
 
（１４時３０分開議） 

○教育長 ただいまから、平成３１年第３回田川市教育委員会３月定例会を開会いたします。

日程第１ 「平成３１年第２回田川市教育委員会２月定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いましたが、内容、文言等について、何か、ご質問、ご

意見等ございませんか。 

  ないようですので、会議録を承認することについてご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第１ 「平成３１年第２回田川市教育委員会２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 議案第６号「平成３１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 ３月の本会議で、施策方針と重点施策を報告しましたが、２０分近くかかりまし

たので、今日は時間の関係上、要点のみ、お伝えします。最初に書いていますのは、国内

外の環境がグローバル化、技術革新、長寿化、少子高齢化等が急激に進んで予測困難な時

代となってきていることを書いております。そんな予測困難な時代を迎えて、子どもたち

も大人も社会の変化に適応するだけでなく、より良い人生とより良い社会を創造する主体

者となる資質能力が求められることを書いています。そのような中、田川市教育委員会は、

“すべての市民が誇れる教育と文化のまち田川市”をめざして、「厳しい家庭環境の子ど

もたちが多いからこそ、最高の教育環境づくりを！」等のスローガンのもと行政ぐるみ・

学校ぐるみ・地域ぐるみで取組を進めてきたことを書いております。そして、２ページか

ら３ページまでは平成３０年度の主な成果をまとめております。ハード面では、小学校の

トイレ改修工事等が進んでいること、また学力面では少しずつですが向上していること、

また子どもたちの頑張りとして、ＮＨＫ杯全国中学校放送コンテストにおける最優秀賞の

獲得や第１回福岡県中学生英語スピーチコンテスト筑豊地区大会において最優秀賞と優

秀賞を獲得したこと、また、ＩＣＴ教育においては「全国ＩＣＴ教育首長サミット」 

２０１９日本ＩＣＴ教育アワードにおいて「審査委員長賞」を受賞したこと等書いており

ます。それから、学校・家庭・地域連携事業「放課後子どもチャレンジ教室」を４校区か

ら６校区へ拡大できたこと、それから、田川市総合体育館の冷暖房設備の設置やバリアフ

リー化の改修を行ったこと、筑豊炭田遺跡群三井田川鉱業所伊田坑跡が国の史跡に指定さ

れ、田川市の石炭・歴史博物館が世界記憶遺産の登録や国の史跡に指定される等、世界と

日本の宝を感じることのできる場所となったこと、学校現場と福祉行政をつなぐために新

設した、「子ども支援連携推進室」が０歳から１８歳までの子どもとその家族に切れ目ない

支援を行う実働を開始したこと等を書いております。しかしながら、成果がある一方、「学
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力の２極化」「不登校やいじめ」「子どもの養育環境の格差」「新中学校創設基本計画の策定」

等の課題は、依然と残っていることを述べています。３ページからは学校教育施策の目標

理念、それから社会教育施策の目標理念を書いております。４ページの２ 学校教育の重

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。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。⑶ 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。この３点を書いて

おります。その後の具体的な重点施策の内容につきましては、各課が後程報告しますので、

割愛させていただきます。９ページからは、４ 社会教育の重点施策の説明をしておりま

す。平成３１年度の社会教育の重点施策として、次の７つの柱を設定し、取り組むことと

しております。この７つの柱の具体的な取組については、文化生涯学習課を中心に報告が

ありますので、割愛させていただきます。最後に、私が議会の中で申し上げたのは、最初

の部分と関わるんですが、世界そして日本の過去の農業革命や産業革命、情報革命以上の

大きな変革の時代を迎えようとしており、今後の１０年、２０年先の世界や日本の地域社

会の急速な変化を見据え、また第６次総合計画等も策定されるので、田川市の学校教育、

社会教育のプランの見直しについて市長事務部局と連携しながら、教育委員会総体で進め

ていきたいということです。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。事業数が多いですので、

新たな事業及び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。

１３ページをお願いいたします。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、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、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こと、⑶ 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」を推進することの３点として

います。重点施策とその具体化を説明いたします。１４ページ上段をお願いいたします。

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、ア 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）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）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）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おります。目標は、（ア）小

中学校給食献立委員会を毎月開催し、給食献立の改善・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２点としております。 

１６ページの中段をお願いいたします。キ 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
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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

