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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９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１日程第１日程第１日程第１「「「「平成平成平成平成２７２７２７２７年第年第年第年第８８８８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８８８８月定例会会議録の承認につ月定例会会議録の承認につ月定例会会議録の承認につ月定例会会議録の承認につ

いていていていて」」」」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

ご質疑ございませんか。    

     ご質疑ないようですので、日程第１「平成２７年第８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    事務報告事務報告事務報告事務報告「平成２７年度「平成２７年度「平成２７年度「平成２７年度全国学力・学習状況調査結果全国学力・学習状況調査結果全国学力・学習状況調査結果全国学力・学習状況調査結果

の概要の概要の概要の概要にににについて」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。 

○○○○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２ 事務報告「平成２７年度全国学力・学習状況調査結果の

概要について」ご説明いたします。資料の１ページをお願いします。本年度、施策

といたしまして、算数、数学Ａ問題への特化、特に小学校では数と計算、中学校で

は数と式に重点化して取り組むように各学校に依頼をしておりました。結果は資料

のとおりでございます。前年比で申し上げます。まず、小学校です。小学校は算数

Ｂは上昇、その他につきましては前年比下降でございます。ただし、これまでのＣ

ＲＴの結果を見てみますと、この学年は大変厳しい学力実態を示していた学年であ

りますので、ここまで学校がよくがんばって支えたとも思います。ただし、ＣＲＴ

の結果が厳しかったということは、ＣＲＴは低学年からずっと継続して行ってまい

りますので、その経過段階においてどれくらい手が入っていたのか、改善のための

方策は充分であったのか、それまでに至ってなかったのではないかと言わざるを得

ない状況であることも否定ができません。次に、中学校でございます。中学校はす

べての教科領域で上昇をいたしました。特に、全ての教科領域が県との差１０ポイ

ント以内に収まったのは調査開始以来初めてでございます。しかし、依然として差

があるというのも中学校の経過の実情でございます。総括的に申しあげますと、中

学校の組織的な取り組みは充実してきた、それが結果に結びついているということ

が言えます。例えば、校長ヒアリングでも各学校の校長先生の本気度が高まってい

るという実感は私も受けたところでございます。また、これからご説明をいたしま

す各学校の小学校６年生と中学校３年、つまり同一集団での小学校、中学校比較で

中学校が伸ばしているという学校が出てまいりました。これは、中学校で改善が進

んでいるという表れであると考えます。これからが期待できるところです。それで
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は次のページをご覧ください。ここからはそれぞれの校区別のデータでございます

