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（開会１４時３０分） 

○教育長 ただいまより、平成２９年第５回田川市教育委員会４月定例会を開会いたし

ます。日程第１「平成２９年第３回田川市教育委員会３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。 

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） 

○教育長 ご異議なしと認めます。よって日程第１「平成２９年第３回田川市教育委員

会３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 報告第３号「平成２９年度田川市教育委員会職員の任免

異動等について」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、日程第２ 報告第３号「平成２９年度田川市教育委員会職

員の任免異動等について」ご説明申し上げます。本案は、田川市教育委員会事務委任

及び臨時代理規則第３条の規定に基づき、教育委員会職員の任免異動等について臨時

に代理したため、第４条第２号の規定により教育委員会に報告するものであります。

それでは、１ページをご覧いただきたいと思います。平成２９年度教育委員会職員の

任免異動等総括表を用いまして概略を説明申し上げます。まず、１番の平成２９年３

月３１日発令の退職者につきましては、４人でございます。つづきまして、２番、平

成２９年４月１日発令の採用及び異動者等につきましては、計３８人となっておりま

す。内訳につきましては、表に記載のとおりでございます。３番目の平成２９年４月

１日発令の臨時職員及び嘱託職員の任用者につきましては、合計１２７人となってお

ります。新規任用者、継続任用者、それぞれの内訳は、表に記載のとおりであります。

最後、４番目の平成２９年４月６日発令の臨時職員及び嘱託職員の任用者につきまし

ては、計２３人となっております。こちらも新規任用者及び継続任用者、それぞれの

内訳は、表に記載のとおりであります。なお、この表の１番と２番、平成２９年３月

３１日発令の退職者及び平成２９年４月１日発令の採用及び異動者等の詳細につきま

しては、２ページ以降の表に記載してございます。説明は、割愛させていただきます。

以上で報告を終わります。 

○教育長 今の説明に何か、質問、意見等ありませんか。 

  ないようですので、日程第２ 報告第３号「平成２９年度田川市教育委員会職員の
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任免異動等について」は承認することとします。次に移ります。日程第３ 報告第４

号「平成２９年度田川市立小・中学校、校長・教頭の任免異動について」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 報告第４号「平成２９年度田川市立小・中学校、校長・教

