でございます。上段が歳入、下段

が歳出となっております。歳入が１千４６３万６千円の減額、歳出が３千５３９万５

千円の減額となっております。それでは、学校教育係の歳出から説明させていただき

ます。２ページをお願いいたします。上段が、３款２項１目、放課後児童健全育成事

業費でございます。補助指導員、代替指導員の勤務日数減に伴う賃金の減によるもの

です。下段が、１０款１項２目、若年者専修学校等技能習得資金事業費でございます。

貸付申請者減による貸付金の減、過年度分返済予定額の減による県償還金が減となっ

たものです。次に３ページをお願いいたします。上段が、１０款１項２目、奨学金事

業費でございます。育英資金申請者数の減による減額でございます。下段が、１０款

２項１目、小学校少人数学級運営事業費でございます。任用予定者の減による共済費

及び賃金の減額でございます。続きまして、４ページをお願いいたします。学校教育

係の歳入です。放課後児童クラブの国及び県の補助金、育英事業等の記載のとおりで

ございます。５ページをお願いいたします。育英資金貸付金元金収入等記載のとおり

でございます。続きまして、６ページをお願いいたします。学校給食係の歳出をご説

明いたします。１０款６項３目、学校給食運営事業費でございます。事務補助臨時職

員の当初任用見込人数からの減による賃金及び共済費の減、行事・台風・雪等による

給食実施回数の減による給食調理業務委託料の減が減となった主な理由でございま

す。７ページをお願いいたします。続きまして、歳入でございます。中段の学校給食

です。学校行事などによる学校給食実施回数の減による減額が主な理由でございます。

以上でございます。 

○文化生涯学習課長補佐 それでは、文化生涯学習課にかかわります、３月補正予算の

説明をさせていただきます。資料１ページをお願いいたします。総括表でございます。

上段は歳入でございますが、２千１０９万７千円の増額補正でございます。下段は歳

出で、１千１８５万７千円の減額補正でございます。詳細につきましては、次ページ

以降で説明させていただきます。それでは、２ページをお願いいたします。学習振興・

人権教育係に係ります、歳出の説明でございます。１０款５項１目、社会教育総務費

のうち地域学校協働活動事業費の減額補正でございます。小学校６校で、現在、実施

している放課後子どもチャレンジ教室の事業におきまして、地域の協力者や保護者に
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サポーターとして協力いただいておりますが、参加者が当初の計画していたものより

少なかったため、謝礼金と傷害保険料を減額するものでございます。３ページをお願

いいたします。学習振興・人権教育係にかかわります歳入でございます。上段は、１２

款１項７目、教育使用料のうち４節学校施設使用料の減額補正でございます。当初の

見込みよりも学校体育館の利用者が少なかったため、電気使用料を１万８千円減額補

正するものでございます。次に、中段の１４款２項７目２節の社会教育費補助金につ

きましては、１ページで説明いたしました放課後子どもチャレンジ教室実施事業費の

減に伴いまして、補助率３分の２の県補助金を減額補正するものでございます。また

下段、１９款４項３目２節の雑入でございますが、同じく放課後子どもチャレンジ教

室実施にかかわります、参加者が当初の見込みより少なかったことに伴う傷害保険料

費負担分の減額補正でございます。４ページをお願いいたします。公民館・スポーツ

係にかかわります、歳入の補正でございます。１９款４項３目２節、雑入でございま

す。平成３０年度まで、市民プールの管理委託業務を請け負っておりました、後藤寺

商店街振興組合の不正経理があったとの調査結果に基づき、同組合との間に平成３０

年８月２日に取り交わしました確認書により、返還を約束された２千６１３万５千５

３１円につきまして、計上して補正するものでございます。なお、返還金の入金につ

きましては、昨年９月５日に１千４４８万５千９６３円返還されておりまして、残り

の１千１６４万９千５６８円につきましては、支払いただくよう現在交渉中でござい

ます。文化生涯学習課の２係については、以上でございます。引き続き、文化係の説

明を森本企画官がいたします。 

○文化生涯学習課企画官 それでは、文化係の３月補正予算要求の概要について説明い

たします。５ページをお願いいたします。まずは、歳出のほうからさせていただきま

す。上段１０款５項１目、近代化産業遺産保存活用基金費でございます。団体からの

寄附及び博物館に設置しております募金箱による寄附金、７万４千円の増額補正です。

下段、１０款５項５目、石炭・歴史博物館運営等事業費でございます。石炭・歴史博

物館等運営協議会欠席者分の委員報酬及び費用弁償の減、電力供給会社変更による電

気料の減、施設維持補修工事費等の入札残による３６９万の減額補正です。６ページ

をお願いいたします。上段、１０款５項５目、埋蔵文化財発掘調査事業費でございま

す。遺物整理支援業務委託料の入札残等による３００万３千円の減額補正です。下段
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１０款５項５目、文化財保存・活用等事業費でございます。調査指導委員会未開催に