おります。続きまして、ク 校務の情報化を推進する取組です。目的は、校務の情報化に

より、学校生活における教員と児童生徒が向き合う時間の増大をめざすです。事業内容は、

（ア）校務の電子化や校務支援システムの導入推進により、学校全体における校務の効率

化を図ること、（イ）情報セキュリティや個人情報、著作権等の取り扱い等の指針に従って、

校務の情報化を推進することとしております。目標は、校務に要する時間を学期ごとに一

人３０分程度削減をめざすです。次に、１８ページ下段をお願いいたします。イ ＩＣＴ

教育機器を有効に活用し、授業の充実を図る取組です。目的は、授業の中でＩＣＴ機器を

効果的に活用し、どの児童生徒にも分かる授業の実現と情報活用能力の育成をめざすこと

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た教材の拡大提示や指

導者用デジタル教科書の活用により、集中力を高め、どの児童生徒にも分かる授業をめざ

す、（イ）タブレットＰＣ等を活用して、グループ内で情報を共有・整理し、分かりやすく

発信する「協働学習」を積極的に取り入れ、情報活用能力の育成を図る、（ウ）児童生徒の

ノートや作品を提示しながら自らの考えを説明する場面を設定する等して、表現力の育成

を図るです。目標は、（ア）電子黒板やデジタル教科書、タブレットＰＣ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、推進校をはじめとする全小中学校で実施

する、（イ）児童生徒が学習の中で、ＩＣＴ機器を自ら使いながら学習する機会を増やす、

児童生徒がＩＣＴ機器を使った授業を週に１回以上１００％をめざすこととしております。

続きまして、２１ページ上段をお願いいたします。ク 田川市立教育研究所の実践的研究

機能を強化する取組です。目的は、低学力の克服と不登校の解消等を中心に本市の教育課

題を解決するために、田川市教育研究所の機能を強化・充実するとしております。事業内

容としては、（ア）委嘱研究員の研究推進事業、田川市教科等研究会に関する事業、研究サ

ークルの研究推進に関する事業を実施する、（イ）教員の資質を高める研修会及び講演会に

関する事業を実施する、（ウ）研究実績の普及及び公表に関する事業を実施する、（エ）福

岡県教育研究所連盟及び筑豊地区教育研究所連絡協議会に関する事業を実施するとしてお

ります。目標は、（ア）委嘱研究・教育実践研究の研修会参加及び市論文提出の１００％を

めざすこと、（イ）田川市教科等研究会において、「主体的・対話的で深い学び」が進み、

確かなものとなるＩＣＴ機器の効果的活用を視点にした授業研究会と事後研修会をすべて

の部会が実施すること、（ウ）研究サークルについては、学期１回以上の研修会を実施する

こと、（エ） 田川市教育研究発表会に参加出席可能教職員の９５％以上の参加をめざすこ

と、（オ） 福岡県教育研究所連盟の発表会には、各学校１名以上参加することとしており
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ます。 

～中断 東日本大震災の黙祷（３０秒）～ 

 続きまして、２１ページ下段ア 福祉行政との連携を強化し、すべての子どもの自立支援

を強化する取組です。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・進路保障」等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件以上をめざすとしております。次は、

２２ページ下段をお願いいたします。ウ 青山学院大学との連携を強化しつつ、「田川市イ

ンバウンド教育」を推進する取組です。目的は、平成２７年１２月に青山学院大学との連

携協定が結ばれ、英語教育を中心に青山学院大学の優れた研究成果を田川市の教育に取り

入れることができている。平成２９年～３０年度は、田川市英語教育一貫プログラム及び

副教材を開発した。平成３１年度は「田川市インバウンド教育」推進に向けた取組を進め

ることです。事業内容は、（ア）市内の小学校及び中学校を指定し、インバウンド教育の検

証と副教材の開発を行う、（イ）青山学院大学の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、（ウ）福岡県中学校英語スピーチ交流会の田川地区大会を実施す

ることです。目標は、（ア）田川市インバウンド教育の副教材作成を行うこと、（イ）年間

に英語・外国語教育研修会を４回実施することです。最後に２４ページをお願いいたしま

す。ケ 地元企業の科学研究所と連携協定を活用し、科学教育を推進する取組でございま

す。目的は、科学研究所を有する地元企業との連携協定を活用し、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」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」を小学４～６年生を対象に夏季休業期間に３

日間実施することです。次に、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。２７ページをお願いいたします。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、ア 不登校・いじめ等を解消する取組を強化するです。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・いじめ・

問題行動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２本です。目標は、関係学校と連携して適応指導教室に在

籍している児童生徒の５０％が在籍校にチャレンジ登校できるように支援することをめざ
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しています。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、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、教員の授業力向上に向けて、各種研修会や研究会を実施しその助言と援助に努める。

また、アンケートを実施し学校や家庭への学力向上に関係する資料提供を行うとしており

ます。事業内容は、委嘱研究員の研究推進に関する事業、田川市教科等研究会に関する事

業、田川市教育研究発表会に関する事業、研究実績の普及・公表に関する事業、筑豊地区

教育研究所連絡協議会に関する事業、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、アンケートに関する事業です。目標につきましては、２９ペー

ジに記載のとおりでございます。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。３１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、定期的に施設

及び設備の点検を実施し、必要に応じて改修を行いながら、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、増加傾向にあ

る非常災害時には、地域住民の避難場所としての重要な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。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３１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

