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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１０回田川市教育委員会９月定例会を開会い

たします。日程第日程第日程第日程第 1111「平成２５年第９回田川市教育委員会８月定例会会議録の承認「平成２５年第９回田川市教育委員会８月定例会会議録の承認「平成２５年第９回田川市教育委員会８月定例会会議録の承認「平成２５年第９回田川市教育委員会８月定例会会議録の承認

について」について」について」について」を議題とします。あらかじめ送付しておきましたが、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９回田川市教育委員会８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日程第２日程第２日程第２    議案第２号議案第２号議案第２号議案第２号「学校適正規模について」「学校適正規模について」「学校適正規模について」「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。 

○○○○適正規模推進室適正規模推進室適正規模推進室適正規模推進室長長長長 それでは、日程第２ 議案第２号「学校適正規模について」の

ご説明をいたします。本日の資料ですが、前回の定例会で差し上げた資料を再度差

し上げているものです。内容は前回お話をしたとおりでございます。主な意見とし

まして、小規模校のよさもあるけれども適正規模校でのメリットがわかった、再編

は避けられませんね。それから、田川の子ども達にとって本当にメリットになるか

というところを充分、審議して最良の再編としてください。それから、学びや人間

関係のあり方などを考えると適正規模校のあり方のほうが望ましいですね、という

ものでございました。なお、前回もお話をしましたが、提出された方は５２名、分

類を致しまして延べでは６２件の意見を頂いているところです。事務局といたしま

しては、中学校給食に関するご意見もありますが、それは今後、検討をするもので

すとしており、それ以外の項目についてはいずれも校区再編基本方針案の中で触れ

られているもので説明がつくと思われます。以上で説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご説明いただきましたが、内容についてご意見等ございませんか。 

○○○○神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員 ご意見いただいたことに対して教育委員会の見解というのがありますが、

大きな中での見解といいますか、具体的なものを出す状況にはないとは思いますけ

れども、もし、何か具体的に今、変えられることとか、検討することとか、検討課

題にあげられることなどがあったら、せっかくのご意見ですので議題にして前に進

めていくのもいいかと思います。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 具体的に何かございますか。 

○○○○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    今日お示しをしております中から、これについて取り出してと

いうものですか。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 具体的な内容というのはあまり書けないといいますか、ご意見に対して、
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こちらもがんばりますというようなことは感じられるのですが、３番目に国語、社

会、数学、理科、英語は複数教職員の配置ができるよう検討する予定というふうに

書いています。これは毎年、苦しんでいる状態ですよね。先生の確保は大変難しい

部分もあるのではないかと思うのですが、現状はいかがですか。 

○○○○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 こちらに書いております複数教職員の配置ができるようといい

ますのは、中央中学校とか猪位金中学校では教科欠が発生していてゼロの教科があ

ります。それから、その２校はそれ以外の教科も基本は一人です。それから、その

他の学校につきましても、主要５科すべてで複数の教職員が配置されているという

学校がすべてではありません。それで、複数の教職員の体制をとれる規模にもって

いこうと、結局、複数の教職員がいないことにはお互いに相談もできない、先生同

士の切磋琢磨といいますか、そういったものも期待ができないということで基本方

針にもありますが、少なくともこの５教科については複数の教職員が配置できるよ

うに検討するという表現をこちらに抜粋しております。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 統合することで、こういうことができるようにということですね。 

○○○○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 はい、そうです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 それが皆さんに本当に伝わるようにもう一言、付け加えていただければと

思います。統合することによって、こういうことになりますということです。目指

すということは今、できていることではないからですね。主要５教科ということも

言われていますけれども、私は今の子ども達の現状を考えると、技術・家庭という

教科はとても大事な科目だと思います。そのほかの教科も、もちろん全部大事な教

科ではあるのですが、生きていくための術を身に付けるといいますか、家庭がとて

も複雑で小さい頃から我慢している子どもさんが多くなっていると感じますので、

本当に１つの教科も欠けないような体制ができることが望ましいと思っています。

今は教科が全部揃えられない学校もあるということを、わかって読んでいらっしゃ

る方もいるとは思うのですが、皆さん全員がご存知な訳ではないのでそういうこと

もよくわかるように、もう少し具体的にといいますか、言葉を砕いて書いていただ

けるとありがたいと思います。 

○適○適○適○適正規模推進室長正規模推進室長正規模推進室長正規模推進室長 そうしましたら、この３番で申し上げますと、学校規模適正化

の検討の大きな要因であるため、教科欠をなくしというような表現にしましょうか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そうですね、わかっている方はわかっているのだと思うのですが、そうい
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う一言でいいですので、それが入ると何のことを言っているのかイメージできない

