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〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    ただいまから、平成２５年第６回田川市教育委員会５月定例会を開会いたしま

す。日程第１「平成２５年第５回田川市教育委員会４月定例日程第１「平成２５年第５回田川市教育委員会４月定例日程第１「平成２５年第５回田川市教育委員会４月定例日程第１「平成２５年第５回田川市教育委員会４月定例会会議録の承認について」会会議録の承認について」会会議録の承認について」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はご

ざいませんか。 

        ご質疑がないようですので、日程第１「平成２５年第５回田川市教育委員会４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６号「平成２５年度教育施策方針について」を議題

とします。事務局に説明を求めます。 

〇教育長〇教育長〇教育長〇教育長 それでは、私から学校教育関係を説明させていただきます。３ページ目、Ａ３

の紙がありますが、それに沿って大まかに説明をしていきます。詳しいところは後のレ

ジュメのほうに目を通してください。この学校教育施策の目標理念は昨年度を踏襲です。

まず、学校教育の重点施策としては大きく４つ挙げさせてもらいました。今までにない

ものとしては一番最後です。目指す田川市の教育実現のため、学校再編に取り組むとい

うところを付け加えさせていただいています。最初の重点施策、第Ⅲ期学力向上プロジ

ェクトの推進を図り、教師の指導力の向上を図るというところですが、要は田川市の子

ども達の学力をどんな風にして高めていくか、それを田川市全体で学校で考えて取り組

んでいきましょうということです。今年度は鎮西校区と中央校区の２校区で報告会を実

施いたします。それから、その学力を高めるための田川市独自の取り組みとして、３５

人以下学級です。小学校、それから中学校と今年度は全学年で少人数学級を、中学校は

少人数学習を実施できるように、田川市雇用の教員を配置できました。配置後の子ども

達の状況については、２年生、３年生、４年生と学年の早い段階から少人数で取り組む

ことで、その成果は出ているというふうに感じています。それから、２番目の重点施策

です。確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成に取り組むというところですが、ここ

の１番、確かな学力の育成に努めるというところです。田川市の子ども達の実態調査を

すると、学校以外での学習時間の確保ができていない。だから、そこをまずしっかりと

家庭学習に取り組めるように、学校で出す課題などを工夫しながら、家庭学習の時間の

確保を進めてきたところですが、それでもまだ家でまったく勉強をしていない子どもも

いるという実態はあります。そこをどうしていくか。例えば、放課後の時間だとか、土

曜日だとか、できるところで子ども達と学習をしていこうということです。今年度は土

曜学び塾について、数学だけではなく英語を加えています。数学については各学校の教
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員から成果は上がっているということで報告を受けているところです。それから、３番、

健やかな体の育成に努めるというところですが、これは昨年度も課題の一つとして挙が

っていました、自分で弁当を作るという、そういう取り組みを小学校でも取り組んでい

きたいと考えています。今年度は弁当の日とか、自分で弁当を作るという取り組みを実

施したいというふうに考えています。田川市全体で実施できるのか、それとも、まず何

校かにしぼって試行するのか、そこは学校と打ち合わせをしながら進めていきたいとい

うふうに考えています。それから、食習慣といいますか、それも課題になっていました

から、小学校で使う給食の食器、今まではアルマイトの食器でしたが、これは熱くて持

てないとか、そういうふうな課題がありました。これを俗にいうＰＥＮ食器、プラスチ

ック製のＰＥＮ食器に一度に全部を替えることができます。その予算もいただきました

ので替えます。それから、３番目の地域との連携を図り、特色ある教育活動に取り組む

というところですが、ここはもう既に各校区でそれぞれ進んでいます。校区、地域での

いろいろな行事を各校区とも取り組むことができるようになりました。これは地域のお

かげだというふうに思っています。あとは放課後児童クラブのことが課題にあります。

これについては、小学校の退職校長会にもお願いをして、例えば、放課後、それぞれの

学校の児童クラブで５、６年生を集めて学習をする取り組みができないかということで、

今年度準備を進めていきたいと思っています。それから、いろいろな生活上の課題を抱

えている子どもについて、今までは学校の教員が家庭訪問をしながら生活指導をしてい

ったのですが、家庭によってはなかなかうまくできないというところもあって、学校と

か、子育て支援関係の機関と連携が取れるように、今年度はスクールソーシャルワーカ

ーを１名、田川市で雇用することができました。そのスクールソーシャルワーカーを活

用して、いろいろな機関が子どもや家庭と関わりを持ちながら生活指導をしていきたい

というふうに思っています。それから、新園については２６年４月のスタートを目指し

て、今、準備を進めているところです。最後の重点施策です。目指す田川市の教育実現

のため、学校再編に取り組むというところは現在、教育委員さんにお願いをして、その

案を検討していただいているところです。総務文教委員会で報告をし、新聞報道でも出

ましたので、今日も後で提案がありますが、パブリックコメントを取って、教育委員会

としてその方針を決定して、それから後の取り組みを進めていきたいというふうに考え

ています。私からは以上です。 

〇教育部長〇教育部長〇教育部長〇教育部長 私からは社会教育の説明をさせていただきます。７ページをお願いします。
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社会教育施策の目標理念、市民の豊かな心と創造力を育む社会教育ということですが、

これは３年目になります。これは第５次総合計画の理念に挙げていますので、引き続き

取り組んでいくことにしております。その第５次総合計画の前期基本計画では社会教育

の施策方針を市民の豊かな心と創造力を育む社会教育ということにしておりますので、

２７年度までの５ヶ年間はこの基本方針、施策方針でいくということを決めていますの

で、これは継続していきます。次に、重点施策方針については８ページをお願いします。

４ 社会教育の重点施策のところですが、ここに６つ挙げております。⑴いつでも、ど

こでも学べる生涯学習環境をつくるから、⑹歴史を受け継ぐ文化遺産を保護・活用する

までの６項目です。個別の内容は読みませんが、この重点施策の個別の施策方針を７ペ

ージの２段落目のところ、本市の社会教育は、とありますが、そこのところから８ペー

ジまでに、それぞれ６つの項目について列記しております。次に、重点施策の取り組み

の内容について説明いたします。まず、⑴いつでも、どこでも学べる生涯学習環境をつ

くるでは、ア 校区活性化協議会の推進、イ 公民館活動の推進、ウ 図書館機能の充

実整備に取り組むことにしております。図書館につきましては、今日の議題にもありま

すが、図書館の改善基本計画を策定いたしまして、これからの図書館の在り方につきま

して、目指す図書館像を再構築し、その実現に向けた課題に取り組み、一層効率的な図

書館運営の方向性を検討することにしております。次に、⑵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では、青少年の健全育成、それから家庭教育力の向

上への支援に努めることにしております。次に、⑶生涯にわたり楽しめるスポーツ活動

の充実を図るでは、生涯スポーツの振興に努めることといたしまして、誰もがスポーツ

に親しみ、健康増進を図ることを目的といたしまして、地域で生涯スポーツができるよ

うな環境づくりの充実に取り組むことにしております。それと、もう１つは先程の生涯

にわたるスポーツ活動の推進では各校区活性化協議会、それから保健センターと連携い

たしまして、高齢者の健康づくり、これは以前から取り組んでおりますが、これは引き

続き取り組んでいきたいと思っております。次に、⑷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では、これは昨年からですが、人権学習・啓発の充実のた

めに地域の指導者を育成し、資質向上に向けた研修会などに取り組んでおりますので、

本年度も引き続き取り組んでいきたいというふうに考えております。次に、⑸豊かな心

を育む芸術文化活動を支援するでは、市民文化活動の充実のために、美術館、それから

文化センターなどの施設利用の促進を図りまして、芸術文化のふれあいの場としての提
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供を図っていきたいと考えております。最後になりますが、⑹歴史を受け継ぐ文化遺産

を保護・活用するでは、ご承知のように山本作兵衛氏の炭坑記録画の保存、修復につき

まして、しっかりと保存、修復という責任を果たしていきたいというふうに考えており

ます。それと併せまして、炭坑史跡の調査研究にも取り組んでいきたいというふうに考

えております。簡単ではございますが、以上で社会教育の説明を終わります。この後は

各課より個別の具体的な説明に入りたいと思います。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長 学校教育課です。学校教育課では教育長から示された４つの基本目標を

達成するために重点施策とその具体化について説明をいたします。時間の関係上、しぼ

って説明をさせていただきます。１４ページをお開きください。まず、教師の指導力の

向上につきましては、ア 教師の指導力の具体と結んだ学力向上プロジェクトの計画、

それから実施、さらには検証を進めてまいります。本年度は教師の指導の具体と結ぶと

いうということを考えております。イ 実効のある学力向上につきましては、学力の向

上的、持続的向上を目指しまして、基礎的、基本的な力と思考する力をバランスよく育

てるために、（ケ）読書力や計算力等の基礎的技能の向上策の推進、始業前を含めて学

習時間を確保する取り組みを進めてまいります。また、（コ）言語活動の充実による思

考力・判断力・表現力の育成を図ってまいります。ウ 研修会の実施につきましては、

（ア）組織的な対応を意識した教員研修を推進して、その中で（イ）子どもが自ら考え

活動する授業展開を工夫すると共に（オ）自己存在感、自己決定、共感的人間関係づく

りの視点に立った授業の実施に取り組んでまいります。エ 市費雇用の教職員の活用に

つきましては、（エ）今年度は学校教育課主幹で市費雇用教職員を対象に授業技術につ

いての研修会を実施いたします。続きまして、⑵児童生徒の確かな学力、豊かな心、健

やかな体の育成についてです。ア 確かな学力では、先程の教員の指導力向上のところ

で申し上げましたが、言語活動の充実を図る授業展開を充実させるとともに（ウ）のｅ

です。実施教科を拡大した数学科、英語科による休日学習の推進、授業の充実を図って

まいります。イ 豊かな心と人権を大切にする教育の推進では、（ウ）のａ いじめ等の

ない温かな人間関係の醸成を図るとともに、ｃ 地域の歴史や人々の生き方をとおして

の人の尊厳を学び合う学習の充実を図ってまいります。ウ 健やかな体の育成では、（ア）

のａ 食事環境の充実、望ましい食習慣の形成。これは、弁当の日の実施を含めて検討

をし、推進をしてまいります。ｃ 小学校給食において、いわゆるＰＥＮ食器、ポリエ

チレンナフタレート食器への全面入替えをいたします。さらに、（ウ）のｃ 学校保健会
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の計画的、組織的な運営にもとづく健康教育の推進を図ってまいりたいというふうに思

っております。続きまして、⑶地域との連携による特色ある教育活動につきましては、

（エ）スクールソーシャルワーカーを活用した家庭・地域・学校環境の改善を目指して

まいります。イ 幼稚園・保育所・保育園・小学校の連携については、（ウ）平成２６年

度開園予定の新園の経営の検討につきまして、ａ 理念、目標、目指す子ども及び、ｂ 

内容の検討から図ってまいります。⑷目指す田川市の教育実現のため、学校再編に取り

組むことにつきましては、ア 猪位金小中一貫校開校へ向けて教育課程の整備を進めて

まいります。その特色ある内容といたしまして、（ア）のｃ ふるさと田川の教材化によ

る豊かな心づくりを進めてまいります。また、（イ）本日の日程第４と関連はいたしま

すが、ａ 校区再編基本方針に基づくこと、ｂ 通学区域の矛盾を解消することの視点か

ら、校区再編について検討をしてまいります。４ 継続課題及び関連事業につきまして

は、⑴特別支援教育の充実、⑵社会の変化に対応した教育の推進に継続して取り組んで

まいります。その中で一番最後になりますが、オ 放課後児童の学習習慣の定着を目指

した学習支援についての検討を進めてまいりたいと思っております。以上でございます。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    まとめてご説明いただいてから、ご質疑ということでよろしいでしょうか。そ

