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（開会１４時３０分） 

○教育長 ただいまより、平成２９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２９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） 

○教育長 ご異議なしと認めます。よって、日程第１「平成２９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２９年度教育施策方針について」を議

題とします。 

 では、私が平成２９年度の教育施策と重点施策の説明をいたします。せっかく読み

原稿を作っておりますので、議会と同じ中身を言わせていただきます。現在、全国的

に経済格差が広がり、「子どもの貧困問題」「貧困の連鎖」等が大きな社会問題とな

っております。国は、「すべての子どもの資質・能力を伸ばし可能性を開花させる教

育」の実現を目指して「家庭の経済状況に左右されない教育機会の保障」「学力差に

応じたきめ細かい教育」等への取組を強化しようとしています。田川市においても、

厳しい家庭環境の子どもが増加し、この数年、「低学力」層の割合の増加、「不登校」

の増加等、また、「子どもの養育環境の格差」等が大きな課題となっております。そ

こで、平成２８年度は、教育委員会が主導して「全校で一致して取り組めば、必ず成

果の出る学力向上策を田川市ぐるみで徹底して取り組みましょう。」という提起をし

ました。また、「子ども達を０歳から１８歳まで見守り、育成・自立させる」ため、

教育委員会と市長事務部局が協働で「田川市教育福祉連携会議」を立ち上げ、連携の

あり方についての協議を重ねてまいりました。これらの取組の主な成果として次のよ

うなものがあります。まず、一点目は、田川市ぐるみ・学校ぐるみで算数・数学の「基

礎基本」の定着に取り組んだ結果、全国学力調査において平成２８年度は平成２７年

度に比べて、８教科区分中７教科区分で全国との差を縮めることができました。さら

に昨年の４月から隂山英男先生と小河勝先生に田川市学力向上アドバイザーになって

いただき、市内すべての学校で「読み・書き・計算」の徹底反復に取り組み、子ども

達の集中力が高まるとともに「やれば出来る。勉強が楽しい。」と感じる子どもが増
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加してまいりました。また、青山学院大学との連携事業により、木村教授・高木准教

授に英語担当教員の授業力向上に向けた指導をしていただき、英語で授業を行う教員

の割合が大幅に上昇しました。また、ＩＣＴ教育の分野でもＩＣＴ教育のスペシャリ

ストである鹿児島大学の山本先生等、最先端の研究者と学校現場代表者と共に「田川

市ＩＣＴ教育推進本部」を立ち上げ、今後の田川市の IＣＴ教育の方向性を明らかに

することができました。「新中学校のあり方審議会」の答申をもとに住民説明会、保

護者説明会を開き、「適正規模の新中学校」の必要性についての市民・保護者の理解

が深まってきました。また、市内８中学校の生徒代表が集まり、共通のテーマをもと

に各学校で話し合った内容を交流し、深め合う「田川市中学校生徒会サミット」が軌

道に乗り始め、互いのつながりや自主性を強めることができました。過去２回、１回

目は「新中学校に望むこと」、２回目は「熊本震災に対して私たちの出来ること」等

のテーマで交流し合っただけでなく、生徒会サミットで出された意見をまとめて「新

中学校のあり方審議会」への提言書を提出したり、昨年１２月に生徒会代表十数名が

熊本の被災地を訪問し、現地の中学生と交流を行う等、実践活動においても成果を上

げております。また、スクールソーシャルワーカーの増員により、学校・家庭・関係

機関等との連携が強化され、この数年、増加傾向にあった不登校児童・生徒数が、今、

約２０名程度ですが、減少させることが出来ました。社会教育面では、地域での子ど

もの居場所づくりと学習支援の場づくりを目指した「放課後チャレンジ教室」を２小

学校校区で開設することが出来ました。このような成果がある一方、「学力の二極化」

「不登校」「基本的な生活習慣や学習習慣の厳しい実態」等の課題は、いまだ残って

おります。これらの課題を根本的に解決するためには、発達上の課題を持つ子どもや

厳しい家庭環境の子ども、そして保護者への手厚い支援が是非、必要です。そこで、

本年の４月から「０歳から１８歳までの子ども達の見守り、乳幼児期・学齢期・高校

への切れ目のない支援体制」「教育行政と福祉行政の連携システム」の構築を目指し

た「子ども支援準備室」を教育委員会と市長事務部局で創設することといたしました。

経済環境・家庭環境に左右されずに、全ての子どもの社会的自立と社会参画を保障す

るまちづくりを進めるためには、「より良い教育環境の整備」「地域の子どもを地域

で育てる、強い絆で結ばれた地域共同体づくり」を学校・家庭・地域・行政が一体と

なって進めていく必要があります。そこで、学校教育施策の目標理念は「自己有用感

を育む学校・家庭・地域・行政の四位一体の教育」としました。次に学校教育の施策
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方針を説明いたします。４頁をご覧ください。学校教育の重点施策の柱は、三つです。

まず、一つ目の柱は「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」の推進です。今の子ども達が大人となるこれからの社会は、今以上に変化の激し

い予測困難な社会になると言われております。さまざまな課題に対して主体的に、か

つ多様な人々と協働で基礎学力を活用して問題解決していく力を持った子どもの育成

をしていかなくてはなりません。そこで、田川市教育委員会は田川市ぐるみ・学校ぐ

るみで、問題解決力の基盤となる基礎学力を日々の授業改善及び家庭学習・学力補充

等授業外の学力向上の取組の工夫を通して高め、全国学力テスト等を活用して、実践

結果を検証したいと考えております。また、平成２８年度に引き続き、小学校は「隂

山メソッド」、中学校では「小河式」を推進し、読み・書き・計算の徹底反復に取り

組み、全ての子ども達の「集中力」「学習意欲」「基礎学力」「やればできるという

自信」をさらに向上させます。また、学力向上の基盤となる学習規律づくりにも取り

組みます。言うまでもありませんが、学力向上のためには、教員一人ひとりの指導力

の向上が不可欠です。そこで、平成２９年度も教育委員会が主導して「みんなでがん

ばれば、結果が出る」という学力向上策を提起し、手応えを共有化し、子どもと教員

の学力向上への意欲を高めていきたいと思っております。「自分の特性を生かし、自

立し、自分らしい豊かな人生を切り開いていく子ども達」を育成するためには、「確

かな学力」と共に「豊かな人間性」を育てることが不可欠であります。そこで「豊か

な心」を育む人権・同和教育、道徳教育、環境教育を推進していきます。それから芸

術教育にももちろん力を入れたいと思います。この度、「障害者差別解消推進法」に

続いて「部落差別解消推進法」が成立しました。改めて「地域の実情に応じ、部落差

別を解消するため必要な教育及び啓発を行うように努めること」等教育と啓発の重要

性が明記されました。あらゆる差別をなくす人権・同和教育を推進するために、まず、

教職員の研修会を充実させていきたいと考えております。また、実態調査においては、

田川市の子ども達は、「基本的生活習慣」「学習習慣」「食生活」の厳しい実態が明

らかにされております。学校・家庭・地域と連携して、生活習慣・学習習慣の確立及

び食育の取組を推進していきたいと思います。また、「全国体力テスト」の分析結果

を生かして田川市の学校ぐるみで、子ども達の「体力・運動能力向上」に努めます。

「いじめ」による自殺等、いじめ問題についての取組の強化が全国的にも進められて

います。田川市において、平成２７年度に制定した「田川市いじめ問題対策連絡協議
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会等条例」をもとにいじめを許さない学校文化を創造していく取組を強化します。郷

