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（開会１４時００分） 

○○○○委員長委員長委員長委員長    ただいまから、平成２６年第１０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日程第１日程第１日程第１「平成２６年第８回田川市教育委員会４月定例会会議録等の承「平成２６年第８回田川市教育委員会４月定例会会議録等の承「平成２６年第８回田川市教育委員会４月定例会会議録等の承「平成２６年第８回田川市教育委員会４月定例会会議録等の承

認について」認について」認について」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

ついてご質問はございませんか。 

ご質疑ないようですので、日程第１「平成２６年第８回田川市教育委員会４月定

例会会議録等の承認について」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２１号議案第２１号議案第２１号議案第２１号「平成２６年度教育施策方針について」「平成２６年度教育施策方針について」「平成２６年度教育施策方針について」「平成２６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。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 それでは、最初に私から教育施策方針の学校教育について説明します。施

策方針の３ページ目に田川市教育行政の重点施策ということで表にしている部分が

あります。そこがおおまかにまとめている部分です。それでは、１ページから簡単

に説明をしていきます。教育施策の目標理念「自己有用感を育む三位一体の教育」、

学校教育の施策方針「自己有用感、豊かな心、想像力を育む」、社会教育の施策方針

「市民の豊かな心と想像力を育む」はそのまま継承をしていきます。１ 学校教育の

施策方針です。平成２２年度よりスタートした市費雇用の教員配置について、平成

２５年度は、小学校が少人数学級、中学校が少人数学習指導を導入することができ

ました。それから、次の段に書いていますが、「土曜まなび塾」では数学と英語を取

り入れて学習を推進していっております。それから、その下の段ですが、要は学校

と家庭と地域がそれぞれどのような役割をもって、子どもたちの教育に当たらなけ

ればいけないかを書いているものです。そして、目指す田川市の学校教育像として

３つを書かせていただいています。次が、２ 学校教育の重点施策です。⑴ 第Ⅳ期

学力向上プロジェクトの推進を図り、教員の指導力の向上を図る。から、⑷ 目指す

田川市の教育実現のため、学校再編に取り組む。までを重点施策とさせてもらいま

した。⑴では、今年度は伊田校区と田川校区で報告会を実施いたします。イのとこ

ろには教員の指導力向上へ向けてです。田川市での教員研修と加えて、昨年度は田

川市郡の教育長協議会でいろいろと施策を検討して参りましたが、田川市郡の教員

合同の研修会を実施したいと考えております。⑵については、だいたい今までどお

りの進め方で進めていきます。イ 豊かな心の育成に努め、人権を大切にする教育を

推進するのところでは、インターネットですとか、情報機器の使い方についての課
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題が指摘されています。田川市でもそういう情報機器を使ったいじめに該当するよ

うな部分も見られましたので、ここは学校、ＰＴＡ、地域と一緒になって、そうい

う機器の扱い方も含めて、いじめをなくす取り組みをしていかなければならないと

いうことです。それから、昨年はいじめ防止対策法が成立をいたしましたので、各

学校でこの部分をしっかりと作って、体制を整えていくということになっています。

それから、ウ 健やかな体の育成に努めるのところでは、田川市立学校食育推進委員

会がありますが、そこで課題となっていた手作り弁当の日をＰＴＡの協力の下で今

年はスタートできるようになっています。まだ具体的なところはこれからですが、

各学校で実態にあった手作り弁当の日の取り組みを進めていくことになっています。

⑶では、それぞれ各地域でいろいろな行事をとおして学校と家庭と地域が連携を深

めていく取り組みができるようになりましたので、その連携をこれからも深化させ

てさらに深めていくということに力を入れていきたいと思っています。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１プ

ロブレムの解消に努めるでは４月に「たがわこどもセンター『まいまい』」が開園を

いたしました。幼稚園、保育園、保育所、それから小学校との連携を深めながら、

子どもたちの小１プロブレムの解消に努めていきたいと思っています。ここも県立

大学の協力を仰ぎながら進めていきたいというところです。ウは小学校、中学校と

の連携です。ここは猪位金学園が４月にスタートいたしましたので、その猪位金学

園から他の学校が学ぶものがあるのではないかということと、施設一体型でなくて

も、小学校と中学校が別々の施設であっても小中連携を進めることで、どういう進

め方をすれば子どもたちの成長に効果があるのか、そういうふうなものを各学校で

検証しながら取り組んでいきたいというところです。エは田川市と県立大学との連

携です。市と県立大と協定を結んでおりますので、今までもいろいろな行事で県立

大と連携を進めてまいりました。これからも連携を深めていくということです。⑷

は今年度、力を入れていかなければいけないところになります。猪位金学園がスタ

ートしましたから残りの学校再編についてどうしていくかということで昨年度、パ

ブリックコメントを募集して教育委員会で基本方針も決定しましたので、基本計画、

実施計画の策定へ向けて今年度は取り組まなければならない、それが大きな課題だ

というふうに思っています。学校教育の部分は以上です。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 それでは、私からは社会教育につきましてご説明申し上げたいと思いま
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す。７ページをお願いします。社会教育の目標理念につきましては「市民の豊かな

心と想像力を育む」、これは４年目になります。昨年度からご説明申し上げておりま

すが、田川市第５次総合計画の基本計画におきまして、教育・文化分野では「郷土

を愛し豊かな心と想像力を育むまちづくり」を目指すことといたしております。こ

の目標達成に向けまして、社会教育における施策方針を「市民の豊かな心と想像力

を育む」というふうに定めているところでございます。それぞれ理念につきまして

は段落ごとに記載をさせていただいております。まず、一番上の段落につきまして

は、生涯学習を推進するための環境整備の充実について記載をさせていただいてお

ります。次の段落につきましては、人権教育、啓発による人権感覚の醸成について

記載をさせていただいております。次の段落につきましては、青少年の健全育成の

ため、学校、家庭、地域の連携構築について記載をさせていただいているところで

ございます。次の段落につきましては、生涯スポーツの環境整備について記載をさ

せていただいております。次の段落は２つ段落があるのですが、質の高い生活を送

るため、文化・芸術に親しむ環境と文化遺産の継承を掲げて記載をさせていただい

ているところでございます。理念につきましてはこういうふうな形でそれぞれ掲げ

させていただいております。それに基づきまして、社会教育の重点施策として次か

ら６項目を記載させていただいているところでございます。⑴では、校区活性化協

議会を基礎とした地域活動の推進に努めるため、公民館活動の推進、それから、図

書館機能の充実整備等を目標として掲げているところでございます。また、図書館

機能の充実でございますが、平成２５年度に図書館改善基本計画を策定し、既にハ

ード面につきましては整備が整いつつございます。平成２６年度につきましてはエ

レベータの設置等が残っておりますが、改善計画を推進していくため、先の当委員

会にご報告いたしましたように指定管理者制度の導入に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。⑵では、平成２４年度に実施いたしました人権・同

和問題に関する市民意識調査の結果、若者の人権・同和問題に対する意識が低いと

いう結果が出ております。従いまして、人権・同和問題に関する教育や啓発を推進

してまいりたいというふうに考えております。⑶では、今年度から休止いたしてお

りました青少年問題協議会を再開させ、青少年の健全育成に取り組んでまいりたい

と考えております。⑷では、市民のライフステージや多様なニーズに応じたスポー

ツ環境の整備と活動の充実を図るとともに、保健センター等と連携いたしまして高
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齢者の健康と体力づくりの支援を行ってまいりたいと思っております。⑸では、市

民文化活動の充実を図るために美術館や文化センター等の施設の利用促進を図るこ

とによって、芸術文化のふれあいの場を提供することといたしております。また後

程、課長から説明があると思いますが、美術館におきましては田川市の美術館のあ

るべき姿について考えてまいりたいと思っております。⑹では、今年度から炭坑関

係の遺跡につきましては市長部局による補助執行を行うことといたしておりますが、

連携を密にしながら埋蔵文化財として炭坑の歴史の調査研究を行い、国の史跡指定

を目指していくとともに、次世代を担う子どもたちに郷土の誇りと歴史を継承して

いただくというふうに考えております。以上で社会教育の説明を終わりたいと思い

ますが、教育は一朝一夕にできるものではございませんので、地に着いた地道な積

み重ねを行ってまいりたいと考えております。このあとは各課より個別の具体的な

説明を行わせていただきたいと思います。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 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り、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条件と考えます。そこで、教育総務課では教育環境の整

備について、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の２点を本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につき

