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（開会１４時００分） 

○○○○教育教育教育教育長長長長    ただいまから平成２７年第７回田川市教育委員会７月定例会を開会いたし

ます。日程第１「議席の指定について」日程第１「議席の指定について」日程第１「議席の指定について」日程第１「議席の指定について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 日程第１「議席の指定について」ご説明いたします。この度、新教

育委員会制度に基づきまして、平成２７年７月１３日付で吉栁教育長が新たに任命

されましたので、田川市教育委員会会議規則第２条の規定により、議席の決定をお

願いするものであります。資料をご覧ください。今回から議長席については教育委

員会の会務を総理する教育長の指定席となります。次に、教育委員の席につきまし

ては、恒例として１番議席、２番議席、３番議席、４番議席は教育委員に就任され

た順としております。ただいまお座りいただいています仮議席のとおり決定してい

ただきたいと考えております。なお、４番議席については教育委員辞任後、新しい

委員が決まっておりませんので、現時点では空席となっております。説明は以上で

ございます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 現在、座っていただいている議席を本議席と決定させていただいてよろし

いでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

  それでは、ご異議ありませんので、現在お座りいただいているとおりに議席を決

定します。 

次に移ります。日程第２「教育長職務代理者の指名について」日程第２「教育長職務代理者の指名について」日程第２「教育長職務代理者の指名について」日程第２「教育長職務代理者の指名について」を議題とします。

事務局に説明を求めます。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 日程第２「教育長職務代理者の指名について」ご説明いたします。

平成２７年７月１３日付で吉栁教育長が就任されましたので、教育長職務代理者に

ついて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項「教育長に事故

があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務

を行う」の規定に基づき、あらかじめ指名を行うものです。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 それでは、教育長職務代理者には毛利委員を指名させていただきます。 

毛利委員、お受けいただけますでしょうか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 突然ですので、少し驚きましたが、わかりました。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ありがとうございます。 

（毛利委員 あいさつ） 
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○教育長○教育長○教育長○教育長 よろしくお願いします。 

  それでは、次に移ります。日程第３日程第３日程第３日程第３「「「「平成平成平成平成２７２７２７２７年第年第年第年第６６６６回田川市教育委員会回田川市教育委員会回田川市教育委員会回田川市教育委員会６６６６月定月定月定月定

例会会議録の承認について例会会議録の承認について例会会議録の承認について例会会議録の承認について」」」」を議題とします。あらかじめ送付しておりましたが、

内容、文言等について、ご質疑ありませんか。 

     ご質疑ないようですので、日程第３「平成２７年第６回田川市教育委員会６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４日程第４日程第４日程第４    議案第２７号「田川市教育委員会が管理する公の施設議案第２７号「田川市教育委員会が管理する公の施設議案第２７号「田川市教育委員会が管理する公の施設議案第２７号「田川市教育委員会が管理する公の施設

の指定管理者の指定の手続の指定管理者の指定の手続の指定管理者の指定の手続の指定管理者の指定の手続等等等等に関する規則の制定について」に関する規則の制定について」に関する規則の制定について」に関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○教育総務課○教育総務課○教育総務課長長長長 日程第４ 議案第２７号「田川市教育委員会が管理する公の施設の

指定管理者の指定の手続等に関する規則の制定について」ご説明いたします。本案

は、教育委員会が管理する公の施設の指定管理者の指定の手続き等について必要な

事項を定めるため制定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。教

育委員会が管理する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関することは、これま

で田川市公の施設の指定管理者の手続等に関する条例及び田川市公の施設の指定

管理者の手続き等に関する条例施行規則により事務を行っておりました。ところが、

今般、総合政策課がその施行規則の一部を改正することになり、法制担当の総務課

と協議を行ったところ、現在使用している施行規則と同様のものを教育委員会でも

制定する必要があるという指摘を受けました、そこで、田川市教育委員会が管理す

る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則を制定することになったも

のです。資料をご覧ください。田川市教育委員会が管理する公の施設の指定管理者

の指定の手続等に関する規則（案）でございます。内容につきましては、市長部局

で制定しています施行規則と同じでありまして、これに準ずるものとなります。次

の資料をご覧ください。田川市の施行規則でございますが、網目にしております部

分、市長という文言を教育委員会と読みかえて運用することになります。なお、施

行日につきましては公布の日からでございます。以上で説明を終わります。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 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） 
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  ご異議なしと認めます。よって、日程第４ 議案第２７号「田川市教育委員会が

管理する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関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５日程第５日程第５日程第５    議案第２８号「議案第２８号「議案第２８号「議案第２８号「平成２６年度教育に関する事務の管理平成２６年度教育に関する事務の管理平成２６年度教育に関する事務の管理平成２６年度教育に関する事務の管理

及び執行の状況の点検及び評価報告書について及び執行の状況の点検及び評価報告書について及び執行の状況の点検及び評価報告書について及び執行の状況の点検及び評価報告書について」」」」を議題とします。事務局に説明を

求めます。 

○学校教育○学校教育○学校教育○学校教育課課課課長長長長 それでは、学校教育課から説明をいたします。７ページをお願いし

ます。平成２６年度学校教育課の自己点検・評価シートでございます。学校教育課

は施策の数が多いため、詳細な説明は省略をさせていただき総合評価を説明いたし

ます。総合評価に至った根拠につきましては、実績欄の成果や課題に記載しており

ますので合わせてご参照ください。それでは、重点施策ごとに説明いたします。重

点施策の１つ目「第Ⅲ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」の課題対策の具体化につきましては２点です。１点目は学力向上プロジェ

クトの報告会の実施、２点目は教員の指導力の向上でございます。総合評価をご覧

ください。総合評価はＢ、概ね良好な成果が得られたとしました。理由といたしま

しては、学力検査の同一集団比較あるいは年度比較の２つから見てまいりました。

同一集団比較というのは、同じ学年が学年が進むにつれてどう変化したかという見

方でございます。年度比較というのは、例えば小学校６年生と定点を決めましたら、

その年の小学校６年生がどうだったかという見方でございます。同一集団比較で見

ますと、例えば、学力向上プロジェクトの推進校をプロジェクト校と呼びますが、

この２つの校区を見ましたところ国語、算数・数学の２教科、計４校分の８区分ご

ざいますが、そのうち７区分が前年度よりＣＲＴの結果が伸びております。年度比

較でまいります。年度比較はもちろん全国学力・学習状況調査で行いました。これ

は残念ながら、前年度比較でマイナスでございました。教員の指導力の向上に向け

ましては、若年教員への研修に力をいれましたところ意欲化が進んできました。ま

た、徹底ということをキーワードに、昨年度各学校に取り組みをお願いしましたの

で、各学校が例外なく取り組んでいるという結果がありましたので、成果があった

と考えます。しかし、全国学力・学習状況調査の結果が思わしくなかったことから

評価をＢとさせていただきました。２つ目「確かな学力、豊かな心、健やかな体の

育成に取り組む」につきましては、課題対策の具体化につきまして、それぞれ確か
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な学力、豊かな心、健やかな体について１点ずつ設定をいたしております。総合評

