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（開会１４時３０分） 

○教育長 ただいまより、平成２８年第１４回田川市教育委員会１２月定例会を開会い

たします。日程第１「平成２８年第１３回田川市教育委員会１１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おりましたが、内容、文言等につ

いてご質疑ありませんか。 

  ないようですので、会議録を承認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１「平成２８年第１３回田川市教育委員会 

１１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２９号「平成２９年度田川市立小・中学校県費負

担教職員人事異動方針について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長 日程第２ 議案第２９号「平成２９年度田川市立小・中学校県費負担

教職員人事異動方針について」ご提案いたします。議案理由につきましては平成２９

年度田川市立小・中学校県費負担教職員人事異動方針について、田川市教育委員会事

務委任及び臨時代理規則第２条第６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。１ページをお願いいたします。人事異動方針につきまして、読んで提案

させていただきたいと思います。「平成２９年度田川市立小・中学校県費負担教職員人

事異動方針 田川市教育委員会 田川市立小・中学校県費負担教職員の人事異動につ

いては、各学校教職員の教育に対する意欲を高め、教職員組織の改善と適正化を図る

とともに、児童生徒数の減少や変化の激しい時代の中で学校の活性化や特色ある学校

づくり等の教育改革を推進し、本市教育の充実発展を期するため、次の方針によって

行う。 

 １ 適材適所を旨とし、教職員構成の適正化と充実を図る。２ 同一校永年勤続者の交

流に努め、新陳代謝の促進を図り清新の気風を醸成する。３ 教職員の過員解消に伴う

広域人事、校種間及び県立学校（中・高一貫教育高校を含む。）との人事交流について

は、県の方針に基づいて対応を図る。４ 本市教育施策方針を踏まえ、長期的展望の下

に、全市的立場から厳正かつ公平に行う。５ 管理職の任用に当たっては、筑豊教育事

務所管内及び本市の長期的な視野に立って、人格高潔で有能な人材の確保に努める。

その際、若い人材及び女性の推薦を積極的に図る。６ 新規採用教職員の配置に当たっ

ては、その育成を考慮して行う。」続きまして、２ページ、３ページに平成２９年度の



 

２ 

 

田川市立小・中学校県費負担教職員人事異動取扱要領を挙げております。重ねて説明

させていただきます。「田川市立小・中学校県費負担教職員人事異動は「田川市立小・

中学校県費負担教職員人事異動方針」に基づき、以下の要領で行う。１ 教職員組織の

充実適正化について １）学校のかかえる課題及び特質等を十分に勘案する。 ２）

教職員組織の均衡を失しないよう資格、性別、年齢等を勘案する。 ３）中学校にお

いては、教科運営、生徒指導の適正化を優先する。 ４）加配教員等については、そ

の職務内容及び学校組織運営上の課題を考慮し、その適正化を図る。 ５）管内同一

ブロック（田川市・田川郡）における人事異動を図る。 ６）小・中学校間や県立高

等学校（高等学校・特別支援教育諸学校・中高一貫教育校）との人事交流（研修も含

む。）を図る。 ７）学校事務の共同実施を踏まえた職員配置に努める。２ 年度末異

動について １）管内同一ブロック、管内他ブロック、管外、他府県及び県立学校と

の交流については、筑豊教育事務所、県教育委員会との協議の上行い、人材確保に努

め教職員組織の改善と適正化を図る。 ２）職員組織の状況を考慮し、適材適所を旨

として小・中学校教職員の異動を行う。 ３）職員人事の刷新のため、同一校永年勤

続者の計画的異動を図る。（６年異動、１０年までを原則）新規採用者は、学校運営上

の事情等を考慮しつつ、同一校の永年勤続はさける。 ４）校長・教頭の異動につい

ては、業績評価の結果を考慮し、学校、地域の実態に立ち、同一校勤務年数の適正化

を図る。  ５）異動希望のある教職員については、本市教育の振興上あるいは学校

運営上著しく支障がないと認められる場合に、その理由を考慮して異動を行う。３ 昇

任及び新規採用者の配置について １）校長・教頭 校長・教頭任用候補者選考試験

受験者のうちから、人格高潔で教育的識見、学校の管理運営に対する意欲、研修指導

等に十分な力量を持つ者について教育事務所を経て、県教育委員会へ推薦するものと

する。その際、若い人材及び女性の推薦を図る。 ２）新規採用者 市内の状況に鑑

み適正に配置を行う。特に、中学校では、学校再編時に円滑な人事が行えるよう計画

的な配置に努める。４ 中学校における教頭専任化に努める。５ 配偶者及び三親等内

の親族の同一校配置は行わない。６ 教職員の異動にあたっては、学校経営の方針や

学校事情等も考慮し、校長の意見を徴しておこなう。」昨年度と変わっております点は、

３の２）新規採用者でございます。特に学校再編時に円滑な人事が行えるようにとい

うことで、あまり多くの初任者等を中学校に配置いたしますと再編時にかえって難し

い状況が出てまいりますので、計画的に考えながらということを付け加えたところで
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ございます。以上提案を終わります。 

