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（１４時３０分開議） 

○教育長 ただいまから、令和２年第８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「令和２年第７回田川市教育委員会６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、何かご

質問、ご意見ございませんか。 

  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「令和２年第７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２ 議案第２９号「田川市立中学校設置条例の一部を改正す

る条例の施行期日を定め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。 

○推進室長 日程第２ 議案第２９号「田川市立中学校設置条例の一部を改正する条例

の施行期日を定める規則の制定について」ご説明いたします。本案は、中学校の再編

による新中学校の建設に伴い、伊田中学校の仮設校舎の使用を開始する期日を定める

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。１ページをご覧ください。まず、１ 経緯

等であります。⑴ 改正条例の議決についてでございます。伊田中学校の仮設校舎に

ついては、既存の中学校敷きではなく、田川市情報センター隣接用地に建設すること

から、所在地を変更する田川市立中学校設置条例の一部を改正する条例を令和元年３

月市議会において上程し、令和２年３月１３日に議決されました。⑵ 制定理由であ

りますが、仮設校舎への引越し日については、改正条例の制定時点で明確に示すこと

が困難であったことから、改正条例の施行期日につきましては、附則において「公布

の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める」としておりました。

今般、仮設校舎への引越し時期が確定しましたことから、施行期日に関する本市教育

委員会規則を新たに制定するものであります。続きまして、２ 規則案については別

紙のとおりであり、ここでの説明は割愛させていただきます。最後に、３ 施行期日

でありますが、引越を７月１８日土曜日から２０日月曜日まで実施することにしてお

り、その最終日である本年７月２０日としています。なお、後藤寺中学校の引越につ

きましては、７月２１日火曜日及び２２日水曜日の２日間で実施することにしていま

す。以上、簡単でありますが、説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いしま

す。 
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○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） 

意義なしと認めます。よって、日程第２ 議案第２９号「田川市立中学校設置条例

の一部を改正する条例の施行期日を定め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３ 報告第１１号「田川市合宿施設の設置及び管理に関する

条例の制定について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第３ 報告第１１号「田川市合宿施設の設置及び管理に関す

る条例の制定について」ご説明申し上げます。本件は、田川市教育委員会事務委任及

び臨時代理規則第３条の規定に基づき、田川市合宿施設の設置及び管理に関する条例

の制定について臨時に代理したため、第４条第２号の規定により教育委員会に報告す

るものでございます。１ページをお願いいたします。本件につきましては、５月定例

会におきまして、事務報告をさせていただきましたので、主なもののみご説明させて

いただきます。まず、１ 制定理由につきましては、記載のとおりでございます。２ 

制定条例の内容でございます。⑴ トレーラーハウス１５台の維持管理等につきまし

て、指定管理者による管理といたしております。また、利用料金につきましては、ト

レーラーハウス１台の室料が２，６４０円に、１人当たりの宿泊料を加算した金額と

なります。宿泊料につきましては、大学生以上の大人１名を１，６５０円、高校生が

８８０円、小学生及び中学生が６６０円でございます。次に⑵ 施行日でございます

が、今後、指定管理者の選定に向けて準備を進めてまいりますことから、公布日から

起算して９月を超えない範囲内におきまして、教育委員会規則で定めることといたし

ております。次に、３ 宿泊施設の概要でございます。⑴ 低床型トレーラーハウス

１５台を設置し、その内２人用が４台、４人用が１１台となっております。それぞれ

のトレーラーハウスには、記載の設備、備品を備えております。⑵ 各箇所の写真で

ございます。左がトレーラーハウスの全景写真、右がトレーラーハウス内のシャワー

室とトイレの写真となっております。２ページをお願いいたします。左側の写真が２

人用のトレーラーハウス室内、右側の写真が４人用のトレーラーハウス室内でござい

ます。４ 今後の予定でございます。今月から８月にかけて開催されます指定管理者

選定委員会におきまして、指定管理者の申請要項や仕様書等についてご審議をいただ

くこととしております。その後、９月議会におきまして、指定管理者導入について事

務報告をさせていただきます。さらに、１０月から１１月に開催される指定管理者選
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定委員会において、指定管理者候補者を決定することとなり、１２月議会において指