及び外壁の改修、並びに、市内全小学校及び小中一貫校におけるエアコン整備、市内小中学

校におけるブロック塀の撤去又は改修であります。平成３１年度のそれぞれの目標につきま

しては、当該事業を１００％完了する、としています。なお、小学校施設長寿命化改修事業

の平成３１年度分につきましては、後藤寺小・田川小・金川小のトイレ改修工事、並びに弓

削田小・田川小の校舎外壁改修工事及び、金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３１年度の目標は、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
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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及び事業についてご説明いたします。 

３４ページをご覧ください。１ 施策方針でございます。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職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校生活において、多くの選択肢か

ら様々な経験を積み、たくさんの友人や教職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。そのため、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）」を平成２９年９月に作成し、

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

題であります。そのような課題を整理し、子どもたちが快適な環境かつ豊かな人間関係の中

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

付け、充実した学校生活が送れるように保護者、地域とともに新中学校の創設の推進に取り

組んでいきます、としております。次ページをご覧ください。２ 重点施策とその具体化で

ございます。１点掲載させていただいております。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、ア よりよい教育環境整備をめざした新中学校創設の推進を図る

こととしております。目的につきましては記載のとおり、子どもたちが快適な環境かつ豊か

な人間関係の中から、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・

自立心等を身に付け、充実した学校生活を送れるように保護者、地域住民及び教職員ととも

に新中学校の創設に取り組む、としております。事業内容といたしましては、市立中学校の

適正規模化を推進するとしており、目標といたしましては２点、（ア）「田川市新中学校創設

基本計画」を策定する、（イ）開校準備協議会（仮称）を設置し、新中学校の開校に向けた
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具体的な協議を開始する、こととしております。最後に３６ページに、３ 継続課題及びそ

の関連事業といたしまして、平成２９年度に作成いたしました「田川市新中学校創設基本計

画（案）」について、保護者、地域住民及び市議会から様々な意見や要望をいただいており

ます。今後は、それらの意見や要望を踏まえて新中学校の創設に推進します。また、「開校

準備協議会（仮称）」を設置し、さまざまな課題の解決に向けて、その対応策を保護者、地

域住民及び教職員とともに検討していくこととしております。以上でございます。 

○文化生涯学習課長 引き続き、文化生涯学習課に係ります施策及び事業を説明させていただ

きたいと思います。３７ページをお願いいたします。まず、１ 施策方針でございますが、

⑴ 生涯学習事業につきましては、これまでの取組を継承いたしまして、平成２８年度から

平成３２年度の「田川市第５次総合計画後期計画」をもとにいたしまして、教育長が申し上

げました教育施策の方針と重点施策を引き続き実施したいと考えております。市民の豊かな

心と創造力を育むことを目標理念として、さらに事業を推進して参りたいと考えております。

したがいまして、昨年に引き続き、主な事業内容となっております、下記に記載の「生涯学

習環境づくり」を基幹といたしました、青少年の健全育成や人権教育、社会教育の施策を推

進して参ります。同様に、⑵ 文化事業につきましても、「生涯学習環境づくり」の観点を

しっかり持ちまして、具体的には３８ページの上段の方に書いておりますけれども、より多

くの市民に優れた芸術文化及び伝統文化に接すること、関心を持ってもらうこと、参画でき

るような機会を拡大していくことに努め、もっとふるさとを愛する心を育んでいきたいと考

えております。このことから、社会教育の重点施策は引き続き、次に記載の７項目にしたい

と考えております。３９ページをお願いいたします。２ 重点施策とその具体化でございま

す。まず、１番上にあげております、「⑴ 強い絆で結ばれた地域共同体づくりを推進する」

につきましては、特にイ 校区活性化協議会の充実・深化を進めるということで、合同研修

会の実施等市内全体の連携・協力を深め、地域性を生かしながらレベルアップを図るととも

に、さらなる発展をめざしたいと考えております。４２ページをお願いいたします。「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、ア 家庭教育の

充実のために家庭教育支援事業の深化・拡充を図ることに取り組んで参ります。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という項目にありますように、青少

年対策事業、地域活動支援事業、地域学校協働活動事業を継続してさらに実施することとし

ております。特に目標の最後、（エ）放課後子どもチャレンジ教室については、既存６校区

に加えて、新規２校区で実施する予定としております。来年度以降も、全校実施に向け体制

を整えていきたいと考えています。次に、「⑷ 互いの人権を守り合う地域社会をつくる」

という項目でございますが、事業内容にありますように、指導者を対象とした「中央講座」、

中学校区や区及び公民館を単位とした「人権・同和教育講座」、「校区人権教育講座」や「な
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るほど人権セミナーたがわ」、これらを充実・強化して参りました。来年度におきましても、

目標に掲げております実施回数等のとおり、着実に取り組んで参りたいと考えております。

４４ページをお願いいたします。「⑸ 国際交流とスポーツ活動の活性化に努める」のア 社

会体育施設の整備充実を図るにありますように、健常者も障害者も安全に安心してスポーツ

に親しむことができる充実した環境づくりにさらに努めて参りたいと考えております。引き

続き、文化係より説明させていただきます。 

○文化生涯学習課企画官 文化係です。４０ページへお戻りください。⑵ いつでもどこで

も学べる生涯学習環境をつくる、イ 市立図書館の整備充実を図る。「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・文化がつながるように努めるとして、図書館サービスに対する市民満足