土田川を愛する心、郷土愛を育成する教育にも取り組み、校区や田川の良さを深く理

解するだけでなく、その良さを外へ発信する教育活動を強化していきます。それから、

田川市教育研究所の機能強化を目指します。具体的には「学力向上」「不登校・問題

行動の解消」等の田川市の教育課題を解決する実践研究を学校現場との連携を強化し

ながら進めます。重点施策の二つ目、「安全かつ気持ちよく学べる教育環境の整備充

実」です。平成２９年の４月から田川市民の悲願であった中学校の完全給食が実施さ

れます。各学校の子ども達の食生活の実態を丁寧に把握しながら、全ての子どもによ

り良い食習慣が身に付くように栄養教諭と教職員との連携を強化し、積極的に食育に

取り組みます。特別支援教育においては、保護者及び関係機関との連携を強化しなが

ら、子ども一人ひとりの発達上の課題に応じた支援を行っていきます。また、老朽化

した学校施設の改修等を行い、安心して学べる環境の整備・充実を図ります。さらに、

田川地区市町村が一体となって、田川地区のより良い教育環境を目指した中等教育環

境整備や給付型奨学金制度の創設を推進します。最後、重点施策の三つ目の柱は「田

川ならではの教育」の推進です。具体策としては、「川上の０歳から、川下の１８歳

までの子どもの見守り、自立支援の流れを繋ぎ、全ての子ども達を無事、大海（社会）

へ送り出すシステムづくり」「乳幼児期、学齢期、高校への切れ目のない包括的な教

育・福祉の連携システム」の青写真づくりに「子ども支援準備室」を創設して、市民

生活部と共に取り組みます。また、急速なグローバル化が進む中、社会の変化に対応

できる情報活用力をつけるため、平成２９年度の２学期に、全ての小・中学校の全学

級に電子黒板・教育用パソコン・実物投影機・デジタル教科書を導入する予定です。

「基礎学力及び思考力・判断力・表現力を高める楽しくわかる授業づくり」だけでな

く、「短い時間で教材・授業準備ができる。」「教職員の子どもと向き合う時間が確

保できる。」「子ども達への支援の時間が確保できる。」等の大きな効果が期待でき

ます。さらに平成２２年に福岡県立大学との連携協定が結ばれ、学習支援を中心に小・

中学校との連携が進み大きな成果が見られます。平成２９年度は、県立大学の交換留

学生を招いての国際理解教育等、今まで以上に連携を強化します。青山学院大学とは、

平成２７年に連携協定が結ばれ、英語教育を中心に青山学院大学の優れた研究成果を

田川市の学校に取り入れてきました。平成２９年度は、「田川市英語教育一貫プログ

ラムや副教材の開発」等さらに連携を強化することにします。また、地元の企業の科
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学研究所とも連携協定を結び、田川市小中学校の科学教育にも力を入れていきます。

最後にお伝えしたいのは、教育委員会は子ども達のがんばる姿と子ども達の育ちの姿、

教育こそが田川市の未来であるということです。なんとしても子どもの育ちの姿と目

に見えるデータの両方で成果を出して、田川市の教育のイメージ、まちのイメージを

より良いものに変えていきたいと思っております。確かに本市は福祉母子家庭や就学

援助の必要な家庭、経済的、家庭的に厳しい家庭の実態の子どもが多くいます。だか

らこそ、厳しい実態の子どもが多いからこそ、ハード面、ソフト面でも最高の教育環

境をつくりだして、成果を上げることが教育行政の最大の責務であると考えています。

成果を上げる道筋としましては、まず、田川市の学校ぐるみで、子ども達のがんばる

姿、伸びていく姿を家庭や地域に発信します。そして、家庭や地域に元気、勇気、展

望を与えたいと思います。子ども達の姿と学校のがんばりを感じて、家庭、ＰＴＡ、

地域の子ども達、教職員への応援が、どんどん強くなっていくと思います。次に、家

庭・地域の信頼、応援を背にして子どもと教職員が一段と良さを発揮して一段とがん

ばると思います。このような良循環の取組の過程で、行政・学校・家庭・地域の自己

有用感等、教育力が高まり、教育のまちづくりが進むと思います。今後も学力向上を

中心に全ての子どもが自己有用感を高める取り組みとともに、強い絆で結ばれた学校、

家庭・地域、まちづくり、教育委員会、全職員一体となって全力で進めてまいります。

この後は、部長に説明をお願いします。 

○教育部長 それでは、私からは社会教育について説明を申し上げます。施策方針の８

ページをお願いします。社会教育の目標理念につきましては、「市民の豊かな心と創

造力を育む。」「地域の歴史・文化を守り育てる。」と定めております。９ページの下

段から１０ページにかけまして、平成２９年度社会教育における重点施策としての７

つの柱を設定しております。重点施策の⑴「いつでもどこでも学べる生涯学習環境を

つくる。」のア「生涯学習の環境づくりに努める。」では、校区活性化協議会を基盤と

した自主的な地域活動が推進されるよう支援に努めていきたいと思っております。イ

「市民ニーズに応じた学習機会の充実を図る。」では、今後もいつでもどこでも学べ

る生涯学習環境を整えるため、公民館を拠点とした学習活動の推進や子ども達の学習

習慣の定着や学習意欲の喚起を図ってまいります。ウ「図書館の整備充実を図る。」

では、民間の企画力・営業力を活用して図書館機能のさらなる充実を図っていきます。

１１ページをお願いします。⑵「社会全体で子どもたちを守り、健やかに育む環境を
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つくる。」のア「地域が連動した青少年健全育成体制の充実を図る。」では、学校や地

域におけるＮＰＯ法人等による様々な教育支援活動の取組と連携を深めると共にそ

れぞれの活動を活性化させ、相互に協力できる体制を整えます。イ「家庭教育の充実

に努める。」では、家庭教育に関する学習の機会や情報を提供し、家庭の教育向上に

努めます。⑶「生涯にわたり楽しめるスポーツ活動を充実する。」のア「社会体育施

設の整備充実を図る。」では、市民の意見を取り入れながら施設の運営、サービスの

充実を図ります。イ「市民のニーズに応じたスポーツ活動に努める。」では、体育協

会、校区活性化協議会等と連携し、多様なスポーツの普及及び支援に努めます。ウ「東

京オリンピック・パラリンピック開催に伴うスポーツの活性化に努める。」では、オ

リンピック・パラリンピックを通じて、スポーツ活動の充実に努めます。１２ページ

をお願いします。⑷「互いの人権を尊重する地域社会をつくる。」のア「人権尊重理

念の共有化を推進する。」では、人権同和対策に関する教育や啓発の推進を図ります。

イ「男女共同参画社会の形成促進に取り組む。」では、関係機関や団体等と連携しな

がら、男女共同参画社会の啓発活動に取り組みます。⑸「豊かな心を育む芸術文化活

動を支援する。」のア「市民文化活動の充実を促進する。」では、市民の芸術文化を鑑

賞する機会や自らの文化活動を発表する場の提供を図ります。イ「美術館の整備充実

を図る。」では、民間の企画力・営業力を活用し、市民の交流や文化、学校教育との

連携の場として振興の拠点を目指します。また、田川市文化センターにおいても各種

文化事業を展開し、芸術文化活動を支援する場として提供していきます。 

１３ページをお願いします。⑹「幅広い地域間交流を進める。」のア「ふれあい交流活

動を推進する。」では、地域や世代の交流機会の拡大を図ります。イ「国際交流を促進

する。」では、国際交流団体等と連携し、市民の国際交流を推進します。⑺「歴史を受

け継ぐ文化遺産を保護・活用する。」のア「石炭・歴史博物館の機能充実を図る。」で

は、地域の歴史を調査研究し、その成果を展示や講座等で広く発信するとともに「山

本作兵衛コレクション」をはじめとする文化財の適切な保存・管理に引き続き取り組

んでいきます。イ「文化財の保存と活用に取り組む。」では、三井田川鉱業所伊田坑跡

の調査研究を行い、国の史跡指定を目指して行くと共に次世代を担う子ども達に郷土

の誇りと歴史を継承していくための取組を推進していきたいと考えております。以上

で社会教育の説明を終わります。このあと各課より具体的な説明をさせていただきた

いと思います。  
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○学校教育課長 つづきまして、学校教育課の施策及び事業について説明させていただ