れでは続けさせていただきます。よろしくお願いします。 

〇教育研究所所長〇教育研究所所長〇教育研究所所長〇教育研究所所長    教育研究所です。研究所は大事なところだけを説明させていただきま

す。２０ページをお願いします。２ 重点施策とその具体化というところで、⑴から⑺

までありますが、特に、今年は⑴教職員の資質向上を目指した研修会等の充実を図ると

いうところと⑶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というと

ころを、重点としていきたいと思っております。お手元に研究所運営計画という資料を

お配りしておりますが、研究所では毎年、１年間の研究運営にむけて、この研究所運営

計画の３ページにございますような運営委員さん１２名と教育長、研究所所長の１４名

で、毎年年３回、研究所の運営についていろいろと協議していただいております。その

中で、特に今年取り組んでいますのは、平成２５年度の研修計画についてという資料で

す。これは若い先生方がどんどん増えておりますので、早くきちんとした授業力や経営

力をつけていただいて、しっかりと子どもを育てていただくという視点から教育事務所、

それから、田川市のいろいろな研修会に参加していただいて、指導力、技術力をつける

ようにしております。教育事務所では、１ 小中のエキスパート養成講座というのがあ

ります。これは、年３回ですが、今年は２名の先生が研修を受けるようになっておりま
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す。そして、２ 教育実践研究という研修では、教育事務所と教育研究所連絡協議会が

一緒に携わって、年２回、これも論文です。教育実践した後で、論文までを仕上げると

いうものです。これも田川市から２名の先生方が出ております。田川市の関係では、市

の委嘱研というのが毎年、指導主事の先生方ですが、学校教育課だけではなく、研究所

も昨年から指導主事が出ましたので、その先生方を中心に若い先生方を育てていただい

ております。昨年は初任者が８人入ってまいりました。そこで、今年はまず初任者の若

い先生方に委嘱研を受けていただいて、授業実践と理論をきちんとして、授業した後の

成果と課題を明らかにするというところの論文の書き方までを練習するというところ

で、昨年の初任者８名全員が委嘱研究員になっております。これは２年目から５年目ま

での若い先生を対象にしております。それから、田川市の２ 田川市教育研究発表会で

す。これは毎年、夏休みの間にしています。昨年は小学校の先生２名が実践発表いたし

ました。市内のすべての先生方、管理職も併せて小中３００名以上の先生方が全員参加

します。今年は小学校から２名、中学校から２名、実践発表をして、分科会ももって勉

強していくような方法になっております。日程ですが、８月２日の午前中、青少年文化

ホールで実施予定です。それから、資料には書いていないのですが、昨年度１年間にい

ろいろな課題で教育実践をして論文を書いた先生方の表彰式が、６月２５日１６時から

市民会館であります。参加者は小・中学校の校長先生、教育委員さん、論文の応募者、

研究所の運営委員となっております。これらが研修の充実です。それから、もう１点の

不登校等の対策でございますが、研究所運営計画の２６ページに田川市不登校対策連絡

協議会規約というのがございます。これは田川市不登校対策委員会というのが平成１６

年にスタートしております。ここ数年は年間で２４、５名の不登校の子どもがおります。

１人でも多くの子どもが学校に復帰できるようにこの委員会があるのですが、いろいろ

な事情で今まで開かれておりませんでした。２７ページにおられるような先生方に承諾

をいただいておりますので、今年は６月に実施したいと思っております。それから、全

部の先生方の研修ということで田川市教科等研究会というのがあります。これも資料を

お配りしておりますので見てください。これは５月７日に教科等研究会運営委員会が開

催されました。これは小学校と中学校の校長先生全員が各教科に分かれていただいて、

１年間先生方と一緒に教科の勉強をいたします。平成１６年から続いているのですが、

毎年、実践をいたしまして実践のまとめというのを出しますが、その反省の中でこの教

科等運営委員会をより活性化して、小中学校の先生方全員が指導力、技術力をつけたり
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したいということで７ページに運営委員会の成果と課題というところがあります。成果

は、やはりみんなで年３回の研修会をしたことで主体的な活動がしやすかったとか、講

師の先生等をよんで指導方法とか、改善指導技術の向上を図ることができたということ

がありました。課題はここ数年出ておるのですが、毎年各教科で授業実践いたします。

忙しいこともあり、中には市のプロジェクトの報告会と兼ねて、各教科の実践発表をし

ているところがありました。今年度はぜひ、各教科でその教科の特性にあったものをみ

んなで研修して、事前研修、本時授研究、事後研修を含めて指導力を高めていこうとい

うことで、プロジェクトと外して、独自に各教科の１９部会のほうで授業実践をし、ま

とめをすることになりました。もう１点ですが、やはりできたら自分の希望の教科をし

たいというところから、どうしても教科に偏りがありました。それは８ページを見てい

ただきましたらわかるのですが、小学校の国語は２１年から４年間、ずっと３５、６名

います。しかし、小学校の家庭科は少なくなって２３年度、２４年度には１０名という

ことになっています。そして、この１０名の中でも実質、教科担任である５、６年の担

任というのは、３、４名しかいません。あとは栄養教諭とか、養護の先生とかが入って

いますので授業する先生がすごく偏っているというところがございました。それで、そ

ういうことをなくすということで、①②③とありますが、そういうことを教科等研で決

めました。①原則として部会員数が２０名以上の会については２つの部会に分かれる。

校長と教頭が入っていますので、例えば、小学校の国語であれば、低学年と高学年部会

に分かれて、１年間授業研究してまとめをする。それから、自分の教科からすると、道

徳とか、特活というのはなかなか参加者が少ないです。そこで、学級数の多い学校、単

学級ではできませんので、２クラス以上の小学校、５学校ぐらいはありますので、でき

ましたら１名ずつぐらい道徳とか、特別活動にも入っていただきたいということも努力

目標ということで決まりました。それから③です。問題になっていたのは、例えば、１

つの学校の中で算数希望の先生が５、６名いるのに、別の教科は誰もいないとか、そう

いうことがありました。それで、各学校で希望を取った後で校長先生に調整していただ

いて、一つの教科に偏ることを減らしていただくという形を決めました。これは、小学

校、中学校の全管理職、全教師が研修する機会になっておりますので、今年もさらに充

実させ、みんなで一緒に取り組んでいきたいと思っております。それから、研究テーマ

というのを最後につけています。教科等研が今のような形でスタートいたしまして、ち

ょうど１０年目になります。昨年までの１０年間の研究主題は「児童生徒の実態に応じ
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た、わかる・できる喜びのある授業づくり」ということで取り組んでまいりました。去

年からサブテーマが「言語活動の充実を通して」になったのですが、これから先みんな

で学んでいく中身にしようということで、課長とも相談いたしまして、今年は新たに「学

ぶ意欲を高め、確かな学力をはぐくむ授業づくり」ということで、子ども達の主体的な

学びを高めながら、確かな学力を育むというところに努めます。言語活動の充実といえ

ば、どうかしたら話し合いだけ、グループ活動をしたり、全体で意見を出して、そうい

うことで言語活動をしているという狭い意味の言語活動になりがちなので、そうではな

くて、それぞれの段階、例えば、導入段階とか、ずっと追求していくような毎時間の段

階とか、まとめの段階とか、必ず子ども達が考えて、その授業の主題やら、大きい単元

の目当てについて考えるような発問とか、交流の話し合いをする方法をみんなで考えて

いくということです。話し合いであれば同じ考えはないか、違う考えとの比較とか、分

類するとかを関係づけて、そういう方法を教えながら考えを深めさせて思考させるやり

方を確立していくということです。もう１つは、話し合いをするときにこの話し合いで

はこういうところを目指して話し合いをするという授業の目的、間近な目的をしっかり

と担任が持っていないと、とにかくいろいろな意見を出して、今日はたくさん出ました

ねで終わるのではなくて、やはりゴールをしっかり持って授業を進めるということを言

語活動の充実の中でしていきたいと思っております。６月１１日に１回目の教科等研が

大浦小学校でありますので、その時にきちんと新しいテーマの意味づけとサブテーマを

具体的にしたものをパワーポイントで示したいと思います。管理職も含め小中学校の先

生方が全員集まりますので、その中で今年の研究の方向をはっきりとさせて推進したい

と思っております。長くなりましたが、研修をしたり、不登校の子ども達の対応をした

り、そういうところを重点的にやっていきたいと思っております。以上です。 

〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長 教育総務課の施策及び事業についてご説明いたします。２２ページをお

願いします。まず、施策方針につきましては次世代を担う幼児・児童・生徒が心身とも

に健やかに育つように、安全面・健康面に十分に配慮するとともに、地域と一体となっ

た教育施設の環境整備が必要である。また、教育の機会均等及び水準を確保するために

も、安心して学校生活を送れるよう教育環境を整備することは必須条件であることから、

教育総務課といたしましては、⑴地域との連携を図り、特色ある教育活動に取り組む。

⑵目指す田川市の教育実現のため、学校再編に取り組むことを今年度の重点施策として

設定いたしております。次に、重点施策とその具体化についてでございます。⑴地域と
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の連携を図り、特色ある教育活動に取り組むにつきましては、ア 教育現場や登下校時

における児童生徒を狙った事件等の防止のため、警備会社による巡回と並行いたしまし

て、生涯学習課が所有する青色パトカーによる市内巡回や地域の自主防犯活動による防

犯パトロールなどにも連携を深めていくことといたしております。イ 幼稚園、保育所、

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

努めるため、平成２６年４月の開園を目指しております新園事業の実施にあたりまして

は、保護者など関係者から意見を可能な限り反映させていくことといたしております。

また、⑵目指す田川市の教育実現のため、学校再編に取り組むことといたしまして、教

育内容の充実と教育環境の整備を図るため、そのモデル校として猪位金校区に施設一体

型の小中一貫校を平成２６年４月の開校を目指して整備を進めております。この事業の

実施にあたりましては、地元関係者などで組織する「猪位金校区学校統合委員会」にお

いて、小中一貫校に必要となる施設や教育内容などについて協議、検討を行っておりま

す。続きまして、継続課題及びその関連事業といたしまして、まず１点目は学校施設の

有効活用でございます。学校施設は児童生徒が教育を受ける場としてだけでなく、地域

コミュニティの場としても重要な役割を担う地域の財産であることから、学校がより地

域に開かれた存在となるために、学校施設の開放など地域行事への積極的な活用を図る

ことといたしております。２点目は学校施設の適切な維持管理でございます。学校施設

は昭和５７年前後に建築したものが多く、経年劣化が進んでいることから、定期的に施

設や設備の点検を実施し、必要に応じて改修を行うことといたしております。また、特

別支援教育対象者への対策といたしましては、障害を持った児童生徒が入学等する場合

の対策といたしまして、学校施設の現況やその障害に応じて、スロープの設置や手摺の

取り付け等、学校のバリアフリー化を進めている次第でございます。３点目は防災対策

のための施設整備でございます。ア 後藤寺小学校屋内運動場天井下地等補強工事であ

りますが、各小中学校の屋内運動場は、災害時の児童生徒等の安全確保はもとより、地

域コミュニティの中心として、また防災拠点の役割や災害時の避難所としての機能を持

つことから、つり天井等の落下防止工事を実施するものでございます。次に、災害時の

停電に備えまして、伊田小学校と後藤寺小学校の太陽光発電システムの自立運転と蓄電

機能の付加工事を実施することといたしております。４点目は小学校給食の設備整備と

いたしまして、安全・安心で安定した学校給食を運営するため、老朽化いたしましたガ

ス回転釜やガス式炊飯器等の給食器具の更新を行うことといたしております。以上で説
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明を終わります。 