度のさらなる向上をはかり、図書館機能の充実、整備をめざすこととしております。４５

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、ア 市民文化活動

の充実を促進する。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ため、市民

文化祭や芸術文化体験事業等各種事業への参加団体や観客数の増加をめざして実施し、文

化団体については育成を図り、文化活動が市民に定着するよう支援するとしております。

４６ページをお願いします。イ 市立美術館の整備充実を図る。美術館では市民の日常生

活において、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て、市民が心豊かな質の高い生活を送

れるように、企画展事業や教育普及事業等各種事業を推進し、市民満足度のさらなる向上

を図るとしています。４７ページです。⑺ 歴史を受け継ぐ文化遺産を保護・活用する、

ア 石炭・歴史博物館の整備充実とともに実施事業の充実を図る。「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、「コレクション」を次世代へ伝承するとと

もに、保存・活用等に係る取組を実施していきます。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、田川地域の歴史等幅広い調査研究活動を行い、その研究成果を広

く市民へ還元するとともに、市内外に向けて発信するとしております。また、来館者に親

しまれ魅力ある博物館とするため、ガイドの育成に努めていきます。このため「歴史・文

化検定試験」等の実施を見据えながら、「子ども学芸員育成事業」に取り組んでいくこと

としております。４８ページです。イ 文化財の保存と活用をする。文化財の保護と活用

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、文化財に対する愛護精神の高揚、普及を図るため、各種事業を推進すると
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しております。４９ページです。国指定史跡の保存活用につきましては、昨年、「三井田

川鉱業所伊田坑跡」が国指定史跡となりましたので、本史跡の保存活用を推進するため、

国、県、関係市等と連携しながら国指定史跡として適切に保存活用していくとしておりま

す。また、文化係の継続課題及びその関連事業につきましては、５１ページの（３）文化

係、ア 田川市石炭・歴史博物館から５９ページにかけて記載しております。以上でござ

います。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。  

○毛利委員 要望も含めて４点あります。１点目は、資料１０ページの「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」と書いていますが、今、不登校

等に対して教育委員会もご苦労されていると思います。命にかかわるような児童虐待のニ

ュースが報道されていますが、児童虐待はどの部分に入りますか。２点目は、資料２８ペ

ージにあります、事業内容の「研究実績の普及・公表に関する事業」の「（ア）「田川市教

育論文」の応募者を募り、各学校に依頼する」と書いてありますが、「田川市教育論文」

は３月が提出で、県の提出は夏休みが明けてすぐだったと思うんですが、県に提出するの

は「田川市教育論文」にプラスアルファしていくか、４月になってすぐに各学校に依頼し

ないと中身の実践も含め、９月の初めには間に合わないと思うんですよね。ですから、今

はどうなっているか分かりませんが、十分募集を早めて、連絡していただけたらなと思い

ます。３点目は、資料３２ページのエアコンについてですが、資料の４ページのところに

は「市内８小学校、猪位金学園の普通教室等に、エアコン整備を行う。」と書いてありま

すよね。３２ページにも目標の「（イ）市内全小学校及び小中一貫校に空調（エアコン）

設備を整備１００％完了する。」と書いてありますが、小学校は気化式冷風機を設置して、

それからエアコンを設置すると以前説明があったと思いますが、今年の目標であれば来年

度の３月までにエアコンを設置するということでよろしいですか。４点目はこれも要望な

んですが、今、子ども音楽祭等を実施していますが、段々人が少なくなってきています。

例えば、集まることは難しいかもしれませんが、各中学校の文化祭で必ず合唱コンクール

というものがありますよね。そういう音楽祭等で各学校の合唱コンクールのトップを公表

するという方法もいいのではないかなと思います。 

○教育長 関連して、ご質問、ご意見ございませんか。ないようなので、１つずつ回答をお

願いします。 

○学校教育課長 １点目の児童虐待の項目は、具体的には施策の中にありませんけども、資

料２１ページ下段の⑶ 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」を推進するとありますが、ア 福祉行政との連携を強化し、すべての子どもの自立

支援を強化するというところで検討していきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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○教育長 子ども支援連携推進室は、子育て支援課や生活支援課と連携して気になる子ども