ましては、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た

め、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

による巡回警備を実施するとともに、不審者情報を活用しながら、警備会社及び学

校教職員と連携し、児童・生徒の安全確保を図り、また、児童・生徒のみでなく、

地域の安全確保も図られるよう、現在の警備会社による巡回警備と並行して、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

トロールも連携して行うことといたしております。次に、⑵につきましては、学校

再編に伴い、学校施設整備においても検討が必要となることから、生徒の主体的な

活動を支援し、多様な教育活動に対応できるよう、学校の教育環境の充実及び学習
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の場として望ましい施設を整備するという視点から、施設整備計画の策定に取り組

むことといたしております。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

学校の適切な維持管理でございます。学校施設は、昭和４０年から５０年代に建築

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っております。なお、今年度につきましては、伊田小

学校及び鎮西小学校の校舎外壁改修を実施し、児童が安心して学べる教育環境を整

備するとともに、併せて校舎の耐久性の確保を図ることといたしております。また、

校舎等学校施設の安全確保と機能回復を図るため、大規模改造年次計画の策定に取

り組んでまいります。次に、特別支援教育対象者への対策といたしまして、障害を

持った児童・生徒が入学等する場合の対策として、学校施設の現況やその障害に応

じ、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まいりま

す。３点目は防災対策のための施設整備でございます。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、照明器具や

バスケットゴール等の落下防止対策のため、取り付け部分の耐震点検を実施し、点

検結果に基づいて落下防止対策を行うことといたしております。以上で教育総務課

に係る説明を終わります。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 学校教育課でございます。１２ページをお願いします。今年度は教

育長のお示しになった４つの基本目標を達成するための方策について整理を進めさ

せていただきました。１４ページの重点施策とその具体化についてご説明いたしま

す。学校教育における不易の部分につきましてはできるだけ説明を省略させていた

だき、平成２６年度の変更点を中心に説明をさせていただきます。⑴学力向上プロ

ジェクトの推進では今までア、イ、ウ、エと４つの方策をこの下にお示ししていた

ところですが、ア、イの２点に絞り重点化をいたしました。アはプロジェクトの報

告会でございます。今年度は(ア)のａにありますように田川校区、伊田校区で実施

をいたします。(イ)学力向上プロジェクトの充実と実効ある学力向上につきまして
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は、以下ａからｇまでの方策を考えております。イの(ア)教職員の指導力向上を目

指す研修会の実施とその充実につきましては、具体を以下ａからｈまでお示しをし

ているところです。(イ)市費雇用教職員を活用した少人数学級、及び少人数指導に

よるきめ細かな指導の実施と検証につきましては、今年度も継続して市費講師の研

修会を実施しようというふうに考えているところです。⑵確かな学力、豊かな心、

健やかな体の育成に取り組むことにつきましては、学力・心・体ごとに方策を示し

ております。ア 確かな学力では(ア)のｄに数値目標として No study kids つまり家

庭で勉強をまったくしない子を０にするということを目標といたしまして、家庭と

協同した学習習慣定着への取り組みを進めてまいります。(イ)土曜数英学び塾につ

きましては昨年度まで春の募集者と夏に通ってくる子どもたちに若干減少が見られ

ることから、そこを何とかできないかということと、もう１つは中学校３年生の部

活動終了後にニーズがあるということを合わせまして、可能でありましたら、人数

が減るようでしたら、３年生に限り再募集をかけて取り組みを進めてまいりたいと

いうふうに思っております。イ 豊かな心につきましては、(ア)「みらい学習」を猪

位金学園で試行いたします。(イ)ユネスコスクールへの登録と取り組みを推進して

まいります。ユネスコスクールと言いますのは、ユネスコが提唱する世界が持続可

能な発展を続けるために必要な教育を実施するという取り組みで、協同であります

とか、人権でありますとか、そういうことを始点としております。各学校で実施で

きるように取り組みをまとめてまいりたいというふうに考えているところです。

(エ)多様な文化や考え方を認め合う共生の心と力の育成につきましては、ａ全校で

「学校いじめ防止基本方針」を策定いたしましたので、これに基づき効果的ないじ

め対策を進めてまいります。ウ 健やかな体につきましては(ア)の C「お弁当の日」

でございます。平成２５年度に大浦小学校でモデル的に実施をしていただき、その

効果があることがわかりましたので、各学校で実態に合った方法で「お弁当の日」

の実施に取り組んでまいります。(ウ)のｂ生涯学習課と連携した事業を推進すると

ともに、トップアスリートによる「夢の教室」の開催を予定しております。⑶地域

との連携を図り、特色ある教育活動に取り組むにつきましては、アの(エ)スクール

ソーシャルワーカー（ＳＳＷ）につきましては派遣方法の見直しを進めまして、今

までは１週間単位でございましたが、２週間をスパンとして派遣方法を検討するこ

とで対応の必要な子どもたちにじっくりかかわれる体制を確保してまいりたいと考
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えております。エの(ア)小中一貫校猪位金学園をモデルといたしまして小中教育課

程の円滑な接続について進めてまいります。(ウ)「児童生徒の規範意識育成事業」

及び「ＳＥＬ－８Ｓ」の取り組みを使いまして、子どもたちの規範意識の向上、そ

れから社会性の育成を図ってまいりたいと考えております。⑷目指す田川市の教育

実現のため、学校再編に取り組むにつきましては、アの(ア)今年度は校区再編基本

計画策定の年と位置付けております。次に、継続課題及びその関連事業についてお

示しをさせていただいております。⑴特別支援教育の充実につきましては、アの(ア)

個別の教育支援計画、個別の指導計画、ふくおか就学サポートノートの利用等によ

りまして、個に応じた指導を一層充実させてまいりたいと考えております。⑵社会

の変化に対応した教育の推進につきましては、ア 教育の情報化の推進の(イ)先程、

教育長からお話をいただきました情報活用能力や情報モラルの育成について取り組

んでまいりたいと考えております。イの(ウ)今年度は小学校に外国語活動の教材「Hi 

friends」が導入されますので、その効果的な活用を図ってまいりたいと考えており

ます。⑶田川市放課後児童健全育成事業の実施につきましては、オの５、６年生対

象の学習支援を猪位金クラブ、大浦クラブ、大藪クラブ、田川クラブで実施を予定

しているところでございます。学校教育課は以上でございます。 

○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長 ２０ページをお願いします。それでは、教育研究所の施策方針及び

重点施策とその具体化についてご説明いたします。施策方針は昨年度の方針を継続

しております。重点施策とその具体化についてです。特に、近年学校現場では教職

員が大量に退職し、それに伴って大量の採用があっており教員の若返りというのが

大きな課題になっております。そこで、とにかく若い先生方には指導力を早くつけ

ていただく、それから、４０歳代以上の熟年の先生方には若い先生方への指導をし

ていただくということで、まず、教職員の資質向上を目指して研修をするというの

を第一に考えております。それが、⑴教職員の資質向上を目指した研修会等の充実

を図るということで、そこに５点挙げております。アは委嘱研ということで若い先

生方や中堅の先生方の実践研究の希望者を募りまして、指導力をつけるということ

です。イは教職員の研修意欲を高めるということで、県や市の論文を募集して、紀

要や所感集等を発行いたします。特に、田川市では今年は５月１５日に予定してい

ますが、教育論文の表彰式を行います。また、教育論文応募者や長期研修員の研究

成果を教育委員会が毎年、夏に実施しております教育研究発表会の中で公表し、お
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互いに学ぶようにしております。ウは教職員の研修の向上ということで、田川市で

は教科等研究会で小・中合わせて２０の部会に分かれまして、年３回研修会をして

おります。また、別に授業研究を行いまして、今年も全部の部会で研究授業をしま

して、まとめを出しております。エは教育講演会や実技講習会の実施です。今年も

１１月に教育講演会を実施するようにしたいと思っております。それから、オは３

年前から実施するようになったのですが、現場の先生方のいろいろな教育について

支援をしていくということで、研究員の中の１名が指導主事を兼任いたしまして、

学校教職員への指導助言をより効果的に行うということで、委嘱研や道徳の研修等

には積極的に参加しております。⑵調査研究の充実を図り、教育課題解決のための

手立てとしての資料提供に努めるということで、研究所の運営アンケートで先生方

が要望する研修会や講演会等を調査したり、研究所が発行している虹に掲載してい

ます教育情報などをどのくらい現場の先生方が役に立てていただいているかという

ところを調査したり、それから、児童・生徒の実態を把握するために教育調査を行

っており、それも毎年まとめをしております。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ことで、特に、適応指導教室、それから生徒指