よる委員の謝礼金及び旅費、それから意見具申ができたことによりまして、実施しな

くてよくなりました伊田坑跡の測量等委託料等２３８万５千円の減額補正でござい

ます。７ページをお願いいたします。上段、１０款５項６目、文化振興事業費でござ

います。嘱託職員の退職によります減と文化振興基金奨励事業助成金並びに芸術文化

体験事業の助成及び補助申請額との差額によります３５万８千円の減額補正でござ

います。次に下段、１０款５項９目、世界記憶遺産保存・活用等事業費でございます。

臨時職員の新規雇用を行わなかったことによります共済費及び賃金の減、それから三

井田川鉱業所研究会研究員の欠席に伴う、謝礼金の減及び保存等指導委員会の未開催

による謝礼金、旅費等の減によります２５７万３千円の減額補正でございます。８ペ

ージをお願いいたします。上段、１０款５項９目、世界記憶遺産団体等支援事業費で

ございます。実行委員会が実施します事業の規模縮小によります、４９万１千円の減

額補正でございます。次に下段、１０款５項９目、世界記憶遺産保存活用推進基金費

でございます。個人からと博物館に設置しています募金箱への寄附金、１０２万３千

円の増額補正となります。９ページをお願いいたします。次に歳入でございます。上

段、社会教育使用料１７６万６千円で石炭歴史博物館の入館料、田川文化エリアそれ

から田川文化センター内での行政財産使用料の減額補正でございます。２段目、社会

教育費委託金でございます。これは西田川高校の発掘調査をいたしました埋蔵文化財

発掘調査費委託金で、遺物の整理支援業務委託料の入札減に伴う３００万３千円の減

額補正でございます。３段目、教育費寄附金です。近代化産業遺産保存活用寄附金と

世界記憶遺産保存活用寄附金をあわせて１０９万５千円の増額補正でございます。４

段目、文化振興基金繰入金、３０万２千円の減額補正でございます。文化振興基金奨

励事業、芸術文化体験事業の申請金額の減によるものでございます。次に１０ページ

をお願いいたします。上段、世界記憶遺産活用活性化事業資金貸付金元金収入４９万

１千円の減額補正です。これは、国からの補助金の減によるものでございます。次に、

雑入です。図録やオリジナル商品等売上の減によります２３万４千円の減額補正でご

ざいます。以上が文化係の３月補正予算要求の概要でございます。 

○子育て支援課長 子育て支援課、幼稚園に係る３月補正予算について、お手元の資料

に基づきご説明申し上げます。１ページをお願いいたします。このページは総括表で
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ございます。詳細については、次ページ以降でご説明申し上げます。２ページをお願