やＤＶ等の背景のある子どもたちの情報共有や支援等をしています。当然、虐待もそこで

発見して学校と教育委員会、福祉行政、警察等の関係機関と一緒に動くという体制を整え

ています。その部分をますます連携・強化していくことになると思います。 

○教育研究所長 ２点目についてですが、「田川市教育論文」の表彰式等の最後の事務連絡

のところでは、口頭でお願いするため、徹底ができていない部分もあります。これからは、

校長会で修正等の具体的な内容について、こちらで文面にしてお願いしようと思っており

ます。ご意見ありがとうございました。 

○教育長 筑豊教育事務所の中で、「田川市教育論文」の提出数は筑豊管内でいつもすばら

しい数を出しているんですが、県の中でも高い評価を受けるような形をきちんと進めてい

っていただきたいと思います。 

○教育総務課長 ３点目のエアコンの整備につきましては、当初の予定どおり平成３１年度

中に全小学校並びに小中一貫校の普通教室等を対象に整備を行うということでありまし

て、それ以外の７中学校につきましては、中学校再編を控えておりますので、その中学校

再編に伴う新中学校の施設建設の際に、エアコンの整備を行うということであります。そ

の方針については全く変更ありませんが、現時点におきましても、平成３１年度内の何月

頃にエアコン整備が完了できるか、まだ目途が立っておりませんので、いずれにいたしま

しても応急的な暑さ対策として全ての小中学校に気化式冷風機の配置を行うということ

でございます。 

○文化生涯学習課企画官 ４点目につきましては、関係課がいつも始まる前、また始まった

後に頭を痛めているところでございます。今、毛利委員から言われましたことにつきまし

ては、この件を持ち帰って関係者等にこの要望があったことを伝えて、検討していきたい

と考えております。 

○教育長 加治教育委員からも、できれば各小学校の高学年等の代表や学級が参加するよう

な合唱コンクールができないだろうかというご意見がありました。まだ、具体的なことは

決まっておりませんが、そういった要望等が出ていますので、学校教育課だけとか文化生

涯学習課だけとかでは実現は難しいと思いますので、教育委員会全体で協議・検討してい

く予定となっております。その中で子ども音楽祭等をもとに、子どもたちの音楽を通して

の交流が進むような中身づくりを一緒に来年度から始めたいと思いますので、各課心構え

をよろしくお願いいたします。 

○加治委員 資料４６ページの石炭・歴史博物館の整備充実というは、とても努力されてい

ると思うんですが、現実的にどうしたらもっと市民が利用するというか、私は「沸点」な

どの展示に行かせていただいて、割と最近は筑豊以外の方が作品の参加も含め、とても広



10 

 

がっているということは、すごく嬉しいし努力の賜物だなと思います。しかし、子どもを

含めた市民の方が「美術館に行ったことがない。」だとか、「石炭・歴史博物館があること

は知っているけど、どのような中身なのかを知らない。」ということはとてももったいな

いと思うんです。やはり、充実とともにどうしたら何度も足を運んでもらえるか、市民に

愛される場所にするかということも少し考えていただけたらといいのかなと思います。そ

ういう施設に行っている子どもはいると思いますが、行ったことがない子どももいます。

石炭・歴史博物館の中もそうですけど、また次に行こうかとなるとどうなのかなと思うと

ころもありますので。今年はせっかくゴールデンウィークも長いので、そんな時に田川市

の中でこんなにいい場所があるんだと見直していただけるような、そういう場所にできた

らいいのかなと思います。私も、もし美術館や博物館の中で音楽の演奏等で協力できるこ

とがあったら協力したいと考えています。以前、美術館でアトムの展示を開催した時に、

子ども達が演奏を行ったことがありました。意外にも、市民の方は知らなくて北九州や福

岡から聴きに来られた方が多くて、「田川ってすごいね。」と言われていました。市民の方

もそのように訪れてくるといいなと思いますので、よろしくお願いします。 

○文化生涯学習課企画官 その点につきましては、美術館は指定管理者になりまして、現在、

広報活動に力を注いでおりますので、今、加治委員が言われた「市民と子どもたちと」と

いうことで、もう一度持ち帰って課館長はじめ副館長にも話したいと思います。そして、

博物館につきましては、もちろんそういうことは言われておりまして、学校の授業では使

ってもらってその後のリピーターやもっと活用頻度を上げるべきだというところから、教

育長ともよく話をして新年度からは子ども学芸員を養成していくということで、とにかく

子どもに来てもらって館を活用してもらうというところに力を入れたいと考えておりま

すので、少しずつですけれども前向きに行っていきたいと思います。 

○加治委員 子どももですけれども、親が連れて行かないと子どもの意思だけでは多分実現

しないと思うんですよね。子どもにも大人にも魅力のあるものにならないといけないと思

うので、まずは、親に連れて行ってもらってというような形で、ぜひよろしくお願いしま

す。 

○教育長 少し付け加えますと、例えば、図書館の場合は調べる学習コンクールでは、子ど

もだけでなく親も一緒にというようなセミナーを大学とか郷土史研究会とか色んな方の

力を借りて実施されています。それから、加治委員が言われたように英展等、全国から 

８３０点程の作品が集まって、高い評価を受けております。石炭・歴史博物館でも色んな

テーマの企画展をされたりしています。今、３館の館長が自主的に集まってもう少し３館

の連携を強化し、それぞれが頑張るだけではなく３館一緒に企画することはできないか等

を話し合う集まりをされているようです。また伊田駅が改装されて、文化エリアの図書館、
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美術館と博物館をつなぐような工夫をとか、色々話し合いをされているようなので、もっ