頭の任免異動について」報告いたします。本案は、田川市教育委員会事務委任及び臨

時代理規則第３条の規定に基づき、教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任

免その他の人事に関して臨時に代理したため、第４条第２号の規定により教育委員会

に報告するものでございます。２枚目をお願いいたします。まず、１、校長の昇任に

つきましては、金川小学校 平山喜善校長、中学校につきましては、後藤寺中学校 樋

口俊治校長になります。教頭の昇任につきましては、小学校は、後藤寺小学校 梶原

好教頭、鎮西小学校 石井雄二教頭、金川小学校 宮﨑博美教頭です。また、学校で

はありませんが、武田健一も教頭に昇任でございます。中学校は、該当者は、ござい

ません。交流人事につきましては、転出は、鎮西小学校の教頭の嶋田千鶴が福岡県の

義務教育課指導主事として転出しております。弓削田小学校の教頭の青木康弘が、筑

豊教育事務所の主任指導主事として転出しております。学校教育課長補佐に後藤寺中

学校教頭の亀谷勝弘が転出で来られました。転入につきましては、田川小学校校長と

して山本伸英、弓削田小学校教頭として穴吹浩、弓削田中学校教頭として佐藤秀樹で

ございます。校長等の異動につきましては、小学校、岡崎校長が田川小学校から大浦

小学校へ、山本伸英校長が立岩小教頭から田川小学校長へ、進野一樹校長が、金川小

校長から鎮西小校長へ、平山喜善、金川小の教頭が、金川小の校長へ昇任でございま

す。中学校につきましては、学校教育課長補佐をしておりました樋口俊治が、後藤寺

中学校の校長に、中央中学校で校長をしておりました小川節が伊田中学校へ、後藤寺

中学校校長の福間正人が中央中学校へということでございます。教頭の異動につきま

しては、そこに挙げておりますように弓削田小学校に穴吹浩教頭、後藤寺小学校に梶

原好教頭、鎮西小学校に石井雄二教頭、金川小学校に宮崎博美教頭。中学校につきま

しては、弓削田中学校に佐藤秀樹教頭、後藤寺中学校に岡本浩幸教頭、田川中学校に

伊藤顕彦教頭、金川中学校に原田藤春教頭、以上でございます。 

○教育長 今の説明に質問、意見等ありませんか。 

  ないようですので、日程第３ 報告第４号「平成２９年度田川市立小・中学校、校

長・教頭の任免異動について」は承認することとします。 
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  次に移ります。日程第４ 事務報告「平成２９年度田川市立小・中学校教職員人事

異動の総括について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長 それでは、「平成２９年度田川市立小・中学校教職員人事異動の総括に

ついて」説明させていただきます。１ページをお願いいたします。１に平成２９年度

の人事異動方針を載せております。記載のとおりでございます。異動の概要について

説明させていただきます。まず児童生徒数、学級数につきましては、そこに挙げてお

りますとおり小学校児童数は２，６１２名、学級数は１０８学級。中学校生徒数は 

１，１６８名、学級数は５４学級、平成２８年度と比較いたしますと小学校の児童数

は３１名減でございます。学級としては２学級減、中学校の生徒数は５名増で、学級

数につきましては、３学級減になっています。小中合わせての設置学級数は５学級減

という状況でございます。特別支援学級等につきましては、そこに挙げているとおり

でございます。前年度と同じような状況です。１ページの下に退職者、定年退職者が

１０名です。２ページ上段に該当の先生方を挙げております。早期退職者は５名でご

ざいます。そこの資料に挙げているとおりです。割愛退職者４名です。武田先生が、

割愛退職で田川市の行政へ、満倉先生が附属小学校の教諭へ任用されております。亀

谷教頭は、田川市の行政へ、上野教諭は県行政へ行かれ社会教育指導主事をされてお

ります。つづきまして、同一・他ブロック及び管外異動についてです。転出者、４名

です。甲斐校長は、下山田小学校校長として転出しております。後藤寺小学校の面田

教諭は、桂川小学校へ転出ということです。猪位金小の養護教諭の梅野教諭は、太宰

府特別支援学校へ転出しています。後藤寺中学校の梅田教諭につきましては、粕屋東

中への転出です。転入者につきましては、そこに挙げておりますとおりでございます。

つづきまして、３ページをお願いします。昇任等の状況です。校長につきましては、

そこに挙げておりますように３名の校長の昇任です。教頭につきましては、５名の昇

任です。主幹教諭、指導教諭については、そこに挙げておりますように後藤寺小主幹

教諭に武嶋仁教諭、鎮西小主幹教諭に黒屋久美子教諭、伊田小の主幹教諭に神田智美

教諭、金川中の主幹教諭に木村裕道教諭、中央中の主幹教諭に上原誠司教諭、田川小

の指導教諭として清水恵教諭ということです。企画主査につきましては、弓削田小の

松岡事務主査から企画主査への昇任です。採用につきましては、全部で１９名です。

後藤寺中学校の校長 樋口俊治以下、教諭といたしましては、１６名の新任者を迎え

ております。４ページをお願いします。養護教諭として２名で、計１９名の採用とな
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ります。その他の部分で基準外定数等は、表に挙げているとおりです。また、学校外