定管理者の指定議案を提出する予定といたしております。５ 田川市合宿施設の設置

及び管理に関する条例案でございます。３ページ以降に条例案を添付いたしておりま

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４ 議案第３０号「田川市合宿施設の設

置及び管理に関する条例施行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。 

○文化生涯学習課長 日程第４ 議案第３０号「田川市合宿施設の設置及び管理に関す

る条例施行規則の制定について」ご説明申し上げます。本案は、田川市総合体育館敷

地内に整備した合宿施設に関し必要な事項を定めるため、規則を制定しようとするも

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

員会に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。１ 制定理由

でございます。６月議会におきまして「田川市合宿施設の設置及び管理に関する条例」

の制定について、議決を得ましたことから、合宿施設の利用等の事務に関する規則を

制定する必要があるため、「田川市合宿施設の設置及び管理に関する条例施行規則」

を制定するものでございます。２ 制定内容でございます。内容といたしましては、

施設の「休館日」、「入退室の受付」、「利用者に関すること」等を定めるものでござい

ます。３ 制定条文案は、２ページの別紙１のとおりとなっております。主なものを

ご説明させていただきます。第２条では、休館日を１２月２９日から１月３日までと

定めております。次に第３条では、入退室の時間を定めております。第５条につきま

しては、利用者の守るべき事項、また第８条では、利用手続き等について定めており

ます。１ページにお戻りください。４ 施行期日は、条例の施行の日から施行するこ

とといたしております。５ その他でございます。市長の権限に属する項目につきま

しては、今後、新たに市長が定める「田川市合宿施設の利用料金の減免、還付等に関

する規則」として制定することといたしております。説明は以上でございます。ご審

議の程、よろしくお願いいたします。 

○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４ 議案第３０号「田川市合宿施設の設置

及び管理に関する条例施行規則の制定について」は、原案のとおり可決いたします。 
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  次に移ります。日程第５ 報告第１２号「田川市教育委員会職員の異動について」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育総務課長補佐 日程第５ 報告第１２号「田川市教育委員会事務局職員の異動に

ついて」ご説明申し上げます。本件は、教育委員会事務局職員の異動について、田川

市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第３条の規定により臨時に代理したため、第

４条第２号の規定により、教育委員会に報告するものであります。それでは、次のペ

ージをご覧ください。学校教育課の古賀久仁子主任が税務課への異動のため、令和２

年７月１日付で市長事務部局に出向しております。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、次に移ります。日程第６ 報告第１３号「田川市奨学生選考委

員会委員の委嘱（交代）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 日程第６ 報告第１３号「田川市奨学生選考委員会委員の委嘱（交代）

について」です。本件は、委員６名が交代し、田川市教育委員会事務委任及び臨時代

理規則第３条の規定により臨時に代理したため、第４条第２号の規定により教育委員

会に報告するものでございます。２枚目をご覧ください。田川市奨学生選考委員会委

員名簿でございます。任期は、平成３１年４月１日から令和３年３月３１日までとな

っております。その中で、今回新任としてご就任いただいた方６名をご紹介させてい

ただきます。市ＰＴＡ関係といたしまして、田川市ＰＴＡ連合会会長の加治将貴様、

教育関係者としまして、福岡県立田川高等学校長の八色俊之様、同じく福岡県立東鷹

高等学校長の大坪弘幸様、同じく福岡県立西田川高等学校長の宮原清様、同じく田川

市立伊田小学校長の田中裕子様、有識者といたしまして、田川商工会議所副会頭の津

島潔様の６名でございます。以上で報告を終わります。 

○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７ 報告第１４号「田川市社会教育委員

の委嘱（交代）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７ 報告第１４号「田川市社会教育委員の委嘱（交代）に

ついて」ご説明申し上げます。本件は、本市社会教育委員が令和２年６月１８日をも

って辞することとなったため、新たに委員を委嘱する必要があるが、教育委員会の議

決を求める時間的猶予がないため、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第３

条の規定に基づき、本市社会教育委員の委嘱について臨時に代理したため、第４条第

２号の規定により教育委員会に報告するものでございます。次のページをお願いいた

します。田川市社会教育委員名簿でございます。一番下の田川市公民館連絡協議会か
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らご推薦いただいておりました、阿部氏が６月１８日で辞したことから、新たに市村

栄二氏をご推薦いただき、委員として任命したものでございます。以上で、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８ 報告第１５号「田川市公民館運営審

議会委員の委嘱（交代）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８ 報告第１５号「田川市公民館運営審議会委員の委嘱