価をご覧ください。総合評価はＢ、概ね良好な成果が得られたとしました。確かな

学力、豊かな心、健やかな体のどの観点でも各学校で組織的な対応が進んだという

のが根拠でございます。結果といたしましては、家庭学習をまったくしない子ども

が減少傾向となったり、田川みらい学習の先行実施を猪位金学園にお願いしました

が、そのことによって各学校で平成２７年度に実施するにあたり内容の修正点が見

出せたり、筑豊管内でお弁当の日の実施率が本市は高いという結果が得られたりし

たことから総合評価をＢといたしております。また、休日学習推進事業、いわゆる

土曜数英まなび塾でございますが、これにつきましては定着はしてきましたが、月

２回の実施では学習習慣づくりに役立っていても、顕著な学力向上にはつながって

いないという結果が得られましたものですから、平成２７年度につきましては実施

回数の増加を図って実施をしているところでございます。３つ目「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、課題対策の具体化は４点で

ございます。１点目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。２点目は幼稚園、保育所（園）、小学校との連携による、子ども達の基

本的生活習慣の確立と小１プロブレムの解消に努める。３点目は田川市と県立大学

の連携を進める。４点目は小学校、中学校の連携により、学習指導の連続性や円滑

化を図り、中１ギャップの解消に努める。総合評価をご覧ください。総合評価はＢ

としました。連携の充実というものは、これまでも田川市の強みであり、また、特

色でありました。これは継続して毎年取り組まれてきており、子ども達の健やかな

成長につながっていると考えています。今後とも、各機関と連携し、地域に根ざし

た学校づくりを進めていきたいと考えております。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」でございます。課題対策の具体化

につきましては、今後の教育を取り巻く環境の変化を見ながら、田川市全体の学校

再編に取り組むでございました。総合評価はＡ、著しい成果が得られたとしました。

小中一貫校猪位金学園は順調にスタートしました。教育効果も上げることができて

おります。また、新中学校の創設について、これまで以上のスピード感をもって具

体的に事業を前進させることができたと考えておりますので、総合評価はＡとさせ

ていただきました。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 続きまして、教育研究所の自己点検・評価シートについて、ご報告
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いたします。１１ページをお願いします。研究所では重点施策７点を挙げておりま

すが、その中から４点についてご報告いたします。まず、重点施策の１点目、教職

員の資質向上を目指した研修会等の充実を図る。具体化といたしましては、１つ目

は委嘱研究員を募り実践研究の深化を図るとともに、研究サークルの育成を推進す

る。２つ目は教育論文の募集、研究紀要や所感集の発刊を行うとともに、教育論文

の表彰式を行い、研究の成果を公表する。３つ目は教職員の研修意欲や教科の指導

力の向上を目指し、教科等研究会の運営に参画する。４つ目は教職員の教育課題解

決意識の育成や指導技術の向上を図るため、教育講演会や実技講習会を開催する。

５つ目は研究員１名を指導主事兼任とし、教職員への指導助言をより効果的に行う

としております。成果といたしましては５点挙げています。市委嘱研究員８名、教

育実践研究員２名が課長補佐や指導主事の指導を１年間受けて、研究のまとめとし

て教育論文を作成し、市の教育論文に応募することができました。次に、３月に応

募した市の教育論文には３０点の応募があり、学校論文では市内の１６校全校が応

募することができ、学力向上を推進する上で有効でありました。次に、教科等研究

会では２０部会、全てが授業研究を実施し、授業改善を図ることができました。次

に、１１月に実施した教育講演会は学力向上と生徒指導で効果の上がっている飯塚

市の中学校の教頭先生を招聘し、具体的な取り組みについて話を聞くことができ、

学校全体で組織的に取り組むことの大切さを参加いたしました全教職員で共通理

解し、各学校での取り組みに活かすことができました。最後に、研究員を１名指導

主事として兼任しておりますが、学校研究や個人研究に対する専門的な指導が行え

ました。また、初任者４名の道徳の指導、委嘱研究員８名の指導案審議や授業研究

に参加し、若年教員の指導技術の向上に寄与することができました。課題といたし

ましては３点を挙げています。若年教師の指導力の向上とともに、講師の指導力の

向上についても今後、検討していく必要がある。市の論文につきましては、たくさ

んの応募ができたのですけれども、内容で見ましたら授業研究後の考察や成果と課

題のまとめ等が、まだ充分ではないところもありますので、今後、工夫していく必

要があります。最後に、教科等研究会では数年前からですが、部会員数に偏りがあ

ることや授業実践者が限られている部会があるため、運営委員会で協議中でござい

ます。以上から重点施策の１点目につきましては総合評価をＡとしました。続きま

して、２点目、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
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提供に努める。具体化といたしましては、市内全小・中学校教員を対象にした研究