いいたします。このページは、歳出でございます。子どものための教育・保育給付に

おける扶助費の減額補正でございます。これは施設型給付費の対象である民間の幼稚

園において、対象者が減になったものによるものでございます。３ページをお願いい

たします。このページは歳入でございます。いずれも、歳出の施設型給付費の減に伴

う国の負担金、県の負担金及び補助金の減でございます。説明は以上でございます。 

○教育長 今の予算要求についての説明に対して、何か、ご質問、ご意見ございません

か。 

○毛利委員 学校教育課の資料６ページ、給食調理業務委託料のところなんですが、台

風・雪等による実施回数の減によるというのは、実施できない場合は別日に行うこと

はないんですか。 

○学校教育課長 臨時休校になった場合は、給食の回数はそのまま減っていきます。別

日に給食を提供することはありません。 

○毛利委員 田川郡は、給食開始日が１日早いですよね。給食開始日を１日早めるのに、

午後まで授業ができるかなと思いながら見ていました。これをしなかったら、次に給

食実施を回すということはできないんですね。実施回数は、条例で決まっているので

はないですか。 

○学校教育課長 条例では決まっておりませんが、毎年１８３回を目安に実施させてい

ただいております。 

○毛利委員 回数は決まっていないんですね。わかりました。もう１つ給食費について

なんですが、個人が学校に給食費を持ってきて、学校でまとめて田川市へ入金してい

ると思うんですが、給食費徴収については大変苦労していると思うんですね。給食費

徴収に関する予算はこの資料には載らないんですか。 

○学校教育課長 補正には出てきませんけれども、支払期限から１か月を過ぎますと督

促状を出しますので、予算の中からその督促状の郵便料金などは出てきます。  

○毛利委員 各学校の給食費の徴収額の範囲内で給食を実施しているわけでしょうか。 

○学校教育課長 予算化しておりますので、不足分は本市から補助が出ておりますので、

それで賄っております。給食費については、できるだけ徴収できるように考えており

ます。少し説明させていただきますと、まずは督促状を出します。督促状で反応がな
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かった場合は、実際に連絡先のお電話にかけさせていただいております。反応がなか

った場合は、家庭訪問などもさせていただいております。そして、今年度からは直接

学校教育課の給食係に現金で支払いをすることが可能となりましたので、持参してい

ただくような形を取らせていただいております。 

○教育長 給食費は公会計化にしているので、各学校での徴収はなくなりました。今の

徴収率はどのくらいですか。 

○学校教育課長 現在は、９８％ぐらいです。 

○教育長 それをどのように１００％に近づけていくかを、給食係を中心に考え実行し

ております。 

○毛利委員 小学校の場合は卒業しても徴収できますが、中学校の場合は、卒業すると

徴収できなくなるから、大変苦労されているだろうなと思います。 

○教育長 他に、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） 

  異議なしと認めます。よって、日程第２ 議案第３号「平成３０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４号「平成３１年度教育費（当初）予算要求の変

更について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育部長 日程第３ 議案第４号「平成３１年度教育費（当初）予算要求の変更につ

いて」提案説明をいたします。提案理由、本案は、平成３１年度教育費（当初）予算

要求の変更について、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。なお、詳細内容につきまして

は子育て支援課長から次ページ以降の内容説明をいたします。 

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

児教育無償化の実施に伴いまして、変更がございますので改めてご説明申し上げます。

１ページをお願いいたします。総括表でございます。変更がございます歳入の主なも

のについてのみご説明申し上げます。５ページをお願いいたします。前回の変更点と

比較いたしまして、１段目、保育料保護者負担金の減、３段目、施設型給付費負担金

の増、４段目、幼児教育に係る施設型給付臨時交付金及び利用給付臨時交付金の減で
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ございます。６ページをお願いいたします。１段目、施設型給付費負担金の増、国及

び県の負担金の変更があっております。説明は以上でございます。 

○教育長 今の説明に、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） 

  異議なしと認めます。よって、日程第３ 議案第４号「平成３１年度教育費（当初）

予算要求の変更について」は原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第４ 議案第５号「田川市育英資金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 日程第４ 議案第５号「田川市育英資金条例の一部改正について」ご

説明いたします。本案は、田川市育英資金委員会の組織構成を見直すに当たり、条例

の一部を改正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。本市における

条例の一部改正理由についてです。本日、お配りさせていただきました、Ａ４横向き

の資料をご覧になってください。こちらにありますとおり、田川市育英資金条例の一

部改正についてです。改正理由につきましては、内容のところをご覧になってくださ

い。平成２６年１０月に定められた「田川市附属機関等の設置に関する基準」におい

て、市議会議員を附属機関の委員に選任しないことが示された。ついては、田川市育

英資金条例に規定する田川市育英資金委員会の現委員の任期が、平成３１年６月末日

をもって満了することに伴い、本委員会の委員の構成を見直し、所要の改正を行うも

のでございます。新旧対照表につきましては、次のページに添付しておりますので、

ご覧になってください。現行は第４条の４項「委員は市議会議員、教職員及び学識経

験を有する者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。」とありますが、新改正案

におきましては、「委員は、教職員及び学識経験を有する者のうちから、市長が任命

し、又は委嘱する。」でございます。施行日につきましては、公布の日から施行とな

ります。以上でございます。 

○教育長 条例から市議会議員を外すことになった経過と理由を説明してください。 

○教育部長 市議会議員の審議内容につきましては、執行部側からの提案の部分がござ

います。ですから、議会というのは、執行部が提案したものを審議するという形でご
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ざいますので、審議機関が執行部側の審議の中に入るというのは、あまり望ましい状

況ではないということで、以前からその部分を明確にしようというような取扱でござ

います。 

○教育長 他に、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、日程第４ 議案第５号「田川市育英資金条例の一