（交代）について」ご説明いたします。本件は、田川市公民館運営審議会委員が令和

２年６月１８日をもって辞することとなったことから、新たに委員を委嘱する必要が

あるが、教育委員会の議決を求める時間的猶予がないため、田川市教育委員会事務委

任及び臨時代理規則第３条の規定に基づき、田川市公民館運営審議会委員の委嘱につ

いて、臨時に代理したため、第４条第２号の規定により教育委員会に報告するもので

ございます。次のページをお願いいたします。公民館運営審議会委員の名簿でござい

ます。一番下の校区活性化協議会から推薦の阿部氏が、６月１８日をもって辞したこ

とから、一番上に記載しております尾垣氏を新たに任命したものでございます。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。 

  公民館審議会はいつ頃開催予定ですか。 

○文化生涯学習課長 公民館審議会につきましては年１回の開催となっておりまして、

年明けの２月ごろの開催になろうかと思います。 

○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、次に移ります。日程第９ 事務報告「授業時間数削減に伴う学

力保障・学力向上に係る基本方針について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長 それでは、日程第９ 事務報告「授業時数削減に伴う学力保障・学力

向上に係る基本方針について」説明させていただきます。１ページをお願いいたしま

す。これまで、教育委員会の開催にあわせ、３月の新型コロナウイルス感染症拡大防

止を踏まえた全国一斉臨時休業要請以降、市内小中学校の状況をお知らせし、委員の

皆様方からの貴重なご意見やご指示を踏まえ、感染拡大防止のための最大限の配慮を

伴う教育活動について対応を行ってきたところでございます。そこで、本課といたし

まして、これからの学校教育活動について、一定の方向性を示し、総力を挙げてこの

困難な状況を乗り切るため、学力保障・学力向上に係る基本方針を定めたものでござ

います。まず、本市が目指す子ども像及び本年度の学力向上に関する数値目標でござ
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います。「自分のよさや特性を生かして自立し、進んで社会参画する子ども」を育成

するため、「主体的に学ぶ力」と「自学自習力」を身に付けさせ、来年２月に実施予

定の標準学力調査において、昨年度比３ポイントの向上を目指すこととしております。

次に、学校再開時の課題でございます。課題として、削減された学習内容の取戻し、

今後の感染拡大に備えた対策、家庭学習の充実に向けた児童生徒の能力の育成の３点

を示しております。次に授業時間数の削減に伴う、学力保障・学力向上に係る基本方

針でございます。方針１は、児童生徒の「主体的に学ぶ力」「自学自習力」を育成す

るための授業の質的向上。方針２は、特別な教育課程の編成や行事の精選等による授

業時間数の確保です。次は、具体的な取組でございます。ここからは、方針１、方針

２に沿った、具体的な取組について記載しております。まずは、方針１の質的向上に

関する取組として、一つは、コロナ禍での新たな年間授業プランの策定です。今後の

感染拡大による臨時休業を想定し、あらかじめ年間の学習内容を早めに進め、残りの

期間で学習内容の完全習熟を目指すものでございます。その詳細につきましては、枠

囲みの中に示しておりますので、ご覧ください。続きまして、２ページをご覧くださ

い。取り組みの２点目は、主体的に学ぶ力を育成するための、集中速習スタイルによ

る授業改革です。本市学力向上アドバイザーである隂山英男先生のご指導により、一

部の推進校で先行的に導入を図ってきた、スピードとテンポで子ども達の集中力を高

め、学習理解力や主体的な学びを促すこのスタイルを、全ての小中学校の算数・数学

の授業に導入するものでございます。詳細について３点示しております。３点目は、

自学自習力を育成するための授業と家庭学習との連動強化です。小学校における統一

教材を用いた予習・復習時の自学自習力の育成や、中学校における授業動画の活用に

よる、授業と家庭学習の連動強化等について３点示してあります。次に、方針２とし

ての、授業時間数の確保に関する取組として、６つ記載しております。 まずは、１

学校行事の中止や精選です。そちらに記載しておりますように、授業時数を確保する

ため、中止または中止予定の行事、現在実施の可否を含め検討している行事等につい

て、また１学期末及び２学期当初の対応について定めております。２ 夏季休業中の

登校日追加については、すでにご承知のとおり、記載のとおりでございます。なお、

１０日以上の実施も可能としておりますが、児童生徒及び教職員の過度な負担となら

ないよう配慮を求めております。引き続き、３ページをご覧ください。３ 土曜授業

の実施については、市内小中学校全て、年間５回を確保し、それ以上の実施について

は、過度な負担とならないよう、月２回を上限として学校裁量での実施を可能として

おります。４ 日課表等、一日の流れにおける工夫です。文部科学省の「学びの保障」
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に係る通知に基づき、そちらに記載しておりますような授業時間数の確保や、授業時