導では問題行動等も早めに把握いたしまして、全市で対処しております。⑷資料セ

ンターとしての機能を充実するということで、既存の図書やビデオ教材等の整理、

新規資料の充実を図り、少しでも現場の先生方に教材等を活用していただけるよう

に工夫しております。それから、ホームページも作成しておりますので、ご覧にな

ってください。⑸学校と連携して、児童・生徒の学習意欲を喚起するということで、

小・中学校の子どもを対象にした自由研究活動を実施しております。今年は昨年の

先生方のご意見も踏まえまして、例年、作品展を９月中旬に２日間行っております

けれども、できましたら金曜日は近くの学校の子どもたちに見ていただけたらとい

うことで、今年は金、土、日の３日間の開催を予定しております。場所は田川文化

センターの１階の展示室です。⑹公的機関紙等を通して、家庭や地域の教育力を高

める啓発活動を行うということで、広報たがわに毎年、教育実態調査の一部ですが、

結果を報告しております。⑺は県の教育研究所と連携して、諸事業の充実に寄与す

るとともに、本市の教育の充実に資するようにしております。以上で教育研究所を

終わります。 

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 生涯学習課の施策及び事業について概要を説明いたします。２４ペ
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ージをお願いします。まず、施策方針ですが、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にしてお

ります。今年度も４つの重点施策を設定しております。⑴のいつでも、どこでも学

べる生涯学習環境づくりについては、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。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で

は、校区住民の自主性・主体性を生かした事業を展開していますが、今後は、地域

住民の一人ひとりが協議会の一員としてさらに多くの地域活動に参加し、身近な生

活課題や地域課題の解決のため、連帯感あふれる地域づくりを目指すことが重要で

あることから、各校区において実施した事業の自己評価を行い、活性化協議会の活

動に地域性を出し、レベルアップを図るとともに、各部会における女性の参画や事

業実施における創意工夫、補助金の有効活用を推進し、さらなる発展を目指すこと

としております。イの生涯学習の拠点としての公民館活動の推進では、市民会館は

市民の身近な暮らしや地域社会とつながる活動を展開し、憩いの場、仲間づくりの

場、地域づくりの場として多様な役割を果たし、生涯学習推進の拠点としての使命

を担っており、公民館講座の開設や人材バンク事業の推進などに取り組むとともに、

活動の実践発表の場として公民館まつりを開催しています。また、地区公民館は、

地域住民の課題解決のための学習の場であると同時に、人間関係を深めるコミュニ

ティの場であることから、公民館活動の活性化を図り、活力ある地域社会の実現を

目指しており、今後は事業の一層の充実、発展を図りながら、地域住民と協働し「い

つでも、どこでも学べる生涯学習環境をつくる」を理念に、各種事業を推進するこ

ととしております。⑵の自分の人権を守り、他者の人権を尊重する地域社会の創造

では、平成２４年度に実施しました「人権・同和問題に関する市民意識調査」の結

果から学習機会が多いほど人権問題について深い認識を示しており、市民の人権意

識を高揚させるためには、多種多様な学習の場を設定することが不可欠であること、

また、２０歳代における人権問題への関心度が低いことから、若年層を対象とした

学習の場を設定する必要があることから、これらの課題解決に向けて、関係機関、

団体と協働して、人権・同和問題に関する教育や啓発の推進を図ることとしており

ます。⑶の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いては、青
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少年を取り巻く社会環境が大きく変化し、学校や家庭のみで解決することが困難な

問題が増え、地域で子どもを育てる体制の確立が必要であることから、地域におけ

る学習会の開催についてＮＰО法人等と連携を図るとともに、行政における教育分

野の取組と保健福祉分野の取組との連携を深めるとともに、青少年問題協議会等の

組織の活性化を図ることとしております。⑷の生涯にわたり楽しめるスポーツ活動

の充実については、アの生涯スポーツ振興とイの高齢者の健康・体力づくりの支援

を挙げております。アの生涯スポーツ振興では、地域住民がスポーツに親しみや興

味を持ち、スポーツ活動に関する意識が高まり、スポーツライフも多様化する中、

誰もがそれぞれの年齢、興味、関心、体力、目的に応じて「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のできる環境づくりが必要であり、こ

れらのニーズに応えるために、田川市体育協会を中心とした関係機関・団体の協力

のもと、「総合型地域スポーツクラブ」を設立し、地域住民の自主的・自発的なクラ

ブへの参加を進めています。また、校区活性化協議会と協力連携してスポーツレク

リエーションを各校単位で実施し、子どもから高齢者までがスポーツに親しみ、ス

ポーツの魅力や楽しさを体感してもらうとともに、よりスポーツを身近に感じられ

るよう、地域における世代間交流を図り地域の活性化を図ることとしております。

イの高齢者の健康・体力づくりの支援では、保健センターが地区公民館で高齢者の

医療費や介護給付費の削減のため、健康・栄養講座で健康体操を実施しております。

今後も各校区活性化協議会、保健センターと連携しながら、高齢者の健康・体力づ

くりへの支援をすることとしております。継続課題及びその関連事業でございます

が、２８ページから３１ページに記載しております。ここでは、各係の課題と事業

を記載しております。公民館・スポーツ係では、課題としてアの校区活性化協議会、

イの老朽化した市民会館の大規模改修・整備、ウの地区公民館活動、エの社会体育

施設の改修・整備の４点を挙げております。課題解決に向けての具体的実施事業の

項目別に記載をしております。次に、学習振興・人権教育係では、課題としてアの

人権・同和教育分野では(ア)体験・交流機会、学習機会の充実、(イ)学習環境の整

備、イの青少年対策分野では(ア)の青少年の非行防止、(イ)の家庭教育の充実、(ウ)

の小学生対象事業の充実、(エ)の中学生対象事業の充実、ウの社会教育の分野では

(ア)成人式、(イ)地区公民館等による平和教育講座、エの生涯学習分野では(ア)生

涯学習関係情報の提供、(イ)生涯学習啓発研修会の実施、(ウ)学校開放の推進をそ
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れぞれ挙げており、課題解決に向けての具体的実施についても項目別に記載をして

おります。以上で、生涯学習課の説明を終わります。    

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 文化課における施策及び事業についてご説明させていただきます。３２

ページをお願いします。まず、施策方針といたしまして、近年、人々が心豊かな質

の高い生活を送るためには、精神的な満足感をもたらす文化的な要素が必要になっ

てきており、その方策といたしまして、伝統文化や地域の歴史文化に対する理解や

それらを大切にする心の教育が大変重要になっております。学校や地域社会におけ

る子どもたちの文化活動や鑑賞の機会をより一層充実することが必要となってきて

おります。それを念頭におきまして、文化課といたしましては第５次総合計画の基

本目標「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、次の３つを

本年度の重点施策として設定しております。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歴史を受け継ぐ文化

遺産を保護・活用する。まず、⑴はア 市民文化活動の充実に努めるということで、

(ア)文化センター・青少年文化ホールでの事業、(イ)美術館での事業になります。

まず、文化センター・青少年文化ホールにて開催しております事業でございますが、

市民文化祭、芸術文化体験事業、懐かしの名画祭、こども音楽祭、文化団体の育成

等になっております。市民文化祭につきましては、例年春季と秋季に分けまして、

それぞれの芸術文化活動の創作発表の場として、田川文化連盟と協力をいたしまし

て、さまざまな事業の方に市民文化祭に参加していただき、文化祭を開催しており

ます。芸術文化体験事業につきましては、普段、生の舞台芸術に接することがない

小・中学生を対象といたしまして、生の舞台芸術を体験する機会を設けることで文

化に対する理解の充実を図ることを目標に例年開催しております。懐かしの名画祭

は市民に映画鑑賞の機会を提供する場として毎年開催しております。こども音楽祭

は、例年１１月に小・中学校、幼稚園、保育園等の児童・生徒、また一般の吹奏楽

や楽器演奏の団体の方々にもお越しいただきまして、音楽の発表をする場として、

毎年交流と発展に努めております。文化団体の育成といたしましては、文化振興基

金を市民または個人、団体の芸術や文化活動などを奨励するため文化振興基金を助

成するような形で、毎年運用を図っております。最後に、田川文化連盟との協力関

係ですが、上記の市民文化祭、芸術文化体験事業、懐かしの名画祭、こども音楽祭

等につきましても田川文化連盟と協力しながら、実行委員会形式で毎年開催をさせ
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ていただいております。常に緊密な連携を持ち、田川の文化の発展のため一緒に活