きます。１４ページをお願いいたします。下段に先程、教育長の述べられました学校

教育の重点施策が、３点挙がっております。この重点施策の具体化にあたっては、下

３行に書いてありますように、「『本気』『ぐるみ』『徹底』『笑顔』で取り組もう！」「安

全かつ安心な教育環境を整備し、効果ある教育施策を実施することで子ども・教職

員・保護者・地域の人々の自己有用感を高める」を目指していくものでございます。

１５ページをお願いいたします。重点施策とその具体化についてでございます。この

あと主な事業内容を中心に説明させていただきます。まず、⑴のア「田川市ぐるみ・

学校ぐるみで確かな学力を育成する。」事業内容の中心は、（ア）に挙げております「小

学校は『隂山メソッド』、中学校は『小河式』を推進し、読み・書き・計算の徹底反

復に取り組み、すべての子どもたちの『学習意欲』『集中力』『基礎学力』『自信』を

向上させる。」です。二年目となります。成果を出していきたいと考えているところ

でございます。イ「学力向上を中心に教員の指導力のさらなる向上を図る。」１６ペ

ージをお願いいたします。事業内容の中で（ア）先程、申しました、小学校２校を隂

山メソッド検証校、中学校２校を小河式検証校といたしまして、取り組んでまいりま

す。（ウ）に挙げておりますように田川市教科等研究会における各教科領域の公開授

業研究の充実、特にアクティブ・ラーニングということを主題に授業研究の充実を図

ってまいりたいと考えております。つづきまして、下段のウ「人権・同和教育、道徳

教育、環境教育を推進する。」これにつきましては、事業内容（ア）で表しておりま

すように規範的な行動を促す道徳や特別活動、総合的な学習の時間等の教育活動を充

実していく。特に重点とする価値といたしましては、「正義感」「公平公正」「思いや

り」でございます。ＳＥＬ－８Ｓ等にも取り組んでまいります。１７ページのエ「小

中高及び関係機関・企業連携による一貫したキャリア教育を推進する。」事業内容に

つきましては、「田川市キャリア教育実践モデル（案）」を作成し、それに基づいた実

践を開始する。という事業内容を考えております。オ「基本的生活習慣の確立及び食

育を推進する。」事業内容の（ウ）や（エ）に特に重点を置いていきたいと考えてお

ります。（ウ）小学校体育活動において「地域スポーツ活動推進事業」の専門講師を

活用し、運動に親しむ児童を育てる。（エ）運動部活動への外部講師を積極的に活用

する。体力アップアドバイザー事業等々でございます。１８ページをお願いいたしま

す。カ「『全国体力・運動能力・運動習慣調査』の分析結果をもとに、田川市ぐるみ
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で『体力・運動能力向上』に努める。」この事業内容の一つとして（ア）で挙げてお

りますスポコン広場に挑戦することを積極的に広めていきたいと考えております。ま

た（イ）に挙げておりますように田川市版の「ウォーミングアップ運動」（サーキッ

トトレーニング）に全市的に取り組み、基礎運動能力を高めることに取り組んでいこ

うと思います。キ「いじめを許さない学校文化を構築する。」事業内容といたしまし

ては、（イ）に挙げております「田川市いじめ問題対策連絡協議会」等の開催により、

市としてのいじめ問題対応の組織的取組を行っていくという事業内容でございます。

ク「郷土を愛する心『郷土愛』を育成する。」では、１９ページの上にあります（ア）

として田川に生まれ育ったことに誇りを持ち自分を成長させる力を育む「田川みらい

学習」の本年度もさらなる推進、充実をということで取り組んでまいります。ケ「田

川市立教育研究所の機能の充実を図る。」まず、（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。」ことに取り組んで機能強

化を図ってまいりたいと考えております。１９ページの下段、⑵のア「安全・安心な

給食を提供するとともに食育の推進を図る」２０ページの上段に挙げております３

点、食育研修会の開催、栄養教諭による食育指導の充実、個別的な相談事業を実施、

安全・安心な給食実施のための学校給食推進委員会の開催等を考えています。イ「不

登校・問題行動等を解消する取組を強化する」これにつきましては、スクールソーシ

ャルワーカー３名を配置し、また子ども支援準備室とも連携を取りながら本質的な課

題解決の方策を探っていきたいと考えております。ウ「土曜数学・英語まなび塾のさ

らなる拡大と内容充実をめざす」これにつきましては、事業内容は記載しているとお

りでございます。２１ページをお願いいたします。エ「特別支援教室の充実を図る」

これにつきましても、本年度も引き続き２４名、平成２９年度も２４名の特別支援教

育支援員による支援の充実を図り、そして一人ひとりに応じた支援のあり方等を研修

も含めて充実してまいりたいと考えているところでございます。オ「児童・生徒の地

域での居場所づくりを支援する」これにつきましては、放課後児童クラブにおける学

習支援事業でございます。カ「ＩＣＴ教育環境の計画的な整備を図る」これにつきま

しては、（ア）に挙げておりますように、田川市ＩＣＴ推進本部会議を開催し、年次
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計画の中で環境整備、計画的な研修等も行っていこうと考えているところでございま

す。次に⑶のア「福祉行政との連携を強化しながらすべての子どもの自立支援を推進

する」でございます。これにつきましては、（イ）で「自立支援室(仮称)」と書いて

おりますが、子ども支援準備室の設置のための必要な所掌事務ということで、平成 

２９年度から始まっていくということでございます。イ「情報化社会や国際社会に対

応する能力を育てるＩＣＴ教育を推進する」これにつきましては、ＩＣＴ機器を活用

した学習、教育研修、効果検証を図りながら、さらに次年度の活用を図っていくとい

うことを挙げています。２３ページにウ「地域社会に主体的に参画する子どもの育成

をめざす」ということで、地域のよさに気付く子どもたち、誇りに思う子ども達を育

てていくという事業内容を挙げております。エ「地域のよさや特色を取り入れた教育

活動を推進する。」これにつきましては、事業内容（ア）（イ）（ウ）の３つを挙げてい

るところでございます。つづきまして、オ「保・幼・小の連携及び小中の連携の強化

を図る」でございます。これについても、地域の子ども達、保幼小中との連携を図っ

ていくということを挙げております。２４ページをお願いします。カ「福岡県立大と

の連携をさらに強化する。」平成２９年度は大藪小学校、田川中学校をモデル校とし、

交換留学生の活用による国際理解教育を展開していくということを考えています。キ

「青山学院大学との連携を強化する」これについては、先程、言いましたように英語

の研究協力校ということで大藪小学校、田川中学校を指定いたしまして一貫プログラ

ムや副教材の開発、また青山学院大学の教授、准教授による教職員を対象とした英語・

外国語教育研修会、ホームステイ活動を実施するということを考えております。２４

ページ下段のク「田川市中学校生徒会サミットの活動をさらに充実させる」というこ

とを挙げています。３年目に入ります平成２９年度は、さらに中身を充実させていこ

うと考えているところでございます。最後にケ「地元企業の科学研究所と連携協定を

結び、科学教育を推進する」これについては、科学的な自由研究を体験し、研究成果

をまとめ、発信する田川科学体験塾（仮称）を実施するという計画で挙げております。

学校教育課は以上でございます。 

○教育研究所長 それでは、教育研究所の来年度の施策方針を述べさせていただきま

す。学校教育課施策及び事業をもとに具体策を出しております。研究所は２７ページ

から３３ページまで掲載しておりますが、まず２８ページ、重点施策の⑴「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」のア「学力向上
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を中心に教員の指導力のさらなる向上を図る」ために来年度は三つの事業を行いま

す。一つは、教職２年目の教員を対象とした委嘱研究員研修会、それから二つ目は小・

中学校で教科領域別に分かれて２０部会で構成する田川市教科等研究会、これは理論

研究や授業実践を行い、子どもの主体的、協働的な学び、いわゆるアクティブ・ラー

ニングを取り入れた授業ですが、この研究会を通して学力の向上を目指していきたい

と思っています。三つ目は主として夏休みに教員の指導力、技術力を高めるために実

施する研究サークルの事業です。積極的に参加していただいて、いずれも成果が出る

ように目標値を１００％に設定しております。次に２８ページ、下の（イ）「学力向

上研修会及び教育研究発表会の事業の推進」ですが、本年度より学力向上アドバイザ

ーとして隂山英男先生、小河勝先生を講師としてお招きして各種研修会、講演会等を

実施しておりますが、来年度もその事業の運営、それから補助を学校教育課と一体と

なって推進していきたいと思っております。また、夏休みに実施している教育研究発

表会では、平成２９年度は今、田川市がＩＣＴ教育の推進を進めておりますのでＩＣ

Ｔ教育に関連した講師を招聘して講演になるかパネルディスカッションになるか、そ

こは検討中ですが、いずれにしても先生方がＩＣＴ機器を効果的に活用できるように

学んでいく機会になればいいなと考えております。それから２９ページ（ウ）「研究

実績の普及・公表 教育論文に関する事業の推進」では、まず「田川市教育論文」の

募集を３月、「ふくおか教育論文」の募集を翌年の９月に応募します。これはあくま

でも教員の専門性を高めるためのものですが、応募者はここ数年、定着しておりまし

て、田川市教育論文の応募者は管内では１位、トップに位置付いております。今年度

は３１点応募がありましたが、来年度も３０点前後あるいは３０点以上を目指してお

ります。次に３０ページ、（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の推進」では、この機関が主催、共催する研修会や研究会等があ