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５ 事務報告「教育委員会事務局の非常勤職員が担任する一

部業務の包括的業務委託について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育総務課長 それでは、「教育委員会事務局の非常勤職員が担任する一部業務の包

括的業務委託について」ご説明申し上げます。まずは、１ 検討の背景及び趣旨でご

ざいます。本市教育委員会事務局におきましては、臨時職員・嘱託職員といった非常

勤職員が過半数を占めておりますが、その一方で、所管の業務量は増加傾向にあり、

また、非常勤職員の勤務形態も多様化しております。このような状況の中、平成２９

年５月に地方自治法及び地方公務員法の一部改正が行われ、平成３２年４月から、従

前の臨時職員・嘱託職員制度が、会計年度任用職員制度に移行されることとなり、本

制度への移行後は、任用期間が一会計年度内となるほか、公募による競争試験又は選

考の実施等、新たな対応が求められることとなっております。以上のことを踏まえ、

今般、業務の質を確保ししつつ、より効率的かつ安定的な行政運営に資する観点から

本市事務局における非常勤職員が担任する業務の一部を民間企業等に包括的に業務

委託することについて、検討を図るものであります。続きまして、２ 現状及び新制

度移行を踏まえた課題についてご説明申し上げます。⑴ 任用者側の課題として認識

しているものが３点ございます。１点目は、ア 事務局内の非常勤職員、とりわけ学

校配置の非常勤職員の短期離職が多く、各担当部署において、任用及び労務管理にか

かる業務量が増加傾向にあります。会計年度任用職員制度への移行後は、正規職員に

準じた任用と労務管理が求められるため、負担がさらに増すことが見込まれておりま

す。２点目は、イ 学校事務補助員や学校司書員については、夏休み期間中、比較的

事務量が少なくなりますが、その場合にあっても、他の業務を兼任させるなど、効率
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的な運用を図ることが難しい状況でございます。この状況は、会計年度任用職員制度

への移行後も同様となるおそれがあります。３点目は、ウ 昨今の景気動向を受けて、

非常勤職員の人員確保が難しくなってきております。加えて、期限付きの任用である

ため、経験者や有能者の長期確保が難しい状況となっております。会計年度任用職員

制度への移行後におきましても、毎年度、公募による競争試験又は選考の実施を行う

必要があることから、同様の状況になるおそれがあります。続きまして、⑵  被任用

者側の課題として認識しているものが、１点ございます。期限付き任用であるため、

雇用が不安定でございます。この状況は、会計年度任用職員制度への移行後も同様と

なる見込みであります。会計年度任用職員制度への移行後におきましても、自動的に

１年を超えて翌年度に任期を更新する継続任用は制度上、行うことができず、毎年度、

能力実証を経た上での任用となるため、会計年度任用職員への任用希望が低調となる

おそれもあるということでございます。２ページをお願いいたします。今回、検討い

たしております３ 包括的業務委託により期待される効果でございます。まず、⑴ 

任用者側から見た期待される効果として認識しているものが４点ございます。ア  業

務委託することにより、会計年度任用職員制度の移行後に各担当部署が担うこととな

る会計年度任用職員の任用及び労務管理業務の負担がなくなります。また、イ  学校

事務補助員や学校司書員について、夏休み期間など比較的事務量が少なくなる際、他

の業務を兼任させることが容易となり、効率的な運用を図ることができます。また、

ウ これまでの臨時・嘱託職員の受託企業等への転籍により、安定的な継続雇用が可

能となります。さらに、受託企業での正規社員の道が開かれるなど、経験者や有能者

の長期確保に繋がり、業務の安定性と質の向上が期待されます。また、業務委託契約

を一本化する包括的業務委託を行うことによりまして、各担当部署が業務ごとに個別

に業務委託を行うよりも事務が簡素化され、効率的な運用が期待されます。また、⑵  

被任用者側から見た期待される効果といたしまして、２点ございます。ア 受託企業

等への転籍により、安定的な継続雇用が可能となります。また、受託企業での正規職

員の道が開かれた場合、雇用がさらに安定することが期待されます。また、イ  経験

者の場合、業務委託化された後でも、基本的には、非常勤職員時代と同様の業務を担

任することとなるため、これまで培ってきた知識や経験をかつ生かし、引き続き業務

を当たることができます。以上のことを踏まえまして、４ 本件にかかる基本的な考
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えといたしましては、まずは、事務局の非常勤職員が担任する業務のうち、比較的、