勤務者につきましては、先程、述べましたように小倉附属小学校 満倉圭教諭、充て

指導主事として、嶋田千鶴教頭、それから青木康弘教頭がそれぞれ県の義務教育課、

筑豊教育事務所で充て指導主事として仕事をされます。それから、⑺のところでござ

います。読ませていただきます。「小中学校とも内定人事を尊重しつつ、総合的な視野

で人事異動を行ったが、やむを得ない状況もあった。定数欠教員の解消に努めたが、

小学校の定数欠が１７名、中学校定数欠３２名です。教科欠は、中学校２校です。そ

れぞれ講師の配置につきましては、ほぼ、今、配置が終わっている状況で猪位金の理

科、産休代替としての１名が配置できていないという状況以外は、講師の先生の配置

は、今のところはできている状況でございます。ただ、学力アップ、それから課題対

応の先生については、今、人事を含めて調整中で数校、まだ決まってないところがご

ざいます。⑼でございます。田川市教職員の概要は小学校１８９名、中学校１５２名、

計３４１名、うち６２名が基準外の定数でございます。５ページをお願いします。少

人数学級、少人数指導教員についてです。それぞれ市費の措置につきましては、表に

挙げておりますとおり、後藤寺小で３人の先生、道先生、山崎先生、伊藤先生、大藪

小は吉栁先生、橋本先生、小袋先生、田川小は長谷川先生、鎮西小は吉武先生、馬場

﨑先生、馬場﨑先生の名前に括弧がついているのは、今、免許を取得中でございまし

て免許が届き次第、すぐ任用します。伊田小学校につきましては、古三庄先生、溝口

先生、大坪先生、金川小学校につきましては、角先生、金川中学校につきましては、

中森先生、中央中学校は黒岩先生、以上、市費講師も本年度、全員を今のところ配置

できている状況ではございます。以上、人事異動の総括について報告を終わります。 

○教育長 今の説明に質問、意見等ありませんか。 

○毛利委員 １の⑹で「新規採用職員の配置に当たっては、その育成を考慮して行った。」

ということが書かれています。今日、このお名前を見た中で誰がどうということでは

ないのですが、複数配置する学校もあるなかで、初任者指導教員の人選は、教育委員

会が、指名するのですか、それとも各学校で指導教員は決めてくださいということな

のですか。 

○学校教育課長 育成に関しましては、やはり経験と指導の力量というようなこともご

ざいます。それで委員会の方で、それぞれ「この方を指導教員としてお願いします」

ということを内示の際に学校にはお願いしています。ただし、校内の事情でどうして
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もその方と別の方が交替するということがございまして、本年度、弓削田の方で初任

者指導教員として島ノ江先生にお願いをしておりましたが、校内の事情で下山先生に

変更があったという一件の報告があっておりますが、他の先生については、指名させ

ていただいているとおりの人員配置ということです。 

○毛利委員 やはり新任の先生にとっては、そこが出発点なので一番印象に残るし、生

徒指導も含めた教科指導において、一年間である程度は一人前の教員として成長しな

ければなりませんからね。指導案も作らなければいけませんし、初任者指導教員が、

教科指導を含めて密接に指導をしなければなりませんので、それができる学校体制に

なるべきだと思います。大丈夫だとは思いますが、教育委員会からも、時々は、どう

いった形でどう進んでいるのかを見ていっていただきたいと思っております。よろし

くお願いいたします。 

○学校教育課長 今、職務代理から言っていただいたように、今年は、特に当課の課長

補佐、指導主事が、指導教員との連携をしっかりとっていこうと思っています。やは

り、指導教員任せではなく、教育委員会としても、できるところは、一緒に支援して

いくという形で、人材育成を市全体で責任を持ってやっていこうと今、考えていると

ころでございます。ありがとうございます。 

○毛利委員 もう一点いいですか。管理職の人選については、もちろん、教育長が、責

任を持ってされると思いますが、一般人事に関しては、多分、筑豊教育事務所と学校

教育課長が対応されると思います。例えば、田川市から転出する人、転入する人につ

いては、多分、十分に調べているとは思いますが、何度も出入りをする人というのは、

何か問題があるかもしれないので、あまり色々な地域を転々としている人については、

事前に調べて、田川市へ転入させることは見合わせるということもできると思います。

私もそこは、よく分かりませんが、そういうことは、きちんと把握をして今後もやっ

ていかなければならないと思います。そんな人はいないだろうとは思いますが、ちょ

っと気になりましたので。 

○学校教育課長 筑豊教育事務所で田川郡、飯塚市、嘉麻市等との他市郡異動希望者を

対象にした情報交換会がございまして、そこで経験的なことや、どういった経緯で希

望を出されているのか等の情報交換をさせてもらったうえでの対応はしています。ま

た、十分な情報が必要な部分については再度、学校に問い合わせるということをして

いきたいと思っています。ありがとうございます。 
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○毛利委員 はい、よろしくお願いします。 

