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第１ はじめに 

１ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書について 

教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第２６条に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について

点検及び評価を行うこととなりました。そして、その結果に関する報告書を作成し、議

会に提出するとともに、公表することが義務付けられました。 

そこで、本市教育委員会では、地域の教育課題や教育ニーズに応じた基本的な教育の

方針・計画を策定し、これらに基づいて実施した政策について、その必要性、効率性等

の観点から自ら点検・評価を行っています。この点検・評価制度は、多様に変化する社

会情勢や教育改革の動向を見据え、政策立案を的確に行うことに直結していきます。ま

た、その結果を公表することは、市民に対する説明責任を果たすことで、市民の信頼を

高め、開かれた教育行政を推進していくうえで非常に重要なことです。 

この報告書は、平成２６年度の教育委員会活動を、本市教育委員会が年度毎に作成し

ている「田川市教育施策方針」に掲げた具体的な施策内容等と照らして、教育委員会自

らがその進捗状況等について、点検・評価を実施し作成したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 教育委員会制度の概要について 

教育委員会は、市長（地方公共団体の長）から独立した行政委員会と位置付けられ、

教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保し、地域の学校教育、社会教育、文化、

スポーツ等に関する事務を担当する機関として設置されています。また、教育委員に

よる合議制の執行機関として、すべての都道府県及び市町村等に設置されており、教

育行政における重要事項や基本方針を決定しています。教育委員会を組織する教育長

及び教育委員は、市長が議会の同意を得て任命します。教育長は、教育委員会の会務

を総理し、教育委員会を代表します。 

 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）  
 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  
 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定によ

り教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規

定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の

状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを

議会に提出するとともに、公表しなければならない。  

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経

験を有する者の知見の活用を図るものとする。  
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   なお、教育長の任期は３年、教育委員の任期は４年です。 

－田川市教育委員会の組織－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 点検・評価の考え方について 

 １ 点検・評価の方法 

   点検・評価に当たっては、施策・事業等の内容と実績を明らかにするとともに、成

果と課題等を示しています。 

 ２ 点検・評価結果の構成 

  ⑴ 点検・評価の対象 

   ア 教育委員会の活動状況 

   イ 教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務（自己点検・評価シート） 

     「平成２６年度教育施策方針」に掲げる主要課題を点検・評価の対象としてい

ます。 

  ⑵ 点検・評価の対象期間 

    平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで（平成２６年度）としていま

す。 

⑶ 点検・評価における内容及び成果 

    各項目の目標達成に向けて取り組んだ内容、成果、課題等を示しています。 
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  ⑷ 評価 

    自己点検・評価シートについては、教育施策方針に掲げた主要課題に対する実施

及び進捗状況等を踏まえ、ＡからＤの４段階評価を行っています。 

   【評価判断基準】 

Ａ…著しい成果が得られた 

     Ｂ…概ね良好な成果が得られた 

     Ｃ…あまり成果が得られなかった 

     Ｄ…成果が得られず、課題を残した 

 ３ 担当課 

   自己点検・評価シートについては事業を実施した担当課が点検・評価を行いました。 

 ４ 学識経験者の知見の活用について 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第２項に規定する「教育に関し

学識経験を有する者の知見の活用」を図ることから、今回の評価を行うに当たって  

は、次の方に依頼し、評価いただきました。 

田川市ＰＴＡ連合会会長・穂山弘美氏、校区活性化協議会会長・兒島孝司氏、田川

地区人権センター参与・堀内 忠氏、田川市青少年問題協議会会長（福岡県立大学人

間社会学部教授）・小嶋秀幹氏、田川市体育協会理事長・木村明彦氏、田川市美術館協

議会会長兼田川市文化財専門委員会委員長・片岡 覺氏、田川市図書館協議会副会長・

平畑信之氏、田川市石炭・歴史博物館等運営協議会会長・是澤清一氏 

 

第３ 自己点検・評価について 

１ 教育委員会の主な活動実績 

⑴ 教育委員会会議の実施 

田川市教育委員会会議規則第３条の規定に基づき、定例会は毎月１回、臨時会は

必要に応じて開催し、教育行政に関する事項を審議しました。 

ア 開催実績  定例会：１２回  臨時会：１回  合計：１３回 

イ 議決の状況【教育委員会会議議案一覧：資料１】 

議案の内容 件数 

基本方針等の策定、事務の管理・執行状況の点検評価 ２ 
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ウ 報告事項等【教育委員会会議報告等一覧：資料２】 

報告：２件  事務報告：３７件  合計：３９件 

エ 平成２６年度傍聴者状況 

開催月 種類 傍聴者数 開催月 種類 傍聴者数 開催月 種類 傍聴者数 

４月 定例 ０名 ９月 定例 ０名 ３月 定例 ０名 

４月 臨時 ０名 １０月 定例 ０名 

 
５月 定例 ０名 １１月 定例 ０名 

６月 定例 ０名 １２月 定例 ０名 

７月 定例 ０名 １月 定例 ０名 

８月 定例 ０名 ２月 定例 ０名 合計 １３回 ０名 

オ 広報活動状況 

定例教育委員会会議開催日時については、田川市民会館玄関前へ掲示し、また

広報たがわ及びホームページへも掲載することにより周知を図っています。 

また、教育委員会のしくみや教育委員会委員の紹介、事務局各課の事業内容等

もホームページへ掲載しています。 

⑵ 教育委員会と市長部局との連携 

    市立幼稚園及び小・中学校の園児・児童・生徒の状況や学校運営について、市長

と教育委員とで意見交換を行いました。 

⑶ 教育委員の自己研鑽、他自治体との連携、情報交換等研修会等への参加等 

【教育委員研修会等参加状況：資料３】 

福岡市で開催された福岡県市町村教育委員会女性教育委員研修会や、嘉麻市で

議案の内容 件数 

教職員の人事関係 １ 

教育委員会規則等の制定・改廃 １１ 

予算、条例等議会議決事項 ８ 

審議会委員等の任免・委嘱 １１ 

その他 １０ 

合 計 ４３ 
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開催された福岡県市町村教育委員会連絡協議会教育長研修会及び鹿児島市で開催

された全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会に参加しました。 

また、筑豊市町村教育委員会教育長協議会研修会が猪位金学園において開催さ

れ、筑豊地区の教育長が猪位金学園を訪問し施設見学等を行った後、今後の学力

向上策などについて情報交換や情報共有を行い、他自治体との連携を図り、資質

向上に努めました。 

さらには、田川文化エリア（田川市立図書館及び田川市美術館）への指定管理

者導入に向け、先進地である佐賀県武雄市図書館の視察を行いました。 

⑷ 学校訪問【教育委員学校訪問日程：資料４】 

学校経営の諸課題を的確に把握するとともに、改善に向けた方向性等について協

議及び所要の指導・援助を行い、もって教育活動の充実・発展を図るという観点か

ら、年次計画に基づく定例的なものとして、５月に市立幼稚園及び小学校２校・中

学校２校・小中一貫校１校を訪問し、園児、児童生徒の状況や授業参観を行いまし

た。また、５月に中学校１校、６月に小学校１校・中学校１校、９月に小学校１校

を筑豊教育事務所指導主事による学校運営型学校訪問を実施しました。 

また、教育委員の校区担当制を取り入れ、委員が担当の学校を訪問することによ

って、「①学校と教育委員との結びつきを深める」、「②教育委員としての資質向上に

努める」、「③各学校の取組を交流しながら教育委員の学習会を実施する」以上３つ

を目指すことにしました。その他、入学式、卒業式、体育祭、文化祭等の学校行事

に出席し、式典でのあいさつ、校内の視察、学校関係者との懇談等を行いました。 

⑸ 教育施設訪問 

成人式、公民館まつり、コールマイン・フェスティバル（炭坑節まつり）等所管

施設で行われる行事に出席し、式典でのあいさつ、イベントへの参加、施設内の視

察及び関係者との懇談等を行いました。 

２ 活動の評価 

⑴ 教育委員会会議内容について 

教育委員会会議日前に事前配付された資料等について、会議前に案件への理解を

深め、会議には教育部長、課長、教育研究所長等が出席し、議案、事務報告など案

件の説明を行い、慎重に審議を行いました。 

また、審議の中で、委員間及び事務局との活発な意見交換を行い、よりよい田川
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市の教育行政の実践に向け、改善点や要望を示しました。 

⑵ 教育委員会会議等の情報公開について 

開催日等の情報については、事前に各媒体によりお知らせし、市民に開かれた教

育委員会を目指しました。会議は田川市教育委員会会議傍聴人規則に基づき、傍聴

することができるとともに、会議の議題・審議結果及び会議録については、ホーム

ページで公開しています。 

また、教育委員会の活動についても、ホームページにおいて公開し、今後もさら

に開かれた教育委員会を目指します。 

⑶ 自己研鑽及び情報交換等について 

教育委員を対象にした研修会や協議会等に積極的に参加し、自己研鑽に努めまし

た。また、研修会や協議会等に出席している他市町村教育委員会の教育委員をはじ

めとする関係者と交流を行い、教育行政について情報交換を行いました。 

⑷ 施設等の訪問について 

学校、教育施設等で開催される各種行事へ積極的に出席し、教育現場の実情把握

に努めました。また、その中で教職員等関係者との懇談や情報交換を行い、積極的

に情報収集を行いました。 
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平成２６年度 学校教育課 自己点検・評価シート 

○ 重点施策 

  第Ⅲ期学力向上プロジェクトの推進を図り、教員の指導力の向上を図る。 

主要課題 第Ⅲ期学力向上プロジェクトの推進を図り、教員の指導力の向上を図る。 

課題対策の 

具体化 
学力向上プロジェクトの報告会を実施し、成果と課題の把握をする。 

実績 

成果 

◆学力向上プロジェクト報告会を１０月１０日に伊田校区、１０月１７日に田川校区

の２校区で実施し、学力向上に有効な取組を明らかにすることができた。 

・基礎・基本の定着と思考力を高める授業方法の究明 

・ＳＥＬ－８Ｓの実践的研究 

・小・中連携した授業づくり 

・地域の教育力を生かした協働の教育活動 

課題 
◆成果を出すことで取組への一層の意欲化を図るため、基礎的・基本的な事項の定着

を目指し、方向性を揃えた「徹底」した取組が必要である。 

課題対策の 

具体化 
教員の指導力向上へ向けて、研修会の実施とその充実を図る。 

実績 

成果 

◆職能に応じて経年研、校内研、教科等研、若年教員研等が実施できた。 

・経年研、校内授業研を中心に児童・生徒の思考を意識した授業実践が広がった。 

・教科等研において２０部会全部で授業研究が実施できた。 

・若年教師研では、市費講師を中心に基本的な教師の授業行為について研修した。 

・１月に管理職・教務・研修担当者を対象とした学力向上研修会を実施し、課題と方

策（「徹底」）が共有できた。 

課題 
◆教職経験１２年以上の教員に対する研修を充実させるため、数値目標を示して研修

を推奨する必要がある。 

総合評価 

【Ｂ 概ね良好な成果が得られた】 

◆［同一集団比較 平成２７年１月実施］プロジェクト校（伊田校区、田川校区）に

おいては、４校×２教科（国語、算数・数学）計８区分において前年度より伸びが

見られたものが７区分あった。 

 ［年度比較 平成２６年４月実施］全国学力・学習状況調査の結果は、前年度に比

べ、小学校で県平均との差が３．１ポイント、中学校では４．６ポイント開いた。 

◆特に若年層の研修への意欲化が進んだ。また、「徹底」のキーワードにより各学校 

 が例外なく基礎・基本の定着を図るようになってきた。 

 