間への置き換えなど、運用上の工夫も可能としております。５ 特別な教育課程の編

成については、これまで述べました１から４までの対応を踏まえ、各学校長が、自ら

の学校の実態や状況を鑑みて、適切に編成することができることを示しております。

６ その他の授業日追加設定につきましては、今後の第２波・第３波の到来を想定し

たうえでの、追加措置について記載しております。４ページをお願いいたします。基

本方針に関するＱ＆Ａの資料、最後のページは、基本方針の概要版として図案化した

資料でございます。以上で報告をおわります。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

○光井委員 ５点程質問させて下さい。１点目は、１ページのコロナ禍での年間授業プ

ラン「② 学習する内容の絞り込みや並びかえにより、１２月までに学習内容を終え

ます」との表現がありますが、隂山先生が提唱されている集中速習を主に算数及び数

学科に導入すると書いてありますが、算数及び数学科に関して授業実数が１２月まで

に確保できるのかどうかです。ある程度各学校で判断しているのか、また教育委員会

から学校に指導するという形で下し、全ての学校においてこれに沿って新たに教育課

程を作成しているのかどうかということです。２点目は、資料２ページの方針２「１ 

学校行事の中止・精選の今後実施の可否を含め、検討中の主な行事等」の中に修学旅

行があると思います。修学旅行に関して、以前小川県知事が県内の施設を利用するの

はどうかというお話をテレビでされていたと思います。県教育委員会よりその件につ

いて何か下りてきているのかどうかです。続いて３点目は、方針２の２ 夏季休業中

の登校日追加についてです。小学校と中学校で登校日が異なっていますが、例年でい

くと中学校は中体連がある時期ですが、中体連に代わるものが設定されているから登

校日は記載されている日にちに設定されたのかということです。４点目は、資料３ペ

ージの５ 特別な教育課程の編成についてで「感染拡大防止対応が必要な教科の授業

内容を当面の間先送りし」とありますが、この記載してある教科全てを先送りしてい

るのかどうかということです。５点目は、例年のとおり学期ごとに始業式と終業式を

設定して夏休みに登校日を設けるということですが、成績の取扱いについては、どう

していくのかお聞きしたいです。 

○学校教育課長 まず、コロナ禍での年間授業プランでございますが、実質的な授業時

間数は年間３５週間が基本的な考えになります。ただ、普通にいきますと３５週間を

はるかに超える授業がございますが、今回の臨時休業においてかなりの損失をしてお

りますが、追加の登校日や６時間設定を７時間設定にする等の工夫によりまして、か
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なりカバーしておりますので、通常の３５週間計算に近い授業実数の確保が可能とい