と市民の方にそれらの取組を知ってもらっていつも子どもたちや親子、高齢者の声がいっ

ぱい聞こえるような、そういう方向をめざしてほしいと思っています。 

○毛利委員 私は何かの展示があれば、九州国立博物館や福岡市博物館に行くんですけど、

やっぱり新しい展示あるから足を運ぶんですよね。ですので、田川市の博物館も常設も大

事ですが、「１か月間はこのような新しい展示をします。」というような常設とともに新し

い展示を行っていくと新たに足を運んでいただけるんじゃないかなと思います。教育長が

言われた飯塚市、直方市との持ち回りをしていく取組等も市民が足を運ぶ１つの方法かな

と思います。 

○文化生涯学習課企画官 この件につきましては、開館以来の館の１番の欠陥というのが、

企画展示室がないことです。例えば、現在、常設展示をしていますが、新しい展示物を持

ってきたら、現在、設置している展示物を収納する場所もないんです。その中でやりくり

をしている状況なので、例えば１か月間はこの展示をするということがなかなかできませ

ん。逆に常設展示を見に来られる方もいらっしゃって、片付けた展示を見にきたのにとい

う声も聞きます。そのへんとの兼ね合いもありますので、我々も非常に前向きな気持ちで

取り組んではいるんですけれども、それが難しいところがあります。 

○教育長 そのように色んな問題がありますが、３館とも色んな工夫をしてなんとか参加者

を増やそうとしていますので、また、教育委員の方から見られた問題点等を提起していた

だければと思います。 

○柴田委員 資料には書いていないんですけど、５１ページの⑵のウ その他の社会教育分

野の（ウ）小学生対象に入ると思うんですけど、フラワーアレンジメントについてお尋ね

します。毎年２月と６月の各水曜日に開催されているんですけど、毎回小学生の子どもと

参加させていただいています。最近、みなさん顔ぶれが一緒のようで水曜日に開催するの

は事情があると思うんですけど、周りでは、「水曜日は習い事で参加できない」という声

を聞きます。今回の講座の内容も前回とは違ってとても作りやすいものになっていました。

開催日の１日を学校の長期休みに入れてみるとか、曜日を変更する等したら男の子たちも

参加するのではないかと思います。前回作った作品は玄関に飾ってあるんですけど、花も

長持ちして子どもも喜ぶので開催日について要望します。 

○文化生涯学習課長 フラワーアレンジメント教室については、子ども会育成会連絡協議会

の主要な事業で、毎年行われております。今、柴田委員がおっしゃられたように年に２回

に分けて参加を募集しているところです。主催は子ども会育成会連絡協議会ですので、今

のようなご意見はありがたいです。審議して取り入れられれば、変更していただくように

進言してまいりたいと思っております。特に平成３１年度からは、市の委託事業として経
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費についても安定的に実施できるように措置をいたしました。昨年度までは田川市緑化推

進委員会等の予算を細々と使いながら開催しておりましたが、市の予算措置で継続実施す

ることになっておりますし、市もその分関わりをもっていくようになりましたので、今の

ご意見はお伝えして取り組んでいきたいと思います。 

○教育長 他に、何か、ご質問、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６号「平成３１年度教育施策方針に

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３ 議案第７号「田川市文化財専門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。 

○文化生涯学習課企画官 日程第３ 議案第７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、田川市文化財専門委員会規則第４条の規定により委嘱

を行うもので、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ます。次のページの委員名簿をご覧ください。一番

下の段でございますが、今回、新規に保存科学分野を設定しまして、九州国立博物館名誉

館員であり田川市世界記憶遺産保存等指導委員会会長でありました、本田光子氏に委員を

委嘱するものです。田川市世界記憶遺産保存等指導委員会というのは、本田氏をはじめ５

名の先生方で組織され、平成２４年８月から「山本作兵衛コレクション」を適切に保存・

継承していくため、指導・助言等を行っていただいていた委員会でございますが、これま

での６年の間にコレクションの保存に向けた一定の環境整備等が終了したことから、昨年

９月に廃止いたしております。しかしながら、紙資料である「山本作兵衛コレクション」

は、次世代まで永く保存していく必要性がありますので、会長をされていました本田氏に

田川市文化財専門委員会委員として就任いただき、保存科学分野を担当していただくとい

うものでございます。新委員の任期につきましては、平成３１年４月１日から平成３３年

３月３１日までの２年間でございます。以上で説明を終わります。 

○教育長 何か、ご質問、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７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いたします。 

  次に移ります。日程第４ 事務報告「ＰＴＡ役員との懇談会の実施状況について」を議

題とします。事務局に説明を求めます。 
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○推進室長 日程第４ 「ＰＴＡ役員との懇談会の実施状況について」、ご報告いたします。

