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（開会１４時３０分） 

○教育長 ただいまより、平成３０年第４回田川市教育委員会３月臨時会を開会いたし

ます。日程第１ 議案第８号「田川市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規

則の制定について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育総務課長 日程第１、議案第８号「田川市教育委員会事務局処務規則の一部を改

正する規則の制定について」ご説明申し上げます。本案は、組織の見直しに伴い、関

係規則の整備を行う必要が生じたため、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則

第２条第８号の規定により教育委員会の議決を求めるものであります。それでは、１

ページをお願いいたします。まず、本案にかかる経緯につきましては、０歳から１８

歳までの子どもに対する切れ目のない支援を行う組織の設立を準備するために、平成

２９年４月１日付けで子ども支援準備室設置要綱を制定し、子ども支援準備室を学校

教育課内に設置していますが、この設立準備が平成３０年３月３１日をもって完了す

るため、平成３０年４月１日付けで準備室を廃止したうえで、新たに市長事務部局内

に子ども支援連携推進室を設置することとなりました。ついては、準備室の廃止に伴

い、田川市教育委員会事務局処務規則の一部を改正するものであります。改正内容の

概要につきましては、田川市教育委員会処務規則における、学校教育課学校教育係の

事務分掌から、関連事務を削除するものであり、改正の施行期日は平成３０年４月１

日であります。なお、２ページには田川市教育委員会事務局処務規則の一部を改正す

る規則（案）を、また、３ページには田川市教育委員会事務局処務規則新旧対照表を、

それぞれお付けしております。詳細の説明につきましては、割愛させていただきます。

以上で、説明を終わります。 

○教育長 何か質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

  異議なしと認めます。よって日程第１ 議案第８号「田川市教育委員会事務局処務

規則の一部を改正する規則の制定について」は原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第２ 議案第９号「平成３０年度教育施策方針について」を議

題とします。教育施策方針をご覧ください。２１世紀の日本にふさわしい教育体制を

構築し、教育の再生を実行していくために、内閣総理大臣・官房長官・文部科学大臣

及び有識者で構成された「教育再生実行会議」が出した昨年６月の提言によりますと、
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現在の日本の子どもたちをとりまく教育の現状は、「要保護・準要保護児童生徒の増

加」「不登校児童生徒・児童虐待・小中学校での暴力行為の急増」など、厳しい状況

であると述べています。さらに提言は、「学校現場の教師の多忙化」「一人親家庭の増

加」「地域のつながりの希薄化による地域の教育力の低下」等の問題にもふれており

ます。そこで、教育再生実行会議は、「家庭や地域の教育力を取り戻すこと」「学校・

家庭・地域の三者が相互に協力しながら、子どもを支え、育んでいくこと」「教育と

福祉の連携・協力を強化していくこと」の重要性を提言しています。また、世界は人

工知能の開発等の第４次産業革命を迎えており、「多くの仕事が自動化され、現在の

子どもの６５％は、今、存在しない仕事に就く時代となる」と言われております。そ

こで、新学習指導要領では、このような変化の激しいこれからの時代に求められる資

質・能力として、「生きて働く知識・技能」「先の見えない状況でも対応できる思考力・

判断力・表現力」「学びに向かう力と人間性」の育成をあげております。このような

中、田川市教育委員会は、「自分のよさや特性を生かして、自立し、進んで社会参画

する子どもの育成」「誰もが誇れる教育と文化のまち田川」をめざして、学力向上・

よりよい教育・文化環境づくり等に取り組んでまいりました。平成２９年度の主な成

果を１ページから３ページにまとめておりますが、そのうちの主なものをあげます。

まず、学力向上については、平成２８年度から田川市ぐるみ・学校ぐるみで、陰山メ

ソッド・小河式による「１００マス計算・漢字前倒し学習」等「基礎基本の徹底」に

取組み、本年度の４月の「全国学力テスト」では、「全国平均を超えた教科のある小

学校が５校」に増加しました。また、「読み書き計算」の徹底反復の取組により、子

どもたちは、「がんばれば、わかる！やれば出来る！」ということが実感でき、全国

学力テストの「学習意欲」の調査では全国平均を上回ることができました。また、電

子黒板・デジタル教科書・実物投影機等のＩＣＴ機器が田川市内全学級に配置され、

学校現場から、「挿絵、図表、グラフ、動画なども見やすく、子どもたちが集中して

画面を見るなど、子どもたちの反応がとても良い」「大画面の操作や書き込み等を通

して、楽しく自主的に学ぶ子どもの姿が見られる」等の声が届いております。また、

青山学院大学の木村教授・高木準教授の指導による８回に及ぶ英語研修会やＡＬＴの

１名から３名への増員により、外国語教育が充実しただけでなく、大藪小・田川中の

拠点校を中心に小・中一貫の英語カリキュラムの作成を行うことができました。また、

中学校給食については、教育委員会の各学校への事前指導の不十分さによる「異物混
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入」問題で、子どもたち・保護者・市民の皆様に大変心配をおかけしましたが、完全