ので、時間の都合上、詳しい説明は省略をさせていただきます。しかし、特徴的な

もののみ説明をさせていただきます。まず、猪位金校区です。小６⇒中３変化をご

覧ください。先程、申し上げましたように小６時に比べ中３時の方が伸ばしている

教科がございます。数学でございます。Ａ問題、Ｂ問題、両方とも中学校に上がっ

て伸びています。次のページです。弓削田校区です。これより表で言いますと、小

中ともに⑶県との差を中心にご覧ください。弓削田校区は小学校、中学校ともに県

との差が縮まっています。改善をしています。特に、中学校は大きく改善をしてい

ます。小６⇒中３変化をご覧ください。改善傾向が見られる弓削田校区ですが、中

学校において数学Ａが特徴的だと思います。ここがもう少し伸びたら、ここを落と

さなかったら、もっと良い結果が出てきたのではないかというふうに考えます。次

のページです。後藤寺校区です。後藤寺校区は小学校の結果は思わしくありません

でした。昨年度に比べて下降しております。それに比べて中学校は大きく改善をし

ております。次のページです。田川校区です。小学校ですが、表を見てお分かりの

ように、これまで県平均前後の結果を出していましたが、本年度は大変厳しい結果

でございました。下降傾向です。中学校ですが、昨年度の非常に厳しい状況を脱し

たことが結果から分かります。次のページです。鎮西校区です。小学校は国語Ｂを

除き、昨年度より県との差を縮めております。中学校はすべての教科領域で昨年度

よりも上昇しております。小６⇒中３変化でございますが、鎮西校区も数学Ａが下

降するということが課題になっていると考えますので、対策が必要になってまいり

ます。次のページです。伊田校区です。小学校は明らかな改善が見られます。算数

はＡ問題、Ｂ問題ともに県平均を上回っております。中学校も明らかな改善傾向が

見られます。特に数学科が大きく改善をしております。授業改善型学校訪問の成果

も表れていると考えます。また、小６⇒中３変化でございますが、小学校６年生時

よりも中学校３年生時、現在の方が全ての教科領域で伸びている、つまり中学校の

底力を感じる校区でございます。次のページです。金川校区です。小学校は昨年度

から算数Ａ以外は上昇しております。中学校は昨年度より全ての教科領域で上昇を

しております。小６⇒中３変化でございますが、国語Ａが中学校で学力を伸ばして

いることを示しております。それに比べ算数の下降が中学校に入って大きいことか

らここに力を入れることが必要ではないかと考えます。次のページです。中央校区
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です。小学校は昨年に比べ非常に厳しい結果となっております。中学校は昨年より

少し下降をしております。小６⇒中３変化でございますが、国語Ａ、数学Ａをご覧

いただくと分かりますように、国語、数学ともにＢ問に比べＡ問の下降が著しいと

いう結果が出ております。Ａ問つまり基礎・基本の下降が著しいということは、落

ち着いた授業が実施できなかった影響があることを示していると考えます。次のペ

ージからは学習状況調査の結果でございますが、これは端的に、かいつまんで説明

いたします。１０ページです。小学校です。１日のテレビゲームに接する時間です

が、４時間以上遊んでいるという青い部分について、平成２３年度から本年度２７

年度までの変化をご覧ください。青い部分がだんだんと増えてまいります。つまり

４時間以上遊んでいるというところが毎年増えている、これは家庭への一層の働き

かけが必要であると考えます。次のページです。学校の授業時間以外に１日当たり

どれくらいの時間、勉強をしていますか。そこで No study kids の割合を見ます。

No study kids が小学校では減少しつつあったのですが、今年度は平成２３年、２

４年のレベルに戻ったということで、ここも一層の取り組みが必要になります。次

のページです。読書についてです。読書につきましては学校での働きかけが効いて

いて全国、県とも有意の差はないというふうにデータでは表れております。また、

将来の夢や目標は持っていますか、というところでは、将来の夢や目標はしっかり

持っているということがデータで表れております。それを努力に結ぶようにするこ

とが必要になろうかと思います。１４ページをお願いします。中学校です。中学校

はどの項目も昨年度に比べ、学習状況調査のデータも改善をしています。次のペー

ジです。小学校と同様に学習時間の割合を見てみますと、平成２７年は No study 

kids が著しく減少していることが見て取れます。これは学校が丁寧な点検活動をく

り返ししてくれていたということが効果をそうしているというふうに思います。そ

れでは後ろから２枚目の資料をご覧ください。この２枚が小学校と中学校の全国平

均との差の経年変化のグラフでございます。小学校を見ていただくとわかりますよ

うに若干、下降でございます。また、理科が３年に１回行われます。平成２４年度

の理科に比べ平成２７年度は理科も残念ながら下降しているということがわかり

ます。次のページは中学校です。中学校は改善傾向が見られます。また、今までの

年に比べて４つの教科領域が随分と接近をしてきた、これは学校の取り組みが効果

を示してこないとなかなかこういう結果にはなりませんので、中学校の改善のこれ
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からに大きく期待するところです。また、理科についても平成２４年に比べ、わず

かですが、改善しているということがわかります。最後に学校の活動についてご紹

介いたします。資料はございません。ＮＨＫ全国学校放送コンテストのテレビ番組

部門で中央中学校放送部が優秀賞を獲得いたしました。全国２位でございます。ま

た、科学の甲子園ジュニア筑豊大会で伊田中学校チームが優勝をし、県大会に出場

いたしました。この科学の甲子園ジュニアというのは、科学立国を目指して国立研

究開発法人科学技術振興機構が、次世代人材育成事業として行っているもので高等

学校の科学の甲子園の中学校版でございます。説明は以上でございます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご質問、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 今までのこういうテストの結果でしたら、だいたい小学校は少しずつ改

善してきましたが、中学校はなかなか難しくて、ということでしたけれども、今回

は中学校が良い結果といいますか、改善傾向が見られているということですので、

これはどういった理由によるものか教えていただきたいと思います。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 まず、施策としてやるべきことを重点化したということが一つ効果