○ 重点施策 

  確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成に取り組む。 

主要課題 確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成に取り組む。 

課題対策の 

具体化 
確かな学力の育成に努める。 

実績 成果 

◆No study kids０を目指し、家庭と連携した学習習慣定着の取組が進み、平日にお

ける学校以外で全く勉強しない児童・生徒の割合が、小学校では平成２４年度７．

１％から平成２５年度２．２％、平成２６年度３．６％に、中学校では平成２４年

度 ２０．５％から平成２５年度１４．３％、平成２６年度１１．２％と変化した。 
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実績 

成果 
◆休日学習推進事業（土曜数学まなび塾）では、通塾生が英語・数学の２教科で平成

２５年の８２名から平成２６年は９４名と増加した。 

課題 

◆No study kids０を達成するためには、これまで以上に個に応じた課題を検討しな

ければならない。 

◆休日学習推進事業（土曜数学まなび塾）の参加者の中には、本人の意思でなく保護

者の思いで応募した生徒がいて、欠席、退塾につながっている。学習意欲を募集の

条件とする必要がある。 

課題対策の 

具体化 
豊かな心の育成に努め、人権を大切にする教育を推進する。 

実績 

成果 

◆「自立」「誇り」「創造」の力の育成を目指した「田川みらい学習」を猪位金学園で

先行実施し、目的に応じた内容の焦点化を図ることができた。この成果をもって平

成２７年度から全校で実施することができる。 

◆人権・同和教育の視点に立った教育活動、特に体験をとおした実感を伴う学習を強

化することができた。 

課題 

◆障がい者差別発言が平成２５年６件から平成２６年１０件に増加した。すべての児

童・生徒の心に響く教育活動となっているか点検し、指導内容を再構築する必要が

ある。 

課題対策の 

具体化 
健やかな体の育成に努める。 

実績 

成果 

◆食を通じた健康づくりを目指した「お弁当の日」を小学校４校（筑豊地区全体で実

施校１１校中）、中学校１校（筑豊地区全体で実施校５校中）で実施できた。 

◆福岡県のスポコン広場に６小学校が登録し、種目別では、ソフトボール投げで伊田

小学校２年生、４年生が、反復横跳びでは伊田小学校４年生が県１位の結果を修め

た。 

課題 

◆全国体力・運動能力、運動習慣等調査において、学力同様、県平均を下回る結果（小

５男子－２．０、小５女子－２．７、中２男子－１．９、中２女子－３．８）であ

ったが、差は小さい。体育科・保健体育科学習指導の充実や運動習慣定着の取組を

図り、県平均を上回ることを目指したい。 

総合評価 

【Ｂ 概ね良好な成果が得られた】 

◆確かな学力、豊かな心、健やかな体のどの観点でも各学校で組織的対応が進んだ。 

◆休日学習推進事業（土曜数学まなび塾）は定着してきたが、月２回の実施では学習

習慣づくりに役立っても、顕著な学力向上につながっていない。平成２７年度は実

施回数の増加を図る。 

 

○ 重点施策 

  地域との連携を図り、特色ある教育活動に取り組む。 

主要課題 地域との連携を図り、特色ある教育活動に取り組む。 

課題対策の 

具体化 
地域で子どもを育てるという観点から教育機関や地域の連携を深める。 

実績 成果 

◆ゲストティーテャー等、ＰＴＡや地域と連携した取組が全小学校で実施できた。 

◆ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）の派遣サイクルを１週から２週に変更した。

このことで、より改善が必要な家庭に対して重点的に関係機関が連携し関わるこ 
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実績 

成果 
とができるようになった。 

◆校区活性化協議会及びＰＴＡを中心に子どもの見守り活動が充実した。 

課題 

◆生徒指導上の問題行動が多発した中学校では、地域との連携が停滞した。問題行動

の未然防止の意味からも信頼関係に基づく日常的な連携を図っておかなければな

らない。 

◆ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）の対応件数は２３３件、活動回数は１８８

４回に上っている。対応要件等の重点化を図らなければ広く浅い支援に終わってし

まう。早期からの環境改善のために平成２７年度から小学校拠点校に重点を置く。

また、今後、ＳＳＷを増員することで多くの案件に対応することを考える。 

課題対策の 

具体化 

 幼稚園・保育所（園）・小学校との連携による、子どもたちの基本的生活習慣の確

立と小一プロブレムの解消に努める。 

実績 

成果 

◆就学前実態調査の実施（３月、４月）によって子どもの体験の質と量を把握した。

その後、有効な教育活動を計画するための小１査定学習会を実施した。（４月 参

加者 小学校２８人 中学校６人） 

◆幼稚園・保育園（所）・小学校・中学校の教員、保護者を対象に乳幼児教育学習会

を２回、乳幼児教育講演会を１回開催し、幼児期の教育と学校教育の接続の具体に

ついて学習した。 

 ① ７月 （就学前 ５人 小学校 ８人 中学校２人 市民２人） 

② ９月 （就学前４４人 小学校３２人 中学校９人 行政４人） 

③ ２月 （就学前３８人 小学校２９人 中学校３人 市民２人 行政１人） 

課題 

◆調査結果だけでなく取り組み方法を具体化して全幼稚園・保育所（園）に周知する

必要がある。 

◆不登校が増加傾向にある。学校に通うことの価値等、早期から家庭、地域と連携し

た取組を一層充実させる必要がある。 

課題対策の 

具体化 
田川市と県立大学の連携を進める。 

実績 

成果 

◆各校種において県立大学が有する知的・人的な財産を活用して、課題解決に向けた

取組を進めた。 

・田川市立幼稚園の教育活動支援（運動会、体力向上の取組） 

・学生ボランティアによる現場支援（各学校、放課後児童クラブ） 

・人間社会学部 池田孝博教授の研究（田川市の児童の健康・体力に関する調査）へ

の協力 

◆「田川市の子ども達の学力向上有識者会議」及び「田川市新中学校のあり方に関す

る審議会」の委員を県立大学教員に委嘱し（各２人）、田川市の喫緊の課題につい

て議論が進んだ。 

課題 
◆放課後児童クラブにおける学習支援を全クラブに拡大するためには、相当数の学生

ボランティアの確保が必要である。 

課題対策の 

具体化 

小学校、中学校の連携により、学習指導の連続性や接続性の円滑化を図り、中一ギ

ャップの解消に努める。 

実績 

成果 
◆学力向上プロジェクトの重点のひとつとしていることもあって、小中連絡会、小中

授業公開、小中交流授業など小学校と中学校の連携は確実に進んだ。 

課題 

◆生徒指導上の問題行動が発生した中学校区では、小学校、中学校の連携が停滞した。

児童・生徒の理解に基づく「わかる授業づくり」が最大の生徒指導であることを実

践化しなければならない。 
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総合評価 

【Ｂ 概ね良好な成果が得られた】 

◆地域との連携の充実は、田川市の強みであり、特色であることから、毎年力強く取

り組まれてきており、子ども達の健やかな成長につながっている。今後とも、各機

関と連携し地域に根ざした学校づくりを進めていきたい。 

 

○ 重点施策 

  目指す田川市の教育実現のため、学校再編に取り組む。 

主要課題 目指す田川市の教育実現のため、学校再編に取り組む。 

課題対策の 

具体化 
今後の教育を取り巻く環境の変化を見ながら、田川市全体の学校再編に取り組む。 

実績 

成果 

◆４月に田川市立小中一貫校猪位金学園が開校した。小中一貫校の趣旨を生かした学

校運営により同一集団のＣＲＴ前年比で伸びが見られた。（小６国語＋８、算数＋

１６、中２国語±０、数学＋４） 

◆平成２６年９月に「田川市立学校校区再編基本計画策定方針」を決定し、「田川市

新中学校のあり方に関する審議会」を設置した。平成２６年１０月から平成２７年

４月まで７回の審議会会議を重ね、再編の議論が進んだ。審議会は現在も継続中で

ある。 

課題 

◆田川市立小中一貫校猪位金学園については、今後管理職が変わろうとも開校時の考

え方を継承すること。 

◆今後地元説明会を開催するとともに、審議会の最終答申を得て基本計画の策定をし

なければならない。 

総合評価 

【Ａ 著しい成果が得られた】 

◆田川市立小中一貫校猪位金学園は順調にスタートし、教育効果を上げることができ

た。 

◆新中学校創設については、これまで以上のスピードで具体的に事業を前進させるこ

とができた。 
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平成２６年度 教育研究所 自己点検・評価シート 

○ 重点施策 

  教職員の資質向上を目指した研修会等の充実を図る。 

主要課題 教職員の資質向上を目指した研修会等の充実を図る。 

課題対策の 

具体化 

 委嘱研究員を募り実践研究の深化を図るとともに、研究サークルの育成を推進し、

研修活動への助言と援助に努める 

 筑豊地区教育研究所連絡協議会の主催する教育実践研究研修会の充実を図り、研

究員の資質向上に寄与する。 

実績 

成果 

◆市委嘱研究員８名、教育実践研究員２名は研究テーマを決めて、指導主事の指導の

下、理論研究や授業研究をとおして授業改善に努め、全員３月に市教育論文に応募

することができた。 

◆研究サークルは、５部会が年間をとおして自主的に活動し、研修を深めていた。 

課題 

◆委嘱研究の研修会では、指導主事がマンツーマンで理論研究や授業研究の指導案作

成に関わって頂けるので、経５年までの教員には、今後も参加を呼びかけたい。 

◆若年教師の指導力の向上とともに、講師の指導力の向上についても検討していく必

要がある。 

課題対策の 

具体化 

 教職員の研修意欲を高めるため、教育論文の募集、及び研究紀要や所感集の発刊を

行うとともに、教育論文の表彰式を行い、研究の成果を発表する。 

 教育論文応募者や長期研修員の研究成果を、教育委員会が実施する教育研究発表

会をとおして公表する。 

実績 

成果 

◆３月の市論文募集で、委嘱研究論文８点、個人研究論文６点、学校研究論文１６点、

合計３０点の論文応募があった。特に、学校研究論文は、市内の全小・中学校の応

募が定着しつつあることは大きな成果である。 

◆５月の論文表彰式や８月の市や筑豊地区の研究発表会、１１月の県教育研究所連盟

の研究発表会等で実践発表をとおして研究成果を公表することがきた。 

課題 
◆論文の形式や授業研究は充実してきつつあるが、授業研究後の考察や成果と課題の

まとめ方等は工夫していく必要がある。 

課題対策の 

具体化 

 教職員の研修意欲の向上と実践をとおした教育課題の克服に寄与するため、田川

市教科等研究会の運営に参画する。 

実績 

成果 

◆小・中合わせて２０部会が、全ての部会で授業実践と反省協議会を行い、授業改善

に役立てることができた。また、３月に各部会の研究の足跡を１冊の冊子にまとめ

事績として残すことができた。 

◆各部会の授業研究では、授業や反省協議会に参加し、研究所通信「虹」に掲載して、

小・中学校や関係機関に各部会の授業研究の様子を広報していった。 

課題 
◆部会によって、会員数にやや偏りがあることや授業実践者が限られる部会があるた

め、運営委員会で協議中である。 

課題対策の 

具体化 

 教育課題の認識と問題解決意識の育成や指導技術の向上を図るため、教育講演会

や実技講習会を開催する 

実績 

成果 

◆教育講演会は、１１月に実施した。学力向上と生徒指導で効果の上がっている中学

校の教頭を招聘し、学力向上と生徒指導の取組について具体的な話を聞き、学校全

体で組織的に取り組むことの大切さを参加者全員で共通理解することができた。 

◆実技講習会には、教科等研究やサークル研究会に参加している教員が多く参加し、 

 教科の専門的な技術や指導法を学ぶことができた。 

課題 
◆図工・体育・理科等の実技講習会は、多くの教員が参加しやすいように夏休みに実

施しているが、教科の部会員の参加は多いが一般の参加者は少ない。 
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課題対策の 