給食が開始され、栄養のバランスの取れた温かい給食を全児童生徒が食べることがで

きるようになり、中学校現場からは、家庭環境の厳しい生徒さんの顔色がよくなって

きたなど、生徒の健康面が改善された事例の報告が食育委員会でなされております。

また、子どもたちの学習習慣の確立と地域での居場所づくりをめざした「放課後子ど

もチャレンジ教室」を２校から４校に拡大することができました。さらに家庭の教育

力の向上をめざし、「絵本の親子読み聞かせ」「音楽の親子演奏会」「家庭での性教育」

等のテーマで家庭教育講座を開催し、参加者に大変、好評でした。また、山本作兵衛

氏の炭坑記録画の保存設備の充実を行い、石炭・歴史博物館がリニューアルオープン

し、９月には開設以来の来館者１００万人を突破することができました。最後に平成

２９年度から「教育委員会だより GURUMI」を年に３号発行し、学校教育及び社会

教育の方針や取組の成果・課題を多くの市民に発信することができました。以上、本

年度の取組の成果をお伝えしましたが、各小中学校の学力の２極化や生徒指導上の問

題、家庭や地域の教育力向上の課題等は依然、残ったままであります。これらの課題

を解決していくためには、「学力向上及び生徒指導を中心とする学校教育のさらなる

充実」「PTA や校区活性化協議会等と連携した家庭・地域の教育力向上」「強い絆で結

ばれた地域共同体づくり」「厳しい家庭環境の子どもや発達上の課題をもつ子どもの

自立を支援する教育・福祉行政の連携強化」などが不可欠であります。そこで、田川

市の教育の基本目標を４ページ上段の４点とし、平成３０年度は、「学校・家庭・地

域・行政の互いのつながり強化」をキーワードにさらなる教育改革を進め、基本目標

の達成をめざします。そして、学校教育施策の目標理念を「自己有用感を育む学校・

家庭・地域・行政の四位一体の教育」、社会教育施策の目標理念を「市民の豊かな心

と創造力を育む」「地域の歴史・文化を守り育てる」としました。では、４ページの

中段をご覧下さい。学校教育の施策方針の説明を致します。学校教育の施策方針は、

「すべての子どもに居場所と基礎学力を保障する学校」「子ども一人ひとりのよさ・

個性・体力を伸ばす学校」「子どもの育ちの姿とデータの両方で、家庭や地域に元気・

勇気を与える学校」の三つです。また、来年度の学校教育の重点施策は、⑴教育環境

の整備充実 ⑵確かな学力、豊かな人間性、健康・体力・自立心を育む学校教育の推

進⑶「田川ならではの教育」の推進の三つです。では、「教育環境の整備充実」の重

点施策を説明します。１、子ども・教職員・保護者・地域の人々の互いのつながり強
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化をめざして、全小中学校で“笑顔のあいさつ”運動に取り組みます。２、平成２９年

度に作成しました「新中学校創設基本計画案」への保護者・市民の理解の拡大をめざ

して、引き続き、丁寧な説明を行ってまいります。３、安全・安心な給食を提供する

ために、調理業者等と徹底した安全対策を講じていくとともに、全教職員で食育推進

に取り組みます。４、平成３０年度から市民生活部に創設予定の「子ども支援連携推

進室」を中心とする福祉行政機関との連携を強化し、不登校・問題行動の解消に取り

組みます。５、小学校のトイレ改修等、老朽化した学校施設の改修を行い、子どもた

ちが安心して学べる環境の整備充実に取り組みます。６、平成２９年度に実施した田

川市小中学校勤務実態調査の結果をもとに「学校・教師が担う業務の明確化」「行事

等の見直し」「部活動の外部人材の積極的導入」等に取り組みます。７、保護者・地

域住民に信頼される開かれた学校をめざして、学校と家庭・地域が協働で子どもを育

てるシステムであるコミュニティ・スクールの導入に向けての検討を開始します。二

つめの柱、「確かな学力、豊かな人間性、健康・体力・自立心を育む学校教育の推進」

については、６ページをご覧ください。１、基礎学力なしには、思考力・判断力・表

現力や問題解決力を育むことはできません。平成３０年度も引き続き、陰山メッソッ

ド・小河式による「読み書き計算」の徹底反復に取り組み、すべての子どもたちの集

中力・基礎学力のさらなる向上をめざします。２、電子黒板等の ICT 機器を活用して、

子どもたちの学習意欲を高め、自ら進んで仲間と討論し合いながら問題を解決する授

業を実現し、思考力・判断力・表現力を高めていきます。３、自分なりの人生設計を

描き、具体的な目標を持って学習できるように「田川キャリア教育研究会」と連携し

て、さまざまな職業人と出会い交流するキャリア教育を強化します。４、平成３０年

度から「特別教科である道徳」が小学校で全面実施されるため、「考え議論する道徳」

の授業づくりを進めます。次に８ページをご覧ください。「田川ならではの教育」の

説明をいたします。まず、一点目は、乳幼児期から就学前・学齢期・高校への切れ目

のない包括的な支援、自立支援を子ども支援連携室を中心に福祉行政と連携し、進め

ていきます。さらに、全小中学校で、校区活性化協議会や５千人ボランティア等の社

会奉仕活動に主体的に参加し、田川の文化や歴史に愛着と誇りを持ち、田川のよさを

発信する子どもたちを育成していきます。また、今までも福岡県立大学との連携を進

めてきましたが、平成３０年度は、土曜数学・英語まなび塾・放課後児童クラブ等で

の連携に加え、県立大学の交換留学生を招いての国際理解教育や教職課程の学生のイ
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ンターンシップ制度の充実など、さらに市内小中学校と県立大学の連携を強化してい