方にもわかりやすいのではないかと思います。 

○○○○適適適適正規模推進室長正規模推進室長正規模推進室長正規模推進室長    そういたしましたら、教科欠をなくしの文言をこちらに挿入い

たします。 

○○○○公門公門公門公門委員委員委員委員 今のそれぞれの中学校の校区ですが、当然、校区の真ん中からの同心円

ではないでしょうが、学校から校区の端が一番遠い学校はどこでしょうか。 

○○○○適正適正適正適正規模推進室長規模推進室長規模推進室長規模推進室長 今、手元に校区の地図がないので、正確なところは申し上げら

れませんが、一番遠いのは金川校区だと思います。次は鎮西校区で、その次は弓削

田校区だと思います。 

○公門○公門○公門○公門委員委員委員委員 金川は岩屋のところまで入りますしね。 

○○○○適正規適正規適正規適正規模推進室長模推進室長模推進室長模推進室長 鎮西校区が一番かもしれません。 

○○○○毛利毛利毛利毛利委員委員委員委員 鎮西は伊加利の赤子のところがありますね。 

○公門○公門○公門○公門委員委員委員委員 校区再編になったときに今、通っているよりももっと遠くなる所が出て

くるとすれば、その不利益についてはやはり考えていかないといけないと思います。 

○適○適○適○適正規模推進室長正規模推進室長正規模推進室長正規模推進室長 通学域が広がることによって、どういう対策を考えるかという

のはいずれかの段階で検討は必要になると思います。例えば、今は原則認めていな

い自転車通学を認めるですとか、学校を統合した他所の市で見られる例ですと、公

共の交通機関を利用するのに定期券を購入されますが、それに対して補助を行うと

かですね。 

○公門○公門○公門○公門委員委員委員委員 交通費の補助ということですか。 

○適正○適正○適正○適正規模推進室長規模推進室長規模推進室長規模推進室長 はい、そういったものの要綱を定めて支給している市なども見

られます。方法はいくつかあると思います。もちろんコミュニティバスとか、これ

は現実味は薄いですが、例えば、学校にバスを持たせるとか、そういったものも今

後の検討の過程では検証していく必要はあると思います。 

○公○公○公○公門門門門委員委員委員委員 交通機関のバスは、今も時間帯によっては非常に少ないですよね。後藤

寺から伊田の方に行くバスは県立大の直通バスをのぞいては、夕方７時くらいから

は、きわめて少ない感じですよね。それと電車で通うことも一つの方法とは思いま

すが、部活をされる方の不利益ですよね。やはり安全性に問題がありますからね。 

○○○○神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員 今は話がいろいろと出ておりますけれども、私がイメージするのは、校

区の問題でバスを使うとか、コミュニティバスを使うとか、そういうことになった



 

 ４

ら、公共の交通機関のほとんど通っていない地域の方にどうやって夕方、部活が終

わった後に安全に帰ってもらうかということを考えないといけない訳ですが、ある

程度、市内にいくつかのスポットを作って、小さなバスで小さな校区、今現在の校

区を回って、人を集めて大きなスポットに連れて行って、大きなバスで学校まで連

れて行くとか、そういったいろいろな方法があると思います。いろいろな方法を考

えて、コストの安い中で安全に部活を充実して、朝夕の通学ができるかということ

など、将来の為にその辺りをそういった知識をお持ちの方々に、もうご意見を伺い

始めるなど、いろいろな活動を始めても良いのではないかと思います。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 現在の学校のある場所というのが一つのスポットになるかなとは思うので

すが、そこまで帰ってくればあとは歩いて帰れるとかですね。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 親がそこに車で迎えに来るとかですね。 

○委員○委員○委員○委員長長長長 そういう方法も考えられるかなとは思うのですが、まず具体的にやってい

かないと予算も考えられないですし、何年後にそういうことが可能であるかという

ことも分からないからですね。試算をしていかないと、具体的になるのに何十年も

時間が経ったのでは子ども達の状況もまた違ったものになっていると思います。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 これから先、財政状態はよくなる方向ではない可能性が大きいので、そ