動を続けさせていただいているような状況でございます。次に、美術館についてで

す。美術館につきましては図書館と同じように指定管理者の導入の問題がございま

す。その検討を始めるにあたりまして、美術館は建築されまして２０年以上が経っ

ておりますので、今後の美術館はどういうふうな将来展望を持つのかとか、将来的

なビジョンをどうするのかということを定めていく必要が生じてきております。そ

の件についても今年はいろいろと検討していかなければならないと考えているとこ

ろでございます。重点施策といたしましては、そこに挙げておりますように企画展

の開催等、今まで活動してきておりましたことに基本的なことは変わっておりませ

ん。まず、企画展については英展をはじめ、優れた展覧会の企画をするということ

で、大きな企画展といたしましてミロコマチコさんという絵本作家の方の企画展、

それと、郷土で活躍なさっております大塚抱節先生、書家の方なのですが、普通の

書にとどまらず、アートを感じさせるような書を書かれる方でございますが、その

方についての企画展ということで、今年については自主企画展を２本予定しており

ます。次に、市民の多様なニーズに応える美術館ということについてですが、これ

はそれぞれの団体や個人の方が美術館を発表や展覧会の場として使っていただく、

そういう場を提供し、その利用の促進を図るということでございます。次に、教育

普及活動ですが、これについては毎年、講演会やワークショップ、また学校との連

携において、鑑賞機会の提供のみならず出前授業を行うなど、いろいろな活動を行

なっております。特に、ワークショップにつきましては例年夏休みや冬に小学生向

け、一般向け等、いろいろなものを組み合わせてやっておりますが、例年申込みの

方が多くて抽選になることがたびたびとなっております。その年によって内容はい

ろいろと変わってきますけれども、とても人気がありますのでワークショップは美

術館の目玉の事業の一つになっております。⑵は図書館の施策に関わることでござ

います。図書館機能の充実整備に努めるということで、図書館は利用者サービスの

向上として現在、開館時間の延長とか、できる範囲で改善をしております。さらに、

今年は月末の館内整理のための休館日を開館することにいたしまして、少しずつ開

館日を増やすような努力をしているところでございます。また、年間３００日開館

とか、開館時間の延長とか、図書館の改善基本計画に挙げておりました目標サービ

スを実現するため、平成２７年度からの指定管理者制度の導入について検討をして
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いるところでございます。指定管理者制度を導入いたしましたとしても、重点施策

としては基本的には変更はないと考えております。(ア)の子どもに対する読書対策

は、ブックスタート事業とか、本の読み聞かせボランティアの育成等がございます。

(ｇ)小学生読書リーダー養成講座というのがありますが、これは元々平成２４年度

に県の事業として小学生読書リーダーの養成講座というのがございましたけれども、

それは単発の県の事業でございました。昨年度、平成２５年度はこの事業は県の事

業として継続がなかったものですから、本年度、平成２６年度は田川市の自主事業

として、この小学生読書リーダー養成講座を予定しております。先程の本の読み聞

かせボランティアの育成ということについてですが、読み聞かせボランティアの育

成のための養成講座も今年度、予定をしているところでございます。次に、利用者

に配慮した施設の整備ということに関してですが、昨年度から図書館の改装をいた

しましてエレベータの設置、エレベータそのものの設置は今年度にずれこみました

ので今年度に設置となっております。ＡＶホールの新設と学習室の整備につきまし

ては、現在、ＡＶホールと視聴覚室を新設し、学習室につきましてもグループ学習

ができる部屋と個人的に静かに学習できる部屋に分けまして、それぞれの利用を始

めていただいているところでございます。その他いろいろなコーナーの設置につい

ては今後、設置をしていきたいと考えているところです。次に、⑶は石炭・歴史博

物館に係ることでございます。石炭・歴史博物館につきましては平成２６年度から

世界記憶遺産推進室が補助執行することになりましたけれども、教育施策としては

変わってはおりません。また、教育委員会が教育施策を作成することに変わりはご

ざいません。「石炭の歴史」の発信と文化材保護に努めるということにおいて石炭・

歴史博物館に関わることがａ博物館機能の充実、ｂ教育普及活動の強化、ｅユネス

コ世界記憶遺産の保存活用ということが石炭・歴史博物館の重点施策になっており

ます。ｃ文化財の保護と活用、ｄ国史跡指定への推進ということにつきましては、

文化課に残っております埋蔵文化財関連の事業として行っているものです。特に、

国史跡指定への推進ということに関しましては、竪坑櫓と二本煙突を含む旧三井田

川鉱業所伊田竪坑及び伊田斜坑跡地の史跡としての保護を目的とした調査を進め、

本年度がその調査の最終段階となりますので、平成２６年度に最終的な調査をいた

しまして、来年度以降その調査をまとめ、平成２８年度の国史跡指定の意見具申を

目指すということにしております。次に、文化課としての継続課題及びその他のこ
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とについてです。文化センター・青少年文化ホールに関しましては今年度、青少年

文化ホールにエレベータを設置することになっております。また、文化センターの

外壁改修工事等の工事が入っておりますので、その期間は施設を閉館せざるを得な

い時期がございますので、そういう意味ではサービスの低下ということにはなりま

すけれども、今後の市民の利用や安全面についての配慮、その後のスムーズな利用

につながるものと考えております。美術館の収蔵庫につきましては、平成２５年度

に改築を行いまして新たな収蔵スペースを確保いたしましたので、当面の管理につ

いての問題は解消されたものと考えております。文化エリア全体の駐車場につきま

しては、今まで手狭な面がございましたけれども、美術館の裏にバスの駐車可能な

駐車場が整備されましたので、今後は団体客等の来館についても広くアピールして

いくことができると考えております。図書館につきましては、新年度になりまして

図書館の指定管理者制度導入について事務報告をさせていただいておりますけれど

も、それについての事務も進めていかなければなりません。それとともに、田川市

子ども読書計画推進、ボランティア団体の育成なども引き続き行っていかなければ

ならないと考えているところでございます。埋蔵文化財につきましては、先程説明

しましたように平成２８年度に国指定史跡への意見具申を予定しておりますので、

開発行為抑制等、指定予定地についても関係機関との協議を進める必要が起きてき

ております。石炭・歴史博物館につきましては、本年度から世界記憶遺産推進室が

管理運営等を補助執行することになりましたので、今後いろいろな面において教育

委員会と連携、協議をしながら課題の解決にあたっていきたいと考えているところ

でございます。最後に、３９ページから４５ページにかけまして各施設の今年度の

主要事業を表にまとめておりますので、ご参照いただきたいと思います。以上で文

化課の説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ありがとうございました。全課、一気に報告していただきましたけれども、

ご質問、ご意見はございませんか。 

最初に基本的なことをお伺いしますけれども、この施策方針というのは何の目的

でどういう方に示されるのでしょうか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 これは今年度の教育委員会の方針をまとめたもので、この冊子自体は各学

校にも議員さん方にもお配りをいたします。要は田川市の市民の方にきちんとお知

らせをして教育委員会の施策を理解していただこうとする、そういうふうに考えて
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いただいたらいいと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 毎年感じていることなのですが、毎年新しい年度で更新されて本年度の施

策方針というのが出てくるのですけれども、訂正するところは去年の目標としてい

たところが達成されたところ、例えば、猪位金小中が猪位金学園になりましたみた

いな感じで文言が訂正されていく。基本的には第５次総合計画を基本とした流れに

沿ったものであると思っているのですけれども、何のために毎年更新されていくの

だろうかというところが一般の私たちはこれを読んでもわかりません。総花的に並

べてあるのでよくわからないんです。だから、私はいつも思っているのですが、今

年はここを重点的に課題と思っていますとか、そういった提案の仕方もあると思い

ます。もちろん、すべてのことを述べていなければならないと思いますけれども、

これを読んでいて思ったのは学校の再編のことがいつも最後の方に何行かで書いて

あります。これは大事なことです、これは今年の目標ですというような形で最後の

方に書いてあるのでは議員さんや一般の方々にアピールするのは難しいのではない

かと思います。教育委員会として今年はこういうところをとても大事だと思ってい

ますよというのを表現しなくては、何のために今年度の分を改定して作っているの

かよくわからない気がします。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 これは施策方針なので、全体をまとめていかなければいけないということ