○教育長 他にご意見等ございませんか。 

  では、ないようですので、次に移ります。日程第５ 事務報告「平成２９年度教育

委員学校訪問の実施について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長 日程第５ 事務報告「平成２９年度教育委員学校訪問の実施について」

事務報告させていただきます。資料の２枚目をお願いいたします。まず、１ 目的に

つきましては、そこに挙げていることを目的として、毎年、実施しているところでご

ざいます。それから２ 過去の学校訪問実施状況につきましては、この資料の最後の

ページをご覧ください。平成２２年度から平成２８年度、今年度の平成２９年度にか

けての訪問予定の分を一覧にまとめたものでございます。それぞれの学校に偏りがな

いように、本年度も計画をしたところでございます。資料の２枚目にお戻りください。

こういった状況の中で３ 本年度訪問対象校を６校、決定しております。弓削田小学

校、伊田小学校、金川小学校、鎮西中学校、伊田中学校、中央中学校です。新任校長

は、金川小学校の平山校長でございます。内容につきましては、そこに挙がっており

ますように１校につきまして大体、３時間程度、給食等の時間も含みます。授業観察、

校内巡視、児童生徒の状況視察等が４５分から５０分程度、そして、学校経営や生徒

指導の状況説明及び懇談・指導助言ということで約１時間半程度、そして給食の試食

が６０分程度です。給食試食のところに小学校２校と書いておりますが、本年度から

中学校もありますので、そこに挙げておりませんでしたが、中学校１校の追加をお願

いします。次のページをお願いします。４ 実施日及び日程になります。こちらの方

で三日ほど予定を組ませていただいております。第１日目は５月１５日、月曜日。市

民会館に９時２０集合、そして１校目の金川小到着を９時半に予定しております。こ

の日は、金川小学校から伊田小学校の訪問を計画しております。第２日目、５月２５

日、木曜日を予定しています。弓削田小学校、２校目としての中央中学校を予定して

おります。第３日目、５月２６日、金曜日、鎮西中学校、伊田中学校、集合時間が９

時４０分ということでお願いします。また、予定の日が近づきましたら委員の皆様方

にも出欠等を含めて、ご連絡をさせていただきたいと思っています。以上で報告を終

わります。 

○教育長 学校訪問について説明がありましたが、質問、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 事務報告「金川校区の中学存続（小
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中一貫校化）に関する請願について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 それでは、日程第６ 事務報告「金川校区の中学存続（小中一貫校化）に