〇生涯学習課長〇生涯学習課長〇生涯学習課長〇生涯学習課長    生涯学習課の平成２５年度の施策及び事業について、その概要を説明い

たします。２５ページをお願いします。まず、施策方針です。本市では、郷土を愛し豊

かな心と創造力を育むまちづくりを第５次総合計画の基本目標としており、市民の豊か

な心と創造力を育む社会教育施策を、平成２７年度まで継続して推進することとしてお

ります。今年度も⑴いつでも、どこでも学べる生涯学習環境をつくる。⑵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。⑶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。⑷生涯にわたり楽しめるスポーツ活動の充実を図る。こ

の４つを重点施策として設定をしております。次に、重点施策とその具体化についてで

ございますが、⑴いつでも、どこでも学べる生涯学習環境づくりにつきましては、アの

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と、イの生涯学習の拠

点としての公民館活動の推進を挙げております。⑵自分の人権を守り、他者の人権を尊

重する地域社会づくりにつきましては、各種研修会の開催等を通じて人権・同和問題に

対する教育及び啓発の推進を図ることとしております。⑶社会全体で子どもたちを守り、

健やかに育む環境の充実につきましては、青少年健全育成支援推進事業や家庭教育力向

上への支援を通じて、青少年の健全育成と家庭教育力向上への支援に努めることとして

おります。⑷生涯にわたり楽しめるスポーツ活動の充実につきましては、生涯スポーツ

の振興や高齢者の健康づくりへの支援を通じて、生涯にわたり楽しめるスポーツ活動の

充実を図っていくこととしております。次に、継続課題及びその関連事業についてでご

ざいます。ここでは係ごとに課題と事業を記載しております。⑴公民館・スポーツ係で

は課題として、ア 校区活性化協議会、イ 老朽化した市民会館の大規模改修・整備、

ウ 地区公民館活動、エ 社会体育施設の改修・整備の４点を挙げております。特に、

今年度の事業として、イの老朽化した市民会館の大規模改修・整備では空調設備及び照

明設備の更新とエレベーター改修、エの社会体育施設の改修・整備では総合体育館屋根

防水工事と市民プールの濾過機更新及びポンプ整備を行うこととしております。また、

その他今年度実施予定事業といたしましては、オの人材バンク事業からチの地域スポー

ツとトップスポーツの好循環プロジェクト事業までの、各事業を実施することとしてお

ります。特に、今年度の事業として新たにサの県民体育大会総合開会式及びバレーボー

ル競技が田川市で９月２１、２２日に開催をされる予定であります。また、チの地域ス

ポーツとトップスポーツの好循環プロジェクト事業については、国の委託事業による事
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業実施を予定しているもので国より内定をいただいており、国の予算が通れば正式に委

託契約することとなります。市としても、これに伴い６月補正予算に事業費を計上する

こととしております。本事業は国がスポーツを通じて、地域の課題解決や民間人の活用

を含めた地域での教育支援体制の強化が必要であることから、スポーツの人材を活用し

て、地域スポーツとトップスポーツの好循環を推進する事業であり、スポーツコーディ

ネーターを派遣し、地域での健康体操教室の開催や小学校の体育活動の支援を行う予定

としております。次に、⑵学習振興・人権教育係の関連といたしましては、アの人権学

習・啓発機会の一層の充実、イの地域コミュニティの教育力の向上、ウの学校・家庭・

地域住民などの相互の連携・協力、エの青少年を取り巻く社会環境の変化と問題の深刻

化による支援体制の確立、オの市民の学習ニーズに対応できる体制の５点を挙げており、

実施事業として、カの人権・同和教育「中央講座」の開催から、ヘの夏休み子ども体験

学習事業の実施を予定しております。以上で説明を終わります。 

〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長    文化課の施策及び事業の概要をご説明いたします。３３ページをご覧くださ

い。まず、施策方針ですが、文化課としては第５次総合計画の基本目標であります郷土

を愛し豊かな心と創造力を育むまちづくりを目指して、⑴豊かな心を育む芸術文化活動

を支援する、⑵いつでも、どこでも学べる生涯学習環境をつくる、⑶文化遺産と歴史を

未来に受け継ぐ、この３つを今年度の重点施策として設定しております。その具体化で

すが、まず、⑴豊かな心を育む芸術文化活動を支援することとしまして、田川文化セン

ター及び田川青少年文化ホールを拠点といたしまして、市民文化祭、それから芸術文化

体験事業、懐かしの名画祭、こども音楽祭等を開催いたします。また、文化団体の育成

といたしまして、文化振興基金の効率的な運用を図ると共に、田川文化連盟等と連携強

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てまいり

ます。また、美術館においては「英展」をはじめとします魅力ある企画展を開催しまし

て、郷土ゆかりの作家の顕彰や奨励するために地方美術館の特徴を生かした企画展を開

催していきます。それから、市民の多様なニーズに応える美術館といたしまして、展覧

会だけではなくコンサートを開催するなど、多目的な芸術活動や交流の場として美術館

を市民へ開放し、施設利用の促進を図ってまいります。それから、美術講演会や実技講

座（ワークショップ）等を開催いたします。美術講座につきましては「夜の美術館」や

実技講座（ワークショップ）、これは、実際に展覧会を開催する美術家等を招きまして、

小学生及び一般を対象に毎年開催しておりますが、こういったものも本年も推進を図っ
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てまいりたいと思います。それから、子育てネットワークとも連携いたしまして、公民

館や施設に学芸員が出向き、ワークショップを行い、身近な美術館を目指していきたい

と思っております。学校教育との連携といたしましては、子ども達に優れた芸術作品に

触れる機会を提供いたしまして、子どもの豊かな心の育成に役立てることを近年の青少

年の問題行動等にも鑑み、美術館が果たすべき役割として大変重要だと考えております。

鑑賞機会の提供のみならず、鑑賞のための解説や出前授業を積極的に行っていくなど、

学校とも十分な連携をとりながら、子ども達の芸術文化に触れる機会の一層の充実を図

っていきたいと思っております。図書館でございますが、図書館機能の充実整備に努め

ることとしております。図書館は、利用者サービスの向上といたしまして、さらなる充

実を図るため年間３００日開館を目指しております。また、地域に密着した図書館とし

て、より一層の生涯学習の振興や、住民の学習活動の支援、若者から高齢者まで過ごし

やすい空間の提供などに努めてまいります。特に、子どもに対する読書対策や市立図書

館と小・中学校の図書館との連携、それから、図書の資料収集の充実や必要な資料の提

供等を今後、図ってまいりたいと思っています。特に、利用者に配慮した施設の整備に

つきましては、今年度耐震補強工事を実施いたしますと共に障害者、高齢者対策として

エレベーターを設置する予定としております。また、自動車文庫等も積極的に運営し、

図書館から離れた場所にも図書館のサービスが行き届くように、地域利用者の要求に応

じるよう活用を図っていきたいと思っております。石炭・歴史博物館についてでござい

ます。博物館についても博物館機能の充実を図っていきたいと思っております。特に、

いろいろな広報活動等には力を入れていきたいと思っております。今年４月から研究所

を博物館内に設置しておりまして、本日も遠方から先生がお見えになって研究をしてお

りましたが、特にそういう研究の充実を図っていって、研究成果を広く市民へ還元した

いと考えております。その他に教育普及活動の強化や文化財の保護と活用を図っていき

たいと思っております。ｄとｅに書かれておりますけれども、特に今年度から力を入れ

ていきたいところで国史跡指定への推進を挙げております。田川鉱業所伊田竪坑櫓及び

斜坑部分ですが、これは産業遺産として非常に重要な遺産でございまして、その史跡と

しての保護を目的とした調査を進め、その保存活用を図っていきたいと思っております。

それから、ユネスコ世界記憶遺産である「山本作兵衛コレクション」の保存活用につい

ても非常に重要なことでございます。最近は入館者が若干減ってくるというようなこと

もございますけれども、今年度は館内整備のための設計等を行いまして、適切な保存環
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境の整備を行うということを予定しております。継続課題及びその関連事業についてで

ございます。まず、田川文化センターと田川青少年文化ホールでございますが、今年の

４月から指定管理者が変わっております。内容については大きく変わったということで

はありませんが、制度導入の成果を十分に検証する必要があると考えております。美術

館につきましては、平成２５年度に美術館内の改装工事を行い、収蔵スペースを新たに

確保することにしております。したがって、収蔵スペースの問題は若干解消はされます

けれども、以前として駐車場等が不足する状況が見られることから、検討が必要と考え

ております。図書館につきましては、後ほど基本計画のほうで説明をしたいと思ってお

ります。石炭・歴史博物館につきましては、平成２３年５月に博物館所蔵の「山本作兵

衛コレクション」がユネスコ世界記憶遺産に登録されたことで、逆にさまざまな問題が

浮上してきております。今後は、資料の保存を最優先に考慮し、関係各課と連携して問

題の解決にあたる必要があると思っております。最後に、文化施設の耐震調査でござい

ます。平成２４年度に実施しました田川文化センター及び図書館の耐震調査の結果、平

成２５年度に両施設の耐震補強を行うこととなりました。また、平成２５年度中に田川

青少年ホールの耐震調査を実施いたしまして、その調査結果を受け、適切な施設の維持

管理を図る必要があると考えております。以上で説明を終わります。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    続けて説明をしていただきましたが、何か、ご質問、ご意見等ございませんか。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    お弁当の日は非常に結構だと思うのですが、子どもさん自身がお弁当を作れ

るようになるのは、何歳ぐらいからですか。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    基本的には小学校５年生から家庭科の学習が始まりますので、それから

だというふうに考えております。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    学校別にとか、そういうお話も先程あったと思うのですが、小学校５年生か

らであれば、できることなら全ての学校で５年生、６年生のお弁当の日を作るというの

も方法ではないでしょうか。 

〇教育長〇教育長〇教育長〇教育長    そこは、ＰＴＡとか、各学校の調理員さんとかとも話をしてやっていきたいと

思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員    よろしくお願いします。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    一般的に考えるとお弁当の日っていいなと思いますけれども、ひょっとした

ら炊飯器がないご家庭だとか、卵やウインナーがいつも冷蔵庫にないというご家庭など

もあるかもしれませんので、そういったところを学校などでよく考えて、手当をしなが
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ら、もし、そういうご家庭があったら何か違う方法でお弁当を作るというような、そう

いうフォローもお願いしたいと思います。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    ありがとうございます。おっしゃる通りで、このことにつきましては、

家庭環境そのものに関わることでございますので、日々の担任との連携、それから関わ

りが大変重要になってくると思います。ですから、明日やりますよではなくて、継続的

な取り組みの中で、実施に向けて、みんなが持ってこれることを留意しなければいけな

いというふうに考えております。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    よろしくお願いします。そういう厳しいご家庭こそ、子どもが自身で作れるよ

うになるということは、生きる力にもつながりますし、ぜひ、推進していただきたいと

思います。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    学校教育課の１７ページです。幼稚園・保育園・小学校の連携によるという

ところですけれども、新園の理念、目標とか、機能、教育内容の検討というのがあるの

ですが、これは幼稚園だけの話でしょうか。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    私どもの管轄といたしましては幼稚園というふうに考えています。ただ、

その幼稚園は伊田幼稚園、後藤寺幼稚園、それぞれの特色があり、良さもありますから、

そこをすりあわせながらと言いましても、幼稚園の教育要領にあります五領域、健康、

人間関係、環境、言語、表現の活動を活かして総合的に指導できるようにする必要があ

るというふうに思います。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    かねがね思っているのですが、私立幼稚園とか、保育所にも幼稚園と同じ年