きます。また、地元企業の科学研究所と連携協定を結び、夏休み中に企業と共催で「科

学に関する講座」を開設し、子どもたちの科学への興味・関心・意欲を高めていきま

す。次に社会教育の施策方針の説明を行います。１０ページをご覧ください。「 “笑顔

のあいさつ”あふれる、強い絆で結ばれた家庭・地域社会づくり」「安全・安心かつ美

しい街づくりに進んで貢献する家庭・地域社会づくり」「互いの人権を大切にし、ふ

るさとの文化・歴史を大切にする家庭・地域社会づくり」以上の３つの施策方

針のもと、平成３０年度の社会教育の重点施策として、７つの柱を設定し、取り組

むことにしました。⑴学校と家庭・地域が一緒に取り組む“笑顔のあいさつ”運動やボ

ランティア活動・ふれあい交流活動・国際交流活動等をとおして、幅広い交流を進め、

強い絆で結ばれた地域共同体づくりを推進します。⑵校区活性化協議を中心とする自

主的な地域活動、公民館を拠点とした学習活動、市立図書館の整備充実などをとおし

て、いつでもどこでも学べる生涯学習環境づくりを進めます。⑶また、家庭教育に関

する学習機会や情報提供、地域の子どもを地域で育てる青少年の健全育成体制の強化

をとおして、子どもたちを守り、健やかに育てるため、家庭・地域の教育力を高めま

す。⑷部落差別・障害者差別問題等に関する教育・啓発や男女共同参画社会の形成促

進に取り組み、互いの人権を尊重する地域社会づくりを進めます。⑸さらに、社会体

育施設の整備充実、市民のニーズに応じたスポーツ活動、東京オリンピック・パラリ

ンピック開催に伴う国際交流及びスポーツの活性化の取組等、生涯にわたり楽しめる

スポーツ活動を充実します。⑹市民文化活動の充実、市立美術館の整備充実を中心に

豊かな心を育む芸術文化活動の支援に取り組みます。⑺リニューアルオープンした石

炭・歴史博物館の整備充実、文化財の保存・活用、また、子どもや市民に郷土の誇り

と歴史を継承・発展させる取組の一つとして、田川の歴史・文化を発信する「歴史・

文化ボランティア」となるための「歴史・文化検定試験」の検討を始めたいと

思います。最後に、平成３０年度のキーワード「学校・家庭・地域のつながり強化」

の具体化の第一歩として、「笑顔のあいさつ運動」に学校だけでなく、家庭・地域・

全市的に取り組みたいと思っております。田川の「よさ」「宝」は、何といいまして

も「熱い人情」と「強いつながり」であります。「人情」と「つながり」を弱体化さ

せてはなりません。大きな自然災害等が起こって、「絆」の大切さを再確認するので

は遅すぎます。今こそ、「おはようございます！」「よい一日を！」「こんにちは！」「お
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つかれさま！」等、「笑顔いっぱい」の「ハッピーあいさつ」あふれる「田川の街づ

くり」を教育行政・学校現場・家庭・地域社会みんなで進めていきたいと思っており

ます。このような取組をとおして、学校・家庭・地域・行政のつながりを強化しなが

ら、「地域社会全体で子どもたちを育てる街、たがわ」へと発展させていきたいと思

っております。みなさまのご理解と応援をよろしくお願いいたします。以上です。 

○学校教育課長 学校教育課施策及び事業について説明いたします。事業数が多いので

新たな事業や主な事業のみ説明させていただきます。まず、学校教育の重点施策です。

１４ページをお願いします。学校教育の施策方針と学習指導要領の基本的な考え方か

ら３点としています。先程、教育長が述べられましたので、ここでは省略したいと思

います。次に重点施策とその具体化について説明いたします。１５ページをお願いし

ます。⑴安全・安心かつ気持ちよく学べる教育環境の整備充実を図るの「ア あいさ

つ運動をとおして、学校・家庭・地域のつながりの強化に取り組む」です。目的は、

「学校・ＰＴＡ・校区住民等が連携・協力し、「あいさつ運動」を展開することによ

り地域のつながりを強める。」です。事業内容は、「学校の教育計画に「あいさつ運動」

を位置づけ、地域ぐるみのあいさつ運動を年間を通じて実施する。」でございます。

目標としては、「あいさつ運動」実施校区の割合を１００％にする。」ことです。次に、

中段「イ 安全・安心な給食を提供するとともに食育の推進を図る」取組です。目的

は、「児童生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけることができる

よう、積極的に食育を推進する。」ことです。事業内容は「（ア）として、小中学校の

教職員を対象とした食育研修会を開催すること。（イ）として、栄養教諭による食育

指導の充実及び個別的な相談事業を実施すること。（ウ）として、安全・安心な給食

実施のための検討を学校食育推進委員会で行うこと。」としています。目標といたし

ましては、「（ア）中学校給食献立委員会を毎月開催し、ランチボックス給食の改善・

見直しを行うこと。（イ）栄養教諭が、年間３回以上各学校を訪問し、食育指導を実

施すること。」の二つを目標としております。次に１７ページ下段をお願いします。「ク 

教職員の勤務実態の改善に取り組む」です。目的は「学校における働き方改革の視点

で、各学校で行っている業務を見直し、教育内容の充実や子どもへ関わる時間を増や

すこと。」です。事業内容は、「（ア）働き方改革検討会議（仮称）を開催し、現場の

実態に応じた業務改善策を検討すること。（イ）各校において業務改善の取組を行う

こと。」です。目標は、「業務改善の取組を行った学校１００％をめざす。」としてお
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ります。続いて、「ケ 保護者や地域住民に信頼される開かれた学校づくりを推進す