関する請願について」説明させていただきます。昨年、３月２３日に金川校区から市

長、教育長、田川市新中学校のあり方に関する審議会会長あてに請願が提出されたと

ころでございますが、それとは別に田川市議会あてに陳情という形で提出がなされま

した。そして、市議会総務文教委員会で審査をされましたので、その結果を報告いた

します。資料の１ページをお願いいたします。まず、⑴ 提出日でございますが、平

成２８年１０月６日付で受理をされております。⑵ 提出者は、金川校区区長会会長 

吉武精稔氏、金川校区の中学校統合・再編を考える会の代表という形で、代表者とし

て提出をされております。⑶ 陳情の趣旨でございます。陳情の原文につきましては、

この資料の最後に添付しております。趣旨といたしましては、そこにありますように

中学校統合・再編は効果も期待されますが、金川地域のつながりに根差した特色豊か

な学校運営が失われてしまうことが十分考えられますので、小中一貫校の形で地域密

着型の学校運営を継続されることを陳情しますという形でございます。⑷ 総務文教

委員会の審査結果について記載しておりますが、この陳情は、１０月６日付で受理を

されましたが、市議会の１２月議会に上程をされまして、総務文教委員会に付託をさ

れ、１２月議会から３月議会にかけまして、全部で５回、総務文教委員会で審査をさ

れております。その間におきましては、金川校区の陳情者から直接陳情の願意を聴取

するための委員会も開催されたところでございます。その結果、総務文教委員会は、

平成２９年３月６日に採決によって不採択と決しております。その理由につきまして

は、委員長報告から抜粋したものでございますが、理由はそのまま読み上げさせてい

ただきます。「本陳情の取扱いについて、議員からは、教育の機会均等を保障する必要

から、不公平が生じてはならず、教育委員会における検討結果がどうなるかは別とし

て、議会としては本陳情を採択すべきであるとの意見がある一方、地域の学校を残し

たい思いは、他の校区も同じ願いであると思われ、現段階において本陳情を採択する

ことは、今後、本市全体における中学校再編の議論を行っていく上で、議論の妨げに

なるため、今回、本陳情を採択することはできないとの意見があった。審査を進める

中で、特に教育委員会による中学校再編の基本計画案を待つことなく、早急に議会と

しての結論を出すべきとの認識で一致したため、採決を行った結果、賛成少数により、

不採択とすべきものと決した。」というものでございます。次のページをお願いします。
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⑸ 市議会の審査結果でございます。その総務文教委員会の審査としては、不採択と

いうことに決したんですが、市議会にそれを提案されまして、３月１６日に３月議会

の本会議におきまして、採決を行いました結果、本会議におきましても不採択となっ

たものでございます。最後に⑹ 今後の対応についてでございますが、総務文教委員

会におきまして、議員からの質問に対して教育長が「中学校再編の基本計画案の策定

に向けて、本陳情の内容についても、十分検討を行う」と答弁をさせていただいてお

ります。それにつきましては、新中学校創設庁内検討委員会において新中学校のあり

方に関する審議会の案である北南案、また中心市街地案である東西案、また３校案と

いうように３つの案につきまして、現在、中身を比較検討しているところでございま

すので、その中で十分検討を行っているものでございます。昨年、市長、教育長、田

川市新中学校のあり方に関する審議会会長あてに請願が提出された際には、教育委員

会に事務報告させていただいてご意見をいただいたところでございました。今後、庁

内検討委員会で検討しましたことを基に新中学校創設基本計画素案を作成しますが、

その素案を総合教育会議で教育委員会と市長部局と合意調整しながら教育委員会が基

本計画案を作成してまいります。その中で金川校区の小中一貫校化につきましても判

断をしてまいりたいと考えております。以上で事務報告を終わります。 

○教育長 今の説明にご質問やご意見はありませんか。 

 ないようですので、次に移ります。日程第７ 事務報告「田川市石炭・歴史博物館の

観覧料の減免に関する規則の一部改正について」事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課企画官 それでは、日程第７ 事務報告「田川市石炭・歴史博物館の

観覧料の減免に関する規則の一部改正について」事務報告をさせていただきます。１

ページをお願いいたします。１ 概要です。田川市石炭・歴史博物館設置条例の改正

にあわせまして、高齢者への一定の配慮を行うこと及び田川市石炭・歴史博物館の来

館者増等を促進するための取組みとしまして、観覧料の減免制度の充実を図る必要が

あるため、所要の改正を行いました。なお、本規則は条例第３条第３項に定める市長

権限に属する項目である「観覧料の減免」に関する内容を規定したものでございます。

２ 改正内容です。⑴ 新たに観覧料を減額する者としまして、６５歳以上の者と福

岡県立大学生は、観覧料４００円のところを団体料金と同額の２８０円を適用するこ

ととしました。⑵ 新たに観覧料を免除する者としまして、保育園活動として、園児

の引率者が観覧するときを追加しております。改正条文案を別紙１に、また新旧対照
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表を別紙２に、参考資料としまして、新観覧料の全体概要を別紙３につけております。

なお、施行期日につきましては、博物館の再オープン日であります平成２９年４月２

９日としております。以上で説明を終わります。 

○教育長 今の説明に関して何か質問等ありませんか。 

ないようですので次に移ります。 

（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「５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 ５月定例会の日程案につきましては、５月１１日木曜日でいかがでし

ょうか。 

○教育長 ご異議ないようですので、５月の定例会は、５月１１日木曜日、１４時３０

分に決定します。 

  全体をとおして何か、ご質問、ご意見等ございませんか。 

  では、以上をもちまして、平成２９年第５回田川市教育委員会４月定例会を閉会い

たします。 

                           （閉会１５時１２分） 

 

 