があって、教育目標の理念とか、方針とかが年度ごとにどんどん変わるというわけ

にはいかないと思います。だから、大まかなことをここには書かなければいけない、

それから、すべての分野に亘って学校教育から文化まで書かなければいけないとい

うことでこういう書き方になっていると思います。だから、もし、市民の方にもっ

とわかりやすくというのであれば、例えば、これをまとめてガイド版みたいな何枚

折りかの見開きで見たらわかるようなそういうものを作って、市民の方に見てもら

うというのがいいのではないかというふうに思っています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 これは校長もご覧になるし、管理職だけではなく、すべての先生がご覧に

なるはずなんです。実は、今まで管理職の面接の時とかに施策方針はご覧になって

いますかと質問すると、職員室のどこかにはあったと思いますけれどもみたいな答

えの校長や教頭の候補生の方もおられました。本当にここで一生懸命作ったものが

皆さんに共有されているのだろうか。とりあえず、学校に共有されているのだろう

かと思ったことが度々ありましたので、やはり今年はどこがポイントだよとか、そ
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ういうところも表現してもらいたいなと思います。すべて表現する必要はあると思

いますけれども、今年は特にここをこうしようというような思いでいますというこ

とを共有していただく場であってもいいのではないかと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 福岡県も施策方針というのは出していますよね。田川市はそこを具体的

に、地域に根差した施策方針だろうと思うのですけど、具体的にこうなんですとか、

そういうのはもちろん重点目標というのが入っていますから、それからまだ小さく

ということは大変難しい表現だろうと思いますから、そういうところではないかな

と思って、私は読みました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 たぶん校長先生が学校の経営方針を出される時は、施策方針と今までその

学校がしてきたことというのを合わせて考えられると思います。そういったところ

がうまく、わかりやすく取り入れていただけるような方法というのは何かないかな

といつも思っていました。一般の方がご覧になることは少ないかもしれないけれど

も、校長先生とか、議員さん方にすべての面ではこういうふうに考えていますが、

今年はこうですよとか、しばらくの間はここのところが必要だと思いますとか、そ

ういう理解をしていただくものでもあると思います。こんなに体系立てて作ってあ

るので説明の仕方によっては、よくわかっていただける資料になるのではないかと

思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 施策方針というのは、例えて言えば、田川市における教育に関する憲法

みたいなものだと思います。たくさんのものを入れ込みすぎることによって、本当

に訴えたい大きな流れが少し消えていく可能性があると思います。だから、大きな

流れは大事に保っていくべきだろうと思います。例えば、３ページのイに教員の指

導力向上という語句がありますけれども、どうしても学力のことだけを訴えている

ような気がしてならない不安は確かに感じました。読む力が衰えておりますので、

これを読むのに２日くらいかかったのですが、教員の指導力の向上とか、そういう

ことがよく言われているようですけど、荒れている学校とか言われることがありま

す。荒れている学校というのは具体的にはどういうことなのか、どうしていただけ

れば荒れない学校になるのか、そういう事柄については確かに委員長がおっしゃっ

たような不安は感じます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 これは基本的なものだから細かく表現することはできないとおっしゃるの

も良くわかるんです。そうであれば、何を見たら、どの資料を見たら詳しいところ
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がわかるのか、そういったものも書けとは言いませんけれども、そういった資料の

整備をしていただきたいと思います。これを見て、例えば、校長先生がこうやろう

と思った時に、では学力調査の結果についていろいろな分析が知りたいと思った時

にはどこに探しに行って、何を見ればいいのかとか、そういったことが十分に解る

ような整備といいますか、ここに書けないのであれば、いろいろなものが手に入る

状況というのでしょうか、そうでなければいけないと思います。まず、今、教育を

受けている子どもたち、今年１年何をしなくてはいけないのか、もちろん学習もそ

うですけれども社会に出てどうして生きていくのか、勉強はできなくても社会に出

てうまくやっていければ生きていけるわけですから、働くことができればいいので

すから、もちろん勉強はできた方がいいですけれども、そこの基本的なところをも

っと何かこう知らせられる方法ないのかなと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 委員長が言われるいろいろな場面を想定して、それに対応するための方策

とか、方針とかを書かなければいけないということだから、この教育施策方針は全

体的に広がっていっているんです。ただ、学校がこれを受けて、それぞれの校長が

それぞれの子どもたちのことを考えながら、その学校の経営方針を書いていきます。

例えば、ある学校は今いろいろないじめ問題で情報機器を使ったトラブルが起きて

いるから、今年はそこに焦点を当てて取り組んでいこうというふうにやっているの

で、それをああしなさい、こうしなさいと教育委員会がまとめようとしたら、すべ

てのことをこの中に入れていかなくてはいけない。それをしろと言われればするの

でしょうけど、今の状況ではこういうふうな大まかなまとめ方でも仕方がないのか

なと思います。ただ、こういう観点が落ちていますよとか、その文言が要るのでは

ないですかというようなことで、これを少し手直しをしていくというのはあると思

います。これは議会へ出しますので、例えば、今年の教育委員会の大きな課題とい

えば学校の再編とかになっていくのですけど、ではそれをこの方針の中でどれだけ

書けるかです。こうします、ああしますというのは書けない。これから教育委員会

で検討していきますよということになっていくので、こんな雰囲気で仕方がないか

なという感じはします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今までずっとこれできたのだけれども何が変わってきたのだろうという気

がするんです。少しずつは変わってきましたけれども、だからもう少し、もう変わ

っていなくてはいけないことが、相変わらず検討しますという形になっているので、
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そこを少し変えていかなければ、困るのは子どもたちです。本当は１０年前にでき

ていなくてはいけなかったことがまだ検討中なので、その辺りはどうにかして、い

ろいろな方に理解していただくというのも私たちの課題ではないかと思います。私

はここに１０年くらいいるのですが、教育長も３人変わられて、ここにいる管理職

の方も何回も変わられているのですが、最初の時から内容としてはほとんど変わっ

ていません。ですから、もうそろそろいいのではないかなと、誰かが決断をして一

歩前に出なければ１０年後も同じことを言っているのではないかという、そういう

危機感を感じています。これはすべてのことを言わなくてはいけないので、こうい

うふうになるのは仕方はないと毎年、思っていますけれども、なぜ、今年あえてこ

れを申し上げたかというと、そろそろ踏み切るということも必要ではないかと、教

育委員会の強力な姿勢をご理解いただく努力もする必要があるのではないかと思い

ます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 例えば、今、委員長が言われた、変わってもらいたい部分をこれとは別に

どこかで作るというのはどうですか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 もちろん、それでも良いです。合わせて読んでいただく形で別に構いませ

ん。何かきちんと教育委員会の強い意志というのを表現して、いろいろな方に理解

していただかないといけないと思います。 

        内容についてご質問、ご意見等ありませんか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 質問といいますか、私の意見になるかもしれませんが、２点です。まず、

放課後児童クラブについて、学習指導を取り入れながらというのを書いていますね。

今までは放課後児童クラブというのは、子どもたちが体育館等に集まって、とにか

くそこで５時とかまで過ごさせて、そして、安全に家まで帰り着かせるというのが

目標といいますか、そういう形で過ごしてきたと思います。今はどうかわかりませ

んが、学校が終わったら児童クラブに来て、とにかくそこで学習を１時間なら１時

間して、その後に遊びに入るという習慣づけをする必要があるのではないのかなと

思います。それから、２点目です。今年は伊田校区と田川校区が報告会を実施しま

すが、毎年、思っていることは学校の学力等の実態を言って、そして、報告をしま

した、それで終わるような感じがします。そうではなくて、前年度なりの実態はこ

うです、そして、その課題がこうだから今年度はこれに取り組んで１年間を過ごし

て、そして、報告にきました、そして、現在はこうなんですというような実態、実
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践、そして、それに対する報告というような形が今度はできないかなというような

気がしてなりません。今はそうではないのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 おっしゃるとおり課題から出発しなければ物事はなにも始まりませ

んので、子どもたちの実態をどう捉え、学力実態をどう捉え、それをどう分析して

いるかというところから、具体的な解決策を見いだす、そして、それを実践してみ

て子どもの姿で証明するというのが本来の報告会の姿であろうというふうに私も思

っております。委員さんがご覧になって、そうなっていないと言われることに関し

ては指導が足りておりませんとしか申し上げようがないのですが、そうなるように

今年度の報告会づくりについて学校に関わるよう強めてまいりたいと思います。あ

りがとうございます。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ただ、１年間では少し短いかなという気はしますが、よろしくお願いし