齢のお子さんがいますよね。保育所は子育て支援課ですけれども、公立幼稚園が提携し

ている内容と同じようなことを保育所もやっているのだろうか。小学校と幼稚園の連携

のように、保育所もうまく連携しているのだろうかということが気になります。私立幼

稚園や保育所、それぞれの方針があるでしょうけれども、小１プロブレムなどで困って

いることは、きちんと同じように情報をおろしていけているのだろうかというところは

再度、確認をしていただきたいと思います。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    就学前の教育期間、幼稚園、それから保育園、保育所と学校との連携に

つきましてはかなり進んでおります。横の繋がりというところで言われますと、おっし

ゃるように幼稚園の教育要領と保育所の指針と２つの大きな柱があって、重なる部分も

ありますが、違う部分もあるのですり合わせるというのは少し難しいかと思いますが、

学校が課題とすることに関して、働きかけてこういう取り組みを一緒にやっていきまし
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ょうということについては、小学校と幼稚園だろうと、保育所だろうと、定期的にやっ

ていると思います。 

〇〇〇〇委員委員委員委員長長長長    このことに関連してですが、幼稚園と保育園の教育要領は違うということです

けれども、小中学校は先生方が交流されてありますが、保育所と幼稚園の交流というの

もあっておりますか。先生方の交流というのはどんなふうでしょうか。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    人事上の交流は一部あっていると承知しております。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    新園では、園長先生はお二人なのか、お一人なのかというのも、とても気にな

っているところなのですが、お二人ならば、それぞれ幼稚園の園長先生、保育所の園長

先生という形になると思いますけれども、もし、一つの園ということで大きく考えて、

お一人ということになった場合、幼稚園の方か保育園の方がなられるのかでそれぞれの

教育内容に関してもどういうふうにやっていかれるのだろうかと思ってしまいます。そ

ういうことで分かっていることはございますか。 

〇〇〇〇教育教育教育教育部部部部長長長長 今度の新園は保育所と幼稚園は同じ建物の中に入りますが、別という考えで

すので、それは別になろうかと思います。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 ということは、園長先生はお二人の予定ということですね。 

〇〇〇〇毛利委員毛利委員毛利委員毛利委員 教師の指導力向上についてのことですが、重点施策のところに学力向上プロ

ジェクトの推進を図り、教師の指導力の向上を図るとありますが、こういうところから

見てプロジェクトで毎年、報告会の実施というのがあるのですが、報告会を行って、そ

こで課題が出て、そして、終わりなんですよ。次の年は、また別の学校が出てきて、そ

して、また報告会を行って、そこで課題が出る。それで、学力の向上をするためには、

指導力を高めるためには、報告会なりを行って、課題が出て、そして、初めてその次の

実施になってくるのではないか。つながりが出てきて、初めて指導力が向上していくの

ではないか、学力も向上していくのではないかと思うのですが、そこのところはどうな

のですか。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    まさにおっしゃる通りで、課題の継続性といいますか、課題を克服する

ためにどういう手を打つか。つまり報告会が終わって以降の取り組みがますます重要に

なってくるというふうに考えておりますので、例えば、学校訪問の機会を捉えていただ

く、、、、前年度のプロジェクトの終了校に学校訪問の機会がございましたら、その時に昨年

度の課題をどういうふうに解決しますかとかですね。今、各学校から学力向上プランを

提出していただいていますから、特に昨年度のプロジェクト校は課題に基づいて策定さ
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れているものかどうかということを、点検させていただいた上で、もし、不備な点があ

った場合には校長先生方に具体的にお話をしようというふうに考えているところです。 

〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員    次の年の学校の中身をきちんと見ていただきたいなと私は思います。よろし

くお願いします。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    何度も繰り返しチェックをして、そこに対してどういうふうなことを実際にや

るかということを繰り返していただけたら、こんなところが、問題点がありましたとい

うご報告ではなくて、それがどうなっていったかも積み重ねていけたらと思います。そ

ういうところもよろしくお願いします。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    それもまたおっしゃるとおりで、よくＰＤＣＡというのですが、言葉だ

けが独り歩きしているところがあります。チェックしたらアクションを起こさなければ

いけないわけです。 

〇委員〇委員〇委員〇委員長長長長    ＣＡ、ＣＡ、ＣＡとやっていただけたらと思います。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    平成２５年度の重点課題を決めるときに、昨年度の課題がきちんと反映

されているか。また、それが重点化されてあれもこれもと総花的ではなくて、今年はこ

こだよということが重点化されて、示されていて、それに向けて全職員が取り組めるよ

うな活動になっているかとか、そういうところは点検をしているところです。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    １つに絞るとか、課題を限定してとかですね。向上していけるようにお願いし

ます。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    その件につきまして、実は昨日の校長会で、６月の校長会ではそれぞれ

の学校の学力向上策の重点、学校教育の重点策についてご報告をいただきますので、そ

こであえて重点化をお願いしますと、たくさんではなくて検証ができるよう、年度末に

評価ができるように、今年はこれをやりますということを明確にしてくださいとお願い

したところです。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    学力向上プロジェクトだけではなく、研究発表校についても同じことが言え

ます。先程、研究所から教師の研修で論文をたくさん出してもらいますというお話があ

りましたが、論文を書いたから終わりというような感じで終わってしまってもいけない

ので、何のためにアクションをやっているかということを、きちんと問題解決につなが

っているかということを、常々考える流れをきちんと作っていく、確立していっていた

だきたいと思います。それと、まさに今おっしゃいました今年の重点策、学校教育課の

これはというのはなんでしょうか。 
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〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    まずは喫緊の課題であります学力向上につきまして申し上げましたが、

基礎的、基本的な力と子ども達が考える力というのを両面から支えていこうと、そのた

めの学校訪問なり、要請訪問なりを使って、学校に働きかけていきたいというふうに考

えているところです。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    それと、校区再編といいますか、中学校の適正化というのは今年を逃しては

大変遅れるばかりになっていくと思います。ここのところも最重点、もっとも大事なと

ころとして提案の内容を充実させていくということです。いろいろなシミュレーション

を今年のうちにどんどんやってみて、すぐにでもアクションがとれるような準備をして

いかなければ、ますます中学生の子ども達は将来に不安を抱えることになると思います

ので、よろしくお願いします。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    この議題のときしかできないお話だと思うので、聞かせていただきますが、

高校入試で定員割れがたくさんございました。それを考えたら、今の先生方はそこで気

持ちが切れなくて、よくがんばられていると思います。先日、昇任された方が抱負を述

べられておられましたが、よくがんばられているなというふうに私は思いました。教育

長にお聞きしたいのですが、今のままであれば、いずれ井戸の水は枯れていって、そし

て、石を投げ込んで水の深さを浅くして、いずれは井戸を一本埋めてしまう、そういう

ふうなことになっていくのではないでしょうか。どこまで市の教育委員会の権限がある

のかはよく分かりませんが、市内といいますか、市郡の各中学校の生徒さんが通う高校

の教育水準がもっと上がらないと先生達が本当にかわいそうです。子ども達もかわいそ

うですが、先生達もかわいそうです。それは、教育長会議とか、そういうときにそうい

う話題は出せないのですか。 

〇教育長〇教育長〇教育長〇教育長    子ども達の教育を考えるとき、私たちは義務制が守備範囲だから、幼稚園、小

中学校についてはいろいろと手立てを打てますけれども、やはり子どもの成長を考えた

ときに高校をどうするかというのが一番大きな課題にはなると思います。だから、福岡

県の高校の教育のレベルをきちんと上げてもらうように、私たち教育長会は県の教育委

員会と連携をとりながら、ときには要望もするし、協力できるところもする、そういう

ふうなことで今、取り組んでいるところです。やはり高校の教育が充実しないと、田川

市でせっかく育てた子どもたちが田川地区の高校でなくて他所の高校へ行くという、そ

ういう状況にはなります。できるだけ優秀な子を田川に留めて、自分たちで育てた子ど

もは、高校まできっちり田川地区で教育していきたいというのは、みんな思っていると



 

 １８

思います。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    以前、お話が出ていました週刊誌の話ですが、田川高校のところは確かにほ

とんどが空欄でした。あれを見て本当にびっくりしました。今のままだったら、中学校

で成績が上がったとして、いくらかゆとりのある家庭だったら、高校は私立か、福岡と

か、北九州の県立の学校に行くのではないですか。だから、先生達が一生懸命がんばっ

てくださっているうちに、何か高校のことについても考えないといけないと思います。

解決方法はわかりませんが、希望だけを申し上げました。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    学習面でもそうですが、高校を卒業したぐらいの子ども達がフェイスブック

をしておりますけれども、地元の子ども達といわゆる進学校の子ども達が情報交換をし

ていて、とても切実に感じるのは田川地区の子ども達の語彙のなさといいますか、文章

がなんといいますか、すごく現代的なんですね。マジとか、そういう具合で、そういっ

たもののやりとりぐらいしかできていないんですね。学習もしたのでしょうが、読書な

どをしてきた子ども達というのはフェイスブックのやりとりでさえも、非常に深いニュ

アンスの含んだやりとりができているというのが実態のようです。これは、会話やこれ

からの社会活動にも同じようなことが言えるのではないかと思いますので、高校進学と

いう面だけではなくて、全ての面において、田川の子ども達は非常に厳しい状況にある。

逆に言えば、高校教育が充実していないというのは、ひょっとしたら田川地区の小中の

教育が充実していないからかもしれないので、私たちも考えていかなくてはいけないの

かなと思います。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    ほかにご意見、ご質問等ございませんか。 

        とにかく私たちのやらなくてはいけないことはもう決まっておりまして、市内の子ど

も達の考える力や基礎、基本の力をいかに伸ばしていくか、上げていってあげられるか

というのは本当に課題だと思いますし、先生方の教える力というのも大きく関わってく

ると思います。今年は非常勤の先生方にも勉強の機会を与えていただけるということで、

それは大変よかったと思っております。先生方、それから子ども達も一緒に向上してい

けるように、よろしくお願いします。ほかにございませんか。ないようですので、原案

のとおり可決することにご異議はございませんか。 

（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６号「平成２５年度教育施策方針

について」は原案のとおり可決いたします。 
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 時間が少し下がっておりますが、次に移る前に休憩を取りたいと思います。それでは

これより１０分間の休憩とします。 

（休 憩 １５時１５分） 

 （再 開 １５時２５分） 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 それでは再開します。日日日日程第３程第３程第３程第３    議案第７号「田川市就学指導委員会委員の委議案第７号「田川市就学指導委員会委員の委議案第７号「田川市就学指導委員会委員の委議案第７号「田川市就学指導委員会委員の委

嘱について」嘱について」嘱について」嘱について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長 本案は、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１２号の

規定に基づき教育委員会の議決を求めるものであります。それでは説明をいたします。

田川市就学委員会の委員につきましては、田川市就学委員会規則に基づき、以下の方々

に委嘱をさせていただきたいと考えております。教育関係者、一番上でございます。前

任の委員さんが今年度で定年退職を迎えるということでございますので、引き継ぎ可能

な時期にということで後任の方を推薦いただいております。新任の方のみ、ご説明をさ

せていただきます。教育関係職員、特別支援学校からの先生につきましては、職によっ

て充てさせていただいておりますので、この方というふうにご推薦をいただいておりま

す。また、一番下の教育研究所研究員につきましても、職によって充てさせていただい

ております。なお、小学校校長会から中学校特別支援学級の代表者までは、それぞれの

機関に代表者の推薦をいただいているところです。任期は平成２５年６月１日から平成

２６年５月３１日までとさせていただいています。以上です。 

〇委〇委〇委〇委員長員長員長員長 何か、ご質問、ご意見等ございませんか。 

〇〇〇〇毛利毛利毛利毛利委員委員委員委員 学校教育課からも入るのですか。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長 はい。事務局として入らせていただいています。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 ご質問、ご意見等ございませんか。ないようですので、原案のとおり可決する

ことにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第３ 議案第７号「田川市就学指導委員会委員

の委嘱について」は原案のとおり可決いたします。 

次に移ります。日程第４日程第４日程第４日程第４    議案第２号「学校適正規模について」議案第２号「学校適正規模について」議案第２号「学校適正規模について」議案第２号「学校適正規模について」を議題とします。事

務局に説明を求めます。 

〇学校適正規模推進室長〇学校適正規模推進室長〇学校適正規模推進室長〇学校適正規模推進室長 それでは、適正規模につきましてご説明をいたします。資料で

すが、田川市立学校校区再編基本方針（案）についての意見を募集しますというものと
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追加で差し上げました参考様式、これまでが校区再編に関します資料となります。今回

差し上げております資料は、３月の定例教育委員会の折にパブリックコメントの実施要

綱の審議をいただきましたけれども、その際にいただきました意見ですとか、議会報告

後にスケジュールが決まった段階で教育委員会に報告します、というお話をしておりま

したので、その部分を作成して提出しています。まず、１枚目でございますが、こちら

はパブリックコメントを実施しますという、いわゆるお知らせのような部分になります。

なお、３月定例会ではパブリックコメントとは一体どういったものなのかという説明も

必要ではないかというご意見もございましたので、あえてその中に点線で囲っておりま

すけれども、今回、校区再編基本方針を決定するにあたり、行政運営の公正さの確保と

透明性の向上、また、市民の皆様の市政への参画を目的に、事前に広く意見を募り、そ

の意見を考慮しようとするもので、賛成、反対を問い、意思決定の方向性を判断するも

のではありませんというお断りの文言を入れております。１ 田川市立学校校区再編基

本方針（案）の公表でございます。こちらは実施要綱に見られなかったものとしては公

表期間でございます。公表期間は７月１日から２２日まで、概ね３週間程度を考えてお

りますという説明をさしあげておりましたので、この期間とさせていただいております。

なお、７月１日ですが、日程的に少し先ではないかと思われるかもしれませんが、これ

は本日の委員会が終了した後に本庁の庁議にかける必要がございます。また、総務文教

委員会も考慮して、この日程というふうにしております。なお、議会につきましては、

今年が委員会の改選の年次に当たりますので、臨時委員会が５月中旬に予定されており

ます。５月の末から６月の最初にかけて、いずれかの日程で委員会が予定されている見

込みですので、それを考慮して７月１日としているところです。公表方法ですが、公表

方法は田川市ホームページへの掲載、それから、田川市教育委員会学校教育課、各学校

及び市役所での配布です。当初は学校教育課での配布、それから指定する場所というこ

とでお話をしておりましたけれども、各学校というご意見がございましたので、それを

つけ加えております。なお、市役所についても配布可能ということで市民課と話ができ

ましたので、追加してここに掲載をしているものです。なお、郵送での配布を希望され

る方についても、郵送で配布いたしますのでお申込みくださいということにしておりま

す。公表資料としましては、先に決定をいただきました校区再編の基本方針（案）、そ

れから、次につけております方針（案）を抜粋いたしました田川市立学校校区再編基本

方針（案）の概要版といったものを一緒に併せて配布を考えているところです。なお、
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意見の募集期間につきましては、公表期間と同じく７月１日から７月２２日までとして

おります。意見を提出できる方につきましては、実施要綱の説明時に列挙しておりまし

たそこに掲げておる５つであります。次のページをお願いします。意見の提出方法です

が、様式は必ずこれでなくてはだめですといったものを定めるものではありません。任

意の様式に、氏名、団体・法人の場合には名称と代表者のお名前、それから住所又は団

体・法人等の所在地、連絡先、意見を必ず記入して、田川市教育委員会学校教育課、ま

たは各学校までいずれかの方法で提出をお願いしますということにしております。提出

方法としては、①から⑤まで持参から市ホームページの専用フォームへの書き込みまで

を掲げているところです。なお、提出様式は任意ですが、記入用紙（参考様式）を市ホ

ームページ及び田川市教育委員会学校教育課、各学校、または市役所に準備しています

のでご活用ください。ここにあります参考様式というものが、先程の追加でお配りした

田川市立学校校区再編基本方針についての意見という資料になります。なお、意見をい

ただく際には、どの箇所に対する意見であるかの明記をお願いしますということにして

おります。提示しておりますのは、基本方針の２ページの２行目から５行目までについ

ては自分はこう思うという具体的な記述をお願いしますというものです。なお、匿名に

よる意見の提出はできません。前回、無記名者は絶対にだめなのかというご意見もあり

ましたけれども、前回、説明をいたしましたように検討に値するものがあれば、それを

取り上げることもいいのではないかと考えておるところです。なお、電話や口頭での意

見の提出はできません。それから、収集した個人情報は、田川市個人情報保護条例に従

って適切に取り扱いますとしております。５ 提出いただいた意見に対する市教委の考

え方等の公表でございますが、公表時期につきましては田川市立学校校区再編基本方針

の決定後としております。これは１番最後のページにパブリックコメント手続フロー図

というものをつけておりますけれども、９月の中旬を目標にがんばりたいと思っておる

ところです。総務文教委員会の開催日程を３月に予定しておりましたが、３月の委員会

の議題とはなりませんで４月１６日になってしまいました。日程的に少し厳しくなりま

したが、公表時期は変えないという方向で取り組んでまいりたいと考えているところで

ございます。公表の方法につきましては、田川市ホームページへの掲載、それから、田

川市教育委員会学校教育課での配布を予定しております。公表内容につきましては、類

似した意見などのとりまとめを行いまして、提出いただいた意見の概要、その際に個人

が特定できる情報等は除くものとして、提出していただいた意見に対する市教委の考え
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方、また、それに伴って田川市立学校校区再編基本方針を万が一、修正する必要が発生

した場合にはその修正をして、その修正した内容をお知らせするとしているところです。

提出先・問い合わせの先につきましては、学校教育課 学校適正規模推進室 市役所４

４－２０００（内線５５８）、ファクシミリは４２－９５５９、E-mail は学校教育課の

メールアドレスになります。これで受付をしようかと考えているところです。以上、簡

単ではございますけれども、パブリックコメントの実施につきましての説明を終わらせ

ていただきます。それと、委員さん方にお断りとお願いをしたいのですが、３月の定例

会の折にどういう周知方法をするのかといったところで、田川市のホームページと広報

たがわに折り込むチラシを作成するということで報告をしていました。ところが、本庁

の総合政策課の広報担当と話をしていく上で、広報の見開きで２ページの特集ページが

組めるという話になりました。もし、よろしければチラシではなく、その特集ページに

掲載をしたいと考えています。掲載するものはこの意見を募集しますといったものと、

この概要版、それから、参考様式、こちらを掲載できればと考えています。いかがでし

ょうか。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    手続きとしては、とても完璧になっているのですごいなと思いました。広報

たがわの本誌に特集されるとなれば、ご覧になる方々もとても興味を持って、自分のこ

ととして見てくださると思って、ありがたいと思います。そうであれば、なおさらです

が、この基本方針（案）の（概要版）です。これを私が見ましても、なんで統合しなく

てはいけないのかというのがピンとこないんですね。危機感というのが全然なくて、１

０年ぐらい経ったら学校が減るのかみたいな感じにしか、イメージがわかないわけです。

とても漠然とした言葉で、多様な学習形態の中でとか、そういうような引用がしてあり

ますけれども、２０年後に子どもがこれだけ減りますよとか、今、このぐらい先生達の

入れ替わりが激しくて、１０年後には今の先生達はほとんど残っていませんよ、半分ぐ

らいになりますよとか、そういったところが危機感として、市民の皆さんに伝わらない

と、本当に説明したことにならないと思うのです。なぜ、私達が今これを提案している

のかということです。これは必要であって、遅すぎる状況であるわけですから、これを

一刻も早く実施しなければ、将来、田川市の納税者となれる子どもがたくさんできるか、

できないかというようなことにも関わってくるので、その辺のところがもっと皆さんに

伝わるようなものをお願いします。議員さん方に報告したときの資料の中から抜粋して、

切実なところを、危機迫ったところを市民の皆さんにも分かるような方法はないでしょ
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うか。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    基本方針（案）にございます数字、児童・生徒数の数字は２２年度

の生徒数を書いております。１８年１月に審議会答申が出ました折に、予測されていた

２２年度の数字をかなり下回っている、これは事実です。例えば、中学校にしても１０

０人前後、当時の予測を下回った生徒しかいないといった程度であれば、以前出ている

数字とこの再編基本方針（案）に示されている数字にもうギャップが生じていますよと

いう書き方はできるのですけれども、そこに表現のない言葉を書くのは難しいかなと考

えるところもあって、この概要版の表現に非常に苦しむところがあります。 

〇〇〇〇公門委員公門委員公門委員公門委員    その表現のことです。先日、高校の事務長をしていて定年になった友人が遊

びにきたんですよ。それで、こういうふうなことだと言って、これを読んだのですが、

この概要版の２番目、学校教育像の実現に向けてというところの表現が、君たち書き方

があまりにも客観的すぎるのではないかというような指摘でした。では、どうするんだ

と聞いたら、例えば、１つ目の２行目のところだけを読みます。一人ひとりの資質や能

力をさらに伸ばしやすいというのは客観的すぎるから、伸ばしたいといって、自分達の

望みとか、ここにこういう希望があるということを、なぜ、はっきり伝えないのかと指

摘されました。２つ目だったら、多様な集団の形成を図っていきたい。３つ目は、たく

ましさ等を育んでいきたい。４つ目は切磋琢磨等が期待できると、どうして自分達がこ

うしたいということがはっきりと相手に伝わるような書き方をしないのですかという

指摘がありました。言われてみるとそうかなと思いました。 

〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員    私もこれはしるしをしているのですが、学校教育像の実現に向けてだから、

したいとか、何かそういう方向でないとおかしいのではないかなという気持ちは私も持

ちました。実現に向けてならばですね。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    一般の方は地元の学校、行きなれた学校、自分の行った学校がなくなるとい

うことに大きな抵抗を持つわけで、なぜ、今それが提案をされているのかということを

納得していただかなくてはならなくて、それは今から学校に行こうとする幼い世代から、

もうずいぶん前に卒業されたご高齢の方まで全ての市民の方に、このことを納得してい

ただくためには、なぜなのかということをもっと具体的に、どうしてこれをしなくては

ならないのかというところを、そうでなければどうなりますか、こういうことになって

しまうかもしれませんよというところまでを説明しないと、納得していただけるのだろ

うかと思います。 
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〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    多くのメリットがあると書かれていますが、ここに列記されている以外のメ

リットはどんなものですかという質問は当然でてきますよね。それから、ではデメリッ

トのことについてはまったく触れていないのは公平ですかという質問も当然出てくる

と思います。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    たぶん多くの方は概要版しかご覧にならない。広報でしか情報を得ることは

ないと思いますので、精密な中身をご覧になればわかることでもこれだけを見たら誤解

を受けるといいますか、切実な問題ではないといいますか、違う意味でとられてしまう

こともあるわけですから、そのエキスをこの短い中にどのように入れて、分かっていた

だけるかというところが問題ではないかと思います。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    確かに枚数の制限というのはあるでしょうけど、その辺の兼ね合いですよね。

あのくらい時間をかけて、表を加えたり、庁議というものにかけるための資料も作りま

したよね。これではそういう事がらがあまりうかがい知ることができませよね。 

〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員    この中のどこかに詳細についてはいろいろなところ、どことどこに置いてい

ますから、ぜひご覧くださいとか、そういうふうなことは書くんですよね。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    広報に掲載するときには、募集の説明のほうにもちろん書いてあり