所運営アンケートを４月に実施し、教育活動推進に関する要望を把握して研究所運

営に活かす。１１月に市内小・中学校の児童・生徒を対象に実態調査の一環として

アンケートを実施し、調査結果をまとめて教育課題解決のために役立てるとしてい

ます。成果といたしましては、４月に実施した運営アンケートの結果を受けて、教

職員のニーズに応じた講演会や研修会等を実施することができました。また、児

童・生徒の実態調査では「子どもと規範意識」について、小４・小６・中２の児童・

生徒並びに保護者、担任を対象にアンケートを実施しましたが、この調査をとおし

て、子どもの規範意識、保護者の様子、教師の指導の様子等について概ね実態を把

握することができました。また、調査結果を報告書としてまとめて教育課題解決の

資料として学校や関係機関に配布することができました。課題といたしましては、

児童・生徒の実態調査の結果から小学校に比べますと中学生の方が、例えば、バス

の中で携帯電話で話すとか、ポイ捨てとか、公共のマナーについては規範意識が少

し薄いことが伺えました。そこで、今後も子どもの発達段階に応じて、日頃から学

級活動や道徳の授業をとおして、規範意識を高めていく必要があると考えています。

以上から２点目につきましては総合評価をＢとしました。続きまして、３点目、学

校・学級不適応や生徒指導上の諸課題への解決の充実を図る。具体化といたしまし

て３点を挙げています。１つ目は適応指導教室の運営と不登校問題への対応を充実

する。２つ目は関係学校、県立大学などとの連携を深め、教育相談の充実を図る。

３つ目は生徒指導上の諸課題を整理し、教育現場に提供することをとおして、学校

における生徒指導の充実を図るです。成果といたしましては３点を挙げています。

１つ目は適応指導教室には中学１年３名、中学２年６名、中学３年５名、計１３名

の子ども達が通室しました。２名の指導員で午前中は学習指導、午後はスポーツや

様々な体験を実施し、どの子も１年間やめることなく、元気に通室することができ

ました。また、中学校３年生が昨年は５名おりましたが、今年３月にはそれぞれ希

望する学校に進学することができました。２つ目は不登校になり始めの児童・生徒

について、速やかに教育相談を行うことで、県立大学の不登校サポートセンターや

サウンドスクールに通室できるようになった生徒もいます。３つ目は生徒指導上の

諸問題については、各学校からの月例報告を受けて、補導主事主任会や定例校長会

に資料提供することができ、各学校での生徒指導上のいろいろな問題に対する早期
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発見に向けての取り組みに役立てることができました。課題といたしましては、サ

ウンドスクールの生徒の中には家庭の事情や保護者の体調に左右されて欠席する

生徒がいるため、在籍校教職員、保護課、スクールカウンセラー、スクールソーシ

ャルワーカーと連携して通室を働きかけていますが、今後も状況に応じて教育相談

を実施していく必要があると思います。また、生徒指導の諸問題の年間集約では対

教師暴力、対児童生徒間暴力、いじめや不登校などの発生件数が残念ながら昨年に

比べて増加傾向にありました。補導主事主任会等で事例研究等をとおして、研修を

深めていく必要があると考えています。以上から３点目につきましては総合評価を

Ｂとしました。続きまして、１５ページの５点目です。５点目は学校と連携して、

児童・生徒の学習意欲を喚起する自由研究活動を実施する。７月の校長会で夏休み

自由研究展について、児童・生徒の応募を依頼し、小・中学校と連携して実施して

います。成果といたしましては小学校２６５点、中学校３７点と多くの作品が集ま

りました。昨年から３日間開催をすることによりまして、３８０名の来館がありま

した。金曜日から開催したことで近くの学校から担任が児童を引率しての来館もあ

り、多くの児童に展示作品を見てもらうことができ、学習意欲を喚起するきっかけ

とすることができました。課題といたしましては、先程の応募点数でもお分かりか

と思いますが、昨年は市内の中学校８校、全部の学校から応募があったのですが、

応募点数が１、２点という学校もありましたので、今後とも、より多くの中学生が

「夏休み自由研究展」に応募できるよう、事前に中学校の各教科担当等にも呼びか

けていきたいと思っています。以上から４点目につきましては総合評価をＢとしま

した。時間の都合で以上とさせていただきます。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 次に、教育総務課でございます。１７ページをお願いします。教育

総務課では第１の重点施策、地域との連携を図り、特色ある教育活動に取り組むた

めの課題対策の具体化として、地域で子どもを育てるという観点から教育機関と地

域の連携を深めるというふうにしておりました。成果としましては各地で不審者事

案が発生していることから、児童の安全確保のため、平日の昼間に各小学校周辺の

徒歩による巡回警備を警備会社に委託、実施し、学校施設においては機械警備を引

き続いて行い、保護者や地域住民の不安の軽減、安心感に寄与できたというふうに

思っております。課題としましては、現状に満足することなく常により十全な警備

方法を構築していくことが必要であるというふうに考えております。総合評価とし
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ましては、課題はあるものの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ることができたということから、Ｂの概ね良好

な成果が得られたというふうにさせていただいております。第２の重点施策、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ことにつきましては、課題

対策の具体化として、今後の教育を取り巻く環境の変化を見ながら、田川市全体の

学校再編に取り組むとしていました。成果としましては学校適正規模の問題等と並

行して、どうしても進む事業であるため、学校統合等具体的な施設整備まではまだ

至ってはいませんが、屋上防水補修や配管修繕等経年劣化に係る維持管理を実施し

ております。学校統合等、具体的な学校適正規模の決定に併せて、施設の整備計画

を考える必要が生じるなどの課題は残しておりますが、総合評価としましては幼稚

園や小・中学校からの依頼に応じて多様な教育活動に対応できるよう施設・設備等

の修繕、更新をすることができたということから、Ｂの概ね良好な成果が得られた

というふうにさせていただいております。以上でございます。 

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 続いて、生涯学習課でございます。１８ページをお願いします。重

点施策の１番目でございますが、「いつでも、どこでも学べる生涯学習環境をつく

る」では主要課題の１番目、校区活性化協議会を基盤とした自主的で充実した地域

活動の推進に努める。課題対策の具体化につきましては、組織の基本体制の維持等

７つを挙げております。総合評価につきましては１９ページです。各団体の交流が

活発になり、校区全体で事業を行うようになった。また各団体同士の事業支援が活

発になった。各団体が一堂に会するようになり、いろいろな意見交換が可能になっ

た等のことから、総合評価といたしましてはＢの概ね良好な成果が得られたとして

おります。なお、評価にあたりましては活性化協議会の座長であります鎮西校区活

性化協議会会長の兒島孝司氏にお願いをしております。主要課題の２つ目「生涯学

習の拠点としての公民館活動の推進に努める」では課題対策の具体化として２つを

挙げております。総合評価につきましては２０ページです。公民館は地域の人たち

が集まる際の中核となる場所で、いわば地域コミュニティという輪の中心にあたる

場所である。公民館というのは地域子コミュニティに欠かすことのできない存在で

ある。今後も、防災等の拠点として重大な役割を担っていく。区・地区公民館及び

公民館未設置地区との連携のもとに、地域づくりに取り組むとともに、三部会事業

の活性化を図るため、部会相互の協調協力体制を確立するというようなことから、
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総合評価といたしましてはＢの概ね良好な成果が得られたとしております。なお、

