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（開会１４時００分） 

○教育長 ただいまより、平成２８年第９回田川市教育委員会７月定例会を開催いたし

ます。日程第１「平成２８年第８回田川市教育委員会６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、会議録を承認することについてご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます、よって、日程第１「平成２８年第８回田川市教育委員会６

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いたします。なお、６月

定例会の日程第２ 議案第１５号「平成２８年度教育費（６月補正）予算要求につい

て」におきまして小学校ＩＣＴ教育環境整備事業費の増額補正に係る電子黒板、デジ

タル教科書の選定理由につきまして、委員から回答を求められましたので、本日、学

校教育課長が説明いたします。 

○学校教育課長 電子黒板等の機種選定について、どのように選んだのかというご質問

でございましたが、その時点では機種はまだ決まっていない状況で、予算要求する段

階で６０型の移動型黒板にして、それにデジタル教科書のこういう種類を付けてとい

うことでの仮の部分としての機種を挙げさせていただいたものでございます。７月１

日に６月補正予算が議決されましたので、猪位金学園に、どういったスペックの電子

黒板で、またどういったデジタル教科書がいいのかということも再度確認しながら、

今準備を進めているところでございますが、今後、競争入札で電子黒板を購入しよう

と考えているところでございます。今月中には入札ができるよう進めているところで

ございますが、そういった中で猪位金学園の希望をしっかりお聞きし、どのようなデ

ジタル教科書にするかということも再度確認した上でそれを入札スペックとして挙げ

ていきます。当然、入札の中ではそれに近い部分、それ以上のスペックがある部分を

値段等を含めて入札が行われるという運びになっています。学校には夏休み中に電子

黒板が納入できるように準備を進めているところでございます。以上でございます。 

○神崎委員 ありがとうございました。 

○教育長 何か質問、ご意見等ありませんか。 

では、ないようですので次に移ります。日程第２ 議案第２２号「平成２７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」を議題としま
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す。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長 それでは学校教育課から説明をさせていただきます。８ページをお願

いいたします。平成２７年度の学校教育課の自己点検・評価シートについて報告させ

ていただきます。まず、学校教育課は施策数が多いため、詳細な説明は省略させてい

ただき、主な成果、課題、そして評価いただきました内容について報告をしていきた

いと思っています。それから評価をいただいた中でＣ評価という項目もございました。

評価者に再度面談をいたしまして、その意図なり状況なりをご確認させていただきま

した。評価者として見えていない部分やしっかり掴んでいない部分については、こち

らから説明させていただいたのですが、曖昧な評価でＡ、Ｂのような良かったという

評価もできないので、あえてＣ評価という形で挙げさせていただいたということを前

提に評価を見ていただければと思っております。それでは、８ページの「⑴ 学校で

の教育内容を充実する。」の「ア 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。」という項目です。成果につきましては、２点目、学校の授業時間以

外に平日全く勉強をしない中学生の割合の減少が見られました。２６年度は２４．３％

という厳しい状態でございましたが、成果として、２７年度は７.９％と勉強しない生

徒が減ってきたということです。つまり、勉強する生徒が増えてきたという状況でご

ざいます。課題といたしましては、「学力向上、基礎的・基本的な事項の定着のため、

市内統一した学力向上策に取り組む必要がある。」ということで、目標としておりまし

た全国学力・学習状況の部分は達成することができませんでした。また、県では５割

程度の達成状況であったということから、そういった課題があると思います。評価者

のご意見として、「Ｂ 概ね良好な成果が得られた」ということでございますが、今後

も更なる学力向上に取り組んでほしいというご要望、また他地区に本市中学生が流出

することがないようにしっかりした学力向上に取り組めるようにというご意見もいた

だいております。９ページをお願いいたします。「イ 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。」という項目です。成果の一つとして３点目に挙げてお

ります市論文募集では、市内全ての学校から合計３０本の応募がありました。これは

教育研究所が働きかけをしながら、やっとどの学校でも論文が普通に出てくるように

なってきたという状況でございます。課題といたしましては若年教員が増加する中、

きめ細かな指導や対応が必要になってくるわけですが、校長会、教頭会とも連携しな

がら指導体制の充実を図っていきたいという、いわゆる若手教員の人材育成というの
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が課題ではないのかと言われています。評価につきましては、「Ｂ 概ね良好な成果が