る」取組です。目的は「学校と地域との組織的・継続的な連携・協働体制を確立する

ため、コミュニティ・スクールの導入に向けて検討を始める。」ことです。事業内容

は、「（ア）先進地におけるコミュニティ・スクールの事例を収集し、校長研修等を通

じて周知すること。と（イ）田川市における学校と地域の組織的・継続的な連携・協

働体制モデルとなる事例を集約すること。」です。目標としては「（ア）管理職を対象

としたコミュニティ・スクールに係る研修会を実施すること。（イ）田川市における

モデル事例（１校区以上）を集約すること。」としております。次に、１９ページ上

段をお願いします。「イ ＩＣＴ教育をさらに推進し、田川市ぐるみで授業改善を図

る」取組です。目標は、「授業の中でＩＣＴ（情報通信技術）機器を効果的に活用し、

子どもの学習意欲を高め、思考を促す授業を行う。」ことを目標としております。事

業内容は、「（ア）電子黒板や書画カメラを活用し、実物を示したり拡大提示したりし

て、子どもの興味・関心を高めること。また、（イ）デジタル教科書を活用したり、

児童生徒のノートや作品を提示したりして、児童生徒が自らの考えを発表する場面を

設定すること。」です。目標は、「電子黒板やデジタル教科書を活用した「主体的で対

話的、深い学び」の視点での授業公開を全小中全校で実施する。」こととしておりま

す。続いて、２１ページ下段をお願いします。「ク 田川市立教育研究所の機能を強

化する」取組です。このことにつきましては、のちほど研究所の方から報告がござい

ますのでここでは割愛させていただきます。続いて、２２ページ中段、「ア 福祉行

政との連携を強化し、すべての子どもの自立支援を推進する」取組です。目的は、「子

ども支援連携推進室との協働により、福祉行政との連携を強化した、乳児期・就学前・

学齢期・高校への切れ目のない包括的な支援を進め、「不登校・問題行動の解消」「学

力向上」「すべての子どもの自立支援」に取り組むこと。」であります。事業内容は、

「（ア）教育福祉連携会議を実施し、教育委員会と市長事務部局の連携及び切れ目の

ない包括的な支援の充実を図ること。（イ）スクールソーシャルワーカーを子ども支

援連携推進室に配置し、学校と福祉各部署の連携強化を図ること。」としています。

目標として「不登校の児童生徒の解消・復帰数１０件以上をめざす。（平成２９年度 

解消・復帰数 小学校：３件、中学校：６件 計９件）」としております。次は２４

ページ下段をお願いします。「キ 外国語教育を中心に青山学院大学との連携を強化

する」取組です。目的は、「平成３０年度は、副教材の開発、一貫プログラムの検証
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等、「田川市英語教育特区」に向けた取組を進める。」です。事業内容は、「（ア）市内

の小学校及び中学校を指定し、英語教育一貫プログラムの検証と副教材の開発を行う

こと。（イ）青山学院大学の教授及び准教授による教職員を対象とした英語・外国語

教育研修会を実施する」です。目標は、「（ア）英語教育一貫プログラムを検証し、英

語教育特区の申請を行う。（イ）年間に英語・外国語教育研修会を４回実施する。」で

す。最後に２５ページをお願いします。「ケ 地元企業の科学研究所と連携協定を結

び、科学教育を推進する。」事業です。目的は、「科学研究所を有する地元企業との連

携協定を結び児童生徒の科学への興味・関心・意欲を高め、科学的探究心を醸成する。」

こととしております。事業内容は、「地元企業との共催による「田川ジュニア・サイ

エンス・セミナー」（仮称）を実施する。」ことです。目標は、「田川ジュニア・サイ

エンス・セミナー」（仮称）を夏季休業期間に実施する。」としております。 

○教育研究所研究員 続いて、教育研究所施策及び事業についての説明をさせていただ

きます。２８ページをお願いします。「⑴ 安全・安心かつ気持ちよく学べる教育環

境の整備充実を図る」の「ア 不登校・問題行動等を解消する取組を強化する」の取

組です。目的は、「適応指導教室での活動を通して、不登校の早期解消に努める。ま

た生徒指導上の諸問題に関する実態調査の集計と報告や問題行動改善につながる資

料提供を通して、不登校の早期解消や問題行動等の改善に努める。」としております。

事業内容は「適応指導教室」と「生徒指導」に関する事業の二つです。目標は「不登

校の児童生徒の割合が、小学校０．２５％、中学校３．１％以下になることをめざし

ます。次は、「⑵確かな学力、豊かな人間性、健康・体力・自立心を育む学校教育を

推進する」の「ア 田川市ぐるみ、学校ぐるみで学力及び体力の向上に取り組む」で

す。目的は、「教員の指導力向上に向けて、各種研修会や研究会を実施し、その助言

と援助に努める。」としております。事業内容は、「委嘱研究委員の推進に関する事業」

「田川市教科等研究会関する事業」「田川市教育研究発表会に関する事業」「筑豊地区

教育研究所連絡協議会に関する事業」「研究実績の普及・公表に関する事業」「福岡県

教育研究所連盟に関する事業」「研究サークルの研究推進に関する事業」です。目標

につきましては、３０ページに記載の通りでございます。続いて、３０ページ下段を

お願いします。イとして「ＩＣＴ教育をさらに推進し、田川市ぐるみで授業改善を図

る。」取組です。目的は、「ＩＣＴ教育に関する調査を実施し、結果資料の提供を通し

て、ＩＣＴ教育を取り入れた授業改善やＩＣＴ教育の更なる推進に向けた問題を提起
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する。」です。事業内容は「田川市内の教員や児童生徒を対象にＩＣＴ教育に関する