委託化しやすい業務を中心に先行的に委託化を図ることが重要と思料いたしており

ます。その後、２～３年程度、運用したうえで検証を行い、その他の非常勤職員が担

任する職種について、委託化の可否・是非を検討すべきと、このように考える次第で

あります。５ 基本的な考えを踏まえた田川市教育委員会方針（素案）でございます。

⑴ 現段階で委託の可否について検討している業務は下表のとおりであります。今後、

学校の意見等を踏まえ、この中から包括的業務委託の導入を図りたいと考えておりま

す。まず、教育総務課が所管しております職種といたしましては、学校事務補助員と

学校司書員、また、学校教育課が所管しております職種といたしましては、特別支援

教育支援員、放課後児童クラブ支援員、放課後児童クラブ補助指導員、放課後児童ク

ラブ代替補助指導員でございます。また、文化生涯学習課においては、文化係事務・

学芸補助ということで基本的には、博物館に勤務している職員を対象としているとい

うことでございます。あくまでも、現段階でこれらの職種について委託化を図るとい

うことは決定しておりません。これらの職種について、さまざまな意見等をいただき

ながら、今後、絞り込みを行っていきたいと考えておりますので、当然ながら今後委

託化する業務内容の精査を行っていくうえで職種及び人数（定員）の変動が十分想定

されるということでございます。それでは、３ページをお願いいたします。方針の２

番目、⑵ 導入時期につきましては、会計年度任用職員制度の開始時期に併せまして

平成３２年４月にしたいと考えております。３番目、⑶ 事務局における包括業務委

託契約に係る事務につきましては、教育総務課が担当させていただきたいと考えてお

ります。４点目、⑷ 現段階で、委託化に馴染まないと判断した業務につきましても、

引き続き委託化の可能性について検討を深めまして、条件や環境等が整った業務につ

いて、順次、導入を図りたいと考えております。６ 基本的な考えを踏まえた今後の

スケジュール（想定）でございます。現段階で想定されているものを記載してござい

ます。本年２月、今月でございますが、校長会こちらは既に開かれまして、本件につ

いての説明を行っております。本日、教育委員会２月定例会でございます。この後、

議会３月定例会の常任委員会におきまして、同様の委託方針の素案について説明申し

上げたいと考えております。本件の先進地といたしまして、県内に篠栗町がございま

すので、そちらに行って実態などを調査したいと考えております。それを３月に予定
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いたしております。その後、本年４月に学校の意見などを踏まえまして、委託方針案

を検討、決定を図りたいと考えております。その後、５月の定例の校長会におきまし

て、委託方針案を説明し、また同様に、教育委員会６月定例会、議会６月定例会の常

任委員会で、委託方針案を説明したいと考えております。その後、７月に、教育委員

会７月定例会におきまして委託方針の最終的な決定をいただきたいと思っておりま

す。この決定をもちまして、委託業務の確定がなされるということでございます。そ

れを受けまして、本年９月に議会の９月定例会におきまして、委託方針の最終の報告

を申し上げまして、あわせて９月補正並びに債務負担行為といった予算措置を行いた

いと考えております。この９月の予算措置を受けまして、本年１１月に業者選定を行

いたいと思っておりまして、業者の選定後、速やかに契約締結を行いたいと思ってお

ります。その後、本年１２月から受託業者が必要人員を確保する、あるいは来年の３

月に事務の引継を行うといった来年４月からの業務委託の準備を行いたいと、このよ

うに考えております。最後、７ その他、今後の課題といたしまして、包括的業務委

託後におきましても、適切な業務の推進が図られるよう、指示命令系統や責任の所在

等について、今後、さらに検討を深めてまいりたいと考えております。以上で、説明

を終わります。 

○教育長 今までも、例えば、放課後児童クラブ等で「この支援員は継続して担っても

らいたいな」と思っても、一定の年数がきたら辞めなくてはならないという問題があ

りました。このような色々な問題を解決することも出来る制度だと思いますが、学校

現場の意見も聞きながら、検討してください。他に、何か今、聞いておきたいことは

ありませんか。 

○柴田委員 資料２ページの３ 包括的業務委託により期待される効果のイの他の業

務との兼任のことなんですけど、例えば、学校教育課が所管されている特別支援教育

支援員の先生が、８時半から１２時半まで４時間勤務されて、その後に放課後児童ク

ラブに勤務することは可能なんですか。 

○教育総務課長 それは十分検討の余地がありまして、そのようなことを臨機応変に対

応できるよう、今回、業務委託を図るということでございますので、そういった業務

委託の強みを生かせるように、また、現場のニーズに適切に対処できるような形で任

用を考えていきたいと考えております。 



 