○教育長 今の説明に対して質問等ありませんか。 

○毛利委員 新規採用者についてですが、聞くところによると採用の際に配属の希望を

出す地区の分け方は、福岡と筑豊が一つの地区になっているということなんですが、

それは間違いありませんか。 

○学校教育課長 間違いないです。 

○毛利委員 そうであれば筑豊地区に配属された人たちの中には、福岡地区への配属を

希望している人が結構いるのではないかと私は思います。それが悪いということでは

なくて、できれば一生懸命こちらで育てて、そのままここにいてもらえば、なおさら

いいし、数年後に福岡に行ってしまったとしても、この筑豊地区でしっかり育って福

岡地区へ行くという形になってほしいと思います。初任者を育てるためには、きちん

とした指導力を持った人のいる学校に配属するという形にしていただきたいと思いま

す。 

○学校教育課長 初任者育成についての貴重なご意見だと思います。初任者指導では、

初任者４人を１グループとして、そこに指導教員を１人付けてという形をとっていま

す。２校ではなく３校にまたがってということが原則になっております。４人の新任

の先生、例えばある小学校に２人、他の小学校に１人、中学校に１人配属されている

方々を拠点校の指導教員が指導していくという形で、マンツーマンも含めて丁寧な指

導がなされます。学校現場の管理職や同学年が指導に責任を持って関われる体制や初

任者が育つような土壌や指導体制をつくるということを委員会としても勘案しながら

初任者の配置は考えていきたいと思っています。 

○毛利委員 よろしくお願いします。もう一点いいですか。新しい指導要領の中でこれ

から小学校の早い時期に英語が入るということを聞いたのですが、それはどういう形

になるんですか。 

○学校教育課長 新しい指導要領が平成３２年度に小学校で完全実施されます。今、小

学校５、６年生では英語の授業は外国語活動として行われていますが、それが外国語

科になります。そして現在５、６年生で行なっている外国語活動を下げて３、４年生

で行うことになります。いずれにしても英語、外国語に触れる機会と学ぶ状況が大幅

に変わってくるということになると思います。 

○教育長 ５、６年生の時間数は１週間にどの程度ですか。 
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○学校教育課長 １週間に２時間です。 

○毛利委員 ２時間なら年間７０時間くらいになりますね。小学校の先生は、きちんと

英語を指導する力を持たないと困るということになりますね。平成３２年度からとい

っても、３年生以上に教えるとなると、事前から少しずつ準備をしていかなくてはい

けないでしょう。 

○学校教育課長 移行の分がございますので、その間にどういった形で準備していくか

については、細かくは示されておりません。 

○教育長 それを見越して、田川市は青山学院大学との連携授業で本年度から研修に取

り組んでいます。少し前も青山学院大学の高木先生に来ていただき、小学校の英語活

動に目指すものや国の方針での具体的な指導方法についての指導を受ける等、そうい

う準備は、もうきちんとやっています。それについての詳しい報告は、また後日学校

教育課からお願いします。 

  他にありませんか。新しい委員さんにとっては、初めての人事異動の説明と思いま

すので、どんな小さなことでもご質問等があればお願いします。 

○星野委員 小・中学校と県立高等学校での人事交流を図るということについてですが、

高等学校の先生が中学校におりてきて、中学校の先生が、もちろん高校での免許はお

持ちでしょうが高校に行かれるということも有り得るということですか。 

○学校教育課長 有り得る状況ではございますが、義務制と県立高校の間の人事交流は

例としてはあまりないと思います。どちらかと言えば小・中間の交流が主であって、

小学校で採用された教員が中学校での免許も持っているので中学生の指導にあたるよ

うな形はありますが、そのような例は中・高間ではいくつもあるわけではないと思い

ます。 

○教育長 自分の体験では田川市でも高校から中学校の教頭先生として配置されるとか

いった例はございます。ただし今、課長が説明しましたように中学校、義務制から高

校というのは、あまりない例だと思います。でもそういった小・中・高含めた校種間

で交流することでお互い活性化するという事は狙っていると思います。 

○河底委員 ２の３）で「同一校永年勤続者の計画的異動を図る。（６年異動、１０年ま

でを原則）」とありますよね。中学校の先生は、結構長くいらっしゃる場合もあります。

保護者からは長くいてほしいという要望等ありますが、４月にならないと異動がわか

らないでしょう。６年いるから来年は異動だろうとか、あの先生がいるならこの学校
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に行かせたいけど、いなくなるならどこか他の学校に行かせようか等の保護者からの