具体化 
研究員１名を指導主事兼任とし、学校教職員への指導助言をより効果的に行う。 

実績 

成果 

◆教育の内容と方法に精通した研究員を指導主事兼任とすることで、学校研究や個人

研究に対する専門的な指導が行えた。指導主事とすることで、福岡県指導主事研修

会（年間３回）に参加することができ、教育の動向や県の方針などを学び、各学校

にも伝えることができた。 

◆初任者の道徳の指導４名、委嘱研究員の指導８名の指導案審議や授業研究に参加

し、若年教員の道徳や教科の指導技術の向上に寄与することができた。 

課題 
◆委嘱研究員が８名なので、指導案審議や日程調節などでは、教員の出張し易い時期

等工夫が必要であった。 

総合評価 

【Ａ 著しい成果が得られた】 

◆市委嘱研究・教育実践研究に若年や中堅の教員が積極的に参加し、１年間の研修を

とおして指導技術も高まってきつつある。また、全員が田川市教育論文に応募し、

研究の足跡を論文としてまとめることができた。 

◆教育講演会・教育研究発表会には、多くの教員が参加し、アンケート結果からも研

修意欲の高まりを感じることができた。 

◆市教科等研究会では、２０部会全てが授業研究と反省協議会を実施し、１年間の研

究の足跡を１冊の冊子にまとめ事績として残すことができた。 

 

○ 重点施策 

  調査研究の充実を図り、教育課題解決のための手立てとしての資料提供に努める。 

主要課題 調査研究の充実を図り、教育課題解決のための手立てとしての資料提供に努める。 

課題対策の 

具体化 

研究所運営に関するアンケート調査等をとおした要望や、教育現場の教育活動推進

に関する要望を踏まえた調査研究を実施する。 

学校教育及び生涯学習の充実を期するために、児童・生徒の実態を把握するための

調査研究や、教育行政施策推進上の教育課題克服に関する調査研究を行う。 

実績 

成果 

◆４月に行う研究所運営アンケートの結果から、研究所通信「虹」の講読状況や教育

講演会や研修会についての要望を知り、教員のニーズに応じた講演会や研修会を実

施することができた。 

◆児童・生徒の実態調査では「子どもと規範意識」について、小４・小６・中２の児

童・生徒とその保護者、担任についてアンケートを実施した。この調査をとおして、

子どもの規範意識、子どもの規範意識に関する保護者の様子、教師の指導の様子な

どについて概ね実態を把握することができた。 

◆調査の結果を小・中学校や関係機関に知らせ、学校や家庭生活の基盤となる規範意

識を見直す機会とすることができた。また、今年は、各学校のＰＴＡにも１冊配布

し、会議などでも活用して頂けるようにした。（ＰＴＡ分は学校保管） 

課題 

◆児童・生徒のアンケートから、公共の場への落書き、喫煙、万引き、暴力をふるう、

仲間はずれ、有害サイトへの不正アクセス、掲示板等に悪口を書き込む等は「とて

も悪い」と答えた子どもたちが大半であったが、自転車の二人乗り、バスの中にお

いて携帯電話で話す、ポイ捨てをする等は「とても悪い」と答えた子どもは中学生

の方が少なかった。これは、小学校では、子どもの発達段階に応じて、日頃から学

級活動や道徳の授業をとおして、規範意識を高める取組をしていることが推察され

る。 
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総合評価 

【Ｂ 概ね良好な成果が得られた】 

◆研究所運営アンケートの結果については、研究所通信「虹」で概要を各学校や関係

機関に報告するとともに、アンケート結果を各学校で教職員に回覧していただき、

教育活動の課題解決の資料として活用してもらうことができた。 

◆児童・生徒の実態調査の結果については、各学校と関係機関に冊子で報告している

が、今年は保護者にもＰＴＡ用として各学校に１冊配布し、児童・生徒の規範意識

の様子等について、必要なときに活用できるようにした。 

 

○ 重点施策 

  学校・学級不適応や生徒指導上の諸課題への対応の充実を図る。 

主要課題 学校・学級不適応や生徒指導上の諸課題への対応の充実を図る。 

課題対策の 

具体化 
適応指導教室の運営と不登校問題への対応を充実する。 

実績 

成果 

◆通室生徒は中学１年３名、中学２年６名、中学３年５名、合計１３名と昨年同様に

多かった。２名の指導員で、午前中は主に学習指導、午後はスポーツや様々な体験

活動を実施することができた。 

◆在籍校の校長や担任と連携しながら、教科学習や体験活動を実施し、学校復帰を目

指し、適応指導教室を運営することができた。中学１年１名、中学２年２名、中学

３年１名は、修学旅行や文化祭の前後、毎週１回、在籍校に通学できた。 

◆中学３年は５名いたが、指導員や担任から高校受験に向けて指導を受けていた生徒

たちは、今年３月に希望する高校に３名、通信制の高校に２名入学することができ

た。 

課題 

◆在籍生徒のうち、家庭の事情や保護者の体調に左右され欠席する生徒がいるため、 

在籍校職員、保護課、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等と連

携して通室を働きかけていったが、今後も状況に応じて教育相談を実施していきた

い。 

課題対策の 

具体化 
関係学校、県立大学、福岡教育大学等との連携を深め、教育相談の充実を図る。 

実績 

成果 

◆教育相談は原則毎週木曜日午後に実施した。相談内容は、不登校傾向や学習不適応 

 が多かった。相談員が、保護者や本人と意思の疎通を図ることで、少しずつ本人の

状況を改善することができた。 

◆不登校傾向になりはじめの児童・生徒については、速やかに教育相談を行うことで、 

 県立大学の不登校サポートセンターやサウンドスクールに通室できるようになっ

た生徒もいる。 

課題 

◆小・中学校の教育現場からの相談件数は減少傾向であったため、相談場所を学校に

移動し、午後から教員や児童の教育相談にあたることもあった。相談内容では児童

の状況によっては、医学的な方途を模索する必要を感じることもあり、多面的な対

応を考慮していく必要がある。 

課題対策の 

具体化 

生徒指導上の諸課題を整理し、教育現場に提供することをとおして、学校における

生徒指導の充実を図る。 

実績 成果 
◆生徒指導上の問題については、各学校から情報を集め、補導主事主任会、定例校長

会で提供することで、各校での早期解決に向けての取組に役立てることができた。 
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実績 課題 

◆対教師暴力５（＋５）、対児童生徒間暴力１３（＋１）、対人暴力０（０）、器物破

損０（－２）、いじめ発生１０（＋６）、不登校６２（＋２３）であった。 

特に、器物破損や対人暴力は０件であったが、その他の項目については、増加傾向

にあるため、補導主事主任会などで事例研究をとおして、研修を深める必要がある。 

総合評価 

【Ｂ 概ね良好な成果が得られた】 

◆関係機関、筑豊教育事務所管内の各学校からの生徒指導上の問題行動や不登校・不

審者・声かけ事案などを集約し、全学校にその実態を資料提供するとともに、問題

行動への対応について、共通理解を図り取組を推進していくことができている。 

◆生涯学習課主催の田川市青少年問題協議会の会議の中で、研究所実態調査の一部を

情報提供し、児童・生徒の実態把握に役立てることができた。 

 

○ 重点施策 

  資料センターとしての機能を充実する。 

主要課題 資料センターとしての機能を充実する。 

課題対策の 

具体化 

既存教育図書及びビデオ教材等の整理、新規資料の充実を図るとともに、関係機関

等の研究紀要（ＣＤ）も含め、その活用化を図る。 

実績 

成果 

◆年２回図書やＤＶＤについて、全教職員から購入希望アンケートをとり、学校現場

のニーズに応じた図書やＤＶＤを購入し、資料の充実を図るとともに、研究所通信

「虹」をとおして新刊図書を随時紹介した。 

◆年度末に、本年度購入した新刊図書とＤＶＤを含め研究所が所有している教材図書

やＤＶＤの一覧を作成し、各学校に２部配布し、活用できるようにした。 

◆各学校や関係機関からの研究論文を収集し、必要なときに貸し出しできるようにし

ている。 

課題 
◆旧教育庁舎図書室に、まだ多くの図書資料が保管されている。資料センターとして

の効果的な活用を図るには、市民会館内にある資料保管場所を拡充して頂きたい。 

課題対策の 

具体化 

事業や研究の事績を取りまとめ、実績報告書を発行するとともに、随時、広報誌（紙）

を発行する。 

ホームページを作成し、広報活動を行う。 

実績 

成果 

◆研究所の調査研究や委嘱研究、各種教育活動、夏休み自由研究展、教育相談、適応

指導教室、生徒指導等１年間の取組をまとめ、実践報告書として発行し、学校現場

での活用に資することができた。 

◆研究所報（年２回）、実績報告書、調査研究報告書、研究紀要（ＣＤ－Ｒ）等を市

内の各学校、関係機関及び筑豊教育事務所や福岡県教育研究所連盟に配布し、積極

的な広報活動を行うことができた。 

◆研究所通信「虹」を月２回発行し、各学校や教科等研究会の教育活動について随時

知らせるとともに、研究所ホームページに掲載し、学校現場だけでなく広く関係機

関に広報活動を行うことができた。 

課題 
◆実績報告書、調査研究報告書、適応指導教室報告書で一部内容が重複している箇所

があるため、整理していく必要がある。 

総合評価 

【Ｂ 概ね良好な成果が得られた】 

◆研究所通信「虹」の講読率は９０％と高かった。よく読むコーナーでは、「研究発

表会や各種研修会の報告」、「調査研究のまとめ」を合わせると７４％で、教員の研

修意欲の高まりを感じた。 

◆資料センターとしての機能を高めるために、市民会館内での資料保管の工夫をして

いく必要がある。 
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○ 重点施策 

  学校と連携して、児童・生徒の学習意欲を喚起する自由研究活動を実施する。 

主要課題 学校と連携して、児童・生徒の学習意欲を喚起する自由研究活動を実施する。 

課題対策の 

具体化 
学校との連携 

実績 

成果 

◆７月の校長会で『夏休み自由研究展』の応募を呼びかけ、小・中学校と連携して、

実施することで、多くの児童・生徒の作品が集まった。（小２６５点、中３７点）

３日間の展示期間中の来場者は大人１８５名、子ども１９５名、合計３８０名とな

り、多くの方々に子どもたちの作品を見て頂くことができた。 

◆展示開催を金・土・日と３日間にしたことで、小学校から学年の子どもたちの参加

があり、子どもたちの学習意欲を喚起するきっかけとすることができた。 

課題 

◆今年は市内の全小・中学校から作品の応募があったのは喜ばしいが、小学生と中学

生の応募数にかなり差がある。 

 今後とも、より多くの中学生が『夏休み自由研究展』に応募するよう、中学校の各

教科担任に呼びかけていきたい。 

総合評価 

【Ａ 著しい成果が得られた】 

◆作品を応募した子どもたちや自由研究展を見に来た子どもたちから、「中学生にな

っても研究したい」「来年は自由研究展に応募したい」等の声が聞かれ、児童・生

徒の自主的な学習を促すよい機会になっている。 

◆『夏休み自由研究展』の応募作品の中から、福岡県小・中学生科学研究作品展に

６名が選ばれ、その中の１名が昨年に引き続き入賞した。 

 