りますが、田川市もこれには積極的に関わっていき実践発表者や多くの先生方に参加

を募っていきたいと思っています。また、筑豊教育事務所で行われている教育実践研

究に関わる研修会では教職経験４年目の教員、それから講師等授業力アップ講座で教

職経験５年以内の若年常勤講師を対象に、これも積極的に参加するように進めてまい

りたいと思っています。それから３０ページ下段、イ「基本的生活習慣の確立及び食

育を推進する。」ために来年度も基本的生活習慣と規範意識に関する実態調査を行っ

て、学校や家庭での教育に役立ててもらい学力向上につなげていきたいと思っており
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ます。この調査は、昨年度から平成２７年、２８年、２９年の３年間で行っておりま

すので本年度は２年目ですが、来年度が最終調査になります。最後に３１ページ上段、

重点施策の⑵の「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」のア

「不登校・問題行動等を解消する取組を強化する」ために適応指導教室での学習体験

や体験活動等の充実をさらに図って、在籍校との連携を密にしながら児童・生徒の学

校復帰に努めてまいりたいと思っております。また、来年度も３名のスクールソーシ

ャルワーカーと早期発見及び早期対応についての協議や指導対策を話し合って解消

に努めていきたいと思っています。以上ですが、それから３３ページに継続課題及び

その関連事業として三つ挙げております。これは昨年と同じですが、一つは夏休みの

児童生徒の自由研究展の実施、これも今後ずっと市民会館で実施するように考えてお

ります。二つは資料センターとしての充実です。今年もかなり隂山メソッド、それか

ら小河式の実践、あるいは、いじめ、不登校等の図書をたくさん購入しておりますの

で、田川市教育課題に活用・利用していただきたいというふうに思っています。三つ

目は各学校における研究活動の支援に積極的に関わっていきたいと思っています。以

上でございます。 

○教育総務課長 つづきまして、教育総務課に係ります施策及び事業につきましてご説

明申し上げます。資料の３４ページをご覧いただきたいと思います。まず施策方針で

すが、学校施設は、昭和４０年代から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、近年増加傾向にあります非常災害時には地域住民を受

け入れ、避難場所として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

は子ども達をはじめ、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が必須

であると考えております。そこで、今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いたしております。２で重点施策とその具体化につい

て記載してございます。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。」としておりまして、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」ということで今回２点具体化しております。まず一点
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目が「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整備を行

う。」といたしておりまして、小学校施設長寿命化改修年次計画、これは平成２７年

度に策定いたしておりますが、当該計画に基づきまして、平成２９年度におきまして

も小学校のトイレ改修設計、工事及び外壁改修設計に取り組みたいと考えておりま

す。目標の設定は平成２９年度分の事業を１００％完了するというものでございま

す。つづきまして、２点目でございます。「障害のある児童・生徒が転入学等する際、

学校施設の現況並びにその障害の状態及び発達の段階や特性等に応じ、適宜施設のバ

リアフリー化を行う。」ということでありまして、目標といたしましては「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る。」というものでございま

す。３６ページをご覧いただきたいと思います。こちらには、当課所管分の継続課題

及びその関連事業について２点記載してございます。１点目が「児童生徒等の安全確

保」、２点目が「学校施設の有効活用」についてでございます。詳細の説明につきま

しては割愛させていただきます。以上です。 

○推進室長 つづきまして、学校再編・中学校給食推進室でございます。まず、施策方

針でございます。３７ページをお願いします。平成２９年４月から猪位金学園を除く

市内全中学校においてランチボックス方式での完全給食を実施します。よって本室の

事務分掌は「中学校再編に関すること。」のみでございます。これは市の教育委員会

だけでなく、本市のまちづくりにも関わる重要かつ極めて大きな課題でございます。

昨年８月に田川市新中学校のあり方に関する審議会から答申を受けまして、現在、具

体的な教育環境の整備について検討を行っております。校区・学校の再編は、市教育

委員会の重点施策のひとつ「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。」ものであり、早期に実現すべきものであります。しかしながら、より多くの

方々に賛同いただけるものにする必要があるため、慎重に検討を行い、住民説明会を

行った上で新中学校創設基本計画を策定したいと考えております。次に３８ページに

重点施策とその具体化について記載をしております。よりよい教育環境整備をめざし

た中学校再編の推進を図ることでございまして、目的はそこに記載のとおりでござい

ます。目標といたしましては、「(ア)小学校校区ごとに『新中学校創設基本計画（案）』

について住民説明会を開催する。(イ)市議会の同意を得た上で、基本設計及び実施設

計の予算を計上し、業者選定をめざす。」としております。次に３９ページでござい

ますが、継続課題及びその関連事業でございます。新中学校の適正規模や適正配置に
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ついては、住民説明会を通して十分な理解を得て行く必要がございます。また、環境

整備については、市長事務部局と十分協議を重ね、住民に対しての説明を果たしてい

く必要があり、そのうえで「新中学校創設基本計画」が策定されますが、早急に「開

校準備協議会（仮称）」を設置する必要があると考えております。以上で説明を終わ

ります。 

○文化生涯学習課長 つづいて、文化生涯学習課の施策方針についてその概要をご説明

させていただきます。なお、生涯学習事業につきましては私の方から、文化事業につ

きましては森本企画官の方から説明させていただきます。４０ページをお願いいたし

ます。まず、施策方針ですが平成２８年度からスタートしました第５次総合計画の後

期計画に合わせまして、「市民の豊かな心と創造力を育む」を目標理念とし、推進す

ることとしております。４１ページに記載のとおり、⑴「いつでもどこでも学べる生

涯学習環境をつくる。」から⑺「歴史を受け継ぐ文化遺産を保護・活用する。」までの

７つを重点施策に掲げております。４２ページをお願いいたします。重点施策とその

具体化でございます。⑴「いつでもどこでも学べる生涯学習環境をつくる」では、ま

ず、アの「生涯学習の環境づくりに努める」こととしております。地域コミュニティ

を中心的組織である校区活性化協議会の活動支援を通じて住民が自ら考え、自らの手

で創意と工夫に満ちた地域活動を展開し、活力あふれる「生涯学習まちづくり」を目

指すこととしております。次にイの「市民ニーズに応じた学習機会の充実を図る」で

は、生涯学習推進の拠点である市民会館と地域住民の学習の場である地区公民館との

連携をして、「いつでもどこでも学べる生涯学習環境をつくる」を理念に各種事業を

推進することとしております。４３ページをお願いいたします。⑵「社会全体で子ど

も達を守り、健やかに育む環境をつくる」では、まず、ア「地域が連動した青少年健

全育成体制の充実を図る」こととしております。関係機関や団体との連携を深め、地

域住民等の協力を得ながら、学校、家庭、地域が一体となって子ども達の安全確保と

健全育成を図ることとしております。次に、イ「家庭教育の充実に努める」としてお

ります。関係機関等と連携し、保護者の育児力を高めるための学習の機会や情報の提

供を行うこととしており、講座の内容の見直しや家庭における性教育の実態につい

て、県立大学と共同をして研究を進めていくこととしております。４４ページをお願

いします。⑶「生涯にわたり楽しめるスポーツ活動を充実する」では、まず、ア「社

会体育施設の整備充実を図る」としております。老朽化した施設を計画的に改修・改
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善を行うことや体育施設の効果的で効率的な施設運営を行うことでスポーツ環境を