13 

 

○柴田委員 任期も現在は５年となっていますけど、任期については、まだ決まっては

いないんですよね。 

○教育総務課長 民間企業の社員という形になりますので、受託業者側が何歳の定年制

を設けているかわかりませんが、基本的にはその定年まで、その方が十分良好な勤務

状況であるならば、引き続き毎年業務にあたっていただくというのは、可能でござい

ます。 

○柴田委員 特に小学校の低学年のお子さんは、支援員の先生方がそのまま継続して放

課後児童クラブにも配置されるような体制になれば、子どもも安心するし、お母さん

方も安心して働けると思います。 

○教育長 他に、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 事務報告「平成３０年度全国体力・

運動能力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 日程第６ 事務報告「平成３０年度全国体力・運動能力習慣等調査結

果の市町村別結果の公表について」事務報告させていただきます。２ページをお願い

いたします。「１ 平成３０年全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果」を田川市、

福岡県、全国で分けた表でございます。小学校５年の男子、女子、次に中学校２年の

男子、女子、その下の表は、体力合計点をあげているところでございます。それぞれ、

例えば、小学校５年生の男子で言いますと、田川市の場合１６．０４、福岡県１６．７６

、全国１６．５４という形で見ていただければと思います。次に、体力合計点の表を

ご覧ください。小５男子で田川市の場合５３．５３、福岡県は５５．４、全国は５４．

２１。小５女子につきましては５３．９４、福岡県は５６．６８、全国は５５．９。

中２男子につきましては、田川市が４１．５９、福岡県が４３．５７、全国が４２．

３２。中２女子につきましては、田川市が４５．６７、福岡県が５１．１３、全国が

５０．６１という結果でございます。表の右にあげておりますように、田川市の平成

２９年度と今年を比較しますと、小学校男子では＋０．３４、女子では－０．４４で

ございます。中２男子では、－１．１３、女子では－０．４８でございます。この数

字を見ますと、田川市の小学校５年男子は、わずかに高まってきていると言えますが、

その他は低下しています。また、県の結果が高まってきておりますので、まだまだ差
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が縮まらない状況でございます。特に、小中学校ともに投げることについては優勢と

見られますが、シャトルラン等の持久力については、課題がまだ乗り越えられていな

い状況でございます。こういった結果を「２ 平成３０年全国体力・運動能力、運動

習慣等調査結果の公表について」にあげていますとおり、田川市分として必要に応じ

て保護者や地域住民にも公表したいと考えているところでございます。各学校では、

基礎体力を向上していくため、４、５年前から 1 校１取組として運動の取り組みを行

っておりますが、その徹底をすること。また、体育の授業前に５分間１０分間のサー

キットトレーニングの実施等、どれも実施していた学校で効果が徐々に見えてきてお

りますが、そういったものを広げていくことが、必要であると考えております。以上

でございます。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

○毛利委員 全国に比べれば、福岡県は高いですよね。ということは、田川市は福岡県

内でいえば、下位の方なんですね。 

○教育長 学力については、少しずつ改善傾向で全国平均に近づいているんですが、体

力面でいうと田川市がこのように厳しい状況にあります。その背景や要因については、

学校教育課としてどのように分析し捉えているか。また、現在も取組はしていると思

いますが、今後どのようにして取り組んでいくのかという学校教育課の方針等があれ

ば、説明してもらえますか。 

○学校教育課長 今回の結果を受けまして、田川市の場合は、２８年度と２９年度を比

較した場合は、全てに伸びがありましたが、３０年度は、小学校５年生男子以外は前

年度に比べると下がってしまいました。やはり、体育の授業の中身の見直しではない

かと考えております。先ほども少し触れたように、５分間１０分間のサーキットトレ

ーニングを、体育の授業の前半に入れている学校は、効果が出ております。しかし、

全ての学校にそのトレーニングが波及されているわけではなくて、やはりラジオ体操

の準備体操が終わるとすぐに、球技やとび箱等を行っておりますので、そういった先

進的な事例を取り入れながら小学校は８項目、中学校は９項目を取り入れた授業構成

をしていくべきではないかと考えております。また、全学校に国から出ている「平成

３０年全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の報告書」を配布させていただいて

おります。その報告書の後ろに効果のあった学校や自治体の取組が具体的に書かれて



 

15 

 