得られた」となっております。ただし、若年教員の研修等で先生方が出張する時、そ

この補充で入るような場合に子どもが落ち着かなくなるような状況がないように配慮

してほしいとか、あるいは若手だけではなくて、そこに書いてあるように中年教員、

ベテラン教員についても初心に帰るという形で再度きちんとした研修を実施してほし

いというお声をいただいております。次に「ウ 確かな学力、健やかな体、豊かな心

の育成に取り組む。」という項目でございます。 

１０ページの成果の中の１つとして市内全ての小中学校で「お弁当の日」の取組がで

きたということ。あるいは３点目で挙げておりますように、「ＳＥＬ－８Ｓ」の取組の

中で暴力行為、児童生徒間暴力の減少につながっていったという成果が見られており

ます。課題といたしましては、学ぶ機会を充実させるということで土曜数英学び塾の

内容充実による学習意欲の向上・学習習慣の改善の部分が求められています。また、

不登校の生徒は、まだまだ減少しておらず、どちらかというと増加している状況です。

昨年度も６４名という児童・生徒が不登校の状況で、ＳＳＷの効果的な活用等により、

改善を図っていく必要があります。評価といたしましては、「Ｂ 概ね良好な成果が得

られた」となっておりますが、土曜授業等を積極的に行ってほしいというご意見をい

ただいております。次に重点施策の「⑵ 豊かに学べる教育環境を整備充実する。」の

「ア 基本的な生活習慣の確立と特別支援教育の充実を図る。」という項目です。１１

ページをご覧ください。成果の欄で２つ目に挙げておりますように体験学習、特に宿

泊体験活動を全ての小中学校で実施することができ、また、３つ目に挙げております

ように特別支援学級に在籍している児童生徒の個別の教育支援計画、個別の指導計画

を作成し、それに基づいた教育支援を全ての学校で行うことができたとしています。

課題といたしましては、携帯電話等を介した様々な問題が出てきており、ＰＴＡと連

携した「スマートフォン、ケータイ等の使用ルール」づくりや研修等が必要だという

ことであります。評価といたしましては、「Ｃ あまり成果が得られなかった」となっ

ております。「ＰＴＡがケータイのルールを作るのではなく、子供達が自主的にルール

作りをしてほしい。」ということで、子ども達には、大人から投げかけてもなかなか届

かないので生徒たち自身が意識できるような形にしてほしいというご意見だと思いま

す。次に「イ 教育環境整備のために田川市の中学校の再編に取り組む。」という項目

です。１２ページをご覧ください。成果の項目としては、平成２７年６月に校区住民
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説明会を実施し、再編の目的そのものについては、９割近い理解を得ることができた

こと。また、中学生生徒会サミットを開催し、再編に係る期待や心配等、生徒からの

生の声も聞くことができたとしています。課題といたしましては、よりよい中学校づ

くりを目指した「新中学校創設基本計画」を策定していかなければならないというこ

とです。評価といたしましては、「Ｂ 概ね良好な成果が得られた」とありますけれど

も、そこに挙がっておりますように「中学生生徒会サミットは中学校再編に係る期待

や心配等、生徒からの声を聴取することもできたと聞く。今後も中学生等の意見を聞

くことも大事にしてほしい。」ということです。当該の生徒達の意見を是非聞いてほし

いというご要望をいただいております。重点施策の「⑶ 家庭・地域と連携して学校

教育を充実する。」の「ア 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。」の項目で、成果といたしましては、２点目に挙げておりますように、Ｓ

ＳＷの活動回数は延べ１４００回を超えるなど、そういったかなり深い広い活動をし

ていただいております。一方でＳＳＷのニーズが高くなって、増員により早期からの

子どもを取り巻く環境改善のための取組を充実させていく必要があるということで、

評価は「Ｃ あまり成果を得られなかった」となっています。１人ではなかなか十分

な効果が見えなかったというようなこともあろうかと思います。それから、学校と家

庭・地域との連携活動というのは、校区によって差があるのではないかということで、

教育委員会とＰＴＡとの連携をさらに密にしていく必要があるというご意見をいただ

いております。次に「イ 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。」の項目につきまして、成

果といたしましては、毎年行っていることではありますが、就学前学習会を４月と１

月に実施できたことと兵庫教育大学の先生を招いた研修会において、アプローチカリ

キュラム、スタートカリキュラムについての検討ができたということを成果に挙げて

おります。課題といたしましては、そのような研修で学んだことが、より円滑な連携

という形で幼稚園、保育所（園）と小学校の円滑な接続を図る必要があるとしていま

す。評価といたしましては、研修で学んだことが生かせるようにしていく必要がある

ということでＢ評価でございます。「ウ 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１ギャップの解消に努める。」という項目でございま

す。１４ページをお願いします。学力向上プロジェクト報告会の開催等により小中の

連携というのは確実に進んでいきたいところでございます。課題といたしましては、
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「言語活動の充実及びアクティブラーニングの具体的な授業提案等をもとに、学習指

導の連続性や接続性の円滑化をめざすカリキュラム作りに取り組む必要がある。」とな

っています。評価といたしましては、Ｂ評価をいただいています。評価者のご意見と

しては、猪位金学園等で小中一貫に取り組んでいるので、そういった良さをモデルと

しながら様々なことに連携の取組を行ってほしいというご意見をいただいております。

「エ 田川市と県立大学の連携を進める。」についてでございます。成果といたしまし

ては、社会貢献ボランティア支援センターを介した幼稚園、小学校、中学校への学生

ボランティアの派遣等が年々、充実してきているということになっています。また、

課題といたしましては、土曜日の学習支援活動等、活動の場を広げていく必要がある

と挙げておりますが、評価につきましてはＣ評価で、特に派遣された学生の中には意

識の低い方もいるので、大学も研究の場ということなら、その辺も一緒に勉強しなが

ら、意識を高めた上で取り組んでいく必要があるのではないかという意見をいただい

ています。学校教育課からは以上でございます。 

○教育研究所長 研究所から自己点検・評価シートについてご報告させていただきます。

冊子の１６ページから１９ページまででございます。研究所は大きく２点の重点施策

を挙げております。まず、「⑴ 学校での教育内容を充実する。」の「ア 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。」についてですが、その具体策とし