まず、１ページをご覧ください。経緯と内容についてでございます。新中学校の再編に向

けて、特に大きな影響を与える小学校の保護者のうち、その中心となる小学校ＰＴＡ役員

を対象として、平成３０年度にこれまで２回の懇談会を開催してまいりました。その中で

は、様々な観点から多くの意見をいただき、新中学校の開校準備に活かしてきました。そ

の後、昨年９月に「田川市新中学校創設に関するアンケート調査」を実施し、集計が完了

したことから、その結果を、市議会に報告し、併せてホームページにも掲載いたしました。

さらに、ここに記載しておりませんが、小中学校の児童生徒の保護者については、学校を

通じて、概略を用紙で報告していましたが、小学校保護者につきましては、ＰＴＡを通し

て丁寧な結果説明等が必要であることから、小学校ＰＴＡ役員を対象に本年度３回目の懇

談会を実施したものであります。懇談会の内容は、アンケート結果の概要を説明するとと

もに、新中学校の開校に関する疑問や意見を改めて聴取するため、開催したものでござい

ます。続きまして、実施状況でございます。１月２７日の田川小学校での開催を皮切りに、

２月２２日の大浦小学校まで、市内全小学校で開催し、合計８２人の参加がございました。

下から３段目の鎮西小学校では、中学校のＰＴＡ役員の方々も参加いただき、２０人もお

集まりいただきました。また、先日教育長からもご意見ありました、ほとんどの小学校で、

当該校の校長先生や教頭先生などもご参加いただいております。２ページをご覧ください。

２ページから４ページに、懇談会での質問・意見の主なものを掲載しております。「見出

し」といたしまして記載しておりますとおり、「交通手段や交通面について」、「再編につ

いて」、「新中学校の教育環境について」、「整備中の教育環境について」、「開校時期につい

て」、「ＰＴＡ組織について」、「現中学生へのケアについて」、「猪位金の今後について」、「そ

の他」に分類をして掲載させていただています。ほぼすべての会場で出された意見、質問

は、「子どもたちの通学手段や通学路の安全確保について」、「４月の市長選挙の結果次第

では、今回の計画が変更し、新中学校の開校時期が遅くなるのではないか」といった質問

や、さらに、「新中学校の開校時期」の質問この３点につきまして、質問・意見が出され

ています。まず１点目の子どもたちの「通学手段や通学路の安全確保について」は、後ほ

ど「懇談会のまとめ」の中で説明させていただきます。「４月の市長選挙の結果次第では、

今回の計画が変更し、新中学校の開校時期が遅くなるのではないか」という質問について

は、「現状、私たち職員としては、現体制が継続することを前提に事務を行うしかない」

ことをご説明させていただいたところでございます。さらに、「新中学校の開校時期」に

つきましても、「基本計画案の予定より遅れているが、平成３４年４月の開校を目指して

いる」と強調して説明させていただいております。また、ここには記載しておりませんが、

校区別の特徴としては、猪位金学園では、「猪位金地区の子どもが大きな中学校に通いた
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いとなった場合、通学は可能か。また、交通費の補助等は他の校区と同様に受けられるの

か」といった質問が出されました。それに対し、「猪位金地区には適正規模の中学校がな

いため、市内の他の地域と同じ教育環境を求める生徒には、対応できるように前向きに検

討したい。」という回答をいたしております。また、鎮西小学校では、「鎮西校区は遠くな

り不便と考えていたが、伊田中・後藤寺中の生徒は仮設校舎に入るなど大変な面がある。」

など、他のＰＴＡ役員の理解を促す発言もいただいているところでございます。その他の

質問、意見の詳細な説明は省略させていただきますので、後ほど、ご一読いただければと

思います。４ページ下段の「懇談会のまとめ」についてご覧ください。まず、全ての会場

で「アンケート調査」の結果報告を行いましたが、どのＰＴＡも結果を冷静に受け止めて

いただきました。その後の協議では、現在の進捗状況や今後の学校整備に関する考えを説

明することで、理解を得られたと考えております。しかし、徒歩や自転車通学などで、通

学路に指定されそうな道路の安全を図るには、今後、地元のＰＴＡ役員も含めて情報提供

や協力が必要であることを説明させていただいております。また、中学校の再編につきま

しては、これまでとは異なり、際立った反対意見はなくなっております。基本計画案どお

りの再編及び開校時期を求める声が多くなっている状況でございます。今後も、必要に応

じて保護者への説明を行い、情報の提供、共有を図り、どの子も伸ばしていける新中学校

づくりを目指していきたいと考えております。以上、簡単ではございますが「ＰＴＡ役員

との懇談会の実施状況について」の報告を終わります。 

○教育長 何か、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５ 事務報告「田川市市民プールに係る前指

定管理者に関する措置について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第５ 文化生涯学習課事務報告でございます。最初にお断り申し