う状況でございます。それを踏まえまして、１２月までに、基礎的なところを集約い

たしまして、発展的な問題や習熟に関しましては、３学期の内容にとりまとめにて行

うことになっております。まず、必要な事項は全て周知させていく隂山先生のスタイ

ルを計画しておりますので、授業数との関係につきましては十分に対応可能な体制を

整えさせていただいております。続きまして学校行事についての質問ですが、特に修

学旅行につきましては、先般、修学旅行に関するガイドラインが出てまいりました。

そのガイドラインによりますと、文部科学省が指導いたしまして旅行業協会とかなり

細かな必要事項や決定事項が定められておりますので、現状で申しますと修学旅行は、

全ての学校で実施する方向にしております。ただ、光井委員がおっしゃいましたよう

に福岡県内での修学旅行というのは、県からは積極的に振替えるようにとの通知は出

ておりません。ただし、県内の一部の小学校については、長距離での県外の移動に若

干のリスクがあるということで、現在、平和学習を含めた目的を変えずに場所を福岡

県内に変えるという案を考慮されている学校も一部ございます。ただし、先ほども申

し上げましたように、全ての学校で修学旅行自体は中止にすることなく実施の方向で

進めていますので、申し述べさせていただきます。３点目といたしまして、夏季休業

中の登校日の設置が小中学校で異なっている件につきましては、当面早い時期にある

程度の日程の確定が必要でございましたので、光井委員がおっしゃっていましたよう

に、万が一、中体連の試合が例年通りに７月末に実施された場合を想定いたしまして、

その時期を外したことが日程をずらした１番の理由でございます。もう１点は、中学

校は９月の運動会を目指しまして、お盆明けからかなりの数の生徒が学校に出てくる

というような実態がありましたので、その実態に近い形での日程設定という２つの側

面から中学校の登校日をお盆明けの１０日間に集約したという背景がございます。な

お、中体連の試合につきましては、全国大会等の大きな大会は一律中止となっており

ますが、田川地区の大会はぜひ子どもたちの思い出づくりということで、８月の土曜

日、日曜日を使いまして、全ての体育会系の部活動について実施するという報告を受

けております。次に、５ 特別な教育課程の編成についてでございますが、一律全て

の授業内容を先送りしているものではございませんので、特に音楽や家庭科につきま

しては、合唱指導や調理実習等の感染リスクが高いものについては、先送りにしてお

りまして鑑賞や創作の授業を先に充てること、また体育では密にならないような競技

を優先的にもってくるような教える内容の順番を入れ替えて、現在実施をしておりま

す。授業時数といたしましては、５教科を通常よりは多めに設定をしておりますが、
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確実に授業時数の中で全ての教科の授業を行っているところでございます。最後に学

期の設定でございますが、本市では学校管理規則を変えずに実施をしておりますので

１学期の終業式につきましては、引越を伴います伊田中学校が７月１６日、それ以外

の学校は７月２０日となっております。光井委員がおっしゃったように評価の関係に

つきましては、６月に学校を再開して２か月では、なかなか正当な評価が難しいとい

うことがありましたので、校長会で協議をいたしまして１学期は評価をしないと同一

見解をとっております。評定につきましては、２学期の通知表にて１学期の２か月を

含んだところで提示していくということでございます。しかし、受験を迎えます３年

生については指標がございませんので、それぞれ学校で行いました単元テストや統一

テスト等の成績区分を用いまして、現時点でのおよその成績を保護者にお伝えするこ

とによって、進路選択の指針にしていただくという工夫を取っておりますので、大き

な混乱なく保護者の皆様にはご周知が可能かと思っております。 

○加治委員 質問ではありませんが、先ほど主体的や自学自習力とおっしゃっていたよ

うに本人に任せる部分がとても大きいと思います。それは仕方がないことであり、ま

た資料にある指針等もよく考えられているなと思いました。ただ、学年や家庭におい

ても違うと思いますが、自力でできない子どもや急に「自分で学ぶ力を」と言われて

とても戸惑っている子どもたちがたくさんいると思います。集中速習スタイルと言っ

ても、そのスピードについていけない子どもたちもいることを頭にいれて、そういう

子どもたちのケアも忘れないようにしていただけたらと思います。音楽業界も少しず

つ動き出して、子どもたちにコンクールに向けてのレッスンを再開しました。高校文

化連盟の年に１回のコンサートの開催が決定しましたが、肝心な子どもたちの感性や

技術も落ちていることがとても分かります。自粛の中でも練習しているとは言え、全

体的な感覚が鈍っていることに私自身も驚きました。勉強面や学校の生活面において

もモチベーションを含めて、今までに考えられないくらい全てが落ちていると思いま

すので、よりそのことも考えていただけたらありがたいと思います。 

○学校教育課長 自学自習というのは、ともすれば任せっきりとなりますが、学び方を

学ぶ、自ら学ぶ力を育てていくというスキルの部分、また意欲の部分の両方を学校で

しっかりと醸成いたしまして、それから家庭学習と授業との連携として、宿題の内容

を授業で活かし、授業で学んだ内容を家庭で活かすというような「何のための宿題か」

という意識を必ず子どもたちに持っていただくようにしたいと思っております。また、

学力での課題が見られる子どもにつきましては、各学校で補充の時間を活用したり、

土曜授業では主に学力の補充を中心に設定している学校もありますので、市内の教職
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員は、決して一人も取りこぼさずに子どもたちを導いていくとの思いでおりますので、