て大きく２点について述べさせていただきます。１点は特に新採から５年目までの教

員には指導力向上を目指すために、２年目の教員に田川市の委嘱研究員、それから４

年目の教員には筑豊教育事務所の教育実践研究員に応募させております。そして委嘱

研究員は田川市教育委員会、それから実践研究員は筑豊教育事務所の指導主事から理

論研究や授業実践の指導を受けるようにしております。更に、年度末には１年間の研

究実践したことを教育論文にまとめて、田川市教育委員会や福岡県教育委員会の教育

論文に応募することになっておりますが、全員応募することができております。そし

て、論文にまとめるということは、自己の指導方法を振り返る良い機会や貴重な経験

になっております。２点は田川市教科等研究会です。この研究会は平成１６年度に発

足したものですが、目的としては教員の資質向上を図り、専門的な指導力を高めるこ

ととしております。小中２０部会に分かれて、どの教諭もどこかの部会に必ず所属す

るようにしておりまして、教科の理論研究や授業研究を通して授業改善に努めること

を目的としております。この研究会は、数年前より部会ごとに部員の中から授業者を
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選出して授業研究を行うことができるように定着しております。このことは大きな成

果であり、やはり教科の本質に迫る研究ができ、教員の自己指導力につながっている

と思います。しかし教科等研究会も部会の人数に偏りがあります。例えば特別活動部

会、それから生活総合、小学校の家庭科や社会科は部員が少なく授業者に広がりがな

いという課題があり、今後検討していく必要があります。「⑵ 豊かに学べる教育環境

を整備充実する。」の「ア 教育課題解決の手立ての１つとして、児童生徒や教師に関

する調査を行う。」の具体策として、まず、教師に関しては４月に小中学校教員を対象

に教育活動に関する要望を把握して、研究所の運営に生かしております。例えばどん

な教科、研究を希望するのか、どんな研修会や講演会を希望されるのか、またＣＤや

図書はどんなものを購入してほしいのか。そういうものを把握して、教員のニーズに

応じたものを取り入れるようにしております。その結果、調査研究には先生方が非常

に積極的に取り組んでくれますし、講演会や研修会の参加率も８０％を超えておりま

すので、非常に良好な状況です。それから児童、生徒のアンケートは毎年１２月に小

学校４年、６年の児童、それから中学２年生の生徒を対象に実施しておりますが、平

成２７年度から経年で子どもの基本的生活習慣と規範意識について調査を行うように

して３年間の変化を見て成果、課題を明らかにしていきたいと考えております。それ

で２７年度に行ったものは、冊子として年度当初に学校や保護者、ＰＴＡの役員にも

配布しましたし、広報たがわ、「虹」にも一部掲載して発信しております。子どものよ

り良い成長に向けて学校と家庭、それから地域、行政が一体となって、取り組むこと

を意識づけていくことが大切であろうかと考えたからです。それから「イ 学校・学

級不適応や生徒指導上の諸問題への対応の充実を図る。」ことへの具体策として、１つ

目は適応指導教室の運営と不登校問題への対策を充実させなければならないというこ

とです。２つ目は適応指導教室ですが、在籍校の教職員との連携を図って、適応指導

教室に来室していただいて、児童生徒の学習の支援や励ましをしていただくことが大

事だろうと思っています。３つ目は不登校対策マニュアルを活用して、未然防止や早

期発見、早期対応に努め、不登校を減らすことを取組とするところでございます。適

応指導教室では在籍校の管理職や教職員と連携をしながら運営することができて、昨

年度は１名が学校復帰でき、１名は週１回チャレンジ登校することができ、他の生徒

も修学旅行や学校行事には参加することができています。それから中学校３年生です

が、７名は指導員や担任からの高校受験に向けての指導を受けることで高校や通信制
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の学校に入学することができております。全ての評価は「Ｃ あまり成果が得られな

かった。」と、いただきましたが、今年度は成果が少しでも上がることを願って、研究

所の業務に努力してまいりたいと思っています。研究所からは、以上でございます。 

○教育総務課長 それでは続きまして教育総務課が所管いたしております重点施策につ

きまして、ご説明申し上げます。まずその前に３ページをご覧いただきたいと思いま

す。この点検評価につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６

条の規定に基づく取組でございます。その第２項にこの「点検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。」という規定がご