整備し、スポーツ活動の充実を図っていくこととしております。次に、イ「市民ニー

ズに応じたスポーツ活動に努める」では、スポーツ推進委員等の人材を活用してスポ

ーツ体験教室を行うこと等により、市民が「いつでも、どこでも、いつまでも」スポ

ーツを継続的に親しむことができる環境づくりを目指すこととしております。４５ペ

ージ、中段のウ「東京オリンピック・パラリンピック開催に伴うスポーツの活性化に

努める」では、オリンピック等事前キャンプ地を誘致し、トップアスリートと子ども

達との交流事業等を通じて、スポーツに親しむとともに運動や健康づくりへの関心を

高めることとしております。⑷「互いの人権を尊重する地域社会をつくる」では、ア

「人権尊重理念の共有化を推進する」としております。人権同和教育講座の実施等を

通じて、「同和問題をはじめとする様々な人権課題について、市民一人ひとりが正し

く理解し、自らの生き方に関わる事柄として受け止めることができるようにする。」

としております。４６ページをお願いいたします。イ「男女共同参画社会の形成促進

に取り組む」では、人権・同和対策課（男女共同参画センター）と連携して男女参画

をテーマとした人権・同和教育講座、これは、出前講座を実施することで女性も男性

もお互いにその人権を尊重しながら、責任を分かち合い、性別に関わりなく、その個

性と能力を十分に発揮できる市民社会の実現を目指すこととしております。最後にな

りますが、継続課題やその関連事業については、公民館・スポーツ係、学習振興・人

権教育係別に５２ページから５４ページにかけて記載をしておりますのでご参照く

ださい。以上で生涯学習事業に関する説明を終わります。 

○文化生涯学習課企画官 それでは、文化事業についてご説明いたします。４０ページ

をお願いいたします。⑵文化事業につきましては、学校、家庭及び地域の場において、

より多くの市民に優れた芸術文化、伝統文化に接する事、関心を持ってもらうこと、

文化活動に参画できるような機会を拡充していくことに努めることとしております。

さらに、先人たちの努力によって培われてきた貴重な文化遺産や地域の歴史を受け継

ぎ、大切に守り育て、次世代に伝えていくとともに、ふるさとを愛する心を育んでい

くこととしております。４２ページをお願いいたします。⑴「いつでもどこでも学べ

る生涯学習環境をつくる」のところでウ「図書館の整備充実を図る」です。幅広い分

野の情報を集め、それを利用しやすい形で提供することで、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
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い、本・人・文化がつながるように努めることを目的に子どもに対する読書対策等、

各種事業を推進することとしております。４６ページをお願いいたします。⑸「豊か

な心を育む芸術文化活動を支援する」のところで、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ことを目的として市

民文化祭等、各種事業を推進することとしております。４７ページをお願いいたしま

す。イ「美術館の整備充実を図る」です。田川市美術館では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ことを理念に企画展事業

等、各種事業を推進することとしております。４８ページをお願いいたします。⑹「幅

広い地域間交流を進める」のところで、ア「ふれあい交流活動を推進する」です。こ

こでは文化、歴史等地域性を生かした交流企画を推進し、地域や世代を超えた交流機

会の拡大を図ることを目的に図書館、美術館、石炭・歴史博物館が各々の企画情報を

共有し、地域からの文化発信力を強化するとしております。４９ページをお願いいた

します。イ「国際交流を推進する」では、石炭・歴史博物館が中心となって、ユネス

コ世界記憶遺産「山本作兵衛コレクション」をはじめとする本市の炭坑文化を世界に

発信し、炭坑をテーマにした国際交流を実施することとしております。⑺「歴史を受

け継ぐ文化遺産を保護・活用する」のところで、ア「石炭・歴史博物館の整備充実を

図る」では、「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、活

用策を図ることとしております。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、研究成果を広く市民へ還元す

ることにしております。５０ページをお願いいたします。イ「文化財の保存と活用に

取り組む」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

努めることとしております。また、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、普及を図るということにしております。５１ページをお願いします。「国

史跡指定への推進」につきましては、日本の近代化に多大な貢献を果たしました筑豊

の中核という価値を評価して、伊田竪坑及び伊田斜坑を含む一帯の保存活用を図り、

国、県及び関係市と連携して国史跡指定を目指していくこととしております。継続課
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題及びその関連事業につきましては、５４ページから５５ページまで主要事業を記載

しておりますので、あとでご覧になっていただけたらと思います。以上でございます。 

○教育長 今、平成２９年度の教育施策の方針と重点施策等の説明がありましたが、質

問、ご意見等ございませんか。 

○毛利委員 ２、３点あるんですが、これは意見ですけど、例えば１５ページの下のと

ころに「学力向上を中心に教員の指導力のさらなる向上を図る」というところの一番

下に「アクティブ・ラーニング」という言葉がありますね。今年の２月に次の指導要

領というのが中身が出ましたよね。その中で「アクティブ・ラーニング」という言葉

はもう消えたんですよ。 

○学校教育課長 「あえてそこは使わずに」ということで、それに替わる言葉として主

体的・対話的で深い学びという文言に置き換えられていますけれど、主旨としては、

新しい指導要領の中にも生かされていると認識しております。 

○毛利委員 はい、そのとおりです。先生方の誤解を招く可能性があるということで文

部科学省が外したということですから、将来にわたっても外していくだろうと思いま

すが、使うとしたら、どんなところに誤解があるのかということをきちんと先生方に

指導なりお知らせをする必要があるのではないかと思いました。 

○学校教育課長 単なる活動だけを組み入れておけばアクティブになる、表現活動だけ

すれば、という誤解もアクティブという言葉から受けやすい事情等がございますの

で、先程、言いましたようにアクティブという形ではなく、実質、中身でどうなのか、

教科等研の中で教科の本質に迫ったような部分を含めまして学びの部分を深めてい

ければと思っているところです。ありがとうございます。 

○毛利委員 １７ページ下段に朝食摂取率の３％アップを目標とするとありますが、平

成２８年度がここに書かれている数字で、前回、平成２７年度の摂取率は小学校９３．

６％、中学校８７．２％だったので、相当落ちているんですよね。だから落ちた原因

というのはなんだろうかと。中学生は卒業して６年生は入学するし、小学校１年生と

中学１年生の差が出たのでしょうか。それにしては、ちょっと大きいなと思うのです

が。 

○学校教育課長 「いつも食べている」、「だいたい食べている」、「あまり食べないこと

が多い」、「ほとんど食べないことが多い」という４段階か５段階であったと思います。

その中で、「いつも必ず食べている」というのが、この８３．７％だったと思います
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が、数字的な部分は再度自分の方でも確認させていただきたいと思います、少し私自

身も確認が足りなかったかと思います。 

○教育長 低すぎる。おかしい。どのようにして出したんですか。 

○学校教育課長 これは、担当から数字を出してもらったので確認させてください。 

○毛利委員 もう一点３１ページの教育研究所のところで、これの１番上に「朝食の摂

取率」って書いているんですね。だからこの数字とここの数字が合わないですね。そ

れで調査方法か情報が違ってたのかなと思いながら、見たんですが。そこはちょっと

確認した方がいいのではないかなと思いました。 

○教育研究所長 これは研究所で今年、調査したところで、「毎日食べる」、「時々食べ

る」を合わせた数なんです。それが９２％で、中学が８９％です。４段階あったうち

の二つを合わせたものです。そこは、学校教育課と打合せができていませんでした。 

○毛利委員 そうした方がいいんじゃないですか。打ち合わせたほうがいいかなと思い

ます。 

○教育長 研究所長、これは全学年への調査ですか。 

○教育研究所長 小学校４年生と６年生が対象です。 

○教育長 そのあたりも明記しておかないとこれは誤解されます。 

○教育研究所長 そうですね。中学校は２年生が対象ですので。言葉足らずでございま

した。 

○教育長 引用するときは整合性とかありますから、気を付けてください。 

○教育研究所長 申し訳ございませんでした。 

○毛利委員 以上です。 

○星野委員 研究所長におたずねします。１６ページの（ウ）の「田川市教科等研究会

における各教科領域の公開授業研究の充実（アクティブ・ラーニング）を図る。」と

ありますが、この公開授業というのは今後どのくらい、いつぐらいに予定されてるん

でしょうか。 

○教育研究所長 公開授業ですか。これは小中で２０部会あるんですね。教科領域、領

域と言ったら道徳とか総合的な学習の時間等がありますが、年３回、教科等研究会全

体３回あるんですね。その教科が小学校、中学校でそれぞれ４回から５回実施すると

ころもありますが、一応、２学期から３学期初めにかけて各教科別で授業研究するん

ですね。部会の先生方が行って、その授業を見て、そのあと授業の協議会等を行うん
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ですね。そういう形で流れています。 