○ 重点施策 

  公的機関紙等をとおして、地域や家庭の教育力を高める啓発活動を行う。 

主要課題 公的機関紙等をとおして、地域や家庭の教育力を高める啓発活動を行う。 

課題対策の 

具体化 
公的機関紙等の活用 

実績 
成果 

◆児童・生徒の実態調査の結果を「広報たがわ」に掲載し、教育への関心を高めるた

めの資料提供に努めることができた。 

◆教育研究所の教育活動を広く知らせるために、毎月２回発行している「虹」を各学

校や関係機関に配布するだけでなく、市役所の各課の部長や課長にメールで送信し

講読して頂けるようにしている。今年は、多くの課から開封済みのメールが届くよ

うになった。また、研究所ホームページに掲載している「虹」や研修会・発表会、

授業支援コーナーを設定し、地域への広報活動にも努めている。 

課題 ◆研究所のホームページの掲載内容を定期的に点検して、早めの更新を心がけたい。 

総合評価 

【Ｂ 概ね良好な成果が得られた】 

◆「児童生徒の実態調査」の集約結果を「広報たがわ」や、毎月２回発行している研

究所通信「虹」へ掲載することで、子どもの規範意識や教育活動について保護者や

地域の方に広く知らせることができた。 
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○ 重点施策 

  福岡県教育研究所連盟等関係機関・団体と連携して、諸事業の充実に寄与するとともに、本市教

育の充実に資する。 

主要課題 
福岡県教育研究所連盟等関係機関・団体と連携して、諸事業の充実に寄与するとと

もに、本市教育の充実に資する。 

課題対策の 

具体化 
福岡県教育研究所連盟等関係機関・団体との連携 

実績 

成果 

◆田川市教育委員会や筑豊教育事務所、筑豊地区教育研究所連絡協議会と連携して、

教育論文の作成や授業研究等について日常的に交流を図ることにより、教育研究所

運営の活性化を図るとともに、学校教育の充実に役立つよう取組を推進することが

できた。 

◆筑豊地区の研究発表会だけでなく、福岡県教育研究所連盟の研究発表会でも市内の

教員が実践発表をすることをとおして、指導技術の向上を図ることができた。 

課題 
◆福岡県教育研究所連盟の研究発表会では、実践発表者数に小・中学校で大きな差が

あったため、今後、県の研究所連盟で協議し、配慮していくことになった。 

総合評価 

【Ｂ 概ね良好な成果が得られた】 

◆筑豊教育事事務所で開催される授業研究やエキスパート養成講座には、中堅の教員

が２名ずつ参加し、１年間の研修をとおして指導力を高めることができた。 

◆筑豊地区教育研究所連絡協議会主催の研究発表会や福岡県教育研究所連盟主催の

研究発表会で発表した本市教員の実践は、アンケート等から好評であることが分か

った。 
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平成２６年度 教育総務課 自己点検・評価シート 

○ 重点施策 

地域との連携を図り、特色ある教育活動に取り組む。 

主要課題 地域との連携を図り、特色ある教育活動に取り組む。 

課題対策の 

具体化 
地域で子どもを育てるという観点から教育機関と地域の連携を深める。 

実績 

成果 

◆各地で依然として不審者事案が発生している状況があり、その抑止対策として、警

備会社に委託を行い、平日の昼間に各小学校周辺の徒歩による巡回警備を実施する

ことにより、児童の安全確保とともに、保護者・地域住民の不安の軽減に寄与して

いる。また、学校施設では、引き続き機械警備を導入し、教育現場の安全確保に努

めた。 

課題 
◆警備を行う対象施設が多い。既存の警備方法では十分な対応ができないこともある

ので、より十全なものに改善していく必要がある。 

総合評価 

【Ｂ 概ね良好な成果が得られた】 

◆警備を行う対象施設が多いという課題はあるものの、不審者情報を活用しながら警

備会社及び学校教職員と連携し、児童・生徒の安全確保を図ることができた。今後

も、生涯学習課所管事業の青色パトカーによる防犯パトロールや、地域の自主防犯

活動等と連携を図り、児童・生徒の安全確保のための取組を実施したい。 

 

○ 重点施策 

目指す田川市の教育実現のため、学校再編に取り組む。 

主要課題 目指す田川市の教育実現のため、学校再編に取り組む。 

課題対策の 

具体化 
今後の教育を取り巻く環境の変化を見ながら、田川市全体の学校再編に取り組む。 

実績 

成果 

◆学校再編に係る学校施設整備計画については、学校適正規模等と並行して進む事

業であり、学校統合等具体的な施設整備までは至っていない。 

◆安全上、保健衛生上及び機能上学校教育の場として適切な環境を確保していく

という観点から、屋上防水補修や配管修繕等経年劣化に係る維持管理を実施し

た。 

課題 
◆統合等具体的な学校適正規模の決定に併せて、施設整備計画を考える必要が生じる。

現時点においては、学校施設整備に係る法令等の整理を行う。 

総合評価 

【Ｂ 概ね良好な成果が得られた】 

◆今後の学校適正規模等の進捗状況を鑑みながら、効率的かつ円滑に施設整備が進め

られるよう整備計画を作成することが重要である。 

◆幼稚園や小・中学校の教職員からの依頼に応じ、多様な教育活動に対応できるよう

施設・設備等の修繕・更新を実施することができた。 
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平成２６年度 生涯学習課 自己点検・評価シート 

○ 重点施策 

いつでも、どこでも学べる生涯学習環境をつくる。 

主要課題 校区活性化協議会を基盤とした自主的で充実した地域活動の推進に努める。 

課題対策の 

具体化 

組織の基本体制の維持（公民館部会、青少年育成部会及び福祉部会の３部会での構

成） 

実績 

成果 

◆校区活性化協議会は、事務局を中心として３部会が活発に事業を展開している。平

成２６年度の校区全体の事業数は１００回で、参加人数は、延べ約３万人となっ

た。 

新規事業を開催し、他校区との連携もとれており地域に浸透していることが伺え

る。 

課題 
◆組織の基本体制については、現状維持とし、今後の活動についても校区担当者が５

大事業等に参加し、助言をする。 

課題対策の 

具体化 
「男女共同参画プラン」と連動した女性の参画の推進 

実績 

成果 

◆各校区活性化協議会の総会時や事務局長等の会議において「田川市男女共同参画セ

ンター」から呼びかけを行い、「ゆめっせフェスタ」等に参加している。 

公民館長や主事の女性の登用も増え、多くの事業にも積極的に参加している。 

課題 
◆今後も、各校区活性化協議会（事務局・３部会）へ徹底した周知を行い、積極的な

参加を呼びかける。 

課題対策の 

具体化 
地域と学校との協働による特色ある連携事業の推進 

実績 

成果 

◆校区活性化協議会の主な事業は各小・中学校で行われており、教員をはじめ、児童・

生徒や保護者も積極的に参加している。 

◆近年は、どこの校区でも安全パトロールが実施されており、年 1回の地域安全大会

においては、児童・生徒も参加し連携が図られている。 

課題 

◆校区活性化協議会の事務局は各校区の小・中学校を利用している。児童・生徒や教

職員が身近に居るという利点を今後も生かして、更なる連携を図り事業を展開し

ていく。 

課題対策の 

具体化 
地域における家庭教育力の向上を目指した事業の推進 

実績 

成果 

◆家庭教育講座「親子スマイルセミナー」（全２回）において、子どもの健全育成に

向けたコーチングの手法、スマートフォン所持によるさまざまな弊害等をテーマ

に、講演とグループディスカッションを行った。参加者の約９８％が講演内容につ

いて「参考になった」と答えた。参加者延べ６１人。 

◆２７回目となる「０歳期からの親子教室」（全６回）において、子どもの症状と病

院受診のタイミング、アレルギー、救急時の対応と事故予防等をテーマに学習を行

った。参加者の約８５％が学習内容について「理解が進んだ」（１０点中１０点）

と答えた。参加者延べ１３４人（うち男性２８人）。 

課題 

◆参加者増加に向けて広報手段について改善を図る必要がある。 

◆男性の参加者数は年々増加傾向にあるが、日程、会場づくり等、更なる増加に向け

た取組を行うこと。 
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課題対策の 

具体化 
子どもの安全確保・青少年の非行防止を中心とした青少年対策室事業の推進 

実績 

成果 

◆青色パトカーによる巡回活動を行った（年末年始及び長期休暇期間中を除く平日）。

青色パトカー２台のうち１台については地域に貸出を行い、週１回校区内を巡回し

てもらっている。 

◆田川警察署少年補導員連絡会主催の県下一斉クリーンアップ作戦（毎月第２・第４

金曜日夜）に参加し、街頭補導を行った。 

◆７月の青少年の非行・被害防止全国強調月間、１１月の子ども・若者育成支援協調

月間に合わせて街頭啓発を行った。 

◆福岡県青少年健全育成条例に基づき、田川警察署生活安全課少年係と連携して、書

店・ビデオ店５店舗（７月２９日）、コンビニ８店舗（１１月２７日）への立入調

査を行い、各事業所において法令順守を確認した。 

課題 
◆活動のマンネリ化、参加者の固定化及び減少化などが見られるため、広報のあり方、

手法の見直し等を図る必要がある。 

課題対策の 

具体化 
地域内のネットワーク構築と社会福祉活動事業の推進 

実績 

成果 

◆社会福祉部会は、民生委員・児童委員や老人会が中心となって組織されているため、

地域内のネットワーク構築が図りやすい体制となっている。平成２６年度は「田

川市地域支え合い体制づくり」について、弓削田校区（奈良）と鎮西校区（伊加

利）がモデル地区となった。 

課題 

◆ネットワークの構築については図られているが、社会福祉活動の中心的な役割を担

う社会福祉部会については、他の部会に比べて独自の事業展開が少ない傾向があ

る。 

課題対策の 

具体化 
広報活動の活発化と事業の促進 

実績 

成果 

◆各校区では、年に数回の校区活性化協議会だよりを発行している。「広報たがわ」

については、毎月１５日に地域だよりとして、各校区で行われた事業の様子を掲

載し、また田川市ホームページでも８校区の担当者が記事を更新し、多くの市民

に浸透されている。 

課題 
◆校区活性化協議会だよりを未発行（中央校区、伊田校区）があるので、指導して行

きたい。 

総合評価 

【Ｂ 概ね良好な成果が得られた】 

◆各団体の交流が活発になり、校区全体で事業を行うようになった。また各団体同士

の事業支援が活発になった。 

◆各団体が一堂に会するようになり、いろいろな意見交換が可能になった。 

◆各団体の事業内容がわかるようになった。 

◆それぞれの団体間で予算執行など参考になる部分がたくさん出てきた。 

◆福祉事業の推進により、地域内の高齢者の生活内容がキメ細かく把握できるように

なった。 

◆「自分たちの地域は自分たちの手で」の考え方が浸透している。 

 