ます。校区再編の基本方針（案）と概要版を一緒にお配りしますとか、ホームページに

載せていますという記載はしております。 

〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員    基本方針（案）本体については、学校教育課、市役所、いろいろなところに

置いていますから、詳しく見たいときには、ぜひ、そちらを手に取ってくださいという

ような書き方はするんですよね。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    私達が広報で市の収支とか、給与体系とかを見るときにグラフ化してあった

りとか、図解してあったりとかするから分かりやすいわけですよ。文章であまり書かれ

ても、なぜ、そうなのかということは分からないかもしれない。ですから、将来子ども

が減るとか、先生がこのぐらい入れ替わるとか、そういうことをある程度分かりやすく

表現するということも納得していただける材料になるかとは思います。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員 これは地域説明会とかはしないのですか。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長 この基本方針（案）自体についてはその予定はありません。基本方

針が決定後に基本計画の策定をするようになりますけれども、そうなりますと校区が具

体的に線引きが見えてきますので、そうなりますと地元の説明会は当然、必要になって

くると思いますが、今回の場合には基本方針（案）にも市教委としては猪位金小中を除
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いて２校ないし３校が望ましいという結びになっておりますので、この時点では必要な

いと考えております。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    話があちこちに飛んで申し訳ないのですけど、賛成、反対を問わないという

のはよく分かるのですが、応える人の一番最初の思いは、まず賛成か、反対かですよね。

そこから始まると思うのですが、そういう賛成、反対が書かれた意見はどういう扱いに

なるのですか。 

〇適正規模推進〇適正規模推進〇適正規模推進〇適正規模推進室長室長室長室長 ただ、漠然と校区再編には反対だというものについては、基本方針

（案）自体を撤回するということにはなりませんので、そこは取り上げないということ

になろうかと思います。ただ、基本方針（案）に示されているそれぞれの項目について

意見がある、このやり方には反対なんだといったものには。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員 待ってください。基本方針（案）に示されている項目というのは、どこにあ

るのですか。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長 基本方針（案）本体については本日はお配りはしておりませんが、

以前の教育委員会の中でお配りしました。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    一般のご父兄の方はそれをどこで見るのですか。 

〇〇〇〇毛利委員毛利委員毛利委員毛利委員    だから、それは市役所とか、いろいろなところで見られますよね。    

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    でも、それを持って帰るわけではないんですよね。そこで見るだけですよね。

それは持って帰れるのですか。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    持って帰れます。窓口にその冊数を用意しておきまして、この応募

の要領と概要版と基本方針（案）本体、そして、この参考様式をお持ち帰りいただきま

す。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    だんだんとやっと見えてきました。これらと一緒に本体も配るということで

すか。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    窓口では本体もお配りします。    

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    ただ、多くの皆さんは広報でご覧になるだけだから、この概要版しかご覧に

ならないんですよね。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長 今、神崎委員さんがおっしゃっているのは、広報たがわで見たとき

に概要版しか見えないのでというお話ですよね。それで、この概要版だけで判断される

のに判断材料としてはどうかというのがありますので、基本方針（案）の中に学級数と

教職員の定数について触れたところがありますので、その辺りをこの中に少し盛り込ん
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でまいりましょうか。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 そうですね。さらなる少子化の進展など教育環境の変化という１行があります

が、私達が見たらこうなったという経緯は分かりますが、初めて見る方にそれは何のこ

とというのが分かるように教科欠であるとか、要するに全教科の先生が揃っていない学

校があるという現実を、分からない方には処方が見えないのではないかと思いますので、

小規模校の何が悪いというふうに思われる方もいらっしゃるのではないかと思います。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員 ３５人学級がいいのなら小規模校の何が悪い、そう思うのが普通の発想だと

思います。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 小規模校が中学校を占めているので、中学校のみを対象にしてやりますよとい

うところを言いたいのですけれど、ずらっと見たらみんな同じように書いてあるので、

ここは大事というところを太字にしていただくとかですね。それはなぜかということも

ついでに分かるとなお良いかなと思います。１８年の答申が四角で囲んであって、矢印

をして、２５年の２月はこうなりましたというのはよくわかる図式になっているとは思

います。だから、そこでその１行に少し付け加えとかをしていただけると分かりやすい

と思います。なぜ急いでいるのかとか、そういうことをですね。でも、きちんと書いて

あるとは思います。すごくよくできていると思いますが、これしか見ない人のためにも

う少し配慮したほうがいいかなと思います。 

〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員 意見を提出できる方というところですが、これでいうと年齢の条件はまった

くないんですね。赤ん坊から老人まで、誰でもいいということになりますね。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    これは例が違いますけれども、例えば、議会に対して出されるよう

な請願とかありますが、請願法あたりを見ても年齢制限は特にありません。今回の場合

にも、田川市の市立学校の再編におよそ関係するであろう方はどなたでも意見を出され

て構いませんということになっております。 

〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員    はい、わかりました。    

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    もし、概要版を変えるのならば、広報に載せる前に私達に見せていただけれ

ばありがたいなと思います。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    そうですね。先程、申し上げました文章の最後の言い切りですが、今からで

も変えられるものなら、そちらのほうがいいかなというような気がします。それと、他

の委員さん方の意見を聞かなくては分かりませんが、学校教育像の実現に向けての４つ

目のところは委員会の内部のことですから、もし、できるなら教科欠の状態でなくなっ
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て子ども達がきちんと正常な教育が受けられますというような文章に差し替えたほう

がご父兄の理解が得やすいような気がします。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    そうしましたら、今、公門委員さんがおっしゃいました学校教育像

の実現に向けての語尾の修正と４つ目の差し替え、教科欠がなくなることでメリットが

あるということですね。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員 それが一番説得力のある理由のような気がします。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長 それを挿入して、それから、平成１８年１月と２５年２月の時点の

学級数と職員の定数の比較、そういったものをいずれかの場所に入れて、先程のお話で

は１８年１月の適正規模審議会答申の下にあります矢印の辺りに入るのかなとも思わ

れますけれども、その辺りに入れたところで、もう１度作り直しをしたいと思います。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員 この平成１８年１月というのがここに入っている理由はなんですか。 

〇適正規模推進室〇適正規模推進室〇適正規模推進室〇適正規模推進室長長長長 この適正規模については、この１８年１月の適正規模審議会の答申

を受けて推進していたけれども、７年を経過して教育環境に変化があるので教育委員会

として、もう一度、校区再編基本方針を策定するものですという経緯といいますか、経

過といいますか、そういったことが分かっていただけるように入れております。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員 いるのでしょうか。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 よく読めば分かることなのですが、これを見て田川中と中央中は統合するんだ

とか、そういうふうに勘違いされたりしないかなとか思ってしまいます。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員 委員長が以前、おっしゃっていたように小学校も再編するのではないかとか、

そういうふうに受け取られるということですよね。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 中学校のことを考えているんだよということは、よく読んだら分かることなの

ですが、分かってもらえるのかなと思ってしまいます。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員 適正規模審議会の答申ということ自体を知らなかったり、忘れていたりする

方がほとんどでしょうから、思い出していただくためなのでしょうが、それがどうかと

いうことですよね。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員 これをなくしたら、どんなデメリットがありますか。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長 この答申と今回の基本方針（案）を直接対比してどうというものは

ありませんので、審議会答申は省略しても特に大きな支障は発生しないと思われます。

むしろ、ここに先程の学級数の問題ですとか、そういったものを表示するということで

構わないのかなと思います。 



 

 ２８

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員 審議会の答申がありましたが、それに変化がありましたというような感じで

どうですかね。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 四角の中は重要というふうに思いますよね。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長 それでは、審議会答申のこの段を削除して再校正いたします。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員 それと、そもそも教科欠という言葉自体が分かりませんから、一般の人は使

いませんので、その辺も何のことか分かるようにですね。私もここに来るまでは知りま

せんでしたから、多くの方は教科欠という言葉が何を意味しているのかが分からないと

思います。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    広報との相談もありますが、スペース的に余裕があれば定数欠です

とか、教科欠ですとか、そういった文言の説明を１行程度で入れるのは可能かと思いま

す。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 注釈をつけるという形がいいかもしれないですね。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員 また、あまり活字がいっぱい並ぶと読むのもいやなんですよね。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員 でも、なぜこれが必要なのか、なぜ皆さんのご意見を伺いたいのかというと

ころを正確にお伝えしなければなりません。その伝え方が悪ければ、反対というだけの

コメントが出てきてしまう可能性もあります。 

〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員 別の言葉ですが、最後のページの４つ目です。望ましい学校規模を確保する

ため２中学校とありますが、ここに猪位金小中一貫校を除くということを入れた方がい

いかなと、そうしないと猪位金小中も入れてと考えてしまわないかなと思いました。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長 ここは本体から抜き出していますので、欄外にアスタリスクか、何

か打ってという形でよろしいでしょうか。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 ほかにございませんか。いろいろと意見が出ましたけれども、よろしくお願い

します。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    それと、もう１つお配りをしました資料のことです。猪位金校区の

皆様へと書いた資料があります。こちらは教育委員会として実施するといったものでは

ございませんが、猪位金小中一貫校の開設に向けまして、地元の統合委員会が各部会を

持って、委員さん方で審議をしていただいております。５月１５日号の広報にこの２枚

が折り込まれますので、そのお知らせです。これが出ましたら、また統合委員会のほう

で集計をして、どうする、こうするという話になりますので、その報告です。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    これは、猪位金校区の方のみの配布ですね。猪位金出身で今は田川市のどこか
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に住んでいる人はこういうものを見る機会はなくということですかね。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    それは統合委員会でも意見は出ていましたが、それは親戚などが言

うだろうと、情報はいくだろうということになりました。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    校章と校歌だけですね。制服とかはないのですね。    

〇〇〇〇適正規模推進室長適正規模推進室長適正規模推進室長適正規模推進室長    制服については現行の制服でいこうという方向です。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    それでは中学校年齢の子から制服を着て、それまでは私服ということですね。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    はい、そうです。    

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    地域を愛している方がたくさんいらっしゃるので、意見はたくさん出るような

気がいたします。 

それでは次に移ります。日程第５日程第５日程第５日程第５    議案第８号議案第８号議案第８号議案第８号「田川市社会教育委員の委嘱について」「田川市社会教育委員の委嘱について」「田川市社会教育委員の委嘱について」「田川市社会教育委員の委嘱について」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

〇生涯学習課長〇生涯学習課長〇生涯学習課長〇生涯学習課長    日程第５ 議案第８号「田川市社会教育委員の委嘱について」説明をい

たします。本案は、田川市社会教育委員のうち２名が任期中途で離職したため、後任の

委員を委嘱する必要があるため新たに委嘱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１２号の規定に基づき、教育委員会の議決を求めるもの

であります。資料の田川市社会教育委員名簿をご覧ください。網掛けをしておりますの

が新たに委嘱をしようとする２名でございます。交代理由といたしましては推薦団体で

ある田川市ＰＴＡ連合会の役員交代によるものでございます。また、一方は前任委員で

ある校長の定年退職に伴うものでございます。なお、任期につきましては、規定により

承認日から前任者の在任期間である２６年３月３１日まででございます。以上で説明を

終わります。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    何か、ご質問、ご意見等ございませんか。ないようですので、原案のとおり可

決することにご異議ございませんか 

（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第５ 議案第８号「田川市社会教育委員の委嘱

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６日程第６日程第６日程第６    報告第３号「田川市公民館運営審議会委員の委嘱（交代）報告第３号「田川市公民館運営審議会委員の委嘱（交代）報告第３号「田川市公民館運営審議会委員の委嘱（交代）報告第３号「田川市公民館運営審議会委員の委嘱（交代）