今、加治委員よりお話しいただいた内容も含めて、今月にあります校長会等で今一度

確認をしていきたいと思います。ありがとうございます。 

○教育長 光井委員と加治委員から貴重なご意見をいただきましたので、学校現場で活

かせるようにお願いします。私からいくつか質問があります。１点目は、保護者や市

民からも子どもたちの夏休みの登校日が他の町村に比べて少ないので、「田川市は学

力の取戻しは大丈夫なのか」というお声を聞きます。先ほどの説明もありましたが、

詳しい説明をお願いします。２点目は、コロナ渦で一学期の小中学校の期末懇談会が

中止になっていると思いますが、今後、懇談会等をどうしていくかという方向性が決

まっているのであれば、教えてください。３点目は、集中速習学習というのは資料に

「算数・数学科」と書かれていますが、私は「算数・数学科」以外の教科でも活用で

きると考えているのですが、他の教科はどのように考えているのか教えてください。 

○学校教育課長 まず、１点目の夏休みの登校日が他の町村より少ないという件ですが、

日数だけで言いますと、土曜授業を含めるとかなりカバーできておりますので、見た

目の１０日間よりも時間数は確保できていると思います。しかし、本市といたしまし

ては、量的な確保もそうですが、各１時間の授業の質で勝負しようということを中心

軸に置いておりますので、質の高い授業において子どもたちにしっかりと力をつけて

いくことを大前提に推進していくことを改めて学校に指導及び支援をしていきたい

と考えております。２点目の家庭との連携につきましては、一部では夏休み中に家庭

訪問を行い家庭との連携をとる学校もあります。また、夏休み中に二者面談の形で保

護者との面談日を個別に設定している学校もございます。一切家庭との連携を取らな

いのではなく、夏休みを有効に使いながら何らかの形で家庭との連携もしっかりと推

進していくという学校独自の対応について情報提供させていただいております。３点

目の集中速習につきましては、まずは教科を絞って焦点化していくことになり、また

中学校にもある程度、集中速習を活用できる教科ということで教育委員会としては、

「算数・数学科」を主にしておりますが、教育長がおっしゃいましたように全ての教

科で小学校を含め中学校でも積極的にこの手法を取り入れていただいている教科も

ございますので、そこにつきましては校内研修や若手の授業研修等でしっかりとその

実践を広げていく形や動画撮影等で共有化していくということを担当の指導主事と

一緒に進めているところでございます。 

○柴田委員 資料にも体育等の授業は先送りと書かれているのですが、ある小学校では

体育の授業がある日は着替えの際に密にならないように、あらかじめ体操服を着て登
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校をしています。他の学校の状況はわかりませんが、５教科も大変とは思いますが、

体育で体を動かしてストレス発散をすることも大切だと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○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、次に移ります。日程第１０ 事務報告「中学校における夏場の

教室環境に係る対策について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育総務課長補佐 日程第１０ 事務報告「中学校における夏場の教室環境に係る対

策について」説明いたします。１ページをお願いいたします。１ これまでの経過で

ありますが、中学校における暑さ対策につきましては、令和元年度に実施しました市

内小中学校における空調整備事業等の中で、当時の予定の令和４年４月の再編を踏ま

え、各教室にエアコンを設置するのではなく、新中学校開校までの応急的暑さ対策と

して普通教室等に気化式冷風機を配備いたしました。本年度以降につきましては、エ

アコン整備の完了した小学校配備分の気化式冷風機を再配分しまして、昨年配備済み

の普通教室、音楽室、美術室に加え、その他の特別教室、体育館等への配備を行い、

新校舎完成までの暑さ対策に取り組むこととしておりました。しかしながら、２ 新

型コロナウイルス感染拡大に伴う教育環境等の変化といたしまして、臨時休校措置か

らの授業再開に際し、下記の教育環境等の変化が生じております。１点目が、ア 夏

季休業中の登校日を設定したこと。２点目が、イ マスクを着用すること。３点目が、

ウ 新中学校開校時期が１年延期となったことでございます。これらのことから、エ

アコン設置済みの猪位金学園、エアコン付仮設プレハブ校舎で学習予定の伊田中学校

及び後藤寺中学校の３校と、他の５校の教育環境の差が拡大する事態となっておりま

す。そこで、３ 講じる措置でありますが、各校の均衡を確保するために検討を行い

ました結果、５校につきましてはレンタルエアコンを設置することといたしました。

⑴ 概要としましては、先ほど申し上げました中学校５校の普通教室等３７部屋に床

置型のエアコンを設置し、併せて電力供給用の大型発電機を各校１台レンタルいたし

ます。実施期間は、当初は７月中旬からの２か月間を予定しておりますが、状況に応

じて１０月中旬まで延長する予定としております。現在、順次設置作業を行っている

ところであり、夏休み前には全校設置が完了する見込みであります。次に⑵ 予算措

置案ですが、２か月のレンタルで費用を１千２５５万９千円と見込んでおり、内訳は

エアコン等借上料が１千４１万４千円、発電機の軽油代が２１４万５千円となってお

ります。いずれも市の予備費を充用する予定としております。なお、財源につきまし

ては、今年度創設されております新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
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を充当予定としております。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。 