本評価にあたりましても、先程と同じく校区活性化協議会座長の兒島氏にお願いを

しております。重点施策の２番目「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、主要課題としての「人権・同和問題に関する教育及び啓発

の推進に努める」ということで、課題対策の具体化として２つを挙げております。

総合評価につきましては２１ページです。学習機会の充実という点では新規に事業

を実施した点は評価ができるが、事業の周知方法について、広報紙だけでなく他の

手段を取り入れる等の工夫をする必要があると思われる。若年者等の参加者の拡充

という点では、所属長による声掛けもあったと思われるが、若手教職員や行政職員

の参加が例年以上に多かった点は評価できるというような内容から、総合評価とい

たしましてはＢの概ね良好な成果が得られたとしております。なお、本評価にあた

りましては田川地区人権センターの参与であります堀内忠氏にお願いをしており

ます。重点施策の３番目「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、主要課題として「青少年の健全育成と家庭教育力向上の支援に努め

る」としております。なお、課題対策の具体化につきましては２つを挙げておりま

す。総合評価につきましては２２ページです。平成２５年度に再開し、２６年度か

ら本格的に始動しました青少年問題協議会によって、子どもを取り巻く諸問題につ

いて意見交換を行うことができた点については評価できる。まちぐるみ子ども安全

連絡会議と青少年育成連絡協議会もそれぞれの役割に応じた取り組みを行ってい

るが、やや形骸化の傾向が見られる。課題にもあるとおり、関係団体との連携にあ

たっては、団体と行政、団体相互、団体内部等で十分に目的や情報の共有を図る必

要がある。その点では、多少不十分と思われるので今後の取り組みに期待するとい

うことでありますが、総合評価といたしましてはＢの概ね良好な成果が得られたと

しております。なお、本評価にあたりましては県立大学社会学部の教授であります

小嶋秀幹氏にお願いをしております。最後に、重点施策の４番目「生涯にわたり楽

しめるスポーツ活動の充実を図る」では、主要課題の１番目「生涯スポーツの振興

に努める」ということで課題対策の具体化として４つを挙げております。総合評価

につきましては２３ページです。スポーツをしている子どもとスポーツをしていな

い子どもの二極化傾向の中、競技スポーツではなくレクリエーション的スポーツを

導入することで、体を動かすことの楽しさ等が伝わっている。また、体育協会との
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連携により、高齢者の健康体力づくりに関する施策を進める必要があるということ

で、総合評価といたしましてはＢの概ね良好な成果が得られたとしております。な

お、評価にあたりましては田川市体育協会の理事長である木村明彦氏にお願いをし

ております。主要課題の２番目「高齢者の健康・体力づくりへの支援に努める」と

いうことで課題対策の具体化として１つを挙げております。総合評価といたしまし

ては、高齢者の健康志向が年々増加してきているようである。そのような中で地区

の公民館を利用し、高齢者が参加しやすい環境を作り健康体操等を行うなど取り組

みは評価できるものである。今後、ますます地域と密着した事業を推進していただ

き、体育協会との連携も進めていきたいということで、総合評価といたしましては

Ｂの概ね良好な成果が得られたとしております。なお、評価にあたりましては先程

と同じく田川市体育協会の理事長であります木村氏にお願いをしております。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    続きまして、文化課でございます。２４ページをお願いします。重点施

策の１番目「豊かな心を育む芸術文化活動を支援する」ということにつきまして、

主要課題は市民文化活動の充実に努めるでございます。具体化といたしましては、

田川文化センター、田川青少年文化ホールにおける文化事業の実施、また美術館の

企画展、教育普及事業でございます。様々な事業を実施しておりますが、総合評価

といたしまして、田川文化センターにつきましては文化連盟等の市民団体の協力連

携によって多くの市民が参加する事業が実施できた。また、美術館につきましては

様々な企画展の開催、教育普及事業の実施等によって、意欲的な取り組みはしてま

いったのですが、思い通りの集客につながらなかった点がありました。当初からの

計画になかったため、早めの広報ができなかった点などを挙げております。総合評

価といたしましてはＢの概ね良好な成果が得られたということにさせていただい

ております。次に、重点施策の２番目「いつでも、どこでも学べる生涯学習環境を

つくる」ということにつきましては、図書館機能の充実整備に努めるということで

子どもに対する読書対策について様々な事業を実施しております。特に、昨年は

小・中学校の図書館との連携ということで、小学生の読書リーダーの養成講座とい

うのを開催いたしております。また、こども童話発表会や読書感想画展につきまし

ては例年どおり開催をしております。また、利用者に配慮した施設の整備といたし

まして、エレベータの設置工事が完了いたしました。また、ソフト面では図書館内
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に中学生、高校生を対象といたしましたティーンズ文庫の書架を設置しております。