について」について」について」について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

〇生涯学習課長〇生涯学習課長〇生涯学習課長〇生涯学習課長 それでは、日程第６ 報告第３号「田川市公民館運営審議会委員の委嘱

について」説明をいたします。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
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条の規定に基づき、田川市公民館運営審議会委員の委嘱について臨時に代理したため、

同条ただし書の規定により教育委員会に報告するものであります。資料の田川市公民館

運営審議会委員の名簿をご覧ください。推薦団体である中学校校長会から委員変更の届

出があったことから、新たに田川市公民館運営審議会委員に委嘱したものでございます。

なお、任期につきましては規定により平成２５年４月１３日から前任者の在任期間であ

る平成２６年３月３１日まででございます。以上で説明を終わります。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 何か、ご質問等ございませんか。 

ないようですので、日程第６ 報告第３号「田川市公民館運営審議会委員の委嘱（交

代）について」は承認することとします。 

次に移ります。日程第７日程第７日程第７日程第７    事務報告「田川市立図書館改善基本計画（案）について」事務報告「田川市立図書館改善基本計画（案）について」事務報告「田川市立図書館改善基本計画（案）について」事務報告「田川市立図書館改善基本計画（案）について」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

〇〇〇〇文化課課長文化課課長文化課課長文化課課長 それでは、事務報告「田川市立図書館改善基本計画（案）について」ご説

明いたします。資料ですが、地域に密着した図書館という冊子を配布しておりましたけ

れども、これを説明するとすごく時間が掛かりますので概略だけをご説明させていただ

きたいと思います。前半部分には今の図書館の現状とか、図書館の役割とかを改めて綴

らせていただいております。それから、中盤から後半の部分にかけまして、これから田

川市が目指す図書館像についてを書かせていただいております。特に、最後のところで

は指定管理者導入に関しても少し触れさせていただいております。説明は図書館改善基

本計画解説という資料を今日新たにお配りしておりますので、そちらで簡単に説明させ

ていただきます。まず、１ページに公共図書館の本質ということについて触れておりま

す。これは公共図書館というのは日本だけではなくて世界中にありますので、こういう

公共図書館というものの在り方というのをユネスコが示しております。それは、地域に

密着した図書館という冊子の一番後ろにユネスコ公共図書館宣言という１９９４年に

出されたものをつけております。図書館がどうあるべきかということを書かせていただ

いております。人間の基本的価値を尊重するための図書館の役割、それは何かというと、

図書館の役割は地域において知識を得る窓口、地域の情報センターであるということが

書かれています。それから、個人・社会集団の生涯学習、意思決定、文化的発展の基本

的条件を提供する。それから、利用者があらゆる種類の知識と情報をたやすく入手でき

るようにするというのが図書館の役割でございます。では、図書館はどういう機能を付

加しているかということでありますが、理想的なこれからあるべき社会像というのを、
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図書館はそれを実現するための手段としての情報を提供していく場所であるというふ

うな位置づけになると思います。２ページをお願いします。では、なぜ急にこういう図

書館の改善計画みたいなものを作ったかということですけれども、一つの理由としまし

ては、図書館法が平成２０年に改正になっております。その中で公立図書館の設置及び

運営上の望ましい基準の見直し、これは平成１３年にも文部科学省が告知第１３２号で

出しておりますけれども、この新しい基準が平成２４年１２月１９日に告示、施行され

ています。その中で、特に２０年に図書館法が改正になったときに、運営状況に関する

評価を図書館はきちんとしなさい。そして、それを評価して、結果によっては改善すべ

きところは改善していきなさいということが示されました。そして、さらに運営状況を

公表しなさい。そして、住民に広く理解を求めなさい。特に、その手段として、図書館

運営協議会等の活用を図りなさいというようなことを謳われております。それと、もう

１つの理由としては参議院の文教科学委員会の社会教育法等の一部を改正する法律案

の中で、公民館、図書館の評価にあたっては評価をしながら運営の改善を図りなさいと

いうようなことが書かれておるということになりますと、まず、図書館がどうあるべき

か。今どうなっているのか。そして、今後どう改善するのかというのをやはりきちんと

示していく必要がある。そして、そのとおりになっていなければ、いろいろな評価をい

ただかなければならないという、そういう時代になっているということでございます。

田川市においてもこの動きがありまして、第５次総合計画の中でも図書館の利用者増を

図るということで、これは３ページに書かせていただいておりますけれども、現状の数

値と成果指標、そして目標値も挙げております。この目標値は貸出冊数とか、レファレ

ンス数とか、蔵書数とかを書いております。現状値から目標値は概ね１０％増を挙げて

いる状態でございます。なぜ、平成２０年に図書館法が改正になったかというと、それ

ぞれの図書館の動きというのが、地方自治体、どこの市町村も財政状況が非常に厳しい

状況が続いています。その中で、要は、図書館の利用が少なければ、どんどん縮小され

るという悪循環を呈しているところがある。したがって、こういうことでは本来の図書

館としての機能が果たせないということで、そういった答申に基づいて法が改正になっ

ております。それを記しているのが本文の８ページです。アンダーラインを引かせてい

ただいていますが、１９８０年代ぐらいから行政改革によって図書館は造っても十分な

職員を配置せず、その不足を嘱託、臨時職員などで補う自治体、これはまさに田川市は

その通りで今、ほとんどが臨時職員と嘱託職員のみです。それから、図書館法の精神に
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反して、公立図書館の管理運営を公社・財団等に委託するケース、それから、司書を派

遣会社に求める事態が現れている。それから、そのあと切々と書かれておりますが、こ

ういうことが日本図書館協会の図書館政策特別委員会の中で述べられております。そう

いう時期がどんどん進んできているというのが図書館の現状でございます。一方で、指

定管理者制度とかを導入しまして、少し図書館の本来のあり方とは違うのですが、佐賀

県の武雄市等が民間とタイアップをしまして、利用者の利便性を上げるということで日

本全国で是非が分かれているところなんですけれども、そういうことも行われたりして

おります。４ページをお願いします。実は、公立図書館の任務と目標という基準数値が

あります。それと、福岡県内人口１０万人以下の都市の図書館平均との比較という表を

作っております。田川市の現状値は非常に低い状況になっています。県内人口１０万人

以下に比べても、資料費についてはかなり低い状況、職員数も少ない状況です。それと、

基準の数値からいくと、かなり低い状況になっております。こういう状況でも今まで図

書館に特に意見があって変えていかないといけないというのが出てこなかった状態で

はあります。先進的な図書館をいろいろと調べてまいりました。５ページに書いてあり

ますが、暮らしの情報図書館という形で地域に密着した図書館というのを自治体で運営

していこうという姿がかなり出てきております。特に、九州では佐賀県の伊万里の図書

館ですが、非常にこういった動きをやっております。今は市民図書館という形でボラン

ティアと共に運営していくというような図書館を運営しておりまして、これも全国的に

有名になっております。田川市もそういう図書館の整備充実というのを図っていかない

といけないということで、公開講座などを通して、郷土についての理解を深めたりとか、

各種イベントを開催したり、それから、利用者ニーズを踏まえながら市民の協力を得る

など蔵書の充実や施設の整備を行いたいということを書いています。特に、地域に密着

した図書館ということでよその図書館でどんなことをやっているかと申しますと、地域

課題、例えば、自分の地域では学力の低下が目立つということで、子どもの読書活動の

積極的な推進を行ったりとかしております。先日、伊万里の図書館に視察に行きました

ら、やはり子どもの読書活動、家庭読書、家読というのが非常に重要ということで、こ

れを学校任せということではなく、図書館が活動を積極的に行っております。学校図書

館任せというのが非常に無責任と言ったら言い方が悪いのですが、そういうことを図書

館がやるんだ、協力してくださいという形で中心になってやっている、そういうことが

伊万里の図書館ではうかがえました。また、子どもの読書の活動の積極的な推進として
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は、伊万里は２台自動車があります。保育所辺りに自動車文庫で行きまして、本を持っ

ていくだけではなく、そこで読み聞かせの実演を図書館の職員がやっているというよう

なこともやっておりました。それから、就労支援ですが、やはり地元から良い企業をつ

くろうということで地元企業のためにいろいろな本を地元企業のために用意するとい

うような努力もやっておりました。特に、伊万里は陶芸関係の本ですね、そういったも

のを個人で買うと非常に高いので、そういったものを揃えるとか、新たな企業、万年筆

とか、そういうものを伊万里焼を一部使って作ったりとか、そういうことで成功した事

例とか、いろいろなことを図書館と一緒にやるということをやっておりました。それで、

田川では農業の振興とかいうことがありますので、農業支援とか、そういうことも基本

的には地域に密着した図書館でやれることではないかということを考えています。それ

から、図書館の改築計画です。これは２７年度に行うつもりだったのですが、アベノミ

クス等で非常にお金が回ってくるということで、急遽、２５年度内に図書館の改築計画

をやろうと思っています。２階を有効活用するということで、エレベーターがないもの

ですから、障害者の方や高齢者の方はなかなか２階に行きづらいというようなこともあ

りまして、エレベーターを設置する。それから、実際に図書館の事業としてレコードコ

ンサートとか、郷土史講座とかいうのを実は今、市民会館で行っています。こういうこ

とは実際は図書館の事業なので、図書館の中でやることによって、更に、図書館の読書

の推進に結び付けていくというようなこともできますので、そういう講座ができるよう

な設備を整備しよう。それから、学習室の効果的な利用のための改築ということで書い

ておりますけれども、これは意見箱に小学生から図書館の学習室の中でおしゃべりをさ

せてくださいという投書がありました。今の子ども達はファミリーレストランに行って

勉強するといったような姿もよく見られます。おしゃべりのできない図書館って勉強が

しづらいという、そういう子どもの意見です。私は子どもの意見を取り入れることが非

常に大切だと思うのは、その子が将来、自分が言った意見によって図書館が変われば市

政に参加してくれると思うのです。そういったことも含めて、やはり子どもの意見を非

常に大切にしたい。だから、そういうことができるような図書館を目指したいというよ

うなことで取り組みをしたいと思っております。それから、図書館の職員の増員計画で

すけれども、これは年間３００日以上の開館をするためには、やはり図書館の職員が不

足しておりますので増員をしていただきたいということをこれからやっていきたいと

思っています。いつ来ても図書館は休みだという苦情が結構多いです。実際はそんなに
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休んではいないのですけれども、利用しやすい図書館ということで開館日を増やすこと

と夜間時間の延長を実施することによって、住民の利便性を持たせたいというようなこ

とをしたいと思っております。それから、子どもの読書推進計画ですが、今、非常に児

童書が少ないということを感じています。これは、ただ単に少ないということで片づけ

てはいけないのですが、子どもの児童書というのは、少なくても新しい本、きれいな本

等がたくさんあれば少ないなら少ないなりにいいのですけれども、田川市の図書館に来

ていただいたら分かると思うのですが、実は非常に児童書が古い本で、しかも蔵書もこ

のぐらいしかないというような状況になっておりますので、そういったものを増やして

いきたい。子どもが読みたい本をもっと増やしてあげることによって、幼い時から本に

触れるということは子どもの心の成長にも大変必要であります。当然、学力の面でも、

朝読とかを学校でやられていると思いますが、ちょっとした読書が学力の向上に繋がる

ということは分かっておりますので、そういったことをどんどんやっていかないといけ

ない。これは子どもの読書活動の推進に関する法律というのがありまして、それにした

がって本来やるべきことをもっと積極的にやるということです。それから、１０ページ

にヤングアダルトサービスと書いてありますが、今、図書館で抜けているところという

のが若い層です。子どもは児童室にやってきますし、高齢者の方は何もしなくてもだい

たいやってきているのですが、若い層の利用というのが非常に少ない。それで、昨年そ

の若い層を取り込むためにということで、インターネットコーナーを新設するというこ

とをやっと２４年度に動き始めました。４台ほどインターネットコーナーをまず設置し

ました。まだ周知されていないので利用者は今のところ少ないですけれども、今後は

Wi-Fi 環境を図書館の中にも設置したいというふうに考えています。これもよくある若

い方からの苦情ですが、図書館の中でパソコン使わせてほしいということを言われます。

実は今日の午前中に図書館協議会を行いまして、この話で２時間ぐらいの時間を使って

しまいました。その中で意見があったのは、こういう Wi-Fi 環境の設置とか、望まれて

いることはすぐにでもできるではないか、２７年度といわずにすぐにでもやれというよ

うなご意見も頂戴いたしました。特に、大学生なんかはパソコンがないと図書館に来て

も何もできないというような状況ですと県立大学の先生からも意見があっておりまし

た。それで、そういうことにそぐったようなサービスをすることによって若い人の層も

増やしていきたいなというふうに考えています。次は１１ページに高齢者向けサービス

と書いておりますが、こういった高齢者の方は今でも大変多く来られています。私も最
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初は図書館を誤解していたところがあって、冷房、暖房の節約のために高齢者の方は来