○教育長 小学校の算数とか中学校の数学とか英語とかそれぞれが自分達で教科の先

生が集まって授業研究をする日にちが決まるのでバラバラです。 

○星野委員 これは公開授業というのは先生方向けということですか。 

○教育長 教職員の部会の中学校社会科なら社会科の部会の先生達の公開授業とそう

いう意味です。 

○星野委員 それにアクティブ・ラーニングがテーマでということですね。ありがとう

ございます。 

○毛利委員 教育総務課の３５ページのアで小学校の年次計画として、「トイレ改修設

計、工事及び外壁改修設計」と書いていますが、昨年度の計画に小学校２校の改修設

計に取り組むという言葉が入っていたので、昨年、取り組んだら今年は改修を行うと

思っていたのですが、今年もトイレ改修の設計という言葉しか入ってないのですが、

改修するのは今年は延期したんですか。 

○教育総務課長 こちらは３月補正の際の議案の中でご説明したかと思いますが、平成

２８年度の設計分は国の補助金が採択されましたので、平成２８年度の３月補正で対

応したうえで繰越をし、平成２９年度の夏休み期間中に実施をすることにいたしてお

ります。 

○毛利委員 はい、ありがとうございました。 

○教育長 私の重点施策の中に入れればよかったと今考えているんですが、子ども達に

早くから生の音楽に触れさせたいということで、久保さんの尺八や木村厚太朗さんの

バイオリン、それから今度は加治教育委員のチェロと、そういった子ども達との実際

の触れ合いは引き続き来年度も行っていくのですが、前に提議のあった合唱オリンピ

ックについても学校教育課や文化係等と連携して策を練っていきたいと思います。た

しかに各学校ともいろいろなことを行っているので、何か削ったり、どこかと統合し

たりという工夫は必要とは思いますが。その辺りは重点施策には入れておりません

が、子ども達の豊かな心や感性を育てることも、また、とても大事だと思います。こ

れだけを見ると学力だけに特化されてしまっているように誤解を受ける面があるか

もしれないと思ったので、付け加えさせてもらいます。 

  他に何かお気付きの点がありましたらお願いします。 

○毛利委員 先日、宮若市の中学校に視察に行った際、ホールに子ども達のスポーツで
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の順位、例えば走り幅跳びの１位から３位まで等を掲示していました。これは、励み

になるなと思いながらずっと見ていました。田川市の各学校では見たことがないと思

いますがどうなんでしょうか。昔は期末試験の成績等が１００位ぐらいまで貼り出し

ていたのですが、それは、ちょっとどうかなとは思いますが、スポーツの上位何人か

を発表するぐらいは、励みになっていいのではと私は思いました。それと同時に研究

所が開催している夏休み作品展等の中で、金賞や銀賞等を作って、例えば１年生でこ

れが金賞とか、２年生は金賞はいなかった等があると励みになるかと思いました。た

だ、意見です。 

○学校教育課長 １８ページに記載しております「『全国体力・運動能力・運動習慣調

査』の分析結果をもとに、田川市ぐるみで『体力・運動能力向上』努める」の中で一

項目挙げておりますスポコン広場というものがございます。これは今、インターネッ

ト上で行われているもので、縄跳びや馬跳び等いろいろな子ども達が楽しめる種目が

あって、登録さえすれば自分の学校は何位かということが出る仕組みになっていま

す。例えば、県下の○○小学校５年１組は何秒等の記録が出ます。スポーツテスト等

の結果も取組の一つになりますので、そういったことをどんどんやっていきながら、

「よし、自分たちは、もう一度登録しなおして１位を目指そうと」か「３位を目指そ

う」とか、そういう刺激を与えていくということが、子ども達の意欲向上につながる

のではと思っています。また最近では、田川市内の小中学校でも読書や漢字のコンク

ール等をして、ある一定の領域に達したら、賞状がもらえるとか何か表彰を受けられ

るとか、そういった形でいい意味での競争刺激を与えながら働きかけていくという教

育活動は非常に大事なものだと思っておりますので、職務代理にいただいたご意見も

含めまして、今後、子ども達が励みにしてがんばることができるような環境をつくる

ように、現場と共に考えていきたいと思っております。 

○教育長 付け加えますが、弓削田小等では漢字コンクール等で１００点満点を取った

児童に終業式で校長がみんなの前で賞状を渡しています。そういったことが、だんだ

んと行われてきています。がんばった子には、みんなの前でがんばったことを見せて

いく、それはスポーツ面でもそうだし、多様な面でもそれをやれば、いろいろな形で

子ども達の特性、個性を生かして、その子の良さを評価していくことができます。そ

のためにみんなで工夫をしていくことが大事なので、その辺りを試みてほしいという

ことを校長会等で私からも伝えます。 
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○教育研究所長 研究所の自由研究展でも子ども達の関心が高まっており、出点数が増

えています。今、職務代理が言われたように、やはり何かの評価をしたらいいと思い

ます。県の科学展に今年度出したら、優秀賞、優良賞のランクがある中で田川市の数

名の子どもが優良賞や佳作等に入りましたが、やはり市内でも金銀銅賞等をつくる

と、また、切磋琢磨をして子ども達がいい作品づくりに取り組むのではないかと、今、

考えました。 

○教育長 夏休みの作品展では科学論文というか研究が多いです。猪位金の企業のほう

に研究所があるので、そこで事前の基礎研究の講義等してもらって、その後、研究論

文ができあがったら発表なりをして、そこで評価をする。予算を伴うことは、少し難

しいかもしれませんが、研究で終わりではなくて、「どこが良くて、次の課題は、何

なのか」というところも指摘してもらいながら、やはり優れた研究には、なにがしか

の評価をしてもらうという工夫も、今後、進めていきたいと考えています。 

○加治委員 今のお話ですが、いろいろと研究したものを提出するというのも、かなり

親が手伝ってあげなければいけないというところが、現状としてはあるような気がし

ます。だから、いろいろと参加をするというのは、やはり親がそれを手伝って一緒に

やってあげられる環境にある子だからできるというところがあって、その子たちに対

する評価は必要だとは思います。ただ、やはり一番自然なのは、学校の中で本当に何

もない状態、例えば同じ状態で走って、「この子が一番早い、この子はこれが一番得

意なんだ」という評価を出してあげることというのは、一番、身近ですごく大切な事

だと思います。インターネットも今すごく発達していて、それを活用して研究作品展

等に自分たちの学校が参加していてもそのクラスの中にも温度差があると思います。

すごく興味を持って参加する子もいれば、ただなんとなく参加する子もいて。だけど

個人個人でしていることで得意なことを何かを認められるというのは、子どもにとっ

て一番の励みになるし、周りの子どもも「○○君はそんなにできるんだ。」と思うで

しょう。だから順位をつけてはいけないという教育は、今はすごく多くなっているの

かもしれませんが、ある意味それは大切だと思うんです。結局、受験にしたって何に

したって点数が足りなければ入れないという、やはり点数社会だったりもするわけで

すから、順位について全員の公表はしなくても上位の子を公表するのはいいと思いま

す。私も宮若市へ見学に行った際にそういうものが、自然に廊下に貼られているとい

うのは、やっぱり、これは大切な事だとすごく思いました。そのためには、まず、保
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護者の方のそういう事に対する理解から入っていかなければとは思います。今のご両

親たちについてモンスターペアレンツ等という話も聞きますが、その辺りをきちんと

説明すれば、理解していただけるでしょうし、やはり大切なことなのではないかと思

います。 

○教育長 それについて私が思うのは、その評価をするために、また、時間を使うとな

ると大変なので例えば５、６年生が校内陸上記録会をすると走り幅跳びや１００メー

トル走をしますね。その中でがんばった子のタイムと名前を掲示する。それと全国体

力テストの結果を公開する。そうすれば平等に全員が参加して、うちの学校だけとか

一つの学校だけとかではなくて、各学校でやっていこうとなれば、そこから子ども達

の励みになったり、いろいろな多様な子どもの良さとか個性がお互いの刺激になった

りする。そこは早速、来年度に向けて校長会等で、また学校教育課と相談してやって

いきたいと思います。 

河底委員、他に何かないですか。 

○河底委員 ありません。 

  では、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ありません

か。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。日程第２ 議案第６号「平成２９年度教育施策方針につい  

 て」は、可決といたします。 

次に移ります。日程第３ 議案第７号「田川市奨学金給付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。 

○学校教育課長 日程第３ 議案第７号「田川市奨学金給付条例の制定について」ご説  

 明いたします。本案は、平成２９年４月から給付型奨学金制度を実施するにあたり、

新たに条例を制定しようとするものでございまして、田川市教育委員会事務委任及び

臨時代理規則第２条第１０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。資料２枚目をお願いします。これまで田川地区におけるあらたな奨学金制度につ