ざいますので、今回、学校教育課所管分、そして教育研究所所管分と併せまして私ど

も教育総務課の所管分につきましても、知見を得るということで田川市ＰＴА連合会

の当時の会長に評価をいただいております。それでは２０ページをご覧いただきたい

と思います。教育総務課所管分の重点施策「⑴ 豊かに学べる教育環境を整備充実す

る。」というところでございます。まず、「ア 学校施設を維持管理し、児童・生徒が

安心して学べる環境の整備・充実を図る。」についてです。目標につきましては、「教

育環境及び児童の安全確保が担保できるよう考慮しながら、劣化状況や建築年数等に

基づき大規模改造基本計画（案）を策定する。」というものでございました。それに対

しましての平成２７年度の事業成果といたしましては、平成２８年度から平成３２年

度の小学校長寿命化改修年次計画を策定いたしております。大規模改造基本計画につ

きましては、財政面及び学校運営等への影響が大きいということから個別改修計画を

策定したということでございます。本件に関しまして課題といたしましては、今回の

計画では急務に対策が必要である外壁及びトイレを改修する計画としておりますが、

その他屋上防水及び設備配管配線等につきましても、老朽化いたしておりますので併

せて今後改修計画を検討し、計画の充実化を図る必要があると考えております。これ

に対しましての評価でございますが、「Ｂ 概ね良好な成果が得られた」ということで

ございます。「大規模改修は、市の予算等でなかなか進まない事は理解できる。長期的

に見て改修をして欲しい。しかし、小規模の修繕は、迅速な対応をお願いしたい。例

えば、以前は常駐していた技術員が行う作業等には、緊急を要するので、迅速な対応

をお願いする。」ということで、学校技術員は、以前１校１人体制の配置ができており

ましたが、現在は正規職員、再任用職員等を合わせまして５人の体制で全小・中学校

の小規模修繕等に当たっております。今回いただきました評価の意見等を踏まえなが
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ら、今後より迅速な対応に努めてまいりたいと考えております。続きまして次の表で

ございます。目標といたしましては「屋内運動場の構造体のみならず、照明器具等非

構造部材の耐震化を図り、より安全・安心な施設整備を市内全小・中学校において行

う。」というものでございます。目標値といたしましては、平成２７年度市内全小・中

学校屋内運動場の非構造部材耐震化が完了するというものでございます。これに対す

る平成２７年度の事業成果といたしましては、市内全小・中学校屋内運動場の吊り天

井、照明器具等の非構造部材の耐震化を完了いたしております。文部科学省の基準に

適合するよう吊り天井、照明器具の落下防止対策等を行ったというものでございます。

今後の課題といたしましては、近年の大規模な地震による被害は今回対策を施したも

のの他に、校舎等の窓脱落、ガラスの破損による飛散、外装材の脱落等があり、これ

らにおいても今後改善を図っていく必要があると考えております。これに対する評価

は「Ｂ 概ね良好な成果が得られた」ということでございますが、この評価の直前に

熊本地震が発生いたしておりますので、そういった教訓を生かして今後、取り組んで

欲しいということでございます。今回いただきましたご意見を踏まえまして今後、よ

り一層耐震化に努めてまいりたいと考えております。最後の表でございます。目標は

「障害のある児童・生徒一人ひとりが、学校生活を送る中で、その児童・生徒の持て

る力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服できるようにする。」というものでご

ざいます。成果といたしましては、平成２７年度施設のバリアフリー化を要する児童・

生徒の入学等がありませんでしたので、本格的なバリアフリー化の要望というものは

ございませんでしたが、その他、学校の要望により次のような対応を行っております。

猪位金学園におきましては、特別支援教室を仕切る必要のある場合に対応するアコー

ディオンカーテンでの仕切りを設置し、２教室として活用可能にしたというものでご

ざいます。また弓削田中学校におきましては、多動性児童が使用している教室の畳の

表替えを行っております。年度途中におきましても学校から要望があれば適宜対応を

するということにいたしております。課題といたしましては緊急的な要望につきまし

ては、その事業規模などによりまして、予算措置等の迅速な対応が必要となるという

ものでございます。これに対する評価につきましては、Ａ評価をいただいております。

今後もそういったきめ細かい学校からの要望に対応できるよう努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。 

○文化生涯学習課長 続いて文化生涯学習課関係分について説明をいたします。生涯学
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習分については私から、旧文化課及び世界記憶遺産推進室分につきましては森本企画

官から要点のみを説明させていただきます。２２ページをお願いします。まず、重点

施策の「⑴ いつでもどこでも学べる生涯学習環境をつくる。」の「ア 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。」では、各校区ともに組