結果、総合評価といたしましてはティーンズ文庫を充実するなどソフトの改善にも

着手し、小学生読書リーダー養成講座などを開催して学校図書館との連携を進めて

おります。今後は更なるレイアウトの変更や学校図書館支援を行っていきたいとい

うことで、Ｂの概ね良好な成果が得られたとしております。重点施策の３番目「歴

史を受け継ぐ文化遺産を保護・活用する」ということにつきまして、主要課題は「石

炭の歴史」の発信と文化財保護に努めるでございます。具体化といたしましては文

化財の保護と活用、国史跡指定への推進でございます。市内の埋蔵文化財の保護活

用、民俗芸能保持団体への助成等を行っております。また、旧三井田川鉱業所伊田

坑跡の調査を進めておりまして、平成２８年度に国史跡指定を目指すため現在、調

査を進めているところでございます。総合評価といたしましては埋蔵文化財の発掘

調査について、現地説明会や報告書刊行後の調査研究等、市民の関心をさらに高め

る方策を検討してほしいという文化財専門委員会等からのお話もあっております。

それを受けまして、現在調査をしております西田川高校の上本町遺跡等は中間の段

階で現地説明会等も実施したところでございます。また、伊田坑跡の国史跡指定に

つきましては、さらに推進してほしいという声をいただいておりますので、これに

つきましては２８年度意見具申に向けて継続してまいりたいと考えております。総

合評価といたしましてはＢの概ね良好な成果が得られたとしております。以上で文

化課の説明を終わります。 

○推進室課長補佐○推進室課長補佐○推進室課長補佐○推進室課長補佐 それでは続きまして平成２６年度重点施策「歴史を受け継ぐ文化

遺産を保護・活用する」といたしまして、世界記憶遺産推進室所管に関する評価に

つきまして昨年度、審議を行ったものなど主な内容についてご説明申しあげます。

主要課題「石炭の歴史」の発信と文化財保護に努めるについてですが、成果の主な

ものとしまして、山本作兵衛コレクションに係る原資料の取り扱いに関する基本方

針に基づき、年２回の原画展を行い、その間延べ約１万３０００人の方が来館され

ました。なお、原資料の取り扱いに関する基本方針を平成２４年度から３か年で実

施した山本作兵衛コレクションの状態調査並びに保存修復措置が完了したため、そ

の内容を踏まえまして、平成２６年１０月２０日付で原資料の状態にあわせて、公

開日数の変更や本市博物館と国立博物館のみに限定されておりました原画展示に

ついて文科省が認定した公開承認施設の展示環境が整った場所においても原画の
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展示が行えるなど所要の改定を行っています。また、夏休みには子ども向けのイベ

ントを実施しまして文化財を守る活動を体験したり、炭坑や石炭に関するクイズの

書かれた用紙を配布し、炭坑などに関する理解を深めてもらうという取り組みなど

も行っております。また、併せて親子で楽しめる炭坑映画の上映会なども実施しま

した。この夏休みイベントには延べ約４００人が参加していただきました。また、

山本作兵衛コレクション全国キャラバン隊として、平成２６年１１月１日から１２

月２０日までの間、島根県大田市の石見銀山の方に出向きまして山本作兵衛コレク

ションの展示、それから講演会等を実施しました。約２６００人の方に鑑賞いただ

いております。それから、平成２６年度で新たな取り組みとして炭坑を知らない世

代、特に子ども達が炭坑の歴史や文化並びにユネスコ世界記憶遺産に登録された山

本作兵衛コレクションを知り、より興味を持ってもらうため炭坑漫画を約６０００

部作成し、本年度より実施される「田川みらい学習」の参考資料としても活用でき

るようにその一部を市内の小・中学校に配布しています。また、市民と共同して本

市の炭坑遺産を中心にルート化したまち歩きガイドマップを１万部作成し、本市の

博物館をはじめとする公共施設で配布しています。このような取り組みをとおして

子どもから大人まで幅広く「石炭の歴史」の発信ができ、山本作兵衛コレクション

の認知度が高められると考えております。続きまして課題です。喫緊の課題としま

しては、山本作兵衛コレクションのよりよい保存、展示環境の改修、整備、それか

ら、博物館の老朽化に伴う改修の実施、それから、山本作兵衛コレクションの原資

料において、平成２４年度まで実施した状態調査を受けて、適切かつ確実に保存す

ることができるよう保存管理計画をつくっていく。それから、世界文化遺産に登録

された「明治日本の産業革命遺産」と筑豊田川の関わりを紹介するビジターセンタ

ー機能の誘致、それから、子どもから大人まで幅広い年齢層や外国の方などが石炭

の歴史や文化を学べる仕組みや展示解説の充実を図っていく必要があると考えて

います。総合評価につきましては、田川市石炭・歴史博物館等運営協議会の是澤会

長にしていただいています。Ｂの概ね良好な成果が得られたとの評価をいただきま

した。評価の中で原画展やキャラバン展の実施により、山本作兵衛コレクションの

認知度が高められたことなどの評価をいただく一方、山本作兵衛コレクションの保

存管理のための適切な環境の整備、ユネスコ世界文化遺産に登録された「明治日本

の産業革命遺産」のビジターセンター機能の誘致、それから、博物館ガイドの養成
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及び充実、関係団体と連携した更なる情報発信の推進など要望、ご指摘をいただい

ております。以上で説明を終わります。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 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 ８ページです。学校教育課の説明にはなかったのですが、福岡県のスポ

コン広場に６小学校が登録と書いていますが、これは今年度もあるのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 今年度もこの事業は継続されております。子ども達の励みになるも

のですから、登録をして県下のランキングが出てまいります。自分のクラスは今ど

の程度にいるのか、それを見ると子どもたちはとても意欲を持ちますから、本年度

はぜひ、その記録の更新をと継続的に何回か繰り返してやってくださいと進めてい

るところです。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 確かに、言われたように意欲化につながるので他の学校も推奨していた

だければ大変ありがたいと思っています。 

○星野○星野○星野○星野委員委員委員委員 世界記憶遺産推進室にお聞きしたいのですが、ガイド養成講座には何名

くらいの方が参加されていたのでしょうか。 

○推進室課長補佐○推進室課長補佐○推進室課長補佐○推進室課長補佐 昨年、国の補助事業を使いまして、田川市の炭坑遺産を街歩きす

るということでガイド養成講座を開きました。それと、ガイドですが、博物館の中

のいわゆる館内を案内するガイドの養成というのは、基本的に博物館の館長講座と

か、山本作兵衛さんのゼミナールとか、そういった方々もしくは炭坑で働かれてい

た方とか、そういった方々でガイドができそうな方と言うと語弊があるのですが、

そういった方を館長なりが見極めて声をおかけしていくという状態です。こちらで

いうガイドの養成講座と昨年行ったものについては二本立てで目的が違うような

形でやっています。今年は街歩きのガイド養成講座は基本的にはやっておりません。

昨年ある程度の人数は確保してもらったので、今年に関しては養成した方に実際に

ガイドをやってもらおうという取り組みです。それと、館内のガイドの方について

は現在はボランティアの方、一般の方ですけれども、来ていただける方が２名程度

いますし、博物館の職員も現在はガイドができる職員が３名くらい常駐しています

ので、今のところ急ぎガイドを養成しなければという喫緊の課題ではありません。

そういう形で昨年についてはガイドの養成というのは二つの要素があったという

状況でございました。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 街歩きガイド養成講座に参加された方というのは何名ですか。 
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○推進室課長補佐○推進室課長補佐○推進室課長補佐○推進室課長補佐 当初は１４名いたのですが、今現在は１１名です。街歩きガイド

養成講座を受講して、卒業されて、本年度の取り組みに参加していただいている方

は１１名です。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 街歩きガイドというのはルートを決めて、その場所、場所で皆さんに案