○光井委員 レンタルエアコンを設置するにあたって、今年度分が資料に記載してある

と思いますが、来年度以降はどうなるのでしょうか。  

○教育総務課長補佐 現状では何も確定しておりませんが、今年度実施する以上は開校

まで残り２年となりますことから、同じような措置が取れればと検討をしているとこ

ろでございます。 

○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、次に移ります。日程第１１ 事務報告「公立学校法人 福岡県

立大学との施設の使用に関する覚書の締結について」を議題とします。事務局に説明

を求めます。 

○推進室長 日程第１１「公立大学法人 福岡県立大学との施設の使用に関する覚書の

締結について」ご報告いたします。１ページをご覧ください。１ 経過でございます。

新中学校の建設期間中における伊田中学校の授業については、旧田川東高校跡地に設

置する仮設校舎で行い、体育科の授業及び部活動等については、福岡県立大学の施設

を使用することを検討してまいりました。これまで、同大学の施設使用について、市

教育委員会事務局、同大学及び伊田中学校の３者で協議を行う中で、使用期間が長期

にわたることもあり、基本的事項について覚書の締結の必要性について共通認識がな

され、内容について調整の結果、合意が得られましたので、本年６月２６日付けで覚

書を締結いたしました。２ 覚書の主な内容であります。⑴ 使用する施設につきま

しては、体育館、グラウンド、プール及び設備や用具を含むその他施設等であり、そ

の他施設としまして、文化祭等での講堂の利用を考えております。また、プールの利

用につきましては、本年度は水泳授業を行わないことから、来年度及び再来年度を予

定しています。⑵ 使用期間は、本年７月１８日から新中学校開校前の令和５年３月

３１日までです。⑶ 施設の使用料については、本来であれば当然、必要であり、本

年度１３９万円を予算計上していましたが、県立大学のご協力により全額免除として

いただけました。⑷ 覚書については、別紙のとおりであり、ここでの説明について

は割愛させていただきます。以上、簡単でありますが報告を終わります。 

○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１２ 事務報告「令和２年度田川市市民

プールの休場について」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１２ 「令和２年度田川市市民プールの休場について」事
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務報告させていただきます。裏面１ページをお願いいたします。１ 田川市市民プー

ルの休場につきましては、緊急事態宣言解除後、令和２年度の田川市市民プールにつ

いては、７月下旬から開場に向けて指定管理者等と協議を重ねてまいりました。この

ような中、近隣のレジャー型施設であるプールが次々と休場を決定しているところで

ございます。本市市民プールにおきましても、密接・密集を防ぐことができず、どの

ような感染症対策を講じても感染の不安を払拭することは困難なことから、今期の田

川市市民プールは、休場することといたしました。次に、２ 近隣の市民プール等の

状況についてでございます。７月１日現在で分かっていますのは、福岡市の「海の中

道サンシャインプール」、久留米市の「くるめ市民流水プール」、宗像市の「ゆーゆー

プール」、「飯塚市健康の森屋外プール」等が休場を決定しております。この時点では、

北九州市と芦屋町のプールにつきましては、休場を決定しておりませんでしたが、そ

の後芦屋町のアクアシアンも休場を決定いたしました。一方、北九州市のアドベンチ

ャープールにつきましては、７月２３日から８月２３日までの間、時間を短縮し入場

者数の制限を行いながら開場することが決定いたしております。以上で、事務報告を

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１３ 諸般の報告「教育委員会に係る３

月議会の一般質問について」を議題とします。 

○教育部長 それでは、日程第１３ 諸般の報告「教育委員会に係る３月議会の一般質

問について」ご報告いたします。お手元資料の議会のおしらせをご覧ください。７ペ

ージの下段をお願いいたします。３月議会の一般質問につきましては、当初２月２７

日と２月２８日に行われる予定でございましたが、新型コロナウイルス感染対策対応

のため２月２８日が３月９日に変更されまして、２月２７日及び３月９日の２日間に

分けて行われております。質問議員８名のうち教育委員会に関しましては、６名の議

員から質問があっております。その概要につきまして、ご説明いたします。資料８ペ

ージ上段、髙瀬議員からは「いじめ・暴力・不登校について」質問があっております。

質問内容は、「学校現場で起こっているいじめ、虐待などが、スピードを加速して増

え続けている。こうした多くの問題を見たとき、学校任せにしているような事が伺え

る。重大な問題が起こっていても、教育委員会に報告されていない部分が多くある。

保護者あるいは新聞などから知ったケースが多くあるのではないか。このことを、教

育委員会は真摯に受けとめて、学校現場に入り、児童生徒、先生方に以前からいじめ

などがないか、さらに今、学校現場でどのような事が起こっているかなど聞き出して
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いくことが早道だと思っている。教育委員会が現場に入り徹底的に指導してほしい。