織体制については十分に機能しているが、今後は、各校区間及び各部会が連携協力し

研修会等を通じてレベルアップを図るとともに、創意工夫に満ちた事業の開催が望ま

れることから、評価は「Ｂ 概ね良好な成果が得られた」としております。次に「イ 

生涯学習拠点としての公民館活動の推進に努める。」では、中央公民館では各種講座を

展開し生涯学習の拠点としての役割を果たしているが、住民ニーズを踏まえた、より

一層の活動と地区公民館では様々な活動が展開されていますが、地域コミュニティの

場でもあることから、充実した活動ができるように地区公民館と中央公民館のさらな

る連携を図っていくことが必要なことから、評価はＢ評価としております。２３ペー

ジをお願いします。次に重点施策の「⑵ 自分の人権を守り、他者の人権を尊重する

地域社会をつくる。」の「ア 人権・同和問題に関する教育及び啓発に努める。」では

人権・同和教育中央講座について、参加者総数が平成２６年度の３３０人に比べ７４

人減少していること、若年層等の参加率が平成２６年度の１６.４％に比べ５．５ポイ

ント低下していること、また新規事業に取り組み、学校と協力して実施できた点は評

価できるが、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いれると、参加者の増加と負担の

軽減にもつながると思われることから、評価はＢ評価としております。２４ページを

お願いいたします。次に重点施策の「⑶ 社会全体で子どもたちを守り、健やかに育

む環境をつくる。」の「ア 青少年の健全育成と家庭教育力向上への支援に努める。」

では、目標とする前年度参加者を上回ることはできなかったこと、また課題にもあり

ますように、広報活動や実施方法など、保護者が参加しやすい体制を整えることが必

要と思われることから評価は「Ｄ 成果が得られず、課題を残した」ということにし

ております。次に重点施策の「⑷ 生涯にわたり楽しめるスポーツ活動を充実する。」

の「ア 生涯スポーツの振興に努める。」では本市児童の体力向上は、日頃からスポー

ツをしていない児童をいかにスポーツに興味を持たせるかが重要であり、その上で子

どもたちが興味を持つための各種体験活動を推進していることは評価できるというこ

とから、評価はＢ評価としております。以上で説明を終わります。 



 

１０ 

 

○文化生涯学習課企画官 それでは２６ページをお願いいたします。旧文化課の分でご

ざいます。重点施策である「⑴ いつでもどこでも学べる生涯学習環境をつくる。」の

「ア 図書館機能の充実整備に努める。」では、「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。指定管理者制度導入後、

ビブリオバトル等の新たなイベントやＷｅｂ予約・電子図書館等の業務が実施され、

市民サービスの向上が図られている。また、学校図書館支援を積極的に行っていく必

要がある。」というところからＢ評価としております。２８ページをお願いいたします。

重点施策「⑵ 豊かな心を育む芸術文化活動を支援する。」の「ア 市民文化活動の充

実に努める。」「（ア）田川文化センター・田川青少年文化ホール」においては、「田川

文化連盟等の市民団体の協力、連携によって各事業とも、多くの市民の方に参加して

いただくことができた。今後さら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。」というところからＢ評価としております。次に「（イ）美術館」にお

いては、「指定管理者制度導入後、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。また、文化エリアの整備も行われた。出張ワークショップや

出前授業に関しては、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。」と

いうところから、評価はＢ評価としております。３２ページをお願いいたします。重

点施策「⑶ 歴史を受け継ぐ文化遺産を保護・活用する。」の「ア『石炭の歴史』の発

信と文化財保護に努める。」「（ア）文化財の保護と活用」では、「埋蔵文化財の発掘調

査等、文化財の保存活用に際しての課題に応じて適切な手段を図り、成果をあげてき

ている。」また、「郷土に息づく伝統民俗芸能の後継者育成は、住民の高齢化と少子化

に対応するため、市民講座の開催などを通じて、関係機関、市民、学校と連携を深め

ることが大切である。」というところから、評価はＢ評価としております。３３ページ

「(イ) 国史跡指定への推進」では、「近代化を支えた筑豊炭田の中核をなした三井田

川鉱業所伊田坑の発掘調査を実施した跡地は、国史跡指定に向けての取組が田川の浮

揚と歴史的にも意義がある。」また、「意見具申にあたっては、土地所有者及び関係機

関との十分な協議が望まれる。」というところからＢ評価としております。３５ページ

をお願いいたします。旧世界記憶遺産推進室分でございます。重点施策「⑴ 歴史を

受け継ぐ文化遺産を保護・活用する。」の「ア『石炭の歴史』の発信と文化財保護に努

める。」では、「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
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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。」「原画展や台湾における炭坑文化の交流をとおして、山本作兵衛

コレクションの認知度を高められた。」「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て養成してほしい。」「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。」というところから評価としてはＢ評価としております。以上でございます。 

○教育長 今の説明に対して何か質問、ご意見等ございませんか。 

○神崎委員 まず、学校教育課についてですが、最初のところから学力向上プロジェク

トの報告会をとおしてというような成果の発表があっていましたが、そもそも学力向

上プロジェクトが、今年から少し傾向が変わったのですよね。そうなるための総括と

いいますか、なぜそうしたかという数字的な根拠とか、データとか情報というものが、

まだ正式に発表されていないのではないかと思うのですけれども、そのあたりをきち

んとご説明いただいて、この中に理由として挙げていただくのは、どうなんだろうか

と思います。 

○学校教育課長 学力向上プロジェクトにつきましては、３期の最後ということで昨年

度末に大学の先生に来ていただいて、今までの取組の総括という形でしていただきま

した。当然、その中でここにも挙げておりますように、小中連携は、一定程度、取組

として田川市に根付いてきたものがあります。しかし、学力向上そのものについての

数字的なものが、如何せんまだ厳しい状況にあるというような大きな方向性はいただ

いて、具体的に何をどう進めていくかということで焦点化、重点化ということで、そ

れも平成２７年度中の基礎・基本、特に数学、それから算数のＡ問題については特化

しながら学力向上ということをやっていこうとしたのですが、それがさらに徹底がで

きてなかった部分が見られたということで、徹底する部分として中学校では小河式、

小学校では隂山式を採り入れていこうということになりました。本年度の小河式、隂

山式の取組がそこに全部出てきたというような話になりますので、そのあたりを踏ま

えての総括、詳しく文書化したものは、まだできておりませんけれど、状況としては

そういう反省を踏まえてということで、本年度の取組がございます。 

○神崎委員 学力向上プロジェクトの長年の取組の方向性が変わってきたというところ

が、私たちが毎年、お話を伺いながらも、どうしてそういうふうに変わってきて、小
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河式や隂山先生が突如として出てきたかということを、きちんと把握できるほど説明