ます。そして、もう１点ですが、田川市の教科等研究会が発足して１０年ちょっと

になるだろうと思います。これは、小、中でなかなか教科ごとに集まることはでき

ないから、田川市だけの教科ごとで集まって、そして、小、中で実践を積み重ねて

自分たちで力をつけていこうという、そういう目的で発足したと思うのですが、往々

にすれば教科ごとのマンネリ化になる可能性が十分あるだろうと思います。そのマ

ンネリ化を防ぐためにどうしたらいいかというのは考える必要があるのではないか

と、なかなかこの課題は難しいだろうとは思います。もちろん誰かが授業をして研

究をしようと、それでは授業はいつもあの人ではないかということのないようにし

てもらいたいと思います。そして、お互いにみんなで教科ごとのたたき合いができ

るような授業実践になればありがたいなと思います。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 教科等研究会につきましては、２５年度はかなり研究所が主体的に

関わっていただいて改善が進んで参りました。例えば、今まですべての教科ですべ

て授業研究が行われていない時もありました。事情によってしてなかったとか、そ

ういうのが昨年度は一切なくなりました。それから、会員の数、例えば、２０人の

会員のところが１回授業をするのと４０人の会員の所が１回授業をするのでは当然

違って参ります。そういうことで一定程度の会員数が集まっているところについて

は、授業研究は２回とか、そういうふうなことを研究所が考えてくださって、かな

り授業を通して研究するというのが定着してきた年であったと２５年度は評価をし

ております。 
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○委員長○委員長○委員長○委員長 実態として、すべての教科を持っていらっしゃる先生が教科等研に参加を

していらっしゃるのですか。 

○学校教育課○学校教育課○学校教育課○学校教育課 中学校は自分の専門教科でございますからそうですが、小学校はすべ

ての教科を教えているわけですが、その中でも自分が研究したい教科を選択してい

ただいて、その教科に所属をしていただいております。小学校の先生は１つの教科

に絞って入るという形をとらせていただいています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 出席率といいますか、そういうことの評価はあっているのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 しております。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 今年のことではありませんが、親御さんがおっしゃるには子どもが学校

に行きたがらないことについて先生がわかってくれない、何かが起こっているのに

わかってくれない、そういうことについての辛さがあるみたいです。それで、これ

はこれで立派な憲法だと思うのですけれども、そういう思いをもし、入れるとすれ

ば、先程申し上げました教員の指導力向上というところを教員の指導力と感受性の

向上とか、何かそのまま読み流していけない表現、そういう表現をこれから入れる

ようにしていただければ、先生方もさらに丁寧に授業とか、学級運営をしてくださ

るのではないかと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 生涯学習課のところで思ったのですが、老人が体操をしたりとか、ロコモ

にならないようにとかいう意味だと思うのですけれども、本当に必要なことだと思

います。もう一つは、老人のメンタル面ですごく困っていらっしゃる方が増えてき

ているみたいで、公民館で運動をするときに何かそういった社会性といいますか、

それこそ地域との絆といいますか、そういったもので安心のできるような体制を、

体のことは書いてあるようですけれども、もちろんそういったところも考えていら

っしゃるのでしょうが、そういうこともあるんだよというのがわかったら良いかな

と思いながら読ませていただきました。今から団塊の世代が一気に老人になってい

くと思いますが、この世代というのは一つの趣味といいますか、志向というのに没

頭したりすることが多くなってきたと思います。衣食住が足りてきて、いわゆるオ

タク化してきた年代だと思いますので、私たちが老いていったときにいろいろな社

会と接触して繋がっていけるかということが今後は問題になっていくと思います。

若いオタクの人たちが年を取ったときにどんな老人になるのだろうかというのもわ

かりませんので、そういった長い目で見ていくというのも必要ではないかなと思い
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ます。今の若い人たちを見ていると特化している世界にはすごく詳しいのに、違う

世界には疎いので、そういう人たちが集まってくる場所、そういったこともこれか

らの生涯学習には必要な場になるのではないかなと思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 ２３ページの学校のバリアフリー化のところです。猪位金の一貫校を見

せてもらったときに２階の男子トイレを見たのですが、洋式にはなっていませんで

した。新しい学校には洋式のトイレはあるのですか。 

○教育総務課課長補佐○教育総務課課長補佐○教育総務課課長補佐○教育総務課課長補佐 大便器の１つは和式にして、その他は全部洋式にしておりま

す。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 そうですか。和式の１個だけを見たのですね。 

○教育総務課課長補佐○教育総務課課長補佐○教育総務課課長補佐○教育総務課課長補佐 各トイレに和式は一つはありますが、その他は全部洋式に替

えております。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 わかりました。昨年、伊田中学校で研究会があったときに災害時にはお

年寄りも来ることがあるので洋式にされたほうがいいのではないかというお話が確

かあったような気がしましたので確認させていただきました。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 田川の子どもたちの学力、人権、そして、いろいろな意味でも文化を学

ぶということ、全てにおいてこの施策方針に書かれていると思います。一つひとつ

の取り組みを見ていましたら、本当に大変だなと思います。これだけたくさんのこ

とをしているにも関わらず、問題も起こるということですから、問題が起きた点に

ついてはいろいろと対策を考えていただき、どうしたらいいかということで取り組

んでいただいたことを報告していただくと委員長が言われているような市民に納得

していただくということにつながっていくのではないかと思います。そして、１９

ページのイの国際理解教育の推進及び外国語教育の充実の（ウ）です。これから「Hi 

friends」を取り入れて小学校で外国語の授業をされるということですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 今までも教材はございました。英語ノートという教材があったので

すが、新しく教材が「Hi friends」に変わりましたので、これを使ってということ

でございます。教材の中身が少し新しくなっております。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 これこそ、２０年から２５年くらい前は英語、英語と言って、みんな英

語に興味を持っている人がたくさんいて私もその一人だったのですが、なかなか上

達しなくて活用するところまではいかない。でも、実際には中学生から義務教育で

英語を習っているんですよね。授業をしているにも関わらず、活用するところまで
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にはいかないというのがありますので、これこそどれくらいのどういうことをして、

どういう成果があったかを教えていただくといいなと思います。日本の外国語教育

については義務教育から高校を卒業するまで授業をされているのですから、もう少

し伸びてもいいのではないかなと思います。では、どうして伸びないのだろうとい

うところについてもずっと課題だと思いますので、よろしくお願いします。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 すみません、言葉尻をとってしまいますが、例えば、５ページに「たが

わこどもセンター『まいまい』」が開園するとか、６ページの猪位金学園を開校する

とか、そういうところは過去形ではないかなと思いながら見ていました。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 すみません、そこは私が書いた部分です。１月の終わりに書いて提出しな

ければならなかったのでこの文言になってしまいました。説明するときには開園し

ていますとか、スタートしていますとか言っていますので、語尾だけ変えてもらい

ましょう。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 出さなくてはいけなかったということですが、どこにですか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 前半だけですが、議会で説明します。３月議会の最初に市長の経営方針と

合わせて教育施策方針の前半部分を説明するんです。だから、そのときに作ったの

でこの表現なんです。議員さんからも大まかすぎると言われました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 早い時期に施策方針を考えられていたのだったら、私達にも早めに聞かせ

ていただきたかったなと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 前半の部分は全然出していませんでしたかね。 

○○○○毛利委員毛利委員毛利委員毛利委員 これから先のことへのお願いなのですが、幼稚園、保育所（園）、小学校

との連携による云々と書いていますが、これは『まいまい』だけではなくて、田川

市全体の小幼保の連携という意味だろうと思います。ただ、『まいまい』も保育園と

幼稚園が一緒になっているから、今後は何か連携する形が取れればという方向を考

えていかなくてはいけないと思います。ぜひ、そこをよろしくお願いします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 私はここを読んで『まいまい』が連携して小１プロブレムの解消になると

いうふうに書いてあるのかなと思ったんですよね。教育委員会としては小１プロブ

レムの解消のために幼稚園や保育園の就学前と小学校が連携していくというのは全

市的な問題として発信していく必要があるということを言っているのではないかな

と思いました。最初は大まかに説明して、学校教育課のところで詳しく説明してあ

るので、それがどこで出てくるのだろうというのが掴めなかったんです。 
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○教育長○教育長○教育長○教育長 私が書いたのは毛利先生とか委員長が言われたように、全体のことを念頭