上げますが、本件につきましては、先日の総務文教委員会で同じものを報告させていただ

いております。これらには措置した、また判明した事項が２月に色々な動きがありました。

議会の方でも、最後の委員会で今年度中に報告することが必要だろうということで、先に

常任委員会のほうで報告することになりました。本来は、定例教育委員会で報告すること

が先だろうと思いますが、ご了承いただきたいと思います。それでは、報告させていただ

きます。「田川市市民プールに係る前指定管理者に関する措置について」でございます。

１ページの１ 経過といたしまして、「後藤寺商店街振興組合による指定管理制度に基づ

く業務委託が行われた間に、不適切な会計処理が行われたと判断された事項」につきまし

て、対応や判明した事項について、その都度、一旦報告して参りましたが、今回、年度末

に際して、また先程申し上げましたとおり、直近に判明した事項がございますので、改め

て全体的に報告させていただくという趣旨でございます。２ 方針についてでございます
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が、４点あげております。⑴ 施設管理体制の整備についてですが、市が施設管理義務が

果たせなかったことにつきまして、指定管理者の収入事務等について公正に行われるべく

業務の改善を図ること。⑵ 後藤寺商店街からの返還金については、不当に事業収入を少

なく偽装したと判断されたものについては、後藤寺商店街振興組合に返還金を求める。⑶ 

当時の従業者の不法行為についてですが、従業者が、不当に家賃を受け取り着服した行為

について、処罰を求める。⑷ 捜査機関への協力について、刑事的不法行為に当たると考

えられることに関して捜査機関には調査結果の資料提供等、協力すること。この４点で方

針を定めてきたところでございます。３ 講じた措置についてでございますが、⑴ 施設

管理体制の整備については、平成３０年８月に改正された「田川市指定管理者制度運用指

針」において、指定管理業務委託のモニタリング方法等について、出納事務や人事管理等

について詳細に取り扱われることになりました。これに基づき施設管理業務委託が適正に

行われるよう業務改善を行っているところでございます。⑵ 後藤寺商店街からの返還金

につきましては、以前報告しておりました段階では、① 平成３０年８月２日に「確認書」

を取り交わしまして、② 平成３０年９月５日に１千４４８万５千９６３円、一部のお金

を納付していただいておりました。その後、納付にはかないませんでしたが、③ 平成３

１年２月２８日に残金１千１６４万９千５６８円については、３１年度の市の出納閉鎖で

ある５月末日までに返還することを文書で確約していただきました。現状そのような状態

でございます。それから２ページの⑶ 当時の従業者の不法行為について、これにつきま

しても、① 平成３０年１１月２６日に、一旦刑事訴訟法の公務員の告発義務に基づきま

して、告発状を田川警察署に提出いたしましたが、正式な受理はされておりませんでした。

受理には、証拠の原本の提出、詐欺行為を受けた方の被害の意思表示が必要とされており

ましたので、それに改めて取り組むこと。また、田川警察署は捜査を進めるとの意向が示

されたという報告をさせていただきました。その後、② 平成３１年２月１８日付で、田

川署から捜査の結果「使用許可を受けた者３名から、本件については告訴しない旨の書面

が提出された」との報告を受けました。したがいまして、市が準備しようとしていました、

証拠書類の領収書原本の提出が実質的に困難であることや当事者の承諾が得られないこ

とから、これ以上の対応は不可能であると判断せざるを得ない。つまり、本件に係る告発

については、困難な状況であるという報告をさせていただきました。それから、⑷ 捜査

機関への協力につきましては、昨年度末の① 平成３０年１２月２６日付で田川警察署か

ら、関係する書類等があったら、提出していただきたいとの協力依頼がありまして、② 平

成３１年２月２８日付で、田川警察署へ関係者ヒアリング結果と後藤寺商店街が受けてい

た時の会計帳票の写しを提出させていただいております。４ 今後の措置についてですが、

⑴ 施設管理体制の整備については、市としてずさんな管理体制となっていたことを猛省
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いたしまして、今後は指定管理業務委託のモニタリングマニュアルに沿って主体的に管理

する義務を果たしまして、施設を運営したいと考えております。また、⑵ 後藤寺商店街

からの返還金については、約束された納入計画どおり、返還されるよう取り扱って参りた

いと思っております。また、⑶ 捜査機関への協力につきましては、特に警察等には資料

提供等の捜査協力、後藤寺商店街振興組合の求めに応じて協力していきたいと考えており

ます。報告は以上でございます。 

○教育長 何か、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６ 諸般の報告「３月行事予定について」   

 を議題とします。事務局に説明を求めます。 

（各課長から教育長及び各課の行事予定を説明） 

  次に移ります。「４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 それでは、４月定例会の日程案につきましては、４月１１日、木曜日でい

かがでしょうか。 

○教育長 よろしいでしょうか。ご異議ないようですので、４月定例会は、４月１１日、木

曜日、１４時３０分に決定いたします。 

  他に、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、以上をもちまして、平成３１年第３回田川市教育委員会３月定例会

を閉会いたします。 

（１５時５５分閉会） 

 