があったと思います。冒頭で申し上げましたように、算数・数学Ａ問題、特に数と

計算、数と式と限定をして、繰り返し学習を必ずやってくれと言うふうにお願いを

しておりました。その効果が表れてきたのだと思いますし、またそこがわかるよう

になると、わかる、できる喜びがあれば他のところに少し波及はしてくるのだろう

なというふうに感じたところです。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 今後、どのように改善の方向に向けていくべきだと思っていらっしゃい

ますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 今回の成果でございますので、まず重点化した項目を決めてやると

いうことは大切なことかと思いますし、まだまだ差はありますので、基礎・基本の

内容に重点化することは必要であろうと思います。ところが、県平均、全国平均の

前後になりますと、底値だけでは改善は図れない。中学校が改善したというのは、

残念ではありますが、今まで差が大きかったということで、基礎・基本に重点化す

ることにより、その差が縮まったということは言えると思います。それでも小学校

がなかなか改善に至らないのは、小学校は県、全国に近い結果がありますから、や

はり子ども達が問題を持てる授業、それから子ども達の思考を高める授業、あるい

は自分の考えを書かせる授業、一方的に教師が教え込むのではなくて子ども主体の
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授業づくりというのも同時に考えていかないと県平均、全国平均を上回るというと

ころまでにはなかなか至らないのではないかと考えていますから、もちろん重点化

はして、ここだけは評価しますよというぐらいのところで進めますが、同時にやは

り授業のことも考えていかなければいけないと思います。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 今まで先生方がずっと継承してこられた慣習といいますか、雰囲気とい

うものが、教育委員会を始めとする田川市の学校の風土というものがあったと思い

ます。私ぐらいの方が新卒で教員になった場合、まず組合に入って、研修にはあま

り行かないでねと言われたなんてことが昔はあったと聞いております。私が教育委

員になったのはもう１２年前ですけれども、そういったあまり研修をしないかなと

いう雰囲気を初めて感じたのは、各学校でいろいろな発表会があって、子どもを帰

して午後から先生方は講演等のいろいろ研究会をなさるという場がありましたが、

振り返ると相当寝ていらっしゃる方がおられたという時期がありました。ずっと長

い間見ていますと、そういう方は随分少なくなってきましたし、ほとんどいらっし

ゃらないというような感じになってきましたので、やはり先生方も意識が変わって

こられたのだろうと思っています。古いタイプの人達はだんだん定年退職していき

ますでしょうから、これからの若い先生方にはもっと積極的に良いところをどんど

ん学んでいっていただけますように、これからは切り替わった田川市の教育体制と

いうものを作っていただきたいと思っておりますので、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 スマホの件ですが、スマホや携帯電話等でのゲームについては小学校も

中学校も高いですが、特に中学校の方がパーセントが高いですね。これは大きな課

題ではないかと思うのですが、教育委員会として、これからどういう施策といいま

すか、どういう考え方を各学校に示していこうと思っていますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 まずは、昨年度やりましたようにＰＴＡ連合会と連携をして、スマ

ホのことは家庭の問題として、しっかり取り組んでいただけるようにするというこ

とが大前提でございます。しかし、今年度それにも関わります結果がまだまだとい

うことがありましたので、これは今後、論議しなければいけないことではございま

すが、教育委員会としてスマホの時間の制限は、もちろんこれは強制はできません

けれども、時間を目途にこの時間以降は使わないようにしましょうというふうな働

きかけをすべきなのではないかというふうなところを考えているところです。まだ

きちんと論議が進んでいるわけではありませんが、やはり現状打っている手で不十
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分であれば、少し一歩踏み出すことは考えていかなければならないのではないかと

考えています。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 今、言われたように、やはり使用時間をどうするかということと、それ

と先日もテレビに出ていましたが、メール等をしていれば、夜中でも送られてきた

ら、やはり返すんです。そうすると、睡眠時間というのが相当少なくなるんです。

だから、例えば、寝る頃から朝までは親が預かるという約束をするとか、そこのと

ころは各学校の取り組みの１つではないかなと思いました。やはり睡眠時間と学習

時間とそのメール等の時間というのは割と因果関係がありますから、そこのところ

をぜひ進めていただきたいなと思います。やはり親の考え方を変えるというのは、

大事なこと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 昨日までアメリカのフェニックスに行っていたのですが、１人のお母さ