に入れて『まいまい』も幼稚園と保育所が隣同士なので、何か一緒にできるような

ものがあったらというふうなことと、以前から保育所、幼稚園の先生と小学校、中

学校の教員との合同の研修会みたいなものをやっていましたので、そういうふうな

ことも合わせて書いていたのですが、少し言葉足らずだったのかもわかりません。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 これはすぐに提出しなくてはならない状況にあるのですか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 まだ訂正はきくと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 それなら、そういったところを微調整ができるのであればしていただいた

らよろしいかと思います。そして、微調整ができたら、また見せてください。また、

校長先生バージョンとか、市議会議員さんバージョンとか、区長さんバージョンと

か、それぞれの方にこれプラスのご説明というのがどのくらいできるのかというこ

とでこの方針がすごく活きてくると思いますので、説明を十分にして活用していた

だけるようにしていただきたいと思います。  

  それでは、ほかにご意見等ありませんか。 

ないようですので、原案のとおり可決することにご異議はありませんか。 

（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２１号「平成２６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。 

次に移ります。日程第３日程第３日程第３日程第３    議議議議案第２２号「田川市就学指導委員会委員の委嘱につ案第２２号「田川市就学指導委員会委員の委嘱につ案第２２号「田川市就学指導委員会委員の委嘱につ案第２２号「田川市就学指導委員会委員の委嘱につ

いて」いて」いて」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○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 日程第３ 議案第２２号「田川市就学指導委員会委員の委嘱につい    

 て」ご説明いたします。本件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号の規定により教育委員会の議決を求めるものでございます。次のページを

お願いします。平成２６年度田川市就学指導委員会の委員の皆様の一覧を付けてお

ります。新任と書かれています方々が今回、新しく替わられた方々です。なお、学

校につきましてはそれぞれの学校に依頼をいたしまして代表者の方を決めていただ

いております。また、特別支援学級の代表の方につきましては、会を通して依頼を

いたしまして選定をしたところです。任期につきましては平成２６年６月１日から

平成２７年５月３１日まででございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 何か、ご質問、ご意見等ありませんか。 
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○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 教育委員会としては課長補佐か、誰かが入っているのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 事務局といたしまして課長補佐と職員１人の２人体制を考えており

ます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ほかにご質問等ありませんか。 

  ないようですので、原案のとおり可決することにご異議はありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第３ 議案第２２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２３号「田川市育英資金委員会委員の委嘱（交議案第２３号「田川市育英資金委員会委員の委嘱（交議案第２３号「田川市育英資金委員会委員の委嘱（交議案第２３号「田川市育英資金委員会委員の委嘱（交

代）について」代）について」代）について」代）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○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 日程第４ 議案第２３号「田川市育英資金委員会委員の委嘱（交代）

について」ご説明いたします。本件は田川市育英資金委員会委員の委嘱（交代）に

ついて、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号の規定により

教育委員会の議決を求めるものでございます。次のページをお願いします。田川市

育英資金委員会委員の名簿を添付しております。今回の交代は校長先生の退職に伴

いましての変更、また、教頭先生の人事異動に伴いまして教頭先生から代表選出を

依頼し、委員として名簿の中に加えたところでございます。任期は、平成２５年７

月１日から平成２７年６月３０日でございまして、※がついている方につきまして

は前任の方の残存任期ということで対応させていただきたいというふうに考えてお

るところです。以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問、ご意見はありませんか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 学校関係で学校長は高校が２人ですね、田川市は今までは誰が出ていた

のですか。だいたい教頭が入っていたのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 今までは中学校の女性の教頭先生でございました。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 中学校ですね。猪位金学園から出なければいけないから、この教頭先生

が出てきたのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 そういう事情ではございません。教頭先生の中からというふうに選

びましたが、女性委員の数というのも考慮に入れましたところ、現職の教頭先生の

中で女性でしかも、中学校のことも股にかけてご審議いただける方ということにな

りますと、この先生が最適ではないかというふうに判断をいたしました。 
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○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 現場の経験は小学校しかない教頭先生だからですね。本来なら中学校が

良いかなと思いました。女性ということが条件にあるのですね。わかりました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 育英資金の対象者というのはどういった方なのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 大学進学を希望されている方、それから、専門学校、高等学校の３

種類に分けられております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ほかに何か、ご意見等ありませんか。 

  ないようですので、原案のとおり可決することにご異議はありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第４ 議案第２３号「田川市育英資金委員

会委員の委嘱（交代）について」は原案のとおり可決します。 

  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２４号「田川市社会教育委員の委嘱について」議案第２４号「田川市社会教育委員の委嘱について」議案第２４号「田川市社会教育委員の委嘱について」議案第２４号「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。 

○生涯教育課長○生涯教育課長○生涯教育課長○生涯教育課長 それでは、日程第５ 議案第２４号「田川市社会教育委員の委嘱に

ついて」ご説明いたします。本案は、本市社会教育委員の任期が平成２６年５月３

１日をもって満了することに伴い、新たに委員を委嘱する必要があるため、田川市

教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１２号の規定により、教育委員会の

議決を求めるものでございます。次のページをお願いします。田川市社会教育委員

の名簿でございます。任期は平成２６年６月１日から平成２８年５月３１日までで

ございます。今回の委嘱予定の委員は記載のとおりでございますので、説明は省略

させていただきます。以上で、説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問、ご意見等ありませんか。 

  ないようですので、原案のとおり可決することにご異議はありませんか。 

（異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、日程第５ 議案第２４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    議案第２５号議案第２５号議案第２５号議案第２５号「田川市公民館運営審議会委員の委嘱に「田川市公民館運営審議会委員の委嘱に「田川市公民館運営審議会委員の委嘱に「田川市公民館運営審議会委員の委嘱に

ついて」ついて」ついて」ついて」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 それでは、日程第６ 議案第２５号「田川市公民館運営審議会委員

の委嘱について」ご説明いたします。本案は、委員の任期が平成２６年３月３１日

で満了となるため、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１２号の
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規定により教育委員会の議決を求めるものであり、次の７名に委嘱する予定でござ

います。なお、委員の任期につきましては平成２６年４月１日から平成２８年３月

３１日を予定しております。以上で、説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問、ご意見等ありませんか。 

  委員の任期はいつからでしたか。 

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 ４月１日からです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 遡って委嘱するということですね。 

  何か、ご質問等ありませんか。 

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６ 議案第２５号「田川市公民館運営審議

会委員の委嘱について」は原案のとおり可決します。 

     次に移ります。日程第７日程第７日程第７日程第７    議案第２６号「田川市スポーツ推進審議会委員の任命議案第２６号「田川市スポーツ推進審議会委員の任命議案第２６号「田川市スポーツ推進審議会委員の任命議案第２６号「田川市スポーツ推進審議会委員の任命

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。 

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 日程第７ 議案第２６号「田川市スポーツ推進審議会委員の任命に

ついて」ご説明いたします。本案は、各委員の任期が平成２６年３月３１日をもっ

て満了となるため、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１２号の

規定により教育委員会の議決を求めるものであり、次の５名を任命する予定でござ

います。なお、任期につきましては平成２６年４月１日から平成２８年３月３１日

まででございます。以上で、説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問、ご意見等ありませんか。 

  ないようですので、原案のとおり可決することにご異議はありませんか。 

（異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、日程第７ 議案第２６号「田川市スポーツ推進

審議会委員の任命について」は原案のとおり可決します。 

  次に移ります。日程第８日程第８日程第８日程第８    事務報告「教科用図書採択について」事務報告「教科用図書採択について」事務報告「教科用図書採択について」事務報告「教科用図書採択について」を議題とします。

事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 「教科用図書採択について」ご説明いたします。本件は平成２６年

が小学校の教科用図書の採択の年であることから、その手続きについて報告するも

のでございます。１ページをお願いします。本市、田川市は第１２地区に属します
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ので、第１２地区教科用図書選定方針についてご説明いたします。１ 小学校学習指