いますので、このようなものを提示させていただきながら、教育委員会といたしまし

ても体力の向上を目指していきたいと今後も考えております。 

○教育長 私が捉えているのは、このような結果になっているのは、学校での教育活動

だけでなく家庭での生活や地域での生活、生活習慣等複合的な要因があると思います。

田川市の子どもたちの今の状況が、福岡県で比べると厳しい状況にある背景や要因を

どう捉えているのか教えてください。 

○学校教育課長 学校の体育の授業内容等にも要因はあると思いますが、子どもたちの

背景を見たときに、例えば、田川地区にはスポーツクラブが少ない状況ではないかと

分析しております。放課後にそのようなスポーツクラブに通う制度が、非常に率とし

てはとても低くなっております。また、中学校の部活動におきましても現在、部活動

が成立していない学校や２、３校合同の連合チームを作って大会に出場している状況

となっております。背景的環境面では、田川市がやや遅れているのではないかと複合

的な要素が考えられます。 

○教育長 私からの要望です。この結果を受けて学校現場とも協議をして、学校の授業

を中心に学校生活の見直しとそれから家庭での生活、地域活動等、文化生涯学習課と

も連携を取りながら総合的な取組を進めてほしいと思います。また取組等がまとまれ

ば報告をお願いします。 

  他に、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第７ 事務報告「新中学校教育課程等研究

会の実施状況について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 日程第７ 「新中学校教育課程等研究会の実施状況について」ご説明させ

ていただきます。まず、１ページをご覧ください。新中学校教育課程等研究会につい

てであります。新中学校教育課程等研究会は、新中学校にふさわしい教育課程、生徒

指導等のあり方について調査研究を行うために、昨年７月に市内小中学校の２６人の

教職員が教育長から委員として任命されました。研究会は、全体会と教育課程部会、

生徒指導部会、交流・特別支援教育部会の３つの部会により構成され、各部会では、

教職員が解決すべき専門的課題について意見交換を行っているところであります。委

員の任期は、平成３１年度末までとなっており、３月末には各研究課題に対する意見

を教育長に報告する予定であります。また、基本計画策定後には、地域住民、保護者、
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教職員及び行政職員などで構成する開校準備協議会を設置して、再編に関する諸課題

を協議していくことになりますが、その際、研究会の経過や報告内容を十分に踏まえ

て協議していく予定であります。続きまして、２ 新中学校教育課程等研究会の実施

状況です。まず、⑴ 全体会は、これまで３回開催しており、検討内容等については、

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。また、⑵ 部会につ

きましても、記載のとおり、各部会をこれまで２回から３回の会議を開催しておりま

す。２ページをご覧ください。２ページの中段、３ 今後の予定であります。教育課

程部会は第３回の部会を２月１９日に開催を予定しております。さらに、３月１９日

に３部会とも最終の第４回部会の開催を予定しております。また、部会終了後には、

⑵ 全体会の開催を予定しております。下段の４ 中間報告についてでございます。

当初の予定では、最終の全体会である第７回研究会で教育長へ取りまとめた意見を、

一括して報告する予定でありましたが、交流・特別支援教育部会で検討していた事前

交流について、平成３１年度の小学校の秋季遠足から複数校合同実施について提案す

ることになりました。３月の最終報告を待って小学校校長会へ検討依頼をすると、各

校の年間行事の調整が困難となることから、平成３１年度の小学校の秋季遠足につい

ての検討のみ、１２月１８日に中間報告が教育長に行われております。それを受けま

して、１月７日の小学校校長会に対しまして、検討を依頼しており、今後は、校長会

から本年度末までに検討結果が教育長に報告される予定でございます。なお、参考と

いたしまして３ページに研究会の部会別委員名簿を掲載しております。以上で、「新

中学校教育課程等研究会の開催状況について」の説明を終わります。 

○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８ 事務報告「田川市成人式の実施につ

いて」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長補佐 資料１ページをご覧ください。１ 日時、平成３１年１月１３

日、日曜日に行われました。委員の方々に対しましては、ご出席いただき、誠にあり

がとうございます。２ 場所につきましては、田川文化センター大ホールでございま

す。４ 対象者及び出席状況でございますが、記載の表のとおり４５５人の対象者に

対しまして出席が３３６人、出席率が７３．８％となっております。下段につきまし

ては、昨年の表を記載しております。また、５ 式次第につきましては、オープニン
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グの後に、第１部としまして式典を行い、第２部のイベントとして抽選会を実施した