いては、昨年１０月に田川地区中等教育環境整備検討委員会において、また、１１月

には、田川地区広域政策協議会において、それぞれ制度の概要が決定、そして了承さ

れたことを受けまして、田川地区の各市町村奨学金事業担当者を中心に条例案のとり

まとめを行ってまいりました。この条例案の制定でございますけれども、各市町村ご
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とに中身は同じ条例案をそれぞれの市町村で議決いただくということで作成している

ところでございます。この条例案の主な内容は、一点目に、受給資格に関することで

ございます。二点目に、奨学生の選考委員会の設置に関すること、三点目に、施行日

を平成２９年の４月１日にすることでございます。この条例につきましては、学業成

績が優秀であるにも関わらず、経済的な理由により修学が困難な者に対し奨学金を給

付することで、次代を担う有用な人材の育成を図り、教育の機会均等及び地域の発展

に寄与するという効果を狙っての条例でございます。それでは、２枚目の資料の第２

条、受給資格について説明をいたします。そこに挙がっておりますとおり、まず、受

給資格の一点目としては、本人又は本人の生計を維持する者が市内に住所を有してお

り、かつ、奨学金の給付を初めて受けようとする年度の初日の前日まで１年以上、田

川市郡に住所を有していることとなっております。つまり、１年以上田川市郡にいな

いと申請も受給もできないということになります。２点目は、初年度において大学の

第１学年、高等専門学校の第４学年又は専修学校専門課程の第１学年に在学をしてい

るこということでございます。３点目に、初年度の初日において２４歳に達していな

いということが条件の一つとして上がっております。４点目が、学業成績が優秀であ

ること。５点目が、経済的な理由により修学が困難な状況であるということ。６点目

が、税金等の滞納がないということが、その受給資格として挙がっているところでご

ざいます。第３条に奨学金の額等が挙がっております。入学支度金が１０万円、修学

資金として、月額２万円ということでございます。４条、５条等につきましては、修

学資金の給付とか選考委員等についての部分でございますので重要な案件、２条と３

条についてのみご説明させていただきました。以上、ご審議お願いいたします。 

○教育長 給付型の奨学金の条例についての説明がありましたが、ご質問、ご意見等ご

ざいましたらお願いします。 

  ないようですので、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

  異議なしと認めます。よって日程第３ 議案第７号「田川市奨学金給付条例の制定

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４ 報告第１号「指定管理者の指定について」を議題としま

す。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 それでは、日程第４ 報告第１号「指定管理者の指定について」
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ご説明いたします。本案は、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

定に基づきまして、田川市市民プールの指定管理者の指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。まず、管理

を行わせる公の施設でございますが、「田川市大字伊田２７４５番地２ 田川市市民

プール」でございます。指定管理者となる団体は、「田川市大字伊田２５５０番地の

１ 特定非営利活動法人田川市体育協会 代表者 香月泰比古」、指定の期間は、「平

成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで」でございます。なお、本件は、議

会の議決事項であることから、現在開会中の３月議会において上程をいたしまして、

３月２日の本会議におきまして、提案のとおり議決をされております。なお、別紙１

には指定管理者に選定された選定結果についての通知書、裏面別紙２につきまして

は、指定管理者の候補者選定結果表を添付させていただいております。以上で説明を

おわります。 

○教育長 ご質問、ご意見等ございませんか。 

  ないようですので、日程第４ 報告第１号「指定管理者の指定について」は承認す

ることとします。 

次に移ります。日程第５ 事務報告「教育部にかかる組織の一部見直しについて」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育総務課長 それでは、日程第５の資料の表紙をめくっていただきまして「教育部

にかかる組織の一部見直しについて」をご覧ください。中学校給食及び給食費の公会

計方式の開始にあわせまして、学校給食に関する事務を一元的に処理する部署とし

て、「学校教育課」内に「学校給食係」を設置するということでございます。また、

この「学校給食係」の設置に伴いまして、「学校再編・中学校給食推進室」を「新中

学校再編推進室」に名称変更し、中学校再編に特化した部署とするということでござ

います。さらに、子どもの支援等にかかる本市の中核的役割を担う「子ども支援室」

の早期設置を目指した準備組織として、「学校教育課」に「子ども支援準備室」を設

置するというものでございます。中段に見直し前の教育部の組織機構図、下段に見直

し後の組織機構図をそれぞれ付けております。実施につきましては、平成２９年４月

１日付けということでございます。以上で説明を終わります。 

○教育長 ご質問、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６ 事務報告「学校給食係の設置について」
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を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長 学校給食係の設置について事務報告をさせていただきます。資料の２

枚目をお願いいたします。先程の組織の一部見直しの中でありましたとおり、学校教

育課は、これまで１課１係でございましたが、新たに給食係を設けるという形の組織

になります。所掌事務につきましては、学校給食の公会計課に関すること、学校給食

の管理運営に関すること、学校給食施設の維持管理に関すること、給食の衛生管理に

関することでございます。２ 学校給食費の運用についてということで、給食費の月

額は小学校４，０００円、中学校４，６４０円、それから学校給食費の納入方法です

が、公会計化になった場合の納入方法としては、金融機関の口座振替をお願いすると

いう形になります。３枚目をお願いいたします。学校を欠席した場合や学級閉鎖等の

場合、これにつきましては、５日前までに連絡があれば学校給食費は徴収しないとい

うこと、それから臨時的な休校で給食を食べなかった場合についても請求しないとい

うようなことを考えております。予算につきましては、そこの表に挙げておりますと

おり、歳入、それから歳出の分を挙げているところでございます。４ 公会計化に関

する今後の予定といたしまして、システム業者との契約を１１月に結び、そして１月

には給食費の徴収規則を整備いたしまして、業者等への説明、それから最後のページ

になりますが、口座振替依頼を３月中旬以降、保護者にお願いし、そして４月から公

会計を開始していくということになります。後ろに添付しております資料の２枚につ

きましては、田川市の学校給食費徴収規則でございます。先程、言いました市として

どのように給食費を徴収していくのか。そういう規則を定めたものでございます。給

食費の額とか日割り計算の分とか納付等について定め、それに基づいて学校給食係が

徴収を行っていくということでございます。以上でございます。 

○教育長 学校給食係の設置についての説明がありましたが、ご質問、ご意見等ござい

ませんか。 

  では、ないようですので次に移ります。日程第７ 事務報告「子ども支援準備室の

設置について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長 先程の中で学校教育課の中に「子ども支援準備室」を併せて設置する

ということが、ありましたけれどもそれについてのご説明です。少し時間をいただく

ことになりますが、読んで提案させていただきたいと思います。１ 背景、子どもが

０歳から１８歳になるまでの間、各機関が健全育成に向けた事業をさまざまに行って
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おりますが、各機関が支援事業を行うにあたって得た、その子に係る情報等について、

他の機関と共有できる形となっていないため、結果、切れ目のない包括的な支援をそ

の子に対して行うことができないといった問題が、近年、解決すべき課題として全国

的に取り上げられております。本市におきましても、厳しい家庭環境の子どもが増加

し、学校現場において、「学力の二極化」「不登校・高校中退」「生徒指導上の問題」

等の課題がございます。これらの課題を根本的に解決していくためには、「厳しい家

庭環境の子どもや発達上の課題を持つ子どもへの支援」が不可欠でございます。この

ため、経済状況・家庭環境に左右されず、すべての子どもの社会的自立と社会参画を

保障するまちづくりを進めていくために「よりよい教育環境の整備充実」「強い絆で

結ばれた地域共同体づくり」「地域の子どもを地域で育てる体制づくり」を学校・家

庭・地域・行政が一体となって進めていく必要がございます。２ 本市の取組み、本

市においても、平成２８年３月に策定いたしました「田川市教育大綱」における学校

教育の施策方針の中で、「保幼・小・中・高・大と学校・家庭・地域・行政が連携し

た学校支援組織の結成を支援すること」、「保幼・小・中の連携を一層進め小一プロブ

レムと中一ギャップの解消を図ること」及び「子ども達を０歳から１８歳まで見守

り・育成・自立させるために、学校教育と福祉行政の連携を強化すること」を掲げて

おります。また、これに併せ、平成２８年７月６日付けで「田川市教育福祉連携会議」

を設置し、市民の０歳から１８歳までの教育福祉分野における切れ目のない包括的支

援等のあり方について、模索・検討しているところでございます。以上のことを踏ま

え、子どもの支援等にかかる本市の中核的役割を担う「子ども支援準備室」の早期設

置を目指し、今般、下記のとおり、その準備組織を設置することにいたしました。次

のページの３ 子ども支援準備室の設置について、所掌事務については、支援室の設

置に関するものが主だったものになります。組織の位置付けは、学校教育課内に設置

し、人員体制については、室長１名、その他の職員若干名ということで人員体制を組

むようになっております。執務室の場所につきましては、市の庁舎の本館を今のとこ

ろ予定しています。設置期間については、１年間の期間を予定しております。要綱に

つきましては、別紙に添付しているとおりでございます。以上でございます。 

○教育長 ご質問、ご意見等ございませんか。 

  私が学校現場にいたときに子どもの実態を見たり、福祉事務所で経済的に厳しい家

庭の子ども達を支援したりしていたときのことですが、小・中学校でいろいろな課題
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が出てきた子ども、不登校、引きこもり、問題行動等が出てきたときに中学校から取