をいただいていないと思います。ということは先生方の中にも、その変わってきた理

由はよく呑み込めていらっしゃらない方もおられるかもしれないし、保護者の皆さん

方に対しても、こういうふうに取り組んでいるのだなという説得ができていないので

はないかと思いますので、やはり、そこを今こういうふうに流れは変わっていますよ

ということをわかりやすく一度まとめて、いろんな方にご説明いただかないと齟齬が

生じてきたりする可能性があるのではないかと思います。 

○教育長 他にございませんか。 

○毛利委員 ３ページの「学識経験者との知見の活用について」ということで書かれて

いる方々がこの評価をされたのではないかなと思うのですが、例えば９ページの評価

に、「中年教員の『初心に帰る』指導も行ってほしい。『教員』ではなく『先生』と呼

ばれる聖職者を育てて下さい。」ということが書かれており、Ｂ評価となっています。

「聖職者」とは何なのかということも考えたのですが、それと同じように１７ページ

のところにもあり、こちらはＣ評価です。「職業教師でなく聖職者『先生』と呼べる教

員は何人いるのか。研修はそこからスタートしてほしい。中年教員も初心にかえって

頑張ってほしい。」というこの言葉が気になります。片方はＢ評価でありながらもう片

方はＣ評価というのは、評価する方たちがもちろん考えたのでしょうが、現場をご存

知なのだろうかという気がするのですが、そこのところはどう考えればよいでしょう

か。 

○学校教育課長 学校教育課並びに教育総務課、研究所もそうなのですが、毎年、市Ｐ

連のその時の会長に評価をお願いしているところでございます。全てにおいて細かく

説明させていただいたのですが、研究所の分を含めて資料も提示して細かく十分な説

明まではできずに評価いただいたというところがあるかとは思います。それで若干ば

らつきがあるのではないかと思います。例えば市Ｐ連の会長にお願いするのであれば、

評価者が毎年代わっていくわけで、ではその基準でどういった部分がＡなのかとかＢ

なのかとかいうこともきちんと揃えていくことが非常に難しい現状があるのではない

かと思います。それから教員ではなく、聖職者というところは、子どもたちのために

一生懸命頑張ってほしいということが趣旨であろうかと思います。ただ文言としてい

ただいたものがこの表現でございましたので、そのまま記述させていただいたところ

でございます。 
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○毛利委員 まず、担当課が評価をして、評価者に説明をして、そしてこの方々が、い

やＢではなくＣだよということで出したのですか。それとも課の評価は無く、評価者

が一方的な評価をしたのでしょうか。 

○学校教育課長 当初、ある程度「こういう案ではどうでしょうか」と出そうとしたら、

「初めから評価が書いてあれば、自分が評価することにならないので白紙の形で評価

をさせていただきたい」という意見がございましたので、いただいた文章をこのまま

評価という形で記載させていただいたところでございます。 

○教育長 今日も事務局会議を開いて少しこの件についても話をしました。現在は、そ

れぞれの分野で専門にされている方等を外部評価の学識経験者としていますが、例え

ば大学の先生とか学校の校長経験者とか、社会教育分野で広くいろんな田川の状況を

見ている方を今後、検討し、なるべく根拠も明確にして、継続性のある評価に変えて

いく必要もあるのではないかと思います。そういったことで少し見直しをしようかと

いうことを協議しました。その結果がまた固まりましたら、皆さんにお知らせしたい

と思っています。 

○神崎委員 今お名前が挙がっている方も大学の先生とか長年、社会教育に関わってら

っしゃる方ばかりのようですが。 

○教育長 市Ｐ連会長等が毎年代わるのでということです。 

○神崎委員 そういった毎年替わっていく方から評価いただくのも必要だとは思います

よ。そうしないと視点がずっと変わらないので、若い方のＰＴＡ会長は本当に現場の

方ですから、そういった方はよろしいかと思います。その他の方は結構長い間、社会

教育とか文化面とかいろんな面で関わって下さっている方ですよね。学校の自己評価

もありますが、各課の自己評価もありますよね。これは、自己評価と外部評価ですか。

いろいろな評価、チェックリストを作って実施しているのを長年拝見させていただき

ましたが、荒れていてどうしようもない学校の校長先生が、Ａ評価ばかりを挙げてい

たり、本当に経営能力のある校長先生がＣばかりを挙げていたり、やはり自分に対し

ての自己評価としては、それぞれで認識が違うなと思いながら、毎年拝見しておりま

した。また、市の教育委員会の各課の自己評価もそのように見せていただくことがあ

りました。大変仕事ができる方なのにＢとかＣ評価が多い方がおられたり、大変な状

況になっているのにＡが続々と出てくる方等もおられたり、それは自己評価でありま

すので、どのように評価しているかというのも疑問に思いながら、第三者が見ると違
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うけれどもと思うこともありました。今回は私も評価リストというのは、それぞれの