られているのかなとか、一瞬思ったりもしていたのですが、今は気候のいい時期で何も

入っていなくても常時３０人ぐらいの高齢者の方がおられるような状況です。そして、

皆さん本もちゃんと読まれていますので、決してそんなことはありません。その中で特

に軽読書コーナー、これは新聞とか、雑誌を読むというところが非常に利用度が高いで

す。これは一部の専門家の方にお伺いしたら、リタイアされた方というのはお金がかか

るので新聞を何社も取れない。でも、現役時代にそういう情報をたくさん仕入れていた

人たちは、何社も新聞を読みたいということで、朝、本当に新聞を読むためだけにやっ

てくるとかいうようなことが、よその図書館でも多いそうです。そういった軽読書コー

ナーを充実させてあげることによって地域住民のそういう情報提供には十分役立つの

かなというふうに思っています。それから、健康情報コーナーとか、生涯学習コーナー、

こういったものもそれぞれ主管課と連携しまして、必要な情報を提供していきたいなと

思っております。それから、１２ページの行政サービスとの連携ですが、これは当然と

いえば当然なのかもしれませんが、予算決算書の公開とか、議会情報の議事録の公開と

かです。こういうのは市役所の情報公開コーナーにいけば公開していただけるのですが、

市役所は朝８時半から１７時までで、しかも公開していただくためにはいろいろと手続

きをするというようなことがありますので、どうせ公開するものなら図書館で広く公開

すれば、図書館は土曜日も日曜日も、そして今、木曜日は夜８時までやっていますので、

その時間まで使えますし、面倒な手続きが全く必要ありません。そういったコーナーも

どんどん作っていくことによって、住民が行政に接する機会が増えるのではないかとい

う感覚がありまして、そういう行政サービスとの連携も深めていかないといけないとい

うふうに思っています。それで、その他の田川市立図書館の特色を出したいと思ってい

ます。これは１３ページに書いていますが、ボランティア団体との協働というのは、こ

れはもう当たり前なんですけれども、従来型の図書館の仕事の一部を請け負うというボ

ランティアではなくて、いろいろな図書館のボランティアのやり方というのがあります。

伊万里で参考になったのは、住民ボランティアのために図書館の一室を空けて、そこで

本を売っているんです。古い本の寄贈があった場合、それを１００円とか５０円の値段

をつけてボランティア団体の方が売ります。そして、ボランティア団体の方がその収益

を全額図書館に寄付していただいて、そして、新しい本を図書館が買うというようなこ

とをしていました。図書館内で図書館の本は売れないのですが、そういうワンクッショ
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ンを置いた形で収益を少しでも上げて新しい本を増やそうという努力をされているよ

うなところもありました。それから、軽食室の新設です。これは武雄の図書館はどこの

部屋にもコーヒーを持ち込んでＯＫなんです。学習室の中にでもスターバックスさんの

コーヒーを持って行ってＯＫという形になっています。そこまでできるかどうかは別に

しまして、普通の図書館では飲食禁止になっています。都心にある図書館であれば一歩

外に出れば食べるところも飲むところもあります。ところが、田川市の図書館は外に出

ても飲むところも食べるところもなかなかありませんので、夏場とかはかんかん照りの

中、皆さんは外でお弁当を食べています。そういう状況で学習室を利用してくださいと

言っても、あそこに行っても外で弁当を食べないといけないので朝から勉強しようかと

いうことがなかなか促進できない。県立大学は大学の図書を開放していますが、大学の

食堂も使うことができるというようになっていますので、若い人は県立大学の図書館を

利用しようなんていうようなことがあっています。積極的に田川市の図書館を利用して

もらうためには、よそではできないのですが、軽食室等で飲食ができるようにしてはど

うか、そういうことを独自の取り組みとしてやっていきたいと思っています。それから、

１４ページになりますが、将来的な市長部局との連携ということで先程の行政の情報コ

ーナーとか、講座のパンフレットを置いたりとか、そういうことはよその図書館でも普

通に行われています。そういうことだけではなくて、図書館というのは社会教育施設で

すけれども、韓国とかに行きますと総合窓口という考え方がありまして、教育施設であ

ろうが、体育館であろうが、自分のしたい行政に関連する手続きができるようになって

いる、すごくＩＴが進んだ世界です。例えば、市民課の窓口に行って文化センターのホ

ールを借りたいと言って手続きができたりとか、体育館の窓口で税金を払いたいと言っ

たら払えるとか、とんでもなく総合窓口が進んでいます。そこまではいかないにしても、

図書館というのは土曜、日曜も開いていて、平日延長もしていますので、そこで住民票

が欲しいという要望にあったら、図書館の中の一角に市長部局の方がいて、そこでサー

ビスをすれば、土曜日でも日曜日でも住民票が取れるようになるということもあります。

そういったことも踏まえて、今後は考えていったらどうですか。そうすれば、図書館の

利用者も増えるし、住民の利便性も上がる、そういうような取り組みも今後、必要にな

ってくるのではないか。これはすぐに実現できるものではありませんが、考えられるこ

ととしてはそういうこともあるということです。１５ページには指定管理者制度に向け

てということで書いてあります。指定管理者制度については、最近、武雄市がすごく取
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り上げられていまして、ある意味でとても良いです。私も先々週、武雄市に行ってきま

したけれども、館内にＢＧＭで小さい音でジャズとかが流れながら、コーヒーを飲みな

がら読書ができるというような環境です。そこだけを見ると楽しいのですけれど、だか

らといって一番最初に説明しました図書館としての本来あるべき機能といいますか、目

指すべき機能、本当に図書館の本質を果たしているのかというところでは、やはり疑義

があるところではあります。そういう本来の本質をきちんとできるようにするためには、

やはり市がきちんとした計画を立てて、そのラインという筋をきちんとつけた上で指定

管理者に引き渡すというようなことをしない限り、指定管理者は民間ですからお金にな

らないことはやらないとか、そういったことがどんどん出てくると思います。したがっ

て、こういう基本計画、このあと具体的な計画を立てていきますが、そういうことをき

ちんとやっていただけないのであれば指定管理者制度には賛同できない。逆に、我々市

の職員がこういう計画を立てたけれども、それが実現できない。しかし、指定管理者な

ら実現できるということであれば、指定管理者にお願いをするということも考えなけれ

ばいけないというふうに思っております。金額面だけで算定しましたら、先程も言いま

したが、今のほとんどの職員は嘱託職員と臨時職員の構成になっていますので、人件費

というのは非常に安くあがっています。したがって、経費だけで検討しましたら、指定

管理者制度にしてもたいして経費等は変わらないということになります。そういうこと

で考えると、非常に問題があるのは、職員だったらいろいろと経営改善とか、企画とか

をやっていくのですけど、そういう職員がどんどん居なくなって嘱託職員だけになれば、

ただの貸し出しサービスということになりかねない。それだったら、極端に言えば指定

管理者制度でも同じということになります。その辺を十分踏まえた上で指定管理者を検

討してほしいということを、この基本計画の最後に書かせていただいております。年間

の今の図書館に要する概算経費を書かせていただいておりますが、これはあくまで修繕

費とかは入っていない、ただの運営費でございます。非常に古くなっておりますので、

年々修繕費等もかかってきますので、もっと金額的にはかかっております。最後に１６

ページです。年次計画として、平成２５年度に図書館の２階の改修を行います。２６年

の４月からは改修後の新しい図書館ということになります。２６年度中から、なんとか

３００日開館をスタートさせたいというふうに考えております。市民向け講座も２６年

度にスタートさせたいと思っております。ただ、指定管理者制度の導入に関しましては、

２５年度、２６年度で慎重に検討して、もし、導入するとしたら２７年度からというこ
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とで今は考えております。午前中に図書館協議会を開かせていただいて、これの説明を

しましたら指定管理者制度についてはかなりご意見が出ておりまして、慎重に検討、論

議するべきだという意見が大勢を占めておりました。以上で説明を終わります。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 何か、ご質問、ご意見等ございませんか。 

改善していくと図書館に行く楽しみが増えるというのがとてもよくわかりました。レ

コードコンサートは今はＣＤとかもかけてらっしゃるのですか。私も以前は参加してお

りましたけど、昔はわざわざレコードを持ち寄っていましたよね。どういう目的でやっ

てらっしゃるのかなとか、いろいろ興味があります。 

〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長    今はＣＤとかも使っております。市民会館で月に１回やらせていただいてお

ります。田川市内の方だけではなくて、かなり広範囲の方が参加されております。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    最初は個人のお宅から始まりましたし、それがまた図書館に戻ってきて、そこ

で関連した書物なども紹介いただければいいなと思いますので、よろしくお願いします。

特にございませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第８日程第８日程第８日程第８    議案第９号議案第９号議案第９号議案第９号「「「「田川市立中学校田川市立中学校田川市立中学校田川市立中学校設置条例設置条例設置条例設置条例

の一部改正について」の一部改正について」の一部改正について」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。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    日程第８「田川市立中学校設置条例の一部改正について」説明いたしま

す。本案は、平成２５年８月１日付けで猪位金中学校の位置を変更するため、所要の改

正を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２号の

規定により教育委員会の議決を求めるものです。猪位金小中一貫校整備のため、猪位金

中学校を平成２５年８月から平成２６年３月まで猪位金小学校の所在地に移すため、田

川市立中学校設置条例の一部を改正いたしたいと思います。本則の中では田川市立猪位

金中学校、田川市大字位登５０９番地を田川市立大字猪国２５５９番地に改めます。こ

の条例は平成２５年８月１日から施行いたします。以上です。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    なにかご質問、ご意見等ございませんか。 

ないようですので、原案のとおり可決することにご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第８ 議案第９号「田川市立中学校設置条例の

一部改正について」は原案のとおり可決することとします。 

次に移ります。日程第９日程第９日程第９日程第９    諸般の報告「５月行事予定について」諸般の報告「５月行事予定について」諸般の報告「５月行事予定について」諸般の報告「５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（研究所を含む）の行事予定を説明） 
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〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 次に移ります。「「「「６月定例会の日程案について６月定例会の日程案について６月定例会の日程案について６月定例会の日程案について」」」」を議題とします。 

〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長 ６月定例会でございますが、６月１０日（月）の１４時でいかがでしょ

うか。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 よろしいでしょうか。ご異議ないようですので、６月定例会は６月１０日（月）

の１４時からに決定いたします。 

ほかにご質問、ご意見等ございませんか。 

ないようですので、以上をもちまして、平成２５年第６回田川市教育委員会５月定例

会を閉会いたします。 

 

（閉会 １７時００分） 

 

 

  