主要課題 生涯学習の拠点としての公民館活動の推進に努める。 
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課題対策の 

具体化 
市民会館（中央公民館）の役割 

実績 

成果 

◆中央公民館は、市民の一人ひとりがいつでも、どこでも、誰でもが学びあう生

涯学習の機会や場を提供し、自立した心豊かな人間形成を支援するよう推進し

ている。 

◆人材バンクの受講生は６８５名、公民館講座の受講生は１００名、平成２６年

度講師の新規登録者は８名となっている。 

課題 

◆生涯学習の拠点施設として、市民の教育文化の向上を目指している。平成２６

年度は、人材バンク新規講座を４つ開講した。今後も市民のニーズに応えられ

るような講座を展開して行きたい。 

課題対策の 

具体化 
地区公民館の役割 

実績 

成果 

◆田川市公民館連合会は、現在９４館の公民館が登録されている。 

◆地区公民館については、田川市公民館連絡協議会が主体となり、各校区の生涯

学習の中心的な役割を担っている。 

◆平成２６年度に地区公民館の年間利用状況や建物補修についての現況調査を

行った。 

課題 

◆各校区の生涯学習の中心的な役割を担っている地区公民館では、公民館を利用

した教養講座や、学習会が行われ、地区住民が活用している。今後も、多くの

住民に利用促進をしていく。 

総合評価 

【Ｂ 概ね良好な成果が得られた】 

◆公民館は地域の人たちが集まる際の中核となる場所で、いわば地域コミュニティと

いう輪の中心にあたる場所だと言える。地域の人たちが集まって何かを決める話し

合いをするのも、行政などから何らかの説明をするような際にも、いずれも舞台と

なるのは公民館である。このように、公民館というのは地域コミュニティには欠か

すことのできない存在である。今後も、防災等の拠点として重大な役割を担ってい

く必要がある。 

◆区・地区公民館及び公民館未設置区との連携のもとに、地域づくり（生活向上やふ

れあい・地域環境改善等）に取り組むとともに、三部会事業の活性化を図るため、

部会相互の協調協力体制を確立する。 

◆家庭や地域の教育力の低下、地縁的なつながりの希薄化等が指摘されているが、各

地域の取組に参加し、協力していくことが必要である。 

◆中央公民館や地区公民館での講座を広く周知し、市民の生涯学習意識を高める。 

 

〇 重点施策 

  自分の人権を守り、他者の人権を尊重する地域社会を創造する。 

主要課題 人権・同和問題に関する教育及び啓発の推進に努める。 

課題対策の 

具体化 
学習機会の充実 

実績 成果 

◆地域・職場の指導者層の養成を目的に、人権・同和問題に関する連続的、系統的な

新規講座「人権・同和教育指導者養成講座」を３回にわたって実施し、人権・同和

問題に関する歴史的経緯、現代的課題等について学習することできた。参加者数は

延べ２３人。 
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実績 課題 
◆人権・同和対策課の課題別研修と重複する部分があったため、事業の整理を行う必

要がある。 

課題対策の 

具体化 
若年者等の参加者の拡充 

実績 

成果 

◆「命の大切さ」「同和問題」「障害者問題」をテーマとして、人権・同和教育中央講

座を３回にわたって実施した。参加者総数３３０人のうち、２０歳代、３０歳代

が５４人と全体の１６．４％を占めた。特に、若手教職員の参加が多数得られた。

また、講演内容について、参加者の約９８％が「参考になった」と答えた。 

課題 

◆人権・同和対策課主催の講演会・研修会の開催時期が重なって、行政職員、教職員

から負担増の声が寄せられた。この点においても、人権・同和対策課との事業の

整理、実施日の調整等を行う必要がある。 

総合評価 

【Ｂ 概ね良好な成果が得られた】 

◆学習機会の充実という点では新規に事業を実施した点は評価できるが、事業の周知

方法について、広報紙だけでなく他の手段を取り入れる等、工夫する必要があると

思われる。 

◆若年者等の参加者の拡充という点では、所属長による声掛けもあったと思われる

が、若手教職員、行政職員の参加が例年以上に多かった点は評価できる。 

◆課題にあるとおり、同じような事業については、整理するとともに、中央での開催

だけではなく、地域での開催にもっと力を入れると、参加者の増加と負担の軽減に

もつながると思われる。 

 

○ 重点施策 

社会全体で子どもたちを守り、健やかに育む環境の充実を図る。 

主要課題 青少年の健全育成と家庭教育力向上への支援に努める。 

課題対策の 

具体化 
関係団体、機関との連携 

実績 

成果 

◆①家庭教育講座「親子スマイルセミナー」及び②「０歳期からの親子教室」におい

て、スマートフォンやタブレット端末等の普及による課題について、①は社会教

育委員の会議、②は青少年育成連絡会議と共催で行った。参加者は①３３人、②

１５人 

◆０歳期からの親子教室の特別企画としてＮＰＯ法人や子育てグループの協力を得

て「今昔子どもフェスタ」を開催し、遊びをとおして子育てを考える講演のほか、

食育や発達とメディア等について学習機会の提供を行った。参加者数は約１５０

人 

課題 
◆ＮＰＯと連携を行うにあたっては、事前に事業の目的、実施方法等について十分協

議し、共通理解を図る必要がある。 

課題対策の 

具体化 
青少年関係機関・団体の活性化 

実績 成果 

◆①青少年問題協議会（年３回）、②まちぐるみ子ども安全連絡会議（年３回）、③青

少年育成連絡協議会（年６回）いずれも予定回数の会議を開催し、薬物乱用防止

（①）、子どもの安全確保（②）等について活発な議論を行った。また、②及び③

によって青少年の非行・被害防止を目的とした街頭啓発を行った。 
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実績 課題 
◆会議で決定した事項や課題等について、構成団体内において情報共有を図ってもら

う必要がある。 

総合評価 

【Ｂ 概ね良好な成果が得られた】 

◆平成２５年度に再開し、２６年度から本格的に始動した青少年問題協議会によっ

て、子どもを取り巻く諸問題について意見交換を行うことができた点は評価でき

る。まちぐるみ子ども安全連絡会議と青少年育成連絡協議会もそれぞれの役割に応

じた取組を行っているが、やや形骸化の傾向が見られる。 

◆課題にもあるとおり、関係団体との連携にあたっては、団体と行政、団体相互、団

体内部等で十分に目的や情報の共有を図る必要がある。その点では、多少不十分と

思われるので今後の取組に期待する。 

 

○ 重点施策 

生涯にわたり楽しめるスポーツ活動の充実を図る。 

主要課題 生涯スポーツの振興に努める。 

課題対策の 

具体化 
体育・スポーツの推進 

実績 

成果 

◆親子で楽しめるスポーツ体験教室により、日頃スポーツに親しみのない児童に体

験を通じスポーツの楽しさを伝えることができ、小学校では体育授業において、

児童のやる気や意識が高まった。 

課題 
◆体育、スポーツの推進を図るには、さらにスポーツ関係団体等の連携協力してい

く必要がある。 

課題対策の 

具体化 
総合型地域スポーツクラブ事業の推進 

実績 

成果 

◆総合型スポーツクラブは「いつでも、どこでも、だれもが」をモットーに、平成

１２年から随時立上げ現在５団体が存続しており、各地区でスポーツを行いたい

人に向けて大変有意義なものとなっている。 

課題 
◆各クラブでの資金面、及び指導者面に苦慮しており、情報共有や各種研修会での

情報収集と会員確保の課題がある。 

課題対策の 

具体化 
各種スポーツの振興 

実績 

成果 

◆カヌー体験教室（参加者３０人）や水泳教室（同４１人）を実施し、少年期にお

けるスポーツの魅力や楽しさを体験させることによりスポーツを身近に感じら

れ、参加者も増加傾向にある。 

課題 
◆子どもたちの体力向上に繋げるため、さらにスポーツ実施数を増加させ、より多

くの子どもたちが体験できるような企画が必要である。 

課題対策の 

具体化 
社会教育施設の整備・充実等 

実績 

成果 
◆体育施設は、指定管理者制度を導入し管理している。スポーツ教室の実施や、ト

レーニングジムで機器レンタルを行い、ニーズに合わせた運営を行っている。 

課題 
◆経年劣化が激しいため、計画的に修繕計画を立て、年次計画に沿って修繕を行っ

ているが、年々修繕箇所、金額について増加傾向にある。 
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総合評価 

【Ｂ 概ね良好な成果が得られた】 

◆スポーツをしている子どもとスポーツをしていない子どもの二極化傾向の中、競

技スポーツではなくレクリエーション的スポーツを導入することで、体を動かす

ことの楽しさ等が伝わっている。また、体育協会との連携により、高齢者の健康

体力づくりに関する施策を進める必要がある。 

 

主要課題 高齢者の健康・体力づくりへの支援に努める。 

課題対策の 

具体化 

校区活性化協議会及び保健センターとの連携による地区公民館での高齢者の健康

体操教室等の普及 

実績 

成果 

◆地区公民館においては、多くの公民館で健康体験が行われており、健康体操以外の

スポーツ活動を体育協会が行い、また、体力測定により高齢者の健康チェックをし

ている。 

課題 ◆高齢化が進む中、在宅高齢者を導き、健康づくりに参加させる工夫が必要である。 

総合評価 

【Ｂ 概ね良好な成果が得られた】 

◆高齢者の健康志向が年々増してきているようである。そのような中で地区の公民館

を利用し、高齢者が参加しやすい環境を作り健康体操等を行うなど取組は評価でき

るものである。今後、ますます地域と密着した事業を推進していただき、体育協会

との連携も進めていきたい。 
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平成２６年度 文化課 自己点検・評価シート 