内をするという、そういったガイドですか。 

○推進室○推進室○推進室○推進室課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐 昨年、国の補助事業を使いまして、いわゆる炭坑資産の掘り起こ

しを行いまして、その中でルート化できるようなものについてはルート化をして、

だいたい４つの標準コースというモデルコースを作りました。それで、実際に市民

の方たちと一緒にそのモデルコースを作りましたので、作ったままではもったいな

いということで、今年に関してはその４つのコースを実際に作ったそのガイド養成

講座の方々が市の学芸員等と一緒に回りながら案内をしていただくという取り組

みを進めようとしています。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 ガイドの方々はボランティアですか。 

○推進室課長補佐○推進室課長補佐○推進室課長補佐○推進室課長補佐 街歩きのガイド養成講座の方はボランティアです。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 全くのボランティアですか。    

○推進室課長補佐○推進室課長補佐○推進室課長補佐○推進室課長補佐    市の博物館の中に関してはボランティアの方もいますし、有償で

お願いをしているガイドの方もいます。それと、先程も言いました市の職員のガイ

ドもいますので、そういうような形態に分かれています。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 学校教育課で土曜まなび塾の反省点が出ていましたけれども、せっかく

やっているのでもう少し効果が出て欲しかったというような感触でしたけれども、

これを解消するためにはどうすればいいのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 まずは今回考えましたように回数です。例えば、定期考査の前の回

数を増やす。がんばれば結果につながるという事実を作って、そのことをもって評

価をしていく。それが意欲につながるというサイクルをぜひ作りたいと考えており

ます。あとは、実際にやっている学習内容につきまして、例えば、今年度少し取り

組んでいるのですが、予想問題を作って、それを解いていくとか、そういう現状に

合わせた学習方法なりが取れるというのが必要だろうと考えております。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員    １か所でしか実施されていないという地理的な問題によって、希望者が

参加できていないのではないかということはありませんか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 各学校の応募者の数を見ますと、学校による偏りが見られませんの
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で、そこはひょっとしてないのかもしれないです。ただし、委員さんが言われるよ

うに、ニーズはもっともっとあるのかもしれません。ただし、それは各校区での学

習という形になろうと思いますから、学校教育課が主管して、各学校でそれを経営

するということについては限界があるというふうに考えておりますから、例えば、

現在行われています学び舎鎮西のようにそれぞれの地域が立ち上がっていただい

て、県立大学の学生さんのボランティアを呼び込んでというふうな形が、各校で行

われるようになれば、それは理想的であるというふうに考えております。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 それは可能でしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    私どもから見て、それが可能かどうかという判断はなかなかつきま

せん。 

○毛利委○毛利委○毛利委○毛利委員 不登校が以前よりも多くなったということなのですが、努力も大変され

ていると思いますが、例えば、幼稚園とか保育園で不登校というのは学校教育課な

り、研究所には報告なりが上がってくるのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 実は幼稚園段階での不登校というのはデータがございません。実態

としてはないというふうに考えています。ただし、お休みがちの子はいるのではな

いかと思います。深刻な不登校という状態なのかどうかというところは把握ができ

ていません。休みが多い子は確かにいます。それが不登校につながる芽なのかとい

うところの判断は難しいところですが、考えていかなければならないのかもしれま

せん。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ３学期には小学校との連絡会等があると思います。そのときに情報が入

るのかと思い、お聞きしました。それと、もう一つは以前も聞いたことがあるので

すが、家庭内暴力とか、虐待等について見つけ方というのはいろいろあるのでしょ

うが、学校なり教育委員会に上がってきて、現状ではどうなのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 実態としてはございます。学校は発見をすると通告の義務がござい

ますので、通告します。学校は他の機関と比べまして、例えば、子どもが水泳の前

に着替えるとか、体操服に着替えるだとか、そういう場面がありますので虐待の可

能性があるということを発見する機会がありますので、見つけ次第、通告させてい

ただいています。そして、それと同時に教育委員会にも上がってまいります。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 ２１ページの生涯学習課ですが、青少年の健全育成と家庭教育力向上へ

の支援というところがありますけれども、具体的な家庭教育力向上への支援という
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のは０歳期教室になるのですか。 

○生涯学習課○生涯学習課○生涯学習課○生涯学習課長長長長 具体的な取り組みとしましては、家庭教育講座「親子スマイルセミ

ナー」と「０歳期からの親子教室」という形で講座を実施しているということにな

ります。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 親子スマイルセミナーというのは、具体的にどういう内容ですか。 

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 社会教育委員の会議がございまして、社会教育委員さんが具体的に

自分達の取り組みとして何かしていこうということで、家庭教育講座として子育て

関係の講座を開こうと年２回程度実施をしております。今年度も実施をする予定に

しておりますが、いろいろな保護者のニーズ等を勘案してマスメディアの問題を取

りあげたりして、講座を設定しております。そして、もう１つの０歳期からの親子

教室というのは、かなり長い歴史がありまして、これは田川市青少年育成連絡協議

会という校区活性化の青少年部会のメンバーが中心になって、例年４回ないし５回

くらいの講座を０歳期から乳幼児の保護者を対象に実施しております。例えば、後

ほど行事のところで紹介をしたいと思っていましたけれども、今週の土曜日に２回

目の講座の実施を予定しています。今回は田川消防署の救急救命士の方に講演をし

ていただくようになっています。乳幼児のいろいろな事故の事例を紹介していただ

きながら対処法等を教えていただく講座です。先日は佐々木こどもクリニックの院

長に感染症についての講演をしていただいたりだとか、乳幼児を中心とした内容で

参加者数は限定されるというとおかしいのですが、２０人とか、３０人くらいに事

前申し込みをしていただきまして実施しております。特に、最近ではイクメンとい

いますか、父親も育児に参加をしてほしいということもありますので、ご夫婦で参

加をしていただきたいということで案内をしたりだとか、小さいお子さんを抱えて

の参加になりますので、託児の提供をしたりとか、そういった形で工夫を凝らしな

がら、内容を練ってやっております。 

○○○○神崎委員神崎委員神崎委員神崎委員    いろいろな学校を回っていますと、やはり学校で厳しいというのは家庭

が厳しいというようなことで、家庭教育がうまくいっていれば学校も助かるのだが

というような話を良く聞くのですけれども、そこら辺をフォローするような講座と

いうのは教育委員会ではないのですか。 

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 私達も講座を計画するとき、また反省のときに出てくるのは、こう