り組んでも、なかなかその子の立ち直りに向かえない場合があります。就学前の０歳

から６歳、乳幼児期の情報や支援が小・中へもっときれいに繋がっていたら、この子

を倒さなくてすんだのにと思った体験があります。個別の福祉行政と教育行政の連携

はあるのですが、それが総合的に継続的にされてないために、せっかくがんばったこ

とが、身を結ばないとか中断してしまうということがあるので、市長とそれについて

の話をして、０歳から１８歳までの見守りとして乳幼時期に課題等、気になる子がい

た場合、その支援策がずっと小中高までつづくようなシステムづくりを教育大綱に入

れてもらいました。そして、子ども達を０歳から１８歳まで見守り・育成・自立させ

るための学校教育と福祉行政の連携を強化するということで、滋賀県湖南市の発達障

害の子どもを０歳から成人するまで見届ける体制を作っているところに視察に行きま

した。そこでは、教頭格の先生を現場から市長事務部局に置いて相談業務やプログラ

ムづくりやシステムづくりの中心メンバーとして動いています。田川市もそれを参考

にして是非、システムづくりをということで、この１名の室長は学校現場から割愛人

事で持ってくることにしています。田川市の子ども達の中にも、引きこもりや、問題

行動等の課題がありますから、教頭格のしっかりした総合的な視野で福祉と教育を繋

げる力量を持ったやる気のある人を置いて、そして事務方にしっかりした方を置いて、

家庭支援も含めたシステムづくりの青写真をつくるということを進めようとしていま

す。 

  何かご質問はありませんか。また途中で経過報告をしてもらい、皆さんからご意見

をいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○毛利委員 これは、いいことだと思いますが、平成の１５年くらいまで田川市にも青

少年対策室というのがありました。その中でこの「子ども支援準備室」のところに書

いているような内容のことをしていきながら対策を練っていました。各町村にも同じ

ようなものがあって、年間に数回、代表が集まって、例えば、今年は田川市を中心に

していこうというように持ち回りでしていた記憶があります。それでその市町村との

連携をそのときにしていたのですが、それが外れてその内容が研究所と一緒になりま

した。研究所の内容の中に対策室の内容も入り込んできたもので、ちょうど私もそこ

に入って、校長をされていた方が研究所長になって行った記憶があるんですが、その

とき、やはり、このように不登校や生徒指導問題等、生徒の生活調査等もこの中に入
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ってきました。それで組み合わせというのが最初はなかなか難しかったんですが、そ

れをもとに不登校対策ができていって、その中でサウンドスクールもそのときにでき

ました。そのサウンドスクールとの連携も取りながらやっていただきたいと思うのと

同時に、学力や不登校の問題については、これからまた研究していかれると思います

が、そういう調査をして初めて、どういう課題があって対策していくかということだ

と思いますので、その調査はこれからその子ども支援室で行うと考えていいのです

か。 

○教育長 学校教育にはいろいろな目的がありますが、簡単に言えば、やはり自立支援

です。学力をつけて進路保障をしていくということです。だから小学校、中学校も高

校もそうですが、子どもの自立を支援している組織と言えなくはないのです。でもそ

れは子育て支援課もそうだし、ある意味、生活支援課の中でもそういった自立支援を

されています。もちろん乳幼児期は地域福祉課等で乳児の子ども達が将来的に自立で

きるようにといろいろな手が入っています。そういった、たくさんの福祉行政も教育

行政も子ども達の社会的自立を目指して取組をしているのですが、その縦と横がなか

なか繋がっていない。総合的に働いていないところがあります。学校、教育行政だけ、

社会福祉行政だけではなかなか継続性のある見守り、社会に出るところまで自立支援

をするところまではいきません。それまでにいっぱい倒れる子が出て、そしてそれが

また貧困の連鎖となって繰り返されていく。これは、もう国の課題でもあるのですが、

田川市は実態が厳しいので、それが明確に見えてきています。そこをなんとか障害を

持つ子を含めて解決できるようにという、ある意味すごく画期的な取組なので、今ま

での取組等も組み込みながら進めていってもらおうと思います。これが形になってき

たら途中経過をご報告し、まとめてご意見をいただきたいと思いますのでよろしくお

願いします。 

 次に移ります。日程第８「田川市議会における教育委員会に係る案件の報告につい

て」を議題とします。部長お願いします。 

○教育部長 それでは「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。教育委員会に係る３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。まず植木議員からは、既存の文化、スポーツ施設を活用したまちづくりの

推進及び宿泊施設の建設の見解についてのご質問があっております。今後の構成とい

たしまして、文化スポーツ事業を推進し積極的な利用に向けて、関係機関と連携し、
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施設の利用促進を図っていく。また宿泊施設の建設は、オリンピック・パラリンピッ

ク誘致に向けて建設を予定しており、建設については市長事務部局と共に市民が待ち

望む施設を目指していく考えがあると答弁しております。村上議員からはスポーツを

活用した交流人口の増加、施策の見解についてご質問があっております。田川市にお

いてはスポーツ施設を含め公共施設のあり方を検討するため総合管理計画を策定す

ることとしております。今後、スポーツ施設全体の改修や利活用を検討し、スポーツ

の振興による交流人口増加を目指していきたいと答弁しております。陸田議員から

は、中学校再編、教育改革、恒久的な中学校給食の実施、小学校における給食調理業

務の民間委託に関する職員配置についてのご質問があっております。中学校再編は田

川市新中学校のあり方に関する審議会の答申のとおり平成３３年度開校、遅くても平

成３４年の開校を目指すこと、田川市の教育改革は子ども達に基本的な知識や技能を

身に着けさせ、自分の特性を生かし、自立し、進んで社会参画を出来ることを目指す

こと、新中学校の給食実施については、中学校再編議論の中で慎重に検討していくこ

と、給食調理員業務委託に伴う職員配置については。本人の経験を生かせる職場の配

置を考え配置を考慮しつつ、関係部署と協議を行っていきたいと答弁しております。

佐藤議員からは放課後児童クラブの放課後児童支援員等の処遇改善や放課後児童ク

ラブ利用時間拡大についてのご質問があっております。支援員等の処遇改善について

は、国が放課後児童クラブを試算した職員賃金の比較や補助金要件等を精査した上で

検討していきたいと考えています。また、放課後児童クラブの利用時間拡大について

は具体的な検討をしたうえで結論を早急に出したいと考えていると答弁しておりま

す。石松議員からは教員の多忙化解消についてのご質問があっております。今後は教

職員の労働時間の客観的把握の取組を行い実態を正しく把握し、その実態に応じた対

策案を講じていきたいと答弁しております。柿田議員からは、中学校部活動、就学援

助についてのご質問があっております。中学校部活動においては、教員の勤務負担の

軽減だけでなく生徒の健全な成長を促す観点からも休養日の設定の徹底を初め、外部

指導員の導入等諸活動のあり方を検討していくこと、就学援助については、本市の実

態や他市の状況等を総合的に勘案し、市長事務部局等との調整を含め慎重に検討すべ

き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 次に移ります。 

（各課長が教育長及び各課の行事予定を説明） 
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  次に移ります。「３月臨時会及び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 ３月臨時会を３月２９日水曜日に、４月の定例会を４月１２日水曜日

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、３月の臨時会は３月２９日水曜日、１４時３０分、

４月の定例会は４月１２日水曜日、１４時３０分開会に決定いたします。 

  他に何か、ご質問、ご意見等ございませんか。 

  では、以上をもちまして、平成２９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。 

                           （閉会１６時００分） 

 

 

 