○ 重点施策 

豊かな心を育む芸術文化活動を支援する。 

主要課題 市民文化活動の充実に努める。 

課題対策の 

具体化 
田川文化センター・田川青少年文化ホール 

実績 

成果 

◆市民文化祭、懐かしの名画祭、芸術文化体験事業、こども音楽祭の開催 

〈市民文化祭〉 

 市民の芸術文化活動である創作発表会をとおして団体相互の交流を促進する

とともに、市民文化の高揚を図るため、市民文化祭を開催した。 

〈懐かしの名画祭〉 

 文化庁より優れた懐かしの名画を誘致し、一般市民に映画鑑賞の機会を提供し

た。 

〈芸術文化体験事業〉 

 地域の芸術文化活動の向上発展に資するため、関係機関や文化団体等と協力、

連携し、本年度はデュオ・エスペランサによるフルートとベースのコンサート

を上演した。小学生のみの参加となったが、急遽バスを手配したことにより１，

０００名以上の参加を得ることができた。児童たちは、楽器に合わせて手拍子

をしたり、合唱したりしており、大いに楽しんでいたと感じることができた。 

〈こども音楽祭〉 

 市内園児、小・中学校の児童・生徒、高校生、一般市民などによる楽器演奏、

吹奏楽、合唱など日頃の練習成果を発表する場を提供し、園児から大人までの

相互の音楽交流と発展に努めており、今回で３２回目を迎えた。 

◆文化団体の育成 

〈文化振興基金〉 

 文化団体の育成を図り、文化活動が市民に定着するように支援し、市民の自主

的な芸術・文化活動等を奨励するため「田川市文化振興基金」の効率的な運用

を図っている。 

〈田川文化連盟〉 

 田川文化連盟は６５年以上の歴史を持ち、その活動をとおして資質の向上と地

域文化の充実発展に努めている。事務業務を一部補助する形で関係団体を支援

し、連携強化を図りながら地域に受け継がれた伝統文化、特色ある地域文化の

育成に努めた。 

課題 

◆市民文化祭、懐かしの名画祭、芸術文化体験事業、こども音楽祭の開催 

 イベントごと、参加団体、観客数の増加を目指し、文化団体、文化施設と協力し、

多くの人の目につくように広報を行う。 

◆文化団体の育成 

地域に受け継がれた伝統文化、特色ある地域文化をより一層充実させるために

田川文化連盟と本市との間で共通の目標を設置し、今まで以上に連携を取り、

事業活動の企画・運営を行う必要がある。 

課題対策の 

具体化 
美術館 

実績 成果 

◆魅力ある企画展の開催 

〈第２３回英展～記憶・創造～〉 

毎年恒例となっている、沖縄を除く九州各県から推薦された作家６０名の作品を 
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実績 成果 

 展示する展覧会。２６年度は、田川地区から２名が受賞し、受賞作家と子どもた

ちによるライブペイントと田川の食をコラボさせたユニークな関連イベントなど

が話題になり、入場者数増へと繋がった。 

〈ミロコマチコ展 おどろう！つちたち〉 

『オオカミがとぶひ』『てつぞうはね』などが人気の絵本作家・ミロコマチコ氏初

の大規模個展。会期前から、プレワークショップを多数開催。また、ミロコマチ

コ氏本人が何度も田川に足を運び、イベントなどを開催し、大変好評であった。 

〈Always Be Happy －大塚抱節の世界－〉 

田川郡川崎町在住の大塚抱節氏の個展。書家として作家活動をスタートした大塚

氏であるが、展示された作品には油彩や版画などの作品もあり、「書」の枠をはみ

出した、自由で鮮烈な表現で、来館者を魅了した。 

〈第２３回 田川の子どもたちによる絵画展〉 

毎年恒例となっている、田川市郡の小中高等学校の子どもたちの作品を展示する

展覧会。近年はその年ごとに審査員を変えており、選ばれる作品の傾向もその年

によって違ってくるため、より多くの子どもたちにスポットがあたるようになっ

た。また、前年度各学校の先生にアンケートをとり、それを反映した展示方法に

変えたため、事務作業・展示作業的にも以前よりスムーズになり、学校関係者に

も好評であった。 

◆市民の多様なニーズに応える 

・アートホールを利用したコンサートの開催が主催者・参加者ともに好評を得てい

る。 

・新規の貸館もあり、展示施設としても好評を得ている。 

◆教育普及事業の推進 

〈出前授業〉 

弓削田小学校に美術館職員が出向き、アート体験を実施した。 

〈出張ワークショップ〉 

子育て支援センターや保育園に美術館職員が出向き、「うみのふとんをつくろう」

「ゆらゆらゆれるどうぶつ図鑑」「でっかいだいちをつくろう」など幼児や親子等

が体験しながら美術に親しむ取組が大変好評を得た。また、今年は入館者数に繋

がるよう、出来上がった作品を美術館に展示した。 

〈ワークショップ〉 

夏休みワークショップ「オリジナルまくらカバーを作ろう！」を美術館で開催し、

子どもや親子連れで美術に楽しむ機会を実施した。 

〈新・夜の美術館〉 

２５年度から志向を変えてリニューアルした連続講座。 

今年は、「まちづくり」をテーマとし、福智町職員や嘉穂劇場館長などを講師にお

招きした。福智町職員による特産品「ふくちリッチ」のふるまいがあったり、自

分たちの町について考える機会になったりと、参加者に大変好評であった。 

◆学校教育、他館との連携 

・近隣の小学校より、絵画を指導しすぎてしまったという図画工作の授業の現状を

踏まえた上での相談があり、問題解決のためにアート体験の出前授業を実施した。

結果、児童がとても楽しんでいたので好評であった。 

・筑豊地区美術館ネットワーク（田川市美術館、嘉麻市織田廣喜美術館、直方谷尾

美術館）の共同企画として「エコール・ド・チクホウ」を開催した。 

・毎週土曜日の西日本新聞筑豊版に「情熱の磁場」という筑豊地域在住の作家を学

芸員等が取材、記事掲載し、筑豊地域の作家の紹介の場として連載している。 

・ミロコマチコ展の際、図書館と連携し、合同でイベントを開催した。また、図書

館のイベントに来館した児童や親子などを美術館企画展の鑑賞へと誘導し、学芸 
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実績 

成果 員による解説などを行った。 

課題 

◆魅力ある企画展の開催 

・ミロコマチコ展 おどろう！つちたち 

会期中、２日間夜間開館を実施した。展示室のライティングを夜間用に切り替え、

作品の見え方が違うなど、内容は面白いものだったが、入場者数はそれほど多く

なかった。これは、告知不足が原因でもあるので、そのようなイレギュラーなイ

ベントがある場合は、もう少し早い段階に、その魅力を告知する必要がある。 

・第２３回 田川の子どもたちによる絵画展 

 例年と同じ展示数であったが、入館者数が減った。各学校での周知が徹底されて

いないようであるので、先生へこれまでよりも強く、広報のご協力をお願いする

必要がある。 

◆市民の多様なニーズに応える 

学芸員による貸館対応（展示作業等）が過多になっているので、貸館マニュアル

等を作成し、学芸員が指導、助言に徹し、利用する市民の活動を活発にするよう

な方策を講じたい。 

◆教育普及事業の推進 

新・夜の美術館 

 テーマを「まちづくり」にするなど、美術だけにとどまらない広範囲な内容にな

ったが、美術から離れすぎると、美術館でする意義が薄れてくるため、もっと美

術と繋げる必要がある。 

◆学校教育、他館との連携 

図書館と合同でイベントを開催したのは初めてであったため、準備に手間取った。

今後はスムーズに、もっと強力に連携できるように、スタッフ同士が密な関係を

築く必要がある。また、出前授業の実施が１回だけだったので、早い時期に学校

へ働きかけて授業に組みこんでもらうようにする必要がある。 

総合評価 

【Ｂ 概ね良好な成果が得られた】 

◆田川文化センター・田川青少年文化ホール 

 文化事業については、田川文化連盟等の市民団体の協力連携によって多くの市

民が参加する事業が実施できた。今後更なる市民文化活動の充実を目指し、事

業の充実を図る必要がある。 

◆美術館 

 今までにない新たな試みのイベントの開催など、意欲的な取組をしてきたが、思

い通りの集客につながらなかったのは、当初からの計画になかったため、早めの

広報ができなかった点である。出張ワークショップや出前授業にしても、年度当

初から計画的に周知し、幅広く実施する必要がある。 

 