声を耳にすることがよくあります。あまりに長くいるのもどうかとは思いますが、「同

一校の永年勤続はさける。」となっているので６年異動、１０年までを原則ということ

は、それ以上は異動ということですよね。ずっとということはできないでしょうから。 

○学校教育課長 原則ですので、当然人事については学校長の意見も具申してもらって、

その事を鑑みながら学校運営上支障のない状況を作っていくのが大事だと考えていま

す。７年目の人だから全て動かします。１０年超していますので、機械的に動かしま

す。そうやって動かした時に学校運営上、非常に支障をきたすような状況になれば、

これは、かえって本末転倒な状況になってまいります。かといって、じゃあ何年でも

いいですよ。ということになったら人事そのものが動いていかないということになっ

てしまいますので、その６年異動は当然原則とし、あるいは１０年以上超えないとい

うことも大原則としてしっかり考えていきながら、人が動かざるを得ない時は、その

状況を考えて異動をお願いしている状況でございます。 

○教育長 今、言われたように保護者等の要望等も勘案しないわけではありませんけど、

一番は今課長が説明したように子ども達の学習とか生活のことを踏まえて、どのよう

にすることが各学校の運営に一番望ましいかを教育委員会が田川市全体を見て、総合

的に判断して人事をやっていくというやり方をしております。 

  他にありませんか。 

  では、質問ご意見等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） 

○教育長 異議なしと認めます。よって日程第２ 議案第２９号「平成２９年度田川市

立小・中学校県費負担教職員人事異動方針について」は原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第３ 事務報告「田川市石炭・歴史博物館の再オープン等につ

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 それでは日程第３ 事務報告「田川市石炭・歴史博物館の再

オープン等について」事務報告をさせていただきます。１ページをお願いします。１ 

概要です。田川市石炭・歴史博物館では、世界記憶遺産登録を受けました山本作兵衛

コレクションを適切に保存・管理するための環境整備と築３３年以上が経過しました

博物館の経年劣化に伴います設備の改修、それから博物館機能を充実させる設備の増
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設等を行うため本年、平成２８年１月から改修工事を実施してまいりました。その工