んの話を聞いてきたのですけれども、学校の授業は１人１台ずつパソコンがあって、

宿題も全部配信されて、回答とか、レポートとかは自分でそこから先生に送信する。

もちろん学校だよりとか、学校のお知らせ等も全部配信されてくるので、家で親が

チェックする。そういうふうになっているらしいです。それとは別にタブレットも

あるということでした。やはりこれからの世代というのは、コンピュータと切って

も切り離せない。もうすでに日本も教育自体がそのラインになっていくだろうなと

思いました。いろいろなサイトにアクセスしたりすることについて、子ども達はど

うしているのと聞いたら、やはり親がその辺りはプロテクトをしていて、子どもを

守りたいならば、かなり厳しく管理はしますということでした。ところが、日本も

そうですけど、実態は中学生、高校生になっていくと何時からは取り上げますよと

いうようなことはできない。特に、高校生になるとできないので、たぶん大学生に

なっても夜中にやり取りをしていて寝られないとか、そういうことは続いていって

いるはずなので、そこから先は、どこからか自分はここからはしないよというよう

な、きりをつけられるような強い自分といいますか、私はこの時間帯で止めますと

言えるような関係づくりを作っていくのも大切だと思います。規制するばかりでは

なく、個人がということです。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 スマートフォンは家の子も持っていて、よくわかります。切るというこ

とがだんだん難しくなってきます。食事中も横に置いていたりとか、常に持ってい

るような状態なのですが、やはり学校ではスマートフォンとか、そういったものの



 

 ７

ルールとかを教えるしかないと思います。こういうところが危険だよとか、こうい

うところにだんだん入っていくのは危ないよとか、そういうことを教えることはで

きるとは思います。あとは家庭でルールを決めて徹底していくということしかない

と思います。夏休みに入ってから、私の家も寝るときにスマートフォンを２階に持

っていくのはやめてと言って下に置かせるようにしました。そういうことで様子を

見ていたのですけれども、やはり時間が経って、こちらが忙しかったりすると、そ

れも今はどうなっているのかなと思ったのですけれども、やはり家庭でも難しいと

は思いますが、そういう決まりを決めて徹底してやっていくということが非常に大

事なことだと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 これからは外れるかもしれませんが、関西の方で男の子と女の子が殺さ

れた事件がありましたが、あのように親と子どもの関係だとか、それから本人が外

で遊んでいるとか、そういう状況が田川の方では波及しているのかなということが

気になりました。それと同じようなことで、福岡市の警固公園で夜中から朝にかけ

てのテレビがあっていたのですが、高校生とか中学生らしき人、それから大学生以

上の人たちも電気がついているものだから、警固公園でずっと女の子も話をしたり

しながら過ごしているんです。では、田川でそんな明るいところといったら、コン

ビニとか、２４時間営業のレストランとか、そう思いながら、このスマートフォン

と同じように親がどの程度、子ども達が夜に動いていることを許可しているのか、

見て見ぬふりをしているのか、そういう状況が田川の方にもあるのではないかと思

いながら見たのですが、そこのところはわからないでしょうね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 学校がそれを把握するというのは、やはり連絡をいただかないと難

しいと思います。もちろん深夜に未成年が出歩くことについては学校では指導しま

すし、いけないことだから絶対にやめるように、規範意識にも関わってくるという

こともあるのですが、実態はどうかと言われた時に、そこはやはりわからないです。

ただ、委員さんが言われるように、そうそう集まる場所がないですので、夕方から

夜の前半にかけては子ども達がまだ残っているということはあるでしょうが、深夜

にわたって、先程の事件のようにあの時間帯に田川の子ども達がいるかということ

については、そこまではないのかなと思っています。でも、これも実態がわからな

いですから、確かなことは言えません。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 実は家の子も塾に行ったりしていましたので、友達と遊んだり、話した
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りする時間がないので、塾から帰って近くの２４時間営業のレストランで夜９時過

ぎからみんなで集まって食べながら話をしたりと小学校６年生から中学生になっ

てもそういうことはよくしていました。でも、１１時になると警察のパトロールが

回るので補導されるから早く帰ろうと言って、その前にはたいていのお子さんは公

園とかにいても帰るというような状況でした。また、家から近いですけれども、そ

のレストランまでは子どもを迎えに行っていましたので、どういうふうに子ども同

士のコミュニケ―ションと親が関わっていくかということをきちんと把握しなが

らやっていけばいいのではないかと思います。１１時のパトロールというのは助か

るといいますか、子ども達はそれ以上外にいると職務質問を受けるということで把

握していたと思います。ただ、パトロールが回ってこないところに潜伏する子ども

達もいるかもしれないので、そっちの方が問題だと思いますので、先程の大阪のお

子さん達みたいに親御さんは探していたのでしょうけれども、手が届かなかったと

いうようなことにならないように、家の方も子どもさんに対して興味を持って、深

夜出歩くことに対して、携帯がつながるから大丈夫だと安心しないでということを

学校の方からでもお声掛けする以外はないのではないかと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 少し前に田川地区の補導連の役員さんから連絡があったのですが、月に２