実態調査を行う。３学期に調査結果資料を教育委員会、小中学校及び関係機関に配布

し、ＩＣＴを取り入れた授業改善の資料並びに今後のＩＣＴ教育推進に役立てる。」

としております。目標は、「調査結果資料配布後アンケート調査を行い、資料が「役

に立った」「少しは役に立った」の合計が８０％以上になることをめざす」としてお

ります。以上で、学校教育課に係る重点施策とその具体化についての説明を終わりま

す。 

○教育総務課長 続きまして、教育総務課所管の施策及び事業につきまして、ご説明申

し上げます。３２ページをお願いいたします。まず、施策方針ですが、学校施設は、

昭和４０年から５０年代までに建築したものが多く、経年劣化が進んでいることか

ら、定期的に点検を実施したうえで、必要に応じ、改修を行いながら、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必要があります。ま

た、近年では、増加傾向にある非常災害時に、地域住民の避難場所としての役割を果

たす場でもあります。だからこそ、学校施設は子どもたちをはじめ、そこに集う人た

ちや地域住民等の安全・安心を十分に確保したものとならなければなりません。さら

に、教育の機会均等及び水準を確保するためにも、児童生徒が安全・安心に学校生活

を送ることができるよう教育環境を整備することは必須であると考えます。そ

こで、平成３０年度における教育環境整備について、教育総務課の重点施策を次のと

おり設定します。それでは、次ページをお願いいたします。当課の重点施策とその具

体化について説明いたします。当課の重点施策は、「⑴ 安全・安心かつ気持ちよく

学べる教育環境の整備充実を図る ア 学校施設を維持管理し、児童生徒が安心して

学べる環境の整備及び充実を図る」としています。その具体の取組として、２つの取

組を設定しておりまして、その一つが、上表の、小学校施設長寿命化改修年次計画に

基づく、校舎のトイレ及び外壁改修の取組であります。平成３０年度の目標は、「当

該計画に掲げた平成３０年度分の事業を１００％完了する」としています。なお、平

成３０年度においては、大藪小・鎮西小・伊田小のトイレ改修工事及び、後藤寺小・

田川小・金川小のトイレ改修設計、並びに大浦小・大藪小の校舎外壁改修工事及び、

弓削田小・田川小の校舎外壁改修設計をそれぞれ予定いたしております。下表をお願

いいたします。もう一つの取組が、障害のある児童生徒の受け入れ環境を整えるため、

施設のバリアフリー化を含めた環境整備の充実を図る取組であります。平成３０年度
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の目標は、「施設の改善依頼の内容を踏まえ、バリアフリー化等の改修を実施する」

としています。次ページをお願いいたします。当課の継続課題及びその関連事業につ

きましては、児童生徒等の安全確保、並びに学校施設の有効活用の２点を掲げており

ます。詳細の説明につきましては、割愛させていただきます。以上で説明を終わりま

す。 

○推進室長 続きまして、新中学校再編推進室の施策方針について説明させていただき

ます。３５ページをご覧ください。施策方針です。本市は、少子化、過疎化等による

生徒数の減少で、市立中学校の小規模化が進んでいます。そのため、子どもたちに必

要な資質や学力を身に付けさせる望ましい集団規模が確保できない状況です。また、

部活動や学校行事においても制約が増えています。学校に配置される教員も小規模集

団となり、学習指導や生徒指導において組織的な指導体制が取りにくくなる等、学校

運営上の課題も顕著になっています。本市は、このような課題を解消し、より良い教

育環境の整備充実を図るため、市立中学校を再編し、新中学校の創設を進めます。創

設にあたっては、時代のニーズに沿った施設の整備充実を図るとともに、一生に一度

きりの中学生活において、多くの選択肢の中から様々な経験を積み、たくさんの友人

や教員との出会いを通して、豊かな社会性や人間性を育める教育環境を整備していき

ます。また、本市の学校教育の重点施策には、「安全・安心かつ気持ちよく学べる教

育環境の整備充実を図る」「確かな学力、豊かな人間性、健康・体力・自立心を育む

学校教育を推進する」「特色ある教育や魅力ある学校づくりに取り組み『田川ならで

はの教育』を推進する」の３つの柱があります。この施策を推進するには、中学校再

編を早期に実現することが必要であると考えます。平成２９年度は、市内７中学校を

２校に再編することをめざす「田川市新中学校創設基本計画（案）」を作成し、市民

や市議会に説明を重ねてきました。学校再編は、学校教育だけでなく、社会教育にも

関係する問題であり、さらには、本市のまちづくりや子育て施策等にも関わる極めて

大きな課題です。平成３０年度も引き続き、市民や市議会に丁寧な説明を尽くし、新

中学校設立の早期実現に向けて、田川市新中学校創設基本計画の決定を目指していき

たいと考えています。３６ページをご覧ください。重点施策とその具体化についてで

ございます。⑴ 安全・安心かつ気持ちよく学べる教育環境の整備充実を図ることを

目指して、新中学校創設基本計画（案）への市民理解の拡大をめざすことを目標と掲

げております。目的といたしましては、子どもたちが快適な環境かつ豊かな人間関係
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の中から、切磋琢磨することを通じて確かな学力、豊かな人間性、健康・体力・自立