事が来年１月中旬をもってすべて完了する見込みとなりました。また、山本作兵衛コ

レクションを展示収蔵する空間の環境調査を実施しましたところ、特に問題はないと

いうことでございました。現在は更なる文化財保護の観点から化学物質等をさらに軽

減、除去するための「枯らし」の期間に入っております。このような状況を踏まえま

して下記のとおり博物館の再オープンを行うとともに、世界記憶遺産の保存に係る取

組への理解と関心を高めるための展示及び記念シンポジウム等を開催し、博物館の意

義を伝えていくこととしております。２ 博物館における環境調査について、まず、

調査内容ですが、田川市世界記憶遺産保存等指導委員会の指導に基づきまして、平成

２８年９月２７日の火曜日に改修工事後の第２展示室、収蔵室を中心とする全６か所

で専門機関の九州環境管理協会による人体及び文化財に影響を及ぼすと考えられる空

気質環境を把握する調査を実施いたしました。２ページです。その結果、人体及び文

化財への影響はなく問題なしでございましたが、再オープンまでの間、博物館の学芸

員によって簡易調査を実施し、経過を観察していくようにしております。３ 再オー

プンに向けた今後のスケジュールについてです。改修期間中、九州国立博物館等で保

管していただいておりました石炭・歴史博物館所蔵資料を元に戻すための搬入及び整

理作業を来年、平成２９年２月の初旬から３月中旬にかけて行うようにしております。

それから再オープンの日でございますが、平成２９年４月２９日土曜日、昭和の日を

予定しております。その前日、２８日金曜日の１４時から１６時に内覧会を計画して

おります。オープン当日の２９日は午前９時１５分から開館セレモニーを行った後、

通常の開館時間９時半にオープンを予定しております。内覧会、セレモニー等の詳細

につきましては、今後検討しながらまとめていきたいと思っております。再オープン

記念のイベントの実施については、３ページをお願いします。ア 春季企画展の実施

です。ユネスコ申請時に提出しました炭坑記録画２７点を中心に山本作兵衛コレクシ

ョンを展示しまして、世界に認められた価値や評価など原点回帰を行う企画展を実施

します。仮称ですが、「ユネスコへの２７枚」と題した企画展を平成２９年４月２９日

土曜日～５月２８日日曜日の期間で開催を予定しております。併せて学芸員によるミ

ュージアムツアーも企画実施することにしております。イ その他でございますが、

（ア）ユネスコ世界記憶遺産の保存に係る取組についての理解と関心を高める展示や

今回の改修工事の概要、成果等についての展示を年間を通して行う。（イ）新設される
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大型モニターを活用して、デジタル化された資料、写真、動画及び炭坑節等の音楽並

びに館内情報などを発信する。（ウ）新設の展示ブースでミニ企画展、各地の炭坑写真

等の展示を実施する。（エ）秋季企画展を１０月～１１月に、記念シンポジウムを１０

月に実施する予定としております。４ 再オープン後の山本作兵衛コレクション展示

についてでございますが、今回の改修によりまして、適切な展示環境が整いますので、

作兵衛コレクションの原資料の取扱いに係る基本方針に定める公開基準の範囲内で炭

坑記録画の常設展示を慎重に検討していくこととしております。以上でございます。 

○教育長 では、今の事務報告について質問、ご意見等ありませんか。 

○毛利委員 初歩的な質問ですが、「枯らし」の期間という意味が、はっきりわからない

ので教えてください。 

○文化生涯学習課企画官 一番わかりやすく言いますと、ホルムアルデヒドの様な化学

物質ですね、これが人体や文化財そのものにも影響を及ぼすことがございますので、

今そんな有害な物質はゼロであるとわかっていても、今後出てこないとも限らないの

で「枯らし」期間と言いまして、一応３か月とか半年だとかの期間を何もしないまま

空調だけを効かせておいてその状況を観察するというのが、「枯らし」の期間と言われ

ています。 

○毛利委員 ホール等の内装をいろいろと変えたので、接着剤等からの物質がどの程度

空気中に出てきているかを調査したということですね。 

○文化生涯学習課企画官 はい、そういうことです。 

○毛利委員 例えば山本作兵衛の作品等に接着剤等の影響はないのですか。 

○文化生涯学習課企画官 その影響を及ぼす可能性もあるわけです。 

○毛利委員 やっぱりあるんですか。 

○文化生涯学習課企画官 もしも基準以上のものが出ると影響があります。こういう言

い方をしていいのかはわかりませんが、一番大事なのは観覧者等が入った時に有害な

ものを吸うことになってはいけないので、人体や文化財に影響のない範囲内、要する

にほとんどゼロに近い状況なのかどうかを観察しているところです。 

○毛利委員 わかりました。ありがとうございます。 

○教育長 他にありませんか。 

  ４月２９日は教育委員さん方もみんな招待されますか。 

○文化生涯学習課企画官 もちろんだと思います。人選は今から固めていきますけど。 



 

８ 

 