ういった中でどうやって教育を充実させられるか。そのために出てくる通学などの

不利益をどうやって取り除いていけるかということを具体的に、いろいろな条件を

出しながら、機構が整わなくても将来、それを基にして話し合うことはできます。

あらゆる面から調査をしたりとか、依頼をしたりとか、することはできると思いま

すので、私達も思いついたことはいろいろとご提案させていただきますので、よろ

しくお願いします。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 是非、具体的に少しずつ進めていただきたいと思っています。 

○○○○毛利委員毛利委員毛利委員毛利委員 ああでもない、こうでもないと、こうして言っていても先には進まなく

て、そこで止まっているような気がするんですよね。例えば、以前に教育長が言わ

れた委員会を作るという方法についても一度、考えてみなくてはいけないのではな

いかとも思います。そうすると、なおさら時間がかかるという意見も出ていました

が、私もそれはどうかなとも思いながらも、急いで作らなければならないから、校

区はどうするか委員会とか、通学路をどうするか委員会とか、そういうようなもの

を具体的に作りながら進めていかないと話がなかなか進まないのではないのかとい
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う気がしてなりません。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 具合的にですね、漠然とは思っているのですが、それが形にはなっていな

いからですね。いかがでしょうか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 今日のこの議案というのは、再編基本方針案に対するパブリックコメント

の結果がこうだから、ではその基本方針案を教育委員会として決定するのか、修正

してやり直すのかという話を私達はしているような気がするんですよ。それで、こ

の基本方針案でいいじゃないかと決定したら、今いろいろと意見が出てきた、そこ

ら辺の話を前へ進めることができるのではないかと思うんです。 

○○○○毛利毛利毛利毛利委員委員委員委員 私はこの意見というのは精一杯であろうというような気がします。これ

以上の何かが出てきそうにないような感じはします。あまり否の方は出てきていな

いからです。そうであるので、ここまでできたから、この先に進もうではないかと

いうことを私達は考えていかなくてはならないと思います。 

○○○○神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員 多分いただいていないご意見の中には今おっしゃった否のご意見がたく

さんあるとは思います。やはり今までの校区がよかったとか、交通の便ももっと具

体的なご意見とかも出てくるかもしれません。その辺りのご意見が出ていないのに

このまま話を進めていいのか、それとも、そういったご意見を逐一拾ってまわるこ

とができるのかということはあります。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 ある程度のところで先に進まないといけないかと思いますが、いかがです

か。それを全部拾ったら膨大な数になると思います。お一人、お一人のご意見はそ

れぞれにお有りになると思いますので、こちらからご提示しましたけれども、それ

に対するご意見はこんなものでございましたということで、次に行って、また次に

行ってとしているうちに、またいろいろなご意見がいただけると思います。そこで

その都度、検討していくということで先に進んではいかかでしょうか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 定数欠がなくなるとかのそういうメリットがありますよとか、そういう

中身は結局、学校内がどうなんだ、こうなってくるんだということなんですよね。

だから、では、これが一般市民にどう降りかかってくるのかというところまでは出

てきていないから、では次の段階はこうなります、こういう方向に行きます、とそ

ういう方向に持っていったほうがいいのではないかと思います。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 先生方の状況も大変厳しいと思いますので進んでいきましょう。 

○○○○公門公門公門公門委員委員委員委員 学校数のことであれば、学校数のことを主に検討していただく委員会と
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いいますか、そういう会があって、そして、校区の境界なら校区の境界のことにつ

いては、また別の会にお願いするということですか。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 そうするということはまだ決まってはいません。いないのですけど、学校

数について意見が大体の一致をみていると思いますので、あとは校区の分け方です

よね。良いあんばいに通学がしやすいように分けられるかどうかというのは、とて

も難しいので、いろいろと専門知識のお有りになる方のご意見を聞きながらという

ことになります。 

○公門○公門○公門○公門委員委員委員委員 それは、こちらである程度何案かを作ってこう思いますけど、このよう

に考えますけど、どちらがいいですか。Ａですか、Ｂですか、それとも別にＣとい

う案がありますかとそういう聞き方をするのですか。それとも、この校区のことに

ついて、ご意見をお聞かせくださいということですか。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 今から話し合いながら、機能的な組織をどのようにしたら作れるのかと