いった講座に新しい方に少しでも多く参加していただきたいということです。もち
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ろん工夫はするのですけれども、そういった中でどうしても参加をしていただけな

い方、今、神崎委員の言われたような家庭教育に目を向けて欲しい方達にはなかな

か届かないという部分があると思うのです。そういう関心を持たされていないとい

うとおかしいのですが、興味のある方というのはいろいろなこと、子育てに関して

も離乳食だとか、育て方だとか、読書とかいうようなテーマもいれていくのですが、

いろいろと関心が広まっていくのですが、逆に関心のない方はまったく関心がない

というような、二極化が進んでいると思うのです。これからは、もちろん関心があ

る方にもこういう情報を提供して、より子育てに工夫をしていただきたいという、

それも大事なことだとは思うのですけれども、関心のない方、本当に届けたい方に

もきちんと届けられるようなこともやっていかなくてはいけないと思います。これ

は教育委員会だけの力ではどうしようもないと思います。それは教育長も今まで実

践を積まれて感じていることだろうとは思うのですけれども、いろいろ分野、分野

で連携しながら、地道にやっていくしかないのかなというふうに思います。そうい

った意味ではこの講座でもそうなのですが、子育て支援課だとか、保健センターだ

とか、そういうような形の連携も徐々にではあるのですけれども、いろいろな話し

合いをしながら、少しでも声掛けをして参加者が増えるような形で取り組んでいく

ように心がけていくつもりです。  

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 部長にお聞きしますが、市長部局の福祉関係でこういった家庭教育への

支援などはあるのでしょうか。 

○○○○教育部長教育部長教育部長教育部長 健康福祉課は赤ちゃん検診をやっているのですが、４か月検診から３歳

児健診まで、基本的には個別指導をやりますけれども、その後に読み聞かせの場所

とか、離乳食をみんな食べてもらうとか、離乳食の試食は実際に子どもさんに食べ

させて、お母さんとお父さんにも食べてもらいます。そして、離乳食とはこんなも

のですよと言いながら、健診に来た人がみんなで座って食べますので情報交換をし

たり、お母さんの質問を伺ったりします。質問を投げかけたりすると情報交換をし

たりしますので、それでサークルができたりすることもあります。健康福祉課も市

民生活部ですので、やはり教育部とは壁で分かれているんです。子どもの支援とい

うのが赤ちゃんから中学３年生までとしたら、連携しないと縦割りであったりする

とやはり問題があるということで全部を取っ払って、どこにどういう専門職を置い

たら効果があるのだろうかということをみんなで考えようじゃないかという話が
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出ています。先程の虐待の問題もですが、赤ちゃん健診のときには脱いで健診しま

すから、脱いだ時にあざがあったらすぐに子育てに連携したりとか、そういうこと

も出てきています。連携し合うとか、そういう明確なスタンスがないとうやむやに

なるところがありますので、それを検討しようという話も出ています。神崎委員が

言われたように大事なポイントではないかと思います。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 それはいつごろまでにできそうですか。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長    今は、どういう子育ての支援を各課でやっているかということを拾って

いるところです。結構ダブっていたり、あるつもりがないような支援とかもありま

す。拾いあげて、まとめて、そして、担当者レベルで話し合ってということで、ま

た、これを出すときに改善するためにはどういうものが今後、必要なのかというこ

とをいろいろな施策の中で報告したいということで取り組んでいます。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 来年度から稼働できそうですか。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 全部をみないといけませんから、政策部分に専門職を入れて、全部を組

み合わせていくということになるかもしれませんので、すぐにするというより少し

時間をかけて効果的な方法を考えなければいけません。 

○教○教○教○教育長育長育長育長 生活困窮者自立支援法の中の１つの大きな柱として学習支援というのが

ありました。神崎委員が言っておられることとか、生涯学習課長が答えたこととか、

そういうのは教育委員会を含めて子育てのノウハウとか、いろいろなことの支援と

か、総合的に課を取っ払ってということではないのですか。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 それも入っています。生活困窮者自立支援法に関わっている市民課、そ

して、子育て支援課とか、健康福祉課とか、幼稚園担当の学校教育課とか、０歳期

教育の生涯学習課とか、生活困窮者自立支援法の中の支援に関わることを全部を出

しています。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 私は生活保護家庭に限定した、いわゆる学習支援とか、家庭の進学意識を

高めるための支援をしていたのですが、ニーズがあれば全部、福祉事務所を越えて

子育て支援課ももちろんそうですし、教育委員会も入ってということで、これは生

涯学習課長が言われた、届けたいところに支援を届けることができる道筋が開くの

ではないかということで、そこにとても期待しています。今、話し合いに向けてと

いうことですので、具体的な構想ができてきましたら、ぜひ報告をお願いします。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 どの課にとっても今まで求めていたものでもあります。少し時間は掛か
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るかもしれませんが、考えようということは決まっていますし、これは大事なこと

だと思います。 

○毛○毛○毛○毛利委員利委員利委員利委員 １９ページの子どもの安全確保・青少年の非行防止を中心としたという

ところです。今、青色パトカーが動き回っていますが、十何年前に子ども１１０番

のステッカーを各学校に配布しましたよね。先日の校区再編の説明会で各校区に行

っている時、どこかの校区で教頭先生にステッカーはもうないのかと言っている方

がいましたので、こういう計画があるのであればステッカーも学校に出していただ

ければ学校は助かるのではないかと思います。また、以前配っているところも相当

古くなっているだろうし、家族構成もかなり変わっているのではないかと思います

ので、よろしくお願いします。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 今の要望について、よろしくお願いします。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 子ども１１０番の家のステッカーの更新につきましては、各学校か

ら学校教育にご要望いただければ、在庫はございますので新しいものに替えるよう

にしていきたいと思います。学校ではどこのご家庭にご登録いただいているかとい

うことをきちんと把握していただければと思います。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 ２３ページの高齢者の健康・体力づくりというところですけれども、田

川市のお年寄りはロコモの予防とか、具体的、積極的にされるとしたら、こういっ

たところを利用するということになるのでしょうか。 

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 市として高齢者の健康づくりでいいますと、健康福祉課が健康体操