○毛利委員 工事中は博物館を全く公開してなかったでしょうから、田川市以外にも再

オープンすることを大々的に知らせる必要がありますね。 

○文化生涯学習課企画官 現在のところにおきましては、外観的なものを見ても全く変

わったところが目につくような外観改修工事はありませんでしたので、今回のオープ

ニングに併せてお呼びする方々というのは直接に本当に関係していただいた方々とか、

田川市内にお住まいになっている博物館の運営に関係されている方々を中心に考えて

います。１２月補正にも予算を計上したのですが、再オープンのポスターやチラシ等

を作成して積極的に外に出して知らせていくということにしております。あまり過大

にならないように考えております。 

○毛利委員 見に来る方々は博物館の外観ではなく中身を見たいものですからね。今ま

で改修のため閉館していたけれども、このようにしましたと今まで以上に作品がある

というＰＲをしてたくさんの人に来ていただきたい。 

○文化生涯学習課企画官 前日には関係者を招いての内覧会を行いまして、そして一般

の方は２９日のオープン、そしてお越しいただいた方には、こういう改修工事をした

ということがわかるようなチラシの配布等について、今計画をしております。 

○教育長 今回の改修についてはこういう理解でいいですか。一つ目は世界記憶遺産で

ある作兵衛さんの絵を世界の宝物として永久に保存するための施設を整える。二つ目

は経年により博物館の建物が劣化してきたので、改築をしてブース等を見やすくする

など見学者が利用しやすいようにするということでいいですか。 

○文化生涯学習課企画官 今教育長に言っていただいたとおりですが、一つ目の収蔵室

はもちろんですが、もう一つ作兵衛さんの炭坑記録画を展示する部屋も併せて改修し

ておりますので、それも付け加えていただければ。 

○教育長 １００点ですね。ちなみに作兵衛さんの絵は収蔵室に何点保存されているん

ですか。 

○文化生涯学習課企画官 現在は中に入れているわけではございませんけど、世界記憶

遺産に登録された絵５８５点を含め、全部で６２０点近くあると思います。 

○教育長 ちなみに県立大学は何点くらいあるんですか。 

○文化生涯学習課企画官 県立大学の絵は一桁です。 

○教育総務課長 県立大学の方は日記が中心になります。絵は４点です。 

○教育長 他にご質問等はありませんか。 



 

９ 

 

  ないようですので次に移ります。日程第４ 諸般の報告「教育委員会に係る１２月

議会の一般質問について」を議題とします。 

○和田部長 それでは、日程第４「教育委員会に係る１２月議会の一般質問について」

報告いたします。教育委員会に係る１２月議会の一般質問において６名の議員からご

質問があっております。まず、北山議員からはＩＣＴ教育環境整備についてのご質問

があっております。これからの教育において、子ども達が主体に学び自分の考えを積

極的に表現するような深い学びをするためにもＩＣＴは必要不可欠なものであります。

そのためにも国が示す指針に沿って計画的にＩＣＴ環境を整備していく考えであると

答弁しております。次に小林議員からは体育施設の環境整備についてのご質問があっ

ております。障害のある方々や団体が安心して安全に利用しやすい施設となり、健常

者スポーツだけでなく障害者スポーツを推進できる環境づくりを目指すとともに体育

施設の環境整備を進めてまいりたいと答弁しております。次に今村議員からは中学校

再編に向けての環境整備についてのご質問があっております。中学校再編は、より豊

かな教育環境の整備でもあります。新中学校を魅力ある学校にするためにも議員・保

護者・生徒・地域の方々に納得していただける基本計画を作成するため、市長部局と

市議会等とともに慎重にまた丁寧に議論・検討していきたいと考えていると答弁して

おります。加藤議員からは、文化振興のために管楽器のソリストを育てるコンクール

の開催についてのご質問があっております。コンクールの開催にあたっては、継続的

な開催を視野に入れる必要があることから教育委員会と田川文化連盟を中心とした関

係機関と先進地事例等を参考としながら検討を重ねていく必要があると答弁しており

ます。次に高瀬議員からは、教育問題についてのご質問があっております。教育問題

の解決にあたっては各学校において校長のリーダーシップのもと、密接な情報交換に

よる共通認識を図りつつ、それぞれの教職員の役割分担や責任を明確化するとともに

学校・保護者教育委員会及び関係機関が連携し全力で取り組んでいきたいと答弁して

おります。柿田議員からは、小中学校の冷暖房整備についてのご質問があっておりま

す。子ども達の安全性と体調管理といった点を第一に考えつつ、財源等の諸課題を整

理した上でできるだけ早期に道筋をつけることができるよう検討していきたいと考え

ていると答弁しております。以上でございます。 

○教育長 今の報告に何か質問等ありませんか。 

  ないようですので次に移ります。 



 

１０ 

 

（各課長が教育長及び各課の行事予定を説明） 

  次に移ります。「１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 １月の定例会の予定につきましては、１月１２日木曜日ということで

いかがでしょうか。 

○教育長 ご異議ないようですので、１月の定例会は１月１２日木曜日１４時３０分開

会に決定いたします。 

  全体で何かご質問、ご意見等ありませんか。 

推進室長に確認したいのですが、推進室で保護者待望の中学校におけるランチボッ

クス方式の完全給食が始まることについての保護者向けの便りを作成して配布された

と思うのですが、それは教育委員の皆さんには配られましたか。 

○推進室長 まだです。 

○教育長 是非配ってください。それと再編に関してですが、今、中学校再編がどのよ

うに進んでいるのかが、なかなか地域の方や保護者に伝わっていないのではないかと

いう声を時々聞くことがあります。「今こういうところまで進んでいます。」とか、「こ

ういうふうにしています。」という状況を是非知らせていただきたいという要望を受け

ているので、推進室でそういった便りを作成して、保護者の皆さんに配布してくださ

い。是非、お願いします。  

 

他にご質問、ご意見等ありませんか。 

では、ないようですので以上を持ちまして、平成２８年第１４回田川市教育委員会 

１２月定例会を閉会いたします。 

（閉会１５時１５分） 