いうことと、素早くこの問題を解決するための方法をどんなふうにしていったらい

いのかというのは、早急に私達で仕組みを話し合っていくことが大事なのではない

かと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 やはりそこに専門のご意見を聞くという形ですよね。そうすれば、次々と

話ができるようになってくるかと思います。どういうふうに分けるかということに

ついては、何校かということは考えましたので、校区をどこで境界線を区切るかと

いうのは、とりあえずその原案を作成できればと思います。例えば、１つの学校が

２つに割れるところも出るかもしれませんけれども、そういうことも含めていいの

ではないかと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 事務局として、基本方針案が決定した後、その先の進め方について、何か

こういうふうにしていったらどうだろうかという案があれば出してください。基本

計画を作るとか、行程表を作るとか、そういうことです。 

○○○○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 基本方針を決定していただいた後は、基本計画を策定する。体

外的に出すものとして基本計画がありますので、その検討に入っていくことになり

ます。その基本計画を策定する段階で、先ほどから出ております通学距離の問題と

か、現在、校区で在籍している学校と所属している校区活性化協議会に矛盾がある

学校もみられます。松原など中央校区でもいろいろとありますので、その辺りも合

わせて検討をしていかざるを得ません。その段階で、先程もご意見のありましたパ
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ーツごとにどなたかに検討をしていただくような組織を設けて、一緒に会議をして、

ご意見をいただきながらやっていくのかどうかということですが、そこまで具体的

なものはありません。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ある程度の原案といいますか、原案みたいなものはお持ちですか。 

○○○○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 今、事務局としてあります案は前任者がお示しをした４つの案

と、私になりましてお示しをした２校の案までしかありません。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 だいたい西、だいたい東といいますか、これは西と東に分けるものでもな

いとは思うのですが、必ずそういうふうに考えなくていいと思います。だから、も

しそういうふうなことが考えられるようでしたら、次回に是非、お願いしたいと思

うのですが、よろしいでしょうか。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 この話が出まして先の答申から、もう７、８年です。１校、２校目の話

がやっと実現しつつあるような状態なんですけれども、これを前に進めるためには

私達ももう少し時間を割いて、今は定例会の日に少しずつ話をしておりますが、特

別にそういうための時間というのをとって集中的に話を進めていかなければと思い

ます。いつまでに何を決めるとか、どういうことを決めなくてはいけないとか、そ

ういったことを大まかなところを近々に立ち上げて、事務局の方にもそこら辺を集

中的に調べていただいたりとか、また、いろいろな方に研究等ご依頼するときにど

ういったことをお願いしたらいいのかとか、そういったことをこの中で話し合って

いかないといけないと思います。一か月経ったら、また元の話に戻って、どうにか

しないとねという形になりつつあるので、これでは、ここからして話が前に進んで

いない気がします。ですので、私達も時間を割いて、そういった集中的な審議とい

いますか、話し合いをしていってはいかがかと思います。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 答申が出たときに何年までに何をするというのをもらっていたのですが、

全くその通りではなく現在に至っております。だから、あまり長期的なものではな

く、まず中学校に関してのみ、いつ、そういうことが実現できるようにするのかと

いう日にちを決めていただいて、その中を具体的にして、予定を立ててということ

をしていかなければいけないと思います。もうすべて終わっているはずぐらいの日

にちが経っておりますので、それは本当に難しいことではございますけれども、進

んでいけたらと思います。何年に統合を行うという予定を立てないとその中が区切

られていかないと思います。 



 

 ８

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 どうしても予算の件は頭にあるのですが、それは私達にはどうすること

もできないので置いておいて、教育に関する視点で一番必要と思われる状態を考え

て、いろいろな部署にご提案して、采配していただくということを私達の方から投

げかけないと予算は黙ってても降ってこないと思いますので、そういった作業を能

動的に進めていきたいと思います。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 よろしくお願いします。ほかにございませんか。この見解については教育

委員会の見解ということで書いていただいていますけれども、校区再編基本方針案

につきましてはそのほかに何かご意見、ご質問等ございませんか。 

○公門○公門○公門○公門委員委員委員委員 １９番の教育委員会の見解のところです。自由校区にする場合には、ど

ういう問題が発生するのかなど慎重な検討が必要であると考えますとございますが、

具体的にどういう問題が生じる恐れがあるのでしょうか 

○○○○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 ３校になるなら自由校区にした方がよい。これですが、例えば、