教室等を地元の公民館等で実施しています。お年寄りが集まりやすいということで

コミュニティの中核である地域の公民館で行い、活発に実施していこうということ

でやっています。そういったところと連携をしながら定着できるようにやっていこ

うということと、もう１つは体育協会との兼ね合いになるのですけれども、体育協

会に指定管理者として総合体育館を指定管理していただいていますので、そういっ

た連携の中で高齢者の体力測定等もやっていただいたりしながら、総合体育館の施

設を利用しながら、体力測定をしたりとか、老人会のウォーキングとか、そういう

ような形で高齢者向けの健康教室等をやっています。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 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ありませんか。 

（異議なしの声あり） 
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  ご異議なしと認めます。よって、日程第５ 議案第２８号「平成２６年度教育に

関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書について」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    事務報告「田川市育英資金事務報告「田川市育英資金事務報告「田川市育英資金事務報告「田川市育英資金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。 

○学校教育○学校教育○学校教育○学校教育課課課課長長長長 日程第６ 事務報告「田川市育英資金委員会委員の委嘱について」

ご説明いたします。田川市育英資金条例第４条に基づき設置されている田川市育英

資金委員会の委員につきましては、同条例施行規則第３条の規定により任期が２年

とされておりますが、今般、平成２７年６月３０日をもって任期が満了となったた

め、次期委員について下記のとおり委嘱するものでございます。委員構成につきま

しては８名です。お名前につきましては記載のとおりでございます。任期は平成２

７年７月１日から平成２９年６月３０日までの２年間でございます。以上でござい

ます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご質問、ご意見等ありませんか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第７日程第７日程第７日程第７    諸般の報告「教育委員会に係る６諸般の報告「教育委員会に係る６諸般の報告「教育委員会に係る６諸般の報告「教育委員会に係る６

月議会の一般質問について月議会の一般質問について月議会の一般質問について月議会の一般質問について」」」」を議題とします。を議題とします。を議題とします。を議題とします。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 ６月定例議会においての一般質問ですけれども、４名の議員さんからご

質問がありました。まず、香月議員からは少人数学級の推進についてと中学校の再

編についてのご質問がありました。小学校低学年の３０人以下学級の導入について

は、田川市におきましては小・中学校すべての学年で３５人以下学級を実施してお

り、効果としては学力数字に反映しているとは言えないが、学習環境の改善に一定

の成果がある。また、児童・生徒と向き合う時間が確保され、いじめや問題行動の

早期解決が図られていると答弁をいたしました。また、小学校低学年の３０人以下

学級の導入については、国の動向を注視しながらクラスサイズのあり方を検討して

いきたいと答弁させていただきました。中学校の再編については市内中学校の現状

と課題、再編の必要性、市内２校とした場合の教育効果、今後の進め方についての

ご質問でした。市内１７小・中学校において、１１校が小規模校、２校が過少規模

校となっており、そのことで望ましい教育環境の確保が困難となっている状況です

が、２校とした場合、児童・生徒への教育効果、環境整備に与える効果などがある

こと。今後の進め方については、市民などからいただいたご意見等を審議会に報告
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し、審議会は今年度中の最終答申を目指すと答弁をさせていただきました。次に、

尾崎議員からは中学校給食についてと学力向上施策についてのご質問がありまし

た。中学校の学校給食については、できるだけ早い時期に実施しなければならない

と考えており、解決すべき課題については早急に検討し進めていきたいと答弁をさ

せていただきました。学力向上施策については、これまでの学力施策の成果、課題

の評価、土曜まなび塾、放課後児童クラブ及び地域での学習支援の拡充について、

学力と街づくり関係についてのご質問です。学力の改善が図られていない現状です

が、種々な取り組みを実施していることで No study kids０(ゼロ)の減少などの改

善が見られています。土曜まなび塾での成果については出席率７５パーセント以上

の生徒の成績の向上につながっています。また、放課後児童クラブでの学習指導は

指導者不足のため、全校区実施の見通しは立っていません。また、地域での学習支

援の拡充も同じく指導者不足のため困難な状況であると答弁をさせていただきま

した。次に、加藤議員からは中学校給食の今後の取り組みについてのご質問があり

ました。今後は提供方法や運営方法、財政面の課題について検討し、方向性を示し

ていきたいと答弁をさせていただきました。最後に、石松議員からはスクールソー

シャルワーカーの増員、発達障害者支援についてのご質問がありました。スクール

ソーシャルワーカーの増員については、現在の１人体制では多様なニーズに対応す

ることが難しくなっているため、増員を検討していきたいと答弁をさせていただき

ました。発達障害を持つ中学生の進路指導については、キャリア教育、自立活動、

作業学習等で生徒の状況に応じて指導しているが、今後も生徒の状況に応じて計画

的、継続的に指導をしていくと答弁をさせていただきました。以上でございます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 次に移ります。「「「「７月行事予定について７月行事予定について７月行事予定について７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) 

（教育研究所より資料の説明がなされた） 

 次に移ります。「８月定例会の日程案について」「８月定例会の日程案について」「８月定例会の日程案について」「８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 ８月定例会でございますが、８月１１日(火)の１４時からでいかか

でしょうか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご異議ないようですので、８月定例会は８月１１日（火）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。 
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○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 また、いじめによる悲しい事件の報道があっておりますけれども、これ

について田川市でアクションをとったということがありますでしょうか。また、心

配な事案等はないか、教えてください。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 本市におきましては、いじめ事案に対する報告は常に上がってきて

います。いじめ事案につきましては、研究所の報告にもありましたように、本年度

は昨年度の実績から見ても増えています。ただし、いじめ事案に関しましては事案

が増えることが悪いとは、私は考えておりません。というのは、認知ができるよう

になったという見方もできるわけですから、早期発見ができているというように捉

えます。残念ながら岩手県であった事件のように担任が抱え込んでいるという事案

は心配でしたから調べてみましたけれども、ございません。やはり情報はきちんと

共有をされているようです。また、取り組みについて、新たにこうするということ

よりも今までどおり早期発見と早期対応と情報共有を確実に行ってくださいとい

うことを明日の校長会で再度、意見いたしたいと考えているところです。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 ありがとうございます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 私からも話をしたいと思います。 

  ほかに、ご意見等ありませんか。 

  ないようですので、以上を持ちまして、平成２７年第７回田川市教育委員会７月

定例会を閉会いたします。 

（閉会１５時４０分） 

 

 

 

 