○ 重点施策 

いつでも、どこでも学べる生涯学習環境をつくる。 

主要課題 図書館機能の充実整備に努める。 

課題対策の 

具体化 
子どもに対する読書対策 

実績 成果 

◆子どもの読書への関心を喚起するため 

 第２・４金曜日、毎週土曜日 ボランティア等による読み聞かせ 

 ４月１９日 子ども読書の日イベント開催（参加９１名） 

 夏休み読書マラソン（参加者５２３名） 
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実績 

成果 

 １０月２６日 田川市読書まつり開催（参加５２名） 

 １２月２０日 絵本の森クリスマス会開催（参加９０名） 

 ２月２日、２月９日 ボランティア養成講座開催（受講者３６名） 

 毎月第２金曜日 ブックスタート事業（４か月健診時）（配布者４２８人） 

◆市立図書館と小・中学校図書館との連携 

 ９月３０日・１１月４日 小学生読書リーダー養成講座開催（鎮西小学校）（受講

者１３名） 

 １２月６日 こども童話発表会開催（来場者１５０名） 

 １月１４日～２５日 読書感想画展開催（応募者１２３名、優秀者４７名） 

 読書感想画優秀作品ＨＰ掲載 

 １月３０日 読書感想文コンクール優秀者文集配布（応募者９５名、優秀者３８

名） 

 図書館見学受入（３校１８０名） 

 図書館職場体験学習等受入（８校１１名） 

◆図書の資料収集の充実や必要な資料の提供等 

 貸出数       １８２,００３件 

受入図書資料数     ７,９４１冊 

リクエスト件数     ４,７９３件 

他図書館との相互貸借    ３３０冊 

参考業務受付件数    １,９１６件 

レコードコンサートの開催 月１回開催 延べ２１２人参加 

郷土史市民公開講座（田川郷土研究会と協働）の開催 年４回延べ１４５人参加 

◆利用者に配慮した施設の整備 

 エレベータの設置工事が完了した。ティーンズ文庫の書架を拡充させた。 

◆自動車文庫の積極的運営 

自動車文庫貸出冊数  ３６,６５８冊 

一般を対象にした停留所（２８箇所） 

学校・保育園・幼稚園や社会福祉施設（４３箇所） 

課題 

◆各種の行事を通じて、就学前及び児童・生徒の読書意欲を喚起している。行事参

加者は前年並みか増加となっている。今後ともボランティア団体とのより一層の

協働及び広報等での周知に努め、更なる参加者の増加につなげたい。 

◆学校図書館協議会との連携の一環として読書感想画のＨＰ掲載を実施している

が、２６年度は小学５・６年生を対象に読書リーダー養成講座を開催した。今後

は学校図書館司書員との連携を含め、より一層の連携拡充、学校図書館支援を進

める必要がある。 

◆２６年度は前年と比較して貸出冊数等増加したが、一日平均の貸出冊数では減少

している。また質の高い情報提供できるよう職員のスキルアップが必要である。 

◆館内のレイアウトを変更し、より利用しやすい図書館への改善が不十分である。 

◆停留所の整理統合が不十分で、新規の停留所等に対応できていない。 

総合評価 

【Ｂ 概ね良好な成果が得られた】 

◆生涯学習の基地として、子どもの読書活動推進の場として、利用者へのサービス

を提供している。実績として貸出冊数等資料の提供件数は増加した。ティーンズ

文庫を拡充するなどソフトの改善にも着手した。小学生読書リーダー養成講座を

開催し、学校図書館との連携を進めている。今後は更なるレイアウトの変更や学

校図書館支援を行っていきたい。 
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○ 重点施策 

歴史を受け継ぐ文化遺産を保護・活用する。 

主要課題 「石炭の歴史」の発信と文化財保護に努める 

課題対策の 

具体化 
文化財の保護と活用 

実績 

成果 

◆市内における開発に伴い、埋蔵文化財の保護を図った。 

（事前審査：１７３件、確認・試掘調査：１１件、発掘調査[角銅原遺跡、上本

町遺跡]：２件） 

◆民俗芸能保持団体への助成、古墳草刈、天然記念物の案内版設置など、市内文

化財の効果的な保存活用を図った。 

◆「遠賀川流域古墳同時公開」や筑豊文化財行政連絡協議会などを通じて、近隣

市町村と連携した埋蔵文化財の保存活用に効果があった。 

◆全国史跡整備市町村協議会に新たに加入し、また役員市として福岡県文化財保存

整備協議の運営に関わるなど、他市町村との連携を積極的に図った。 

課題 

◆埋蔵文化財の効果的な保存活用 

◆指定文化財の効果的な保存活用 

◆伊田坑跡や上本町遺跡等の発掘調査に伴う、埋蔵文化財の整理及び収納の整備 

課題対策の 

具体化 
国史跡指定への推進 

実績 

成果 

◆伊田坑跡調査指導委員会を開催し、平成２６年度は伊田斜坑跡の調査を実施し

て、斜坑の情報を得ることができた。 

◆発掘調査実施中に現地説明会を開催したところ、約１００名近くの市民の来場

があり、関心を高めた。 

◆東京大学及び三井文庫にて関連の資料調査を行った。 

◆文化庁調査官が視察するなど、国・県及び関連市との協議を行った。 

課題 

◆三井田川鉱業所伊田坑跡(竪坑・斜坑)の開坑から閉山までの変遷を明らかにす

るよう文化庁から要求されている。 

◆調査報告書及び意見具申に向けた、調査研究の充実。 

◆史跡の保全のため、史跡予定地及び周辺の開発行為抑制を関係者と協議する。 

総合評価 

【Ｂ 概ね良好な成果が得られた】 

◆埋蔵文化財の発掘調査については、現地説明会や報告書刊行後の調査研究など

によって、市民の関心をさらに高める方策を検討してほしい。 

◆筑豊地域の市町村や資料館、また炭坑遺産との連携を図って、産業遺産の活用

をさらに充実してほしい。 

◆伊田坑跡は田川市にとって重要な遺跡であるので、国指定史跡をぜひ推進してほ

しい。 
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平成２６年度 世界記憶遺産推進室 自己点検・評価シート 

○ 重点施策 

歴史を受け継ぐ文化遺産を保護・活用する。 

主要課題 「石炭の歴史」の発信と文化財保護に努める 

課題対策の 

具体化 
石炭・歴史博物館 

実績 

成果 

〈博物館機能の充実〉 

◆博物館内に設置した研究所において、山本作兵衛コレクションや全国及び筑豊の

石炭産業、田川地域の歴史など幅広い調査研究活動を行った。 

◆博物館の活動を広く市民などに知ってもらうため、館報や博物館だよりなどの出

版物の作成を行った。 

◆ホームページやブログ、広報たがわなどを通じて、館の広報を行うとともに、各

種イベント事業を実施し、博物館の利用促進を図った。 

〈教育普及活動の強化〉 

◆博物館講座、「石炭を燃やそう」「勾玉づくり」「炭坑映画上映会」など各種講座や

イベントを実施し、多くの参加者があった。 

◆田川市石炭・歴史博物館世界記憶遺産登録原画展「作兵衛が働いた炭坑」（平成２

６年４月２９日～５月２５日、来館者数４，９９５人）、田川市石炭・歴史博物館

世界記憶遺産登録原画展「コロタイプ～未来につなぐ印刷技術～」（平成２６年１

０月２８日～１１月２４日、来館者数８，３６７人）などいずれも好評を得て、

多くの来館者があった。 

◆本市の歴史や文化に関する教職員講座を実施した。 

◆ガイド養成講座を実施し、ガイドとなる者の養成を行った。 

◆子どもたちに、山本作兵衛コレクションやその背景となる筑豊炭田について、親

しみを持ち理解してもらうため、分かりやすい漫画の作成を行った。 

◆田川市の炭坑遺産等をまとめルート化した、まち歩きマップを作成した。 

〈ユネスコ世界記憶遺産「山本作兵衛コレクション」の保存活用〉 

◆博物館が所蔵する「山本作兵衛コレクション」の保存・修復措置及びレプリカ、

デジタルデータの作成等を３年計画（平成２４～２６年度）で実施した。 

◆平成２６年度「山本作兵衛コレクション全国キャラバン展 in 石見銀山」（平成２

６年１１月１日～１２月２０日）を実施した。 

◆田川市世界記憶遺産保存等指導委員会の指導を受け、今後の山本作兵衛コレクシ

ョンの保存方法等について検討した。 

◆山本作兵衛コレクションについて、状態調査結果に基づいた原資料の取扱いに係

る基本方針の所要の改定を行った。 

課題 

〈博物館機能の充実〉 

◆施設の老朽化に伴う改修や、屋外展示物の保全と館内展示パネルの改修と改善を

行う必要がある。 

◆「明治日本の産業革命遺産」登録された際、世界文化遺産や世界文化遺産と田川

地域との関わりを紹介するビジターセンター機能を博物館が担うことが求められ

るため、国内外の世界文化遺産等の展示機能を整備する必要がある。 

◆外国人観光客向けに、石炭・歴史博物館及び展示資料を紹介する表示などについ

て、多言語化する必要がある。 

◆館内の展示について、正しく順路を設定する必要がある。また、展示について来

館者が正しく理解するための館内を案内するガイド養成が必要である。 
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実績 課題 

〈教育普及活動の強化〉 

◆本市の歴史や文化を若い世代へ継承するため、学校教育課と綿密に連携し、「田川

みらい学習」の実施や、教材・教育プログラム等を開発する必要がある。 

◆子どもから大人までの幅広い年齢層が歴史や文化を楽しく学べる仕組みを実現す

る必要がある。 

◆ガイド養成講座や博物館講座等の受講者の中から、田川地域の歴史や文化等につ

いて幅広く解説できるガイドとなる者を養成する仕組みを構築する必要がある。 

〈ユネスコ世界記憶遺産「山本作兵衛コレクション」の保存活用〉 

◆世界記憶遺産「山本作兵衛コレクション」を最も適した環境で保存・展示するた

めの改修を行う必要がある。 

◆世界記憶遺産の活用等について更なる効果的な推進を図るため、また、山本作兵

衛コレクションを通じて筑豊地域の炭坑文化を継承するため、附属研究所の更な

る機能強化を図る必要がある。 

◆山本作兵衛コレクションの原資料は、和紙に比べて保存が非常に難しいとされる

脆弱な西洋紙（酸性紙）が使用されているため、適切かつ確実に保存することが

できるよう、保存計画を策定するなど慎重に作業を進める必要がある。 

課題対策の 

具体化 
文化財の保護と活用 

実績 

成果 
◆市内に現存する「炭坑」に関わる有形・無形文化財の保存を図るとともに、観光

資源、学術資源としての活用を図る。 

課題 ◆石炭産業関連遺産の保存活用 

総合評価 

【Ｂ 概ね良好な成果が得られた】 

◆山本作兵衛コレクションについては、ユネスコの一般指針等に基づき、当該記憶

遺産を未来永劫伝承する必要があり、保存管理のための適切な環境整備が求めら

れる。 

◆世界文化遺産に「明治日本の産業革命遺産」が登録された際は、世界文化遺産と

田川地域との関わりを展示、紹介するビジターセンター機能を、博物館が確実に

担ってほしい。 

◆原画展やキャラバン展を開催したことにより、山本作兵衛コレクションの認知度

が高められた。 

◆田川地域の歴史や文化等について幅広く解説できるガイドを、博物館講座等を活

用し養成してほしい。 

◆田川広域観光協会や田川商工会議所等と連携し、山本作兵衛コレクション等の更

なる情報発信に努めてほしい。 

 

tagawa
タイプライタ
３０



（資料１） 

教育委員会会議議案一覧 

 

議案番号 件       名 議決日 

第１９号 田川市スポーツ推進委員の委嘱について H26.4.7 

第２０号 平成２６年度教育費当初予算（本予算）について H26.4.23 

第２１号 平成２６年度教育施策方針について H26.5.7 

第２２号 田川市就学指導委員会委員の委嘱について 〃 

第２３号 田川市育英資金委員会委員の委嘱（交代）について 〃 

第２４号 田川市社会教育委員の委嘱について 〃 

第２５号 田川市公民館運営審議会委員の委嘱について 〃 

第２６号 田川市スポーツ推進審議会委員の任命について 〃 

第２７号 田川市文化財専門委員会委員の委嘱について 〃 

第２８号 平成２６年度教育費（６月補正）予算要求について H26.6.9 

第２９号 
田川市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に係る処理につい

て 
〃 

第３０号 平成２６年度田川市立学校学校評議員の委嘱について 〃 

第３１号 
田川市石炭・歴史博物館付属研究所設置要綱及び田川市世界記憶遺産

保存等指導委員会設置要綱の一部改正について 
〃 

第３２号 平成２７年度春の叙勲候補者の推薦について 〃 

第３３号 田川市図書館協議会委員の委嘱について 〃 

第３４号 田川市美術館協議会委員の任命について 〃 

第３５号 田川市石炭・歴史博物館等運営協議会委員の委嘱について 〃 

第３６号 平成２６年度教育費（９月補正）予算要求について H26.8.8 

第３７号 
平成２５年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価報告書について 
〃 

第３８号 平成２７年度使用小学校教科用図書の採択について 〃 

第３９号 
田川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について 
〃 

第４０号 田川市体育施設条例施行規則の一部改正について 〃 

第４１号 
田川市中央公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正

について 
〃 

第 ３号 学校適正規模について 継続審議 

第４２号 平成２６年度田川市教育功労者表彰について H26.10.6 

第４３号 田川市石炭・歴史博物館付属研究所設置要綱の一部改正について 〃 
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議案番号 件       名 議決日 

第４４号 田川市新中学校のあり方に関する諮問について H26.10.6 

第４５号 平成２６年度教育費（１２月補正）予算要求について H26.11.6 

第４６号 平成２７年秋の叙勲候補者の推薦について 〃 

第４７号 
平成２７年度田川市立小・中学校県費負担教職員人事異動方針につい

て 
H26.12.11 

第４８号 田川市教育委員会事務局処務規則の一部改正について 〃 

第 １号 平成２７年度教育費当初予算について H27.1.9 

第 ２号 平成２６年度秋高齢者叙勲の推薦について 〃 

第 ３号 田川市教育委員の任用、賃金等に関する規則の一部改正について 〃 

第 ４号 市長の事務の補助執行に関する協議について H27.2.9 

第 ５号 平成２６年度教育費（３月補正）予算要求について 〃 

第 ６号 
田川市立幼稚園授業料及び入園料徴収条例施行規則の一部改正につ

いて 
〃 

第 ７号 田川市立幼稚園設置条例の一部改正について 〃 

第 ８号 田川市立図書館条例等の一部を改正する条例について 〃 

第 ９号 
特別の勤務に従事する田川市教育委員会職員の勤務時間に関する規

程の全部改正について 
H27.3.11 

第１０号 田川市教育委員会公印規則の一部改正について 〃 

第１１号 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う教育委員会関係規則の整備に関する規則の整備に関する