Ａ中学校には非常に荒れている学校が統合されている、Ｂ中学校は落ち着いている

とか、そういうような風評で入学を希望する生徒に偏りが発生したりしないように

配慮するというニュアンスです。具体的にこれというものを列挙できるものではあ

りませんけれども、そういったイメージです。生徒に偏りが出ないという視点です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 それに関連して質問ですが、例えば、自由校区にして好きなところに行っ

ていいですよとした場合、とても人気のない学校といったらおかしいですが、行く

ことを望まない学校とかが出て、自然淘汰で３校だったものが２校になるとか、そ

ういうことは許されるのでしょうか。 

○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 校区自体について規定があるのは、いわゆる６キロ、４キロの

あのものしかないと思われます。自由校区にしたときに偏りが生じて、一方が存続

できなくなってしまうということは別に違法ではないと思います。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 今のところ満遍なく子ども達の行ける一番いい距離ということも生まれて

くるかもしれません。 

○○○○教育教育教育教育長長長長 田川市の場合、小学校も中学校も行事などを地域と一緒にしながら教育に

当たってきたという流れがあって、例えば、中学校だけを自由校区にしたら、子ど

も達は住んでいるところと違う校区の中学校に行って、そこで友達ができる。そう

なると、地域行事とかに参加しにくかったりとか、地域とのつながりが薄くなった

りとか、そういうふうな問題点も自由校区にすると考えられると思います。    



 

 ９

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 ただ、もうすでに私立の中学等に行っている方たちには言えていること

です。地元のお祭りに参加するにも参加しにくいとか、そもそも成人式の時も中学

校別に写真を撮りますよと決まっているとか、私立や公立の中高一貫などに行かれ

た方は立場がないとか、行き場がないとか、いたたまれないような状況になってい

ます。これから先は子供も減ってくることですし、地域との関連も大事だけれども、

その辺りをうまいこと調和するといいますか、もちろん地域は大事なんだけれども、

いろいろな地域との交流といいますか、２校とか３校とかにする場合にはそういっ

たことも考えていかないといけないと思います。 

○○○○教育教育教育教育長長長長 問題点があるから、それを解消する方法も考えていかなくてはいけないと

いうことですね。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 そうですね。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今、考えているのは中学校の校区なので、小学校はそのままでその地域の

活動も残っている状態ですよね。だから、これは小学校をどうしようかというとき

にはかなり考えないといけない内容になってくるかと思います。 

○○○○公公公公門門門門委員委員委員委員 小学校の将来の再編に差支えのないようにという記述がありますが、も

し、中学校を東区に１校にした場合、どこにするのかは分かりませんけれども、そ

このところまで小学生が通ってくることになるのですか。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 小学校はまだ考えてはいませんね。 

○○○○公公公公門門門門委員委員委員委員 お聞きしているのは将来、小学校の再編に続いていくようにというのが

考えの基本にあるわけですよね。今回、東区か、西区かはわかりませんけど、田川

市全部で２校を猪位金とは別に作った場合、その作ったＡとＢという中学校に対し

て今の小学校それぞれがそこに行くことになるのですか。それは将来のことだから

今回は考えなくてもいいということですか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そのころには猪位金の小中一貫校がどのような状態になっているのかとい

うのも見ていかないといけないですし、そういう場合、小さい子どものことという

のはよく検討しないといけないので、まず、中学生がずっと課題の中で、その課題

を抱えたままな状態ですので、まずそこを実現できたらと思います。そのほか、ご

質問、ご意見等ございませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第日程第日程第日程第３３３３    諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告「「「「９月行事予定につい９月行事予定につい９月行事予定につい９月行事予定につい

てててて」」」」を議題とします。 



 

 １０ 

（各課長が教育長及び各課の行事予定を説明） 

（教育研究所より資料の説明がなされた） 

 次に移ります。「１０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○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 １０月の定例会でございますが、１０月７日（月）の１４時でいか

がでしょうか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 よろしいでしょうか。ご異議ないようですので、１０月定例会は１０月７

日（月）の１４時からに決定します。 

 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１０回田川市教育委員会９

月定例会を閉会いたします。 

 

                            （閉会 １５時００分） 

 

 

 