見解を問う。」、次に「いじめを受けた児童・生徒が一定期間に連続して欠席した実態

があるか問う。」との質問があっております。答弁につきましては、記載のとおりで

ございます。続きまして、下段の柿田議員からは「就学援助費について」質問があっ

ております。質問内容は、「令和２年度の就学援助費に係る国の基準額が増額になる。

前倒し支給分の対応について問う。」との質問があっております。答弁につきまして

は、記載のとおりでございます。９ページをお願いいたします。上段の石松議員から

は「学校における働き方改革について」質問があっております。質問内容は「教職員

の厳しい勤務実態を踏まえ、小中学校における働き方改革の具体的な施策と、定時退

校等に対する保護者及び地域住民の理解を得るための取り組みについて問う。」、次に

「これまで教職員の長時間労働の温床と批判されていた公立学校教職員の給与等に

関する特別措置法が改正された。法改正の目的をどうとらえているか問う。」との質

問があっております。答弁につきましては、記載のとおりでございます。１０ページ

をお願いいたします。上段の佐藤議員からは「小学校の屋内運動場の整備について」

質問があっております。質問内容は、「大藪小学校の屋内運動場は、排煙装置及び収

納庫などの損傷や雨漏りが激しく、早急な改善が必要であると考える。教育委員会の

考えを問う。」、次に「学校施設は指定避難所や指定緊急避難所になっている。暑さ対

策として、個別施設計画において、屋内運動場の空調設備を考えているのか問う。」

との質問があっております。答弁につきましては、記載のとおりでございます。続き

まして、下段の香月議員からは「中学校再編について」質問があっております。質問

内容は、「２年弱の間、仮設校舎で学習し活動する生徒に負担のかからないよう、ど

のように検討しているのか問う。特に生徒が授業に集中できるように防音対策の徹底

を求める。」、次に「新校舎の建設において生徒が豊かに学べる教育環境の実現に向け

てどのように検討されているのか問う。また、誰もが使いやすい校舎に向けてエレベ

ーターの設置などバリアフリー化の検討状況を問う。」、次に「通学方法や通学路の整

備については特に保護者の関心が高い。安全安心な通学に向けた現在の検討状況につ

いて問う。また、いつまでに通学方法等の案を策定し、いつ保護者や地域住民に説明

するのか問う。」、次に「本年２月６日、市民会館において住民説明会が開催されたが、

市内１か所の開催では、教育委員会が目的とする「新中学校創設への不安の払拭や気

運の高まりを目指す」という説明会にはなり得ない。保護者や市民が、気軽に説明で

き、意見の言える雰囲気の説明会が必要ではないか。開校までの今後２年間、節目節

目に小学校区単位で保護者説明会や住民説明会を計画的に実施すべきだと考える。検
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討状況を問う。」との質問があっております。答弁につきましては、記載のとおりで

ございます。１１ページをお願いいたします。香月議員と重複いたしますが、上段、

梶原議員から「新中学校の再編について」質問があっております。質問内容は、「本

年２月６日の住民説明会における質問や要望について問う。」、次に「市民の声に、ど

のように対処し、声を反映していくのか。」、「なぜ、少人数学級がよいのか、説明し

てほしい。」、「通学路の整備に関する計画について問う。」、「自転車やスクールバスの

話し合いは、どうなっているのか。」、「新中学校の設計については、生徒、ＰＴＡや

住民の意見を反映してほしいが、見解を問う。」、「統廃合により大きな学校になるこ

とで、部活動などの選手であった子どもたちの活動の場が狭くなることもある。教育

委員会として、どのように考えていくのか。」という質問があっております。答弁に

つきましては、記載のとおりでございます。以上で、教育委員会に係る３月議会の一

般質問について報告を終わります。 

○教育長 次に移ります。「⑵ ７月行事予定について」を議題とします。 

（各課長から教育長及び各課の行事予定について説明） 

  次に移ります。「⑶ ８月定例会日程案について」を議題とします。 

○教育総務課長補佐 それでは、８月定例会日程案につきましては、８月１９日、水曜

日はいかかでしょうか。 

○教育長 よろしいでしょうか。ご異議ないようですので、８月定例会は、８月１９日、

水曜日、１４時３０分に決定いたします。 

  ほかに何か、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、令和２年第８回田川市教育委員会７月定例

会を閉会いたします。 

（１５時４０分終了） 

 