導要領の趣旨に則り、各教科の目標の達成に適したものであり、教科の特色が明確

になるような選定を行う。２ 途中省略をしまして、見本図書の調査研究を十分に行

うこととする。３ 前半省略をいたしまして、教科の学力向上に寄与するものを選定

する。４ 各教科の調査研究部会の調査研究結果や学校から提出される学校意見書等

を柱として、これを十分に参考にしながら選定をする。５ 教科用図書の種目ごとに、

原則として３種以上の教科用図書の選定をする。６ 選定の結果は、採択協議会が定

める様式によって期日までに提出をする、ということでございます。２ページから

は第１２地区の教科用図書採択協議会の規約でございます。４ページの第１３条で

ございます。採択協議会の事務局を、田川市教育委員会に置くとされておりますの

で、本日、報告をさせていただいているところでございます。５ページをお願いし

ます。教科書採択に関する情報の公開についてでございますが、表を教科書採択前

と採択後に分けさせていただいております。ご覧になってわかるように教科書採択

前につきましては、協議会の会員以外はすべて非公開、教科書採択後の公開となり

ますので、よろしくお願いします。６ページをお願いします。教科書採択協議会の

組織図です。筑豊管内には第１１地区、第１２地区と２つの地区がございます。左

側が第１１地区、右側が第１２地区でございます。第１２地区には教科用図書採択

協議会というのがございまして、その下に選定委員会というものがございます。こ

の選定委員会は２つの部会から成立しておりまして、１つが総括部会、もう１つが

選定部会でございます。まず、選定部会ですが、教科ごとに部会長、副部会長、そ

れから部会員とそれぞれの教科各４名、９教科でございますので３６名から構成を

されています。ここで選定を行うわけですが、その際には下にありますように学校

からの意見書を聴取する。また、一番下の真ん中ですが、筑豊教育事務所が主管す

る教科用図書調査研究協議会というものがございまして、この研究報告書も挙がっ

てまいります。この２つを参考にし、また、実際に教科書を研究しながら、選定部

会で選定を進めてまいります。その結果を総括部会で報告いたしまして、その総括

部会には各選定部会の部長、副部長以外に学識経験者１名、それから、ＰＴＡの代

表者１名に入っていただきまして、上の採択協議会に答申を行います。その結果に

基づいて教科用図書採択協議会で３種の教科書に絞り込みをいただくという手筈に

なります。また、最終的な採択はそれぞれの市町村の教育委員会でお願いをするこ
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ととなっております。７ページをお願いします。３段目の教員割でございますが、

現在、田川市郡の教職員の割合がその表のようになっております、ほぼ２対１とい

うことで、田川郡から２、田川市から１の割合になるように下の選定部会の委員に

ついて構成させていただいているところでございます。８ページをお願いします。

現行の使用されている教科書でございます。田川は第１２地区でございますので、

横向きに見ていただきますと現在使っている教科書がわかります。なお、どの市町

村がどの地区に該当するかは左下の採択地区構成地域というのをご覧になればおわ

かりになろうかと思います。９ページをお願いします。教科書の検定、採択、使用

開始はこの表のようになっております。一番上の小学校をご覧いただきますと小学

校は昨年度２５年度が検定の年、２６年度、今年度が採択の年、２７年度が使用開

始の年となります。中学校をご覧ください。中学校は今年度が検定の年、来年度が

採択の年、２８年度が使用開始の年というように小学校と１年ずれております。説

明は以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問等ありませんか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第９日程第９日程第９日程第９    議案第２７号「田川市文化財専門議案第２７号「田川市文化財専門議案第２７号「田川市文化財専門議案第２７号「田川市文化財専門

委員会委員の委嘱について」委員会委員の委嘱について」委員会委員の委嘱について」委員会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。 

○○○○文化課長文化課長文化課長文化課長 日程第９ 議案第２７号「田川市文化財専門委員会委員の委嘱について」

ご説明いたします。本案は、各委員の任期が平成２６年３月３１日をもって満了す

るため、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１２号の規定により

教育委員会の議決を求めるものでございます。次ページをご覧ください。田川市文

化財専門委員会委員の名簿でございます。学識経験者が８名、議会選出が１名の計

９名になっております。任期につきましては平成２６年４月１日から平成２８年３

月３１日までとなっております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問、ご意見等ありませんか。 

文化財専門委員会委員というのは、世界記憶遺産の方も入っていらっしゃるので

すか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 世界記憶遺産だけでなく、すべての有形文化財、無形文化財、その他諸々

になります。記憶遺産の関係は石炭関係とか、近代化遺産とか、そちらの関係にな

ろうかとは思いますけれども、博物館には石炭・歴史博物館等運営協議会がござい

ます。こちらはどちらかと言ったら文化財に特定した委員会です。 
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○委員長○委員長○委員長○委員長 何か、ご意見等ありませんか。 

ないようですので、原案のとおり可決することにご異議はありませんか。 

（異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、日程第９ 議案第２７号「田川市文化財専門委

員会委員の委嘱について」は原案のとおり可決します。 

  次に移ります。日程第１０日程第１０日程第１０日程第１０    諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告「５月行事予定について」「５月行事予定について」「５月行事予定について」「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の行事予定を説明） 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 この場で口頭ではございますが、事務報告をさせていただきたいのです

が、よろしいでしょうか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 どうぞ、お願いします。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 ４月２３日の臨時教育委員会におきまして当初予算の説明をさせていた

だきました。その際、指定管理導入のための条例改正のため予算の裏付けとして指

定管理の委託料について債務負担行為の設定をさせていただきまして、教育委員会

において承認をいただいたところでございます。その後、４月３０日に総務文教委

員会が開催され、債務負担行為を含めたところの予算案を提案させていただきまし

た。教育委員会といたしましては、図書館については昨年度、図書館の改善基本計

画等を策定しまして、改善計画のための検討をずっと重ねてまいりました。その延

長上にサービスを改善するために指定管理者制度を導入したいということで、そう

いう流れから先に図書館の指定管理導入ということを検討させていただいていまし

た。美術館につきましては協議会等ともまだ協議、検討が進んでいないことから、

少し遅れての検討ということで考えておりましたので、そのように総務文教委員会

にて説明をさせていただきました。けれども、総務文教委員会の委員の皆様からは

図書館、美術館が建設されております文化エリアというのは一体のものであるので、

文化エリアを整備する方法として指定管理者制度を導入するのであれば、図書館と

美術館を同時に導入するほうが望ましいのではないかというご意見がありました。

教育委員会としましては図書館の改善基本計画等につきましては、事務報告もさせ

ていただいておりましたし、十分検討をした上での指定管理導入の検討という考え

方でいたのですけれども、委員さん方からはまだ議論すべきところがあるのではな

いか。図書館の指定管理者制度導入についてどうせ検討するのであれば、美術館も
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一緒に検討してはどうかというご意見をいただきました。本来の予定といたしまし

ては、債務負担行為の予算の提案をさせていただいて、その後６月議会くらいで条

例改正等ということで事務を進める予定でいたのですけれども、そういう議会から

の強い意見をいただきましたので、今後もう一度、美術館を含めたところで検討を

していくということになりましたので、少し時期的なことが変更になっております。

図書館については図書館改善基本計画というのが目指すべきサービス向上のための

計画の基本でございますので、それを進めていくわけですけれども、美術館は美術

館協議会等に投げかけながら検討を進めていくということで、時間的には美術館の

検討が早まりました。図書館と美術館を同時にということであれば、足並みをそろ

えていくことになりますので、最初の計画からはずれてくるかとは思いますけれど

も、今後とも検討内容及びその結果につきましては随時、教育委員会にご報告をさ

せていただき、審議していただいた上で総務文教委員会の方に報告をさせていただ

くという形をとりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。簡単

ではありますが、以上で報告を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 このような報告がありました。しばらく時間がかかるかと思いますが、図

書館や美術館には専門の委員さん方がおられますので、そういった皆さん方とよく

相談をして話を進めていただきたいと思います。それでは研究所、お願いします。 

（教育研究所より資料の説明がなされた） 

○委員長○委員長○委員長○委員長    次に移ります。「「「「６６６６月定例会の日程案について」月定例会の日程案について」月定例会の日程案について」月定例会の日程案について」を議題とします。 

○教育総務○教育総務○教育総務○教育総務課長課長課長課長    ６月定例会でございますが、６月９日（月）の１４時からでいかか

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。６月定例会は６月９日（月）の１４時からに決定し

ます。 

        ほかにご質問、ご意見等ありませんか。 

        今日はたくさんの委員さん方が委嘱されましたけれども、年に２、３回の会合を

例年のようにこなすだけではなく、それぞれの委員さんにいろいろとご意見を伺っ

て運営に役立てていただきたいと思います。また、特に新しくことを起こす時、今

回の美術館や図書館のように新しい体制になろうかとか、新しいパターンになろう

かとか、そういうときには必ずお声を拝聴するということを忘れないようにしてい

ただかないと何のために委員さん方がいらっしゃるのかわかりませんので、よろし
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くお願いします。 

それでは、以上をもちまして平成２６年第１０回田川市教育委員会５月定例会を

閉会いたします。 

（閉会１６時４０分） 

 

 