主観がありますので、それに対する評価ですので、それぞれなのでしょうと拝見して

おります。だから教育委員会にすごくおもねてくださる方ばかりを評価委員として集

めればＡの多い評価になるでしょうし、問題があると思う方ばかりを集めればＣの多

い評価になるでしょうし、大学教授がおられたからといって、工学部の教授が評価さ

れても、それはまた違う結果が出るでしょうから、そのあたりのところをやはりこの

地域に密着した活動をなさっている方々にいろんなお知恵を拝借することも必要なの

ではないかと思います。 

○教育長 事務局会議で話したのは、一人がＡＢＣＤの評価を付けるのはどうだろうか

と、やはり「こんな見方もあるよ、こんな事実もあるよ」という色んな意見を踏まえ

て評価していく方がいいのではないかと。もう少し事務局会議で検討していきたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

○毛利委員 もう一点気になるのは、教育研究所の評価は全部Ｃですよね。全くＢも出

てないですよね。というのは、自己評価はどうか知りませんが、これが表に出たら研

究所は厳しく見られるのではないかと思います。議会にもこの評価が提出されると思

いますが、そうしたら教育研究所は何をしているのかと言われるようなことになるの

ではないかと思います。 

○教育研修所長 教育研究所は１、２ランク上の自己評価はしておりました。でも評価

が帰ってきたときには、この評価だったので、やはり私たちはいろいろと真摯に受け

止めて、業務に励んでいかなくてはいけないなということで反省しております。 

○教育長 具体的取組の内容もあるけれど発信の仕方というか見せ方というのも、教育

委員会だけではありませんけど、これから先はとても大事になると思いますので、そ

こもひとつ課題をいただいているかと思います。 

○神崎委員 教育研究所に対する評価が厳しかったというのは、裏返せば先生に対する

要求が非常に高いということだと思います。言い出したら、きりがないのですが、も

っと先生方にいろんな面で研鑚を積んでいただきたいというお気持ちが、このような

お声になったのだと思いますのでお声にお応えすべく、頑張って行かなくてはならな

いポジションなのだろうなという気がします。 

○教育研究所長 それで研究所で実施した業務内容は極力発信するようにしています。

研究所通信「虹」も今後は市議会議員にも配布します。それから、今年から保護者対
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象にも月１回発信するようにしています。それは、学校にメールを送って、学校から

印刷して保護者向けに配布することといたしました。昨年度までは、教職員、市にも、

ずっと行っておりました。それから昨年度変更したところは、実態調査表もＰＴＡの

役員に配布することにしました。だから発信できる部分は今年から極力、行っていき

たいと思っています。 

○神崎委員 ９ページの「教員の指導力へ向けて、研修会の実施とその充実を図る。」と

いう項目で「田川市教科等研究会において公開授業研究を実施した部会の割合   

１００％」とか「福岡県教育センター専門研修の申込み率 平成２６年度、３９．５％

を平成２７年度５０％以上にする。」といった目標を数値で出しているのですが、数値

目標というのは、どれくらい応募したかとかいうよりも、例えば教職員の習熟度の段

階等が、もし３つくらいあるとしたら、そのＢランクの教職員の数をあと 

１０％増やすとかレベルを上げる目標にしてはいかがでしょうか。私たちの業界では、

お客様の会計の内容を監査する等級というのがありまして、中級とか上級とかあるの

ですが、その試験に合格するのは、とても難しいのですね。中級職員を１０％増やす

とか、上級職員を今年は５名出すとか、そういう目標を掲げて研修をします。ですか

ら数値目標というのは、何を数値目標にするのかということで視点を変えていくと先

生方の能力アップの仕方がかなり変わってくるので、研修に出席する人数を増やすの

ではなく、このぐらいのレベルの人を増やすといった数値目標に変えていくというの

も教育研究所のこれからの皆様方のご理解を得て、その結果を皆様方に評価して喜ん

でいただけるという方向に繋がるのではないかと思います。 

○教育長 他にありませんか。 

○毛利委員 教育総務課におたずねします。２０ページに耐震化のことを書いているの

ですが、小・中学校の屋内運動場の吊り天井とか照明器具等について、近頃学校の体

育館を見ていないのですが、例えば田川小学校の体育館は相当古いですよね。他の所

は全部新しく作り替えているのですが、例えば照明器具について、他の屋内運動場は、

電球を交換する場合に自動で下りてくると思いますが、田川小は下りないから、なか

なか交換できなかったのですが、それは今下りるように新しくなっていますか。 

○教育総務課長 その点については、確認をしてみないといけませんが、おそらく前と

同じような形で足場を組んで交換しないといけない、自動で下りるという形にはなっ

てないのではないかと思います。 
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○毛利委員 おそらく、そうではないかと思います。１個だけでは交換してくれず、何