心等を身につけ、充実した学校生活が送れるように教員、保護者及び地域住民と共に

新中学校の創設に取り組むこととしております。事業内容につきましては市立中学校

の適正規模化を推進する。ことでございます。目標といたしましては２点掲げてござ

います。一つ目が、「新中学校創設基本計画（案）」について、今後につきましても丁

寧な説明を継続して行うこと。もう一点が中学校教員と連携し、新中学校の開校に向

けた具体的な協議を開始したいと考えております。最後に継続的な課題及びその関連

事業につきましては、記載のとおりでございます。以上で説明を終わらせていただき

ます。 

○文化生涯学習課長 引き続き、文化生涯学習課の施策及び事業について、その概要を

ご説明させていただきます。なお、公民館・スポーツ係と学習振興・人権教育係が所

掌する生涯学習事業につきましては私の方から、文化事業につきましては森本企画官

から説明させていただきます。また、担当事業に基づきまして、ページが前後いたし

ますが、ご了承いただきますようお願いいたします。３８ページをお願いします。「１ 

施策方針」の⑴生涯学習事業につきましては、「田川市第５次総合計画後期計画」の

教育・文化に関わる計画体系のうち、「市民の豊かな心と創造力を育む」の施策理念

を、平成２８年度以来、本年度も継続して中心にすえ、事業を充実させてまいります。

そこで、３９ページに記載の社会教育の重点施策７項目がございますが、生涯学習事

業に関わります、⑴から⑸までの施策について、次ページ以降で詳細な施策を説明さ

せていただきます。４０ページをお願いします。「２ 重点施策とその具体化」でご

ざいます。まず、５項目のうちの１番目、「⑴ 幅広い地域間交流を進め、強い絆で

結ばれた地域共同体づくりを推進する」施策でございます。「ア あいさつ運動を推

進する」でございますが、学校と地域が連携して“笑顔のあいさつ”運動に取り組む

ことで、強い絆で結ばれた家庭・地域社会を醸成することを目的に、青色パトカーや

防災無線を使った啓発と、ポスターやロゴマークを作成して機運を高める活動など、

３か年計画で取り組んで参ります。４１ページをお願いします。中段の「⑵ いつで

も学べる生涯学習環境をつくる」では、まず、アの「生涯学習の環境づくりに努める」

こととしております。地域コミュニティの代表的組織である校区活性化協議会の活動

支援を通じて、住民が自ら考え、自らの手で創意と工夫に満ちた地域活動を展開し、

活力あふれる「生涯学習まちづくり」を目指すこととしております。次にイの「市民
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ニーズに応じた学習機会の充実を図る」では、生涯学習推進の拠点である市民会館に

おいては、公民館講座と人材バンク講座の充実を図ってまいります。また地域住民の

学習の場であり、人間関係を深める場である地区公民館においては、地域間交流を目

的とした研修会や公民館まつりを実施するなど、活性化を推進いたします。続きまし

て、４２ページ最下段から４３ページにかけてですが、３項目目「⑶ 子どもたちを

守り、健やかに育むため、家庭・地域の教育力を高める」では、まず、アの「家庭教

育の充実に努める」としております。具体的には、「社会教育委員の会」を中心とし

た関係機関等と連携し、保護者の育児力を高めるための学習の機会や情報の提供を行

うものとして、年間４～５回開催予定の「家庭教育講座」を実施いたします。次にイ

「地域の子どもを地域で育てる青少年の健全育成体制を強化する」こととしておりま

す。具体的には、「青少年対策事業」として、青色パトカーの運用や街頭啓発、夜間

街頭補導の継続実施、少年の主張大会の実施に取り組みます。また、県費補助事業で

ある通学合宿や放課後子どもチャレンジ教室を拡大して実施してまいります。４４ペ

ージをお願いします。「⑷ 互いの人権を尊重する地域社会をつくる」では、「ア 人

権尊重理念の共有化を推進する」としております。人権同和教育講座の実施等を通じ

て、「同和問題をはじめとする様々な人権課題について、市民一人ひとりが正しく理

解し、自らの生き方に関わる事柄として受け止めることができるようにする。」とし

ております。具体的には、「人権・同和教育中央講座」や学校・校区・公民館を単位

とした「教育講座」などを実施してまいります。次に「イ 男女共同参画社会の形成

促進に取り組む」では、男女共同参画センター等と連携して、女性も男性もお互いが

その人権を尊重しながら、責任を分かち合う市民社会の実現をめざすこととしており

ます。４５ページをお願いします。「⑸ 生涯にわたり楽しめるスポーツ活動を充実

する」では、まず、「ア 社会体育施設の整備充実を図る」としております。老朽化

した施設を計画的に改修・改善を行うことや体育施設の効果的で効率的な施設運営を

行うことで、スポーツ環境を整備し、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、中段の「イ 市民ニーズに応じたスポーツ活動に努める」では、スポ

ーツ推進委員等の人材を活用して、ニュースポーツの推進やカヌー体験教室を行うこ

と等により、市民が「いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツを継続的に親しむ

ことができる環境づくりをめざすこととしております。下段の「ウ 東京オリンピッ

ク・パラリンピック開催に伴う国際交流及びスポーツの活性化に努める」では、東京
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オリンピック・パラリンピックを契機として捉え、関係課と連携して事前キャンプ地