ところでございます。２ページをお願いいたします。６ 成果でございますが、２点

記載しております。⑴ 新成人による田川市成人式実行委員会形式での開催は、昨年

に引き続き２回目でございました。今回の特徴といたしましては、第２部の抽選会に

おける景品を、地元田川企業からの協賛品を主なものとしております。そのため、実

行委員会で協賛企業のリストアップや企業訪問で協賛品を募って回っております。そ

のような活動もあり、第２部のイベントでは実行委員会が主体的となって運営できた

のではないでしょうか。また、成年代表の大和田紗希さんもお手伝いをしていただき

まして、和やかな雰囲気で抽選会を行うことができています。また、⑵ オープニン

グの前に、大和田紗希さん主演の田川市プロモーションビデオ『蕾』を上映すること

により、田川市の良さを新成人や来賓及び招待者の方々にも知っていただくことがで

きたと思っております。次に、７ 課題としましては、２点記載しております。まず、

⑴ 実行委員の選出を４月下旬に各校区活性化協議会に依頼しております。しかしな

がら、選出できたのは４校区だけに止まっておりました。そのため、ビデオメッセー

ジの制作にあたっては、情報収集に手間をとることが多々ありまして、また各中学校

の声を十分に取り入れることができなかったと思います。また⑵ 昨年同様１３時、

ビデオメッセージの後半を過ぎてから一斉に入場してくる新成人が多数見受けられ

ております。また、式典時に入場してくる新成人もおり、入場時間の厳守ための工夫

が今後の課題の一つでございます。さらに、入場時に新成人が持参しておりました「の

ぼり」の取扱いについても、今後検討を要すると考えております。８ 来年の開催に

向けてとしましては、⑴ ２月２５日、月曜日に最終の第１２回となります実行委員

会を開催することとしております。今回の成人式の総括、成果及び課題の共有を行い、

実行委員会からの意見や感想等を参考にしながら、来年の実施につなげたいと考えて

おります。また、⑵ 各校区から最低１名の実行委員選出をするために、どのような

方法が考えられるかを、また４月の校区活性化協議会、会長・事務局長合同会議の中

で検討していただき、特に、活性化協議会事務局と学校との連携を視野に入れた選出

につなげたいと考えております。報告は以上でございます。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  私は、今年の田川市のプロモーションビデオ『蕾』の上映があって、市長も大和田
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紗希さんの郷土愛について話されていたので、筋が通っていて、とても良い雰囲気で

した。ビデオメッセージも実行委員が作成したと聞いていましたし、一昨年より一歩

進んだなという感想を持ちました。ただ、実行委員の選出については、どちらかとい

うと、残念ながら校区活性化協議会が２０代３０代の方が少なく、ほとんど年配の方

が多いので選出する場合は、学校に協力してもらいながら、一緒に選出するほうがス

ムーズに行くのではないかと思います。中学校に関しては、卒業した生徒も来ますか

ら、そういったネットワークづくりを早めに作っておいていいと思います。もう１点、

私としては２０歳からではなくて、もう１年前の１９歳からの２学年合同にしたほう

がいいのかなと思います。２０歳だけだと、１年ごとに途切れてしまって、もったい

ないような気がしますので、良ければ担当課で参考意見として取り入れていただけた

らなと思います。 

○河底委員 この前、生徒会サミットがありましたよね。その際に、中学校の生徒会の

子どもたちが来て、交流をしていますよね。その生徒会の子どもたちが、そのまま自

分たちの成人式の実行委員になると決めておけば、各校区の代表ができると思います。

子どもたちにも、「自分たちが企画した思い出の成人式になる」と言えば、実行委員

選出についての課題は解決されると思います。中学校卒業時には１５歳なので、子ど

もたちに５年後に行われる成人式の準備を１年前からするのか、または２年前からす

るのかを決めてもらえばいいと思うし、そうするともっと新成人が集まって、思い出

に残る成人式になるんじゃないかなと思います。 

○教育長 また、来年に向けて準備が始まると思うので、今の河底教育委員の意見につ

いても、ぜひ検討をお願いします。 

ないようですので、次に移ります。日程第８ 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） 

  次に「３月定例会の日程案について」を議題とします。 

○教育総務課長 それでは、３月定例会の日程案につきましては、次回３月１１日、月

曜日でいかかでしょうか。 

○教育長 よろしいでしょうか。ご異議ないようですので、３月定例会は、３月１１日、

月曜日、１４時３０分に決定いたします。 
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  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２回田川市教育委員会２月定

例会を閉会いたします。 

（１５時４９分閉会） 

 

 

 