回程度、夜８時から西区と東区に別れて補導で回っているそうです。田川警察署か

らの委嘱で動いていて、以前ですが、カラオケとかで飲酒している中学生を補導し

たりしたそうです。だから、学校の補導だけではなかなか難しいので、そういった

地域とか、関係機関とか、今言われた警察とかもきちんと夜の補導等はやっていま

すのでその辺とも連携をして、学校教育ももう少し補導連と連携してやっていって

ほしいというような要望も出ています。今度の事件等が繰り返しあってはいけませ

んので取り組みを強化したいと思います。 

他に、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３日程第３日程第３日程第３    事務報告「事務報告「事務報告「事務報告「寄附寄附寄附寄附採納について」採納について」採納について」採納について」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３ 事務報告「寄附採納について」ご説明いたします。今回、

寄附をいただいた方は、一般社団法人 福岡県市町村福祉協会でございます。寄附

をいただいた物品につきましては図書カード５２万円分でございます。内訳は小学

校８校に１校あたり３万円、中学校７校に１校あたり３万円、猪位金学園は小・中
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学校を併せ持っておりますので６万円、幼稚園に１万円でございます。採納日は平

成２７年８月５日（水）、採納場所は田川市役所市長応接室、採納者は田川市長で

ございます。各学校及び園でありがたく有効に使わせていただきます。以上でござ

います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご質問、ご意見ございませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第４日程第４日程第４日程第４    事務報告「台風１５号による被害事務報告「台風１５号による被害事務報告「台風１５号による被害事務報告「台風１５号による被害

状況等について」状況等について」状況等について」状況等について」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４ 事務報告「台風１５号による被害状況等について」ご説

明いたします。資料をご覧ください。まず、台風発生日ですが、平成２７年８月２

５日（火）でした。避難所の開設を午前５時から午前１１時まで行いました。開設

校及び避難者数につきましては表のとおりです。弓削田、後藤寺、鎮西、伊田の４

小学校、それから猪位金学園、田川、金川、中央の３中学校の計８校。避難者数は

８校合わせまして１６名でした。また、学校等の主な被害状況についてです。太陽

光パネルの飛散をはじめとしまして、今回の台風は風が非常に強うございました。

そういうところから、体育館の屋根の破損、相撲場の屋根の破損、また、校舎屋上

の防水シートの剥離、それから門扉の破損、窓ガラスは全校で１５枚、風倒木は全

校で２７本といったような被害がでております。本来でしたら、復旧費用といたし

まして９月補正の追加分を報告しなければならないところですが、日程的にどうし

ても間に合いませんでしたので１０月の定例教育委員会で予算等につきましては

報告させていただこうと思っております。以上でございます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 何か、ご質問、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 後藤寺小学校の太陽光パネルは国の予算で設置したものですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 はい、そうです。平成２３年の２月です。 

○神○神○神○神崎委員崎委員崎委員崎委員 これはもう一度きちんと配置するのですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 業者に瑕疵状況があるかないか等を確かめた上で現状に戻したい

というふうに考えてはおります。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ほかに、ご質問等ございませんか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第５日程第５日程第５日程第５    諸般の報告「９月行事予定につい諸般の報告「９月行事予定につい諸般の報告「９月行事予定につい諸般の報告「９月行事予定につい

て」て」て」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） 
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（教育研究所より資料の説明） 

○教育長○教育長○教育長○教育長 次に移ります。「「「「１０月定例会の日程案について１０月定例会の日程案について１０月定例会の日程案について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月定例会でございますが、１０月７日（水）の１４時からでい 

かがでしょうか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長    異議ないようですので、１０月定例会は１０月７日（水）１４時からに決

定いたします。 

 ほかに、ご質問、ご意見等ございませんか。 

  ないようですので、以上を持ちまして、平成２７年第９回田川市教育委員会９月

定例会を閉会いたします。 

（閉会１４時５０分） 

 

 

 

 