規則及び田川市教育委員会の教育長の勤務時間等に関する規則の制

定について 

〃 

第１２号 田川市石炭・歴史博物館設置条例施行規則の一部改正について 〃 

※ 議案番号は、毎年１月を基点としています。 
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（資料２） 

教育委員会会議報告等一覧 

 

【報  告】 

報告番号 件       名 報告日 

第１号 平成２６年度教育委員会職員の任免異動について H26.4.7 

第２号 平成２６年度田川市立小・中学校、校長・教頭の任免異動について 〃 

※ 「報告」とは、田川市事務委任及び臨時代理規則第３条ただし書の規定による報告をいいます。 

 

【事務報告】 

番号 件       名 報告日 

１ 平成２６年度田川市立小・中学校教職員人事異動の総括について H26.4.7 

２ 平成２６年度教育委員学校訪問の実施について 〃 

３ 
「田川市立図書館及び田川市美術館運営管理業務の指定管理者制度導入

について」の報告書（案）について 
〃 

４ 教科用図書採択について H26.5.7 

５ 全国学力・学習状況調査結果の公表方法について H26.6.9 

６ 田川市立図書館及び田川市美術館の指定管理者制度導入について 〃 

７ 田川市の子ども達の学力向上に関する有識者会議の設置について H26.7.7 

８ 学校適正規模について 〃 

９ 田川市立図書館及び田川市美術館の平成２５年度入館者数等について 〃 

１０ 学校適正規模について H26.8.8 

１１ 田川市立図書館及び田川市美術館の指定管理者制度導入について 〃 

１２ 田川市石炭・歴史博物館改修工事について 〃 

１３ 平成２６年度全国学力・学習状況調査結果の概要について H26.9.5 

１４ 田川市石炭・歴史博物館の基本的性格の整理等について 〃 

１５ 田川市石炭・歴史博物館空調設備の更新について 〃 

１６ 田川市立図書館及び田川市美術館の指定管理者制度導入について H26.10.6 
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番号 件       名 報告日 

１７ 教育委員会制度の改正について H26.10.6 

１８ 田川市新中学校のあり方に関する審議会設置要綱の制定について 〃 

１９ 田川市新中学校設立に関するアンケートの実施について H26.11.6 

２０ 性行不良による出席停止事務手続要綱の制定について 〃 

２１ 上本町遺跡の埋蔵文化財包蔵地の決定について 〃 

２２ 平成２６年度全国学力・学習状況調査市町村別結果の公表について 〃 

２３ 田川市立中学校生徒の出席停止について 〃 

２４ 個人情報入りＵＳＢメモリの盗難について 〃 

２５ 田川市立図書館及び田川市美術館の指定管理者制度導入について H26.12.11 

２６ 田川青少年ホールの改修工事の実施について 〃 

２７ 
山本作兵衛氏の炭坑記録画及び記録文書原資料の取扱いに係る基本方針

の改正について 
〃 

２８ 平成２６年度全国学力・学習状況調査の市町村別結果の公表について 〃 

２９ 
平成２６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 
H27.1.9 

３０ 田川市立図書館及び田川市美術館の指定管理者制度導入について 〃 

３１ 平成２６年度文部科学大臣優秀教職員表彰者の決定について H27.2.9 

３２ 田川市石炭・歴史博物館改修事業について 〃 

３３ 田川市立幼稚園入園状況について H27.3.11 

３４ 田川市新中学校のあり方について（中間答申） 〃 

３５ 田川市石炭・歴史博物館観覧料の減免に関する規則の制定について 〃 

３６ 田川市石炭・歴史博物館寄贈資料受入れ事務処理要綱の制定について 〃 

３７ 炭坑マンガ「炭都田川の記憶」について 〃 

※ 「事務報告」とは、教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務に関して行う報告をいい

ます。 
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（資料３） 

教育委員研修会等参加状況 

 

開催日 研修等名称 概 要 

H26.4.4 
未成年者飲酒防止・飲酒運転撲滅街

頭キャンペーン 

◆「未成年者飲酒防止」や「飲酒運転撲滅」

の重要性を訴え、市民の意識高揚意を図る 

H26.4.5 
田川市立小中一貫校猪位金学園開

校式 

◆市内で初めての小中一貫校開校に伴う児

童生徒等への祝福激励 

H26.4.8 福岡県立川崎特別支援学校入学式  

H26.4.9～11 市立幼稚園・小学校・中学校入学式  

H26.4.18 

福岡県市町村教育委員会委員長・教

育長会議 
◆福岡県教育行政の主要施策について 

福岡県市町村教育委員会連絡協議

会 

◆平成２５年度会務報告 

◆平成２６年度事業計画（案） 

H26.4.21 管内市町村教育委員会教育長会議 ◆当面する教育行政の諸問題について 

H26.5.1 
福岡県市町村教育委員会連絡協議

会教育長部会役員会 

◆「平成２６年度全国学力・学習状況調査

結果の公開に関する意向調査」について 

H26.5.14 
福岡県市町村教育委員会女性教育

委員研修会総会及び研修会 
◆講演「いじめを生まない学校づくり」 

H26.5.15 
田川市郡租税教育推進協議会定時

総会 
◆租税教室講師の体験発表 

H26.5.20 

管内市町村教育委員会教育長会議 ◆当面する教育行政の諸問題について 

筑豊市町村教育委員会教育長協議

会研修会 

◆嘉麻市立嘉穂小学校 施設概要説明 

◆嘉穂小学校における取組状況 

◆施設見学 

H26.5.22～23 
全国都市教育長協議会定期総会並

びに研究大会 

◆「新しい時代を拓く教育行政の在り方」 

◆講演「初等中等教育行政に係る諸課題に

ついて」 

H26.6.12 
２０１４年度教育課題学習会・定期

総会 

◆人権・同和教育の研究会及び啓発活動な

どについて 

H26.6.18 
田川地区子どもの人権・進路保障確

立協議会定期総会 
◆進路保障の課題について 

H26.6.19 管内市町村教育委員会教育長会議 ◆当面する教育行政の諸問題について 

H26.6.29 
部落解放同盟田川市協議会定期大

会 

◆人権・平和・環境を基軸とした部落解放

運動の展開について 

H26.7.11 
筑豊市町村教育委員会連絡協議会

役員会及び総会・研修会 
◆新教育委員会制度について 

H26.7.17 管内市町村教育委員会教育長会議 ◆当面する教育行政の諸問題について 

H26.8.19 
福岡県市町村教育委員会連絡協議

会教育長研修会 

◆教育委員会制度改革を踏まえたこれから

の教育委員会の在り方 

H26.9.18 管内市町村教育委員会教育長会議 ◆当面する教育行政の諸問題について 
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開催日 研修等名称 概 要 

H26.10.15 市町村教育委員会教育長会議 ◆学力向上に向けた取組等について 

H26.10.21 

筑豊市町村教育委員会教育長協議

会研修会 

◆小中一貫校猪位金学園施設見学 

◆小中一貫校猪位金学園概要説明 

管内市町村教育委員会教育長会議 ◆当面する教育行政の諸問題について 

H26.11.19 管内市町村教育委員会教育長会議 ◆当面する教育行政の諸問題について 

H26.11.21 
筑豊地区市町村社会教育委員研修

会 

◆社会教育委員としての悩み・困っている

こと、また自慢したい取組について 

H26.11.28 
田川地区子どもの人権・進路保障確

立協議会教育講演会 

◆講演「高等学校授業料無償化は、なぜ必

要か」 

H26.11.29 人権週間講演会２０１４ 

◆講演「障害のある人もない人も共に生き

る社会を目指して」－障害者権利条約批准

後のわたしたちのとりくみ－ 

H26.12.17 管内市町村教育委員会教育長会議 ◆当面する教育行政の諸問題について 

H27.1.21 管内市町村教育委員会教育長会議 ◆当面する教育行政の諸問題について 

H27.2.2 
福岡県市町村教育委員会連絡協議

会教育長部会役員会 

◆「平成２６年度全国体力・運動能力、運

動習慣等調査」の結果公表について 

H27.2.12 

福岡県市町村教育委員会連絡協議

会教育長部会役員会 
◆平成２７年度事業計画等について 

管内市町村教育委員会教育長会議 ◆当面する教育行政の諸問題について 

福岡県市町村教育委員会新任委員

等研修会 

◆講演「学校と地域との連携による教育の

充実について」 

◆講演「これからの教育委員会に期待する

こと」 

H27.3.19 管内市町村教育委員会教育長会議 ◆当面する教育行政の諸問題について 

H27.3.12 市立中学校卒業式  

H27.3.18 市立小学校卒業式  
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（資料４） 

教育委員学校訪問日程 

【 定例学校訪問 】 

⑴ 実施日：平成２６年５月８日（木） 

園・学校名 内      容 

田川市立 

幼稚園 

・園内巡視、授業参観 

・園の経営、園児の状況、新園準備等の説明と懇談・指導助言 

・昼食の参観 

田川小学校 
・校内巡視、授業参観（５時限目） 

・学校経営、生徒指導状況説明と懇談、指導助言 

 

⑵ 実施日：平成２６年５月１６日（金） 

園・学校名 内      容 

猪位金学園 

・校内巡視、授業参観（２時限目） 

・学校経営、児童指導状況説明と懇談・指導助言 

・給食試食と参観 

伊田中学校 
・校内巡視、授業参観（５時限目） 

・学校経営、生徒指導状況説明と懇談、指導助言 

 

⑶ 実施日：平成２６年５月２１日（水） 

学 校 名 内      容 

鎮西小学校 

・校内巡視、授業参観（２時限目） 

・学校経営、児童指導状況説明と懇談・指導助言 

・給食試食と参観 

田川中学校 
・校内巡視、授業参観（５時限目） 

・学校経営、生徒指導状況説明と懇談、指導助言 

 

【 学校運営型学校訪問 】 

訪問日 学校名 内      容 

平成２６年５月２７日（火） 中央中学校 

・筑豊教育事務所指導主事による授業参観 

・指導方法、内容等の改善協議会 

・学力向上方策等の学校運営の説明、協議 

平成２６年６月１３日（金） 鎮西中学校 

平成２６年６月２５日（水） 後藤寺小学校 

平成２６年９月１９日（金） 大浦小学校 
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（資料５） 

教育委員会委員名簿 

 

平成２７年７月１５日現在 

区 分 
（ふりがな） 

氏   名 

保
護
者 

性 

別 

現在の任期 過去の在任期間 

教 育 長 吉
き

 栁
りゅう

 啓
けい

 二
じ

  男 H27.7.13～H30.7.12 ― 

教 育 長 

職務代理者 毛
もう

 利
り

 眞
しん

一
いち

郎
ろう

  男 H23.12.25～H27.12.24 H22.1.1～H23.12.24 

委 員 神
かん

 崎
ざき

 陽
よう

 子
こ

  女 H24.10.1～H28.9.30 H16.10.1～H24.9.30 

委 員 星
ほし

 野
の

 ゆかり ○ 女 H25.10.11～H29.10.10 ― 
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