の誘致に取り組むとともに、オリンピアン・パラリンピアンと子どもたちとの交流事

業等を通じて、スポーツへの親しみを高めるとともに、障害者スポーツの普及振興に

努めることとしております。ここまで、生涯学習事業に関連する５項目についての説

明は以上です。また、５１ページから５３ページの１行目までに、公民館・スポーツ

係と学習振興・人権教育係に関わります「関連事業」につきまして、係ごとに箇条書

きで整理・記載しておりますので、ご参照頂きたいと思います。以上で生涯学習事業

に関する説明を終わります。 

○文化生涯学習課企画官 それでは文化事業についてご説明いたします。３８ページを

お願いします。⑵です。文化事業につきましては、近年、情報化社会の進展、社会経

済環境の変化や趣味・娯楽の多様化等により、人々の地域文化に対する関心が希薄化

しており、地域コミュニティの崩壊は地方においても深刻な社会問題となっています。

このような中で、人々が心豊かな質の高い生活を送るためには、地域文化の振興・発

展が重要となります。本市はハード面における文化環境は整備されていますので、そ

れを活用した文化活動、地域の歴史文化に対する教育啓発等、ソフト面を充実させる

ことが重要であると考えています。そこで、本市としましては学校、家庭及び地域の

場において、より多くの市民に優れた芸術文化や伝統文化に接すること、関心を持っ

てもらうこと、文化活動に参画できるような機会を拡充していく事に努めるとしてお

ります。さらに、先人たちの努力によって培われてきた貴重な文化遺産を受け継ぎ、

大切に守り育て、次代に伝えていくとともに、ふるさとを愛する心を育んでいきます。 

４０ページをお願いします。「２ 重点施策とその具体化」でございます。「⑴ 幅広

い地域間交流を進め、強い絆で結ばれた地域共同体づくりを推進する。」のところで、

「イ ボランティア活動や教育・文化活動等のふれあい交流活動を推進する」です。

文化、歴史等地域性を生かした企画を推進し、地域や世代等を超えた交流機会の拡大

を図るため、図書館、美術館、石炭・歴史博物館が企画情報を共有し、時には連携し

た企画を実施するなどして、交流機会の拡大を図るとしております。次に「⑵ いつ

でもどこでも学べる生涯学習環境をつくる」のところです。４２ページをお願いしま

す。「ウ 市立図書館の整備充実を図る」です。幅広い分野の情報を集め、それを利用

しやすい形で提供することで、人と人とをつなぐ活動、美術館や石炭・歴史博物館と

連携して新たな文化との出会いの場を提供する活動を行い、本・人・文化がつながる
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ように努めるとして、子どもに対する読書対策、また小中学校の図書館との連携等各

種事業を推進することとしております。４６ページをお願いします。「⑹ 豊かな心を

育む芸術文化活動を支援する」のところで、「ア 市民文化活動の充実を促進する」で

す。田川文化センター・田川青少年文化ホールでは、心豊かな質の高い文化的な生活

を営むことができる状態にし、市民の文化活動を支援奨励していくことを目的に、市

民文化祭や芸術文化体験事業等各種事業を推進することとしております。４７ページ

をお願いします。「イ 市立美術館の整備充実を図る」です。美術館では美術館が身近

に感じられ、市民一人ひとりがアートと関わり、楽しむことができ、市民の生活や活

動につながることを目的としまして、市民が心豊かな質の高い生活を送れることを理

念に、沸点をはじめとする企画展事業等各種事業を推進することとしております。４

８ページをお願いします。「⑺ 歴史を受け継ぐ文化遺産を保護・活用する」のところ

で、「ア石炭・歴史博物館の整備充実を図る」ここでは、ユネスコ世界記憶遺産に登録

されている「山本作兵衛コレクション」の適切な保存・展示環境を維持管理し、活用

策を図るとしております。また、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い、研究成果を広く市民へ還元するとと

もに、ふるさとを愛する心を育むとしております。４９ページをお願いします。「イ 文

化財の保存と活用をする」では、「田川市文化財保護条例」に基づき、市内に現存する

有形・無形文化財、民俗文化財、天然記念物等を指定して保存し、埋蔵文化財につい

ては効果的な保護に努め、県・市指定文化財を中心に、文化財を学校教育・生涯学習

及び観光資源・学術資料としての活用を図りながら、各種事業を推進することとして

おります。また、文化財の保護については、市内文化財の調査を行い、田川市文化財

専門委員会への諮問・答申によって文化財を指定し、貴重な文化財を保護することと

しています。埋蔵文化財については、試掘・確認調査を実施し効果的な保護を図ると

しています。民俗芸能については補助金の交付等により伝承活動を支援いたします。

活用につきましては、市ホームページや案内看板等の基盤を整備することで、学校及

び観光担当部局との連携に役立てることとしております。５０ページをお願いします。

国史跡指定への推進につきましては、日本の近代化に多大な貢献を果たした筑豊の中

核という価値を評価し、伊田竪坑及び伊田斜坑を含む一帯の保存活用を図り、国・県

及び 関係市と連携して国史跡指定をめざしていくとしておりましたが、平成２９年

度中に伊田斜坑を除く一帯の国指定史跡へ向けての意見具申書を提出しております。
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国史跡に指定された場合には、保存活用計画を策定し史跡の適切な保存活用に向けた