個か切れたら足場を組んで交換するような形にしていたからですね。 

○教育総務課長 おそらく、卒業式とか、そういう大きなイベントに合わせてその前に

換えるような形を今もとっているのではないかと思います。その点については、確認

させてください。 

○教育長 他にありませんか。 

  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２ 議案第２２号「平成２７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」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「田川市中学校給食調理等事業者選定実施要領等 

 について」を議題とします。本案につきましては、明日から公募を開始する関係上、 

非公開としたいと思いますがいいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

ご異議ないようですので、田川市教育委員会会議規則第１２条の規定により非公開 

とします。 

・ 

・ 

ここからは通常のとおり公開といたします。 

日程第４ 諸般の報告「教育委員会に係る６月議会の一般質問について」を議題と

します。 

○教育部長 日程第４ 諸般の報告「教育委員に係る６月議会の一般質問について」報

告いたします。６月の定例議会において４名の議員からご質問があっております。ま

ず陸田議員からは、教育施策方針における目標理念、教育行政におけるＮＰＯ法人等

の活用、田川市立教育研究所における研究成果の活用、市全体としての教育成果の必

要性についてのご質問があっております。教育施策方針における目標理念については、

「教育施策方針にも明記している自己有用感を育む三位一体の教育を今後も推進して

いきたい。」と答弁いたしました。また、「ＮＰＯ法人等の活用、田川市立教育研究所

による研究成果の活用、子どものより良い成長に向けて効果的な利活用を図っていく
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こと。」また、市全体としての教育成果の必要性については、「教育委員会としては今

後も田川市全体の教育向上を図りながら施策を講じていきたい。」と答弁をさせていた

だきました。柿田議員からは地域の公民館の耐震性の現状及び田川地区公民館建設補

助金の見直しについてのご質問があっております。「地区公民館の耐震改修は経年劣化

による改修と同様、耐震改修が必要な場合は、それぞれの公民館が判断し実施するこ

とになっており、その場合、田川地区公民館建設補助金をもって支援することになっ

ているが、限度額などもあり、地区の負担が大きいことは認識している。教育委員会

としては、地域住民が安全・安心して地区公民館を利用できる環境を整えるため、田

川地区公民館建設補助金の見直しを前向きに検討していきたい。」と答弁をさせていた

だきました。尾崎議員からはＩＣＴ教育についての教育長の考え方、今後のＩＣＴ教

育にかかる学校での取組についてのご質問があっております。「ＩＣＴ教育の充実を図

ることで児童・生徒の興味・関心を高める資料の提示や課題設定に効果があることや

活用方法によっては思考力を高める事業展開が期待されると考えている。今後はＩＣ

Ｔ環境整備を図ることと併せて、それを使いこなすための職員研修を図ることでさら

なる教育効果を高めていきたい。」と答弁させていただきました。石松議員からは小中

学校における主権者教育の進め方、就学援助の見直し、学習支援策についてのご質問

があっております。「公職選挙法が改正され、学校ではより社会に参加する市民を育て

ていくため、小・中学校から主権者教育に取り組んでいくことが求められている。今

後は、選挙管理委員会と連携し、児童生徒の社会参画の態度を育んでいきたいと考え

ている。」と答弁をさせていただきました。就学援助の見直しについては、「生活保護

基準の引き下げになっている現状と認定率の推移、財源確保から考えて現状では困難

な状況である。市としては財源確保について国に財源確保を要望しつつ、認定の見直

しについて議論していく。」と答弁をいたしました。また学習支援策については、「今

後、地域の人材や福岡県立大学の学生ボランティアも活用しながら地域や各中学校区

による学習支援に拡大できるよう検討していきたい。」と答弁をさせていただきました。

以上でございます。 

○教育長 では、次に移ります。 

（各課長が教育長及び各課の行事予定を説明） 

  次に移ります。「８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 その前に先程、毛利委員からご質問をいただきました田川小学校の屋
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内運動場の照明器具の件ですが、今確認を取りましたところ、やはり田川小学校は自

動昇降しないタイプということで、足場を組んでその都度取り換える形であるという

ことでございます。 

 それでは、８月の定例会の日程案でございますが、８月は７日が日曜日でございま

すので、８月９日火曜日、１４時から開会でいかがでしょうか。 

○教育長 ご異議ないようですので、８月の定例会は８月９日火曜日、１４時開会に決

定いたします。 

  他にご質問、ご意見等ございませんか。 

○神崎委員 先日から新聞等で教科書検定に対する謝金の問題がいろいろ取り上げられ  

 ておりましたけれども、田川市に関してはそういった関係の事例はなかったのでしょ

うか。 

○学校教育課長 田川市においては、そういう問題はなかったと思います。 

○神崎委員 ありがとうございます。 

○教育長 他にございませんか。 

  ないようですので、以上を持ちまして平成２８年第９回田川市教育委員会７月定例

会を閉会いたします。 

（閉会１５時４０分） 