諸事業を実施していくこととしております。以上でございます。 

○教育長 平成３０年度の教育施策方針について説明が終わりましたが、ご質問、ご意

見等ございませんか。  

○毛利委員 １７ページの放課後児童クラブの「地域での子どもの居場所づくりを支援

する」ということについてです。児童クラブは、行かざるを得ないから行くという場

所ではなく、子どもが自分から進んでそこに行きたいと思える場所になるといいなと

思います。 

○学校教育課長 今、言われたことはとても大事なご意見だと思います。環境を改善す

るところはいろいろあると思います。例えばスペース自体をもう少し広い場所を使う

とかいう事もありましょうし、或いは学習支援でも、もっと学生の勉強を教える先生

も沢山入れていくとか或いは支援員さんの支援の力も、もっと工夫していただいて、

子ども達が放課後楽しく過ごせる状況を作っていく等です。また、学期毎に支援員の

会議がございまして、その中で子ども達の指導とかいろんなこともこちらの方からも

提案させてもらって、より楽しく過ごせるような児童クラブにしていこうと思ってい

ます。子ども達が「今日も児童クラブで楽しくがんばるよ、学校でもがんばりたい。」

というところをめざしていきたいと思っています。  

○教育長 議会からの要請等もあって、以前報告があったと思いますが、預かる時間が

１８時から１８時半に伸びましたよね。それだけではなく、いわゆる放課後児童クラ

ブの国の施策の内容等を見ると、子どもを単に預かる場所ではなくて子どもが多様な

体験をしたり、学力、学習習慣をつける場にしていくという方針が出されています。

そこで支援員として子ども達を指導する人の資格も上げたりとか、待遇を改善したり

とか、国や県がすごく力を入れています。田川市教育委員会としても児童クラブの内

容充実とか環境改善とかに力入れていきたいと思っています。また随時報告します。 

○柴田委員 私には、児童クラブに通う１年生の娘と５年生の息子がいます。１年生の

娘は、児童クラブにお弁当をもって喜んで通っていますが、５年生の息子は行きたが

りません。聞いてみると、３年生までの低学年はお友達がたくさん来ています。特に

１年生は通う子どもが多いです。行けば宿題もさせてくれるしお弁当も食べさせてく

れます。１８時までは預けず仕事の都合で１６時には迎えに行きますが、娘は「１７

時半とか１８時前くらいに来て。」と言います。息子も低学年の時はそうでしたが、
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学年が上がるにつれて友達が来なくなっていて、５、６年生は誰もいないこともある

ようです。そういう事情を聞けば息子が行きたくないのも仕方がないのかとは思いま

す。家にいたり、友達と過ごす方がいいようです。家で過ごすルールを作り、それが

守れているので児童クラブで５年生が１人では可哀想だから、「じゃあ家にいてね。」

ということもあります。 

○教育長 コミュティスクールの先進地視察ということで川崎小学校に行った時、放課

後に児童クラブの子ども達だけではなく、全員の子ども達を広いスペースで地域ボラ

ンティアも使って１００マス計算等で子どもたちに指導していました。それこそ教育

行政と学校現場と地域が一緒になって学力向上に取り組むという形のようでした。そ

の辺りの情報も取りながら児童クラブの在り方を見直さないといけない。学校だけで

学習習慣を付けるとか学力向上をというのではなくて、川崎小のそういったやり方は

成果が大きく出ているという話を聞いているので、コミュニティ・スクール等だけで

はなくて児童クラブの見直し、改善についても先進地の情報を入れたいと思っていま

す。チャレンジ教室をしている文化生涯学習課や学校教育課も一緒にやらないと学校

現場だけでは出来ません。 

○毛利委員 学校教育課と研究所の方にもあるんですが、不登校児童生徒の割合が、小

学校０．２５％、中学校３．１％と書いているけど、その０．２５％というのは田川

市では大体何人くらいになるのですか。一昨年度は０．２％と書いてカッコして５人

と書いています。中学校は２．５％と書いてカッコして３０人と書いているんですが。 

○学校教育課長 正確な人数は、今ここでは分かりませんが、この０．２７とか０．３２と

いう形にしたのは、全国の不登校の割合の数字を示す部分が１，０００人当たりの何

人という形で出ているからです。それは県も筑豊も出ているので田川市もそれに合わ

せた形で行きたいということで、全国の小学校でいくと０．４７に対して０．２７、

人数は、小学校が１１人、中学校は２９人で若干昨年よりも低くなっています。昨年

より若干低い状況は今年も見られましたが、引き続きさらに上の方を目指していくと

いうことで全国の中学校より低い３．１、小学校では全国の０．４７よりも低い、実

質的には０．２７くらいのところを０．２くらいに持っていきたいということで数値

目標として挙げさせてもらっているところです。 

○教育長 不登校の規定が数年前に変わったので、変わってからの変化を小中ごとに表

にしてもらうように研究所長に頼んでいます。３月で締めているからもうすぐ出るは
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ずです。どういう方法が減少に効果があったとか、逆にこのことについては課題があ

る等を指導主事と一緒に分析もして欲しいとお願いしています。４月には説明を受け

ますので、よろしく頼みます。 

○毛利委員 はい。ありがとうございます。 

○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） 

  異議なしと認めます。よって日程第２ 議案第９号「平成３０年度教育施策方針に

ついて」を原案のとおり可決いたします。 

本日の日程は以上です。他に何かご意見ありませんか。ないようですので以上を持

ちまして平成３０年第４回田川市教育委員会３月臨時会を閉会いたします｡ 

                            （閉会１５時１０分） 

 


