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（開会１４時３０分） 

○教育長 ただいまより、平成２９年第６回田川市教育委員会５月定例会を開会いたし

ます。日程第１「平成２９年第５回田川市教育委員会４月定例会会議録等の承認につ

いて」を議題とします。あらかじめ３月臨時会会議録及び４月定例会会議録を送付し

ていましたが、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５回田川市教育委員

会４月定例会会議録等の承認について」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１０号「田川市教育支援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。 

○学校教育課長 田川市教育支援委員会委員の委嘱についてでございます。本案は、教

育支援委員会委員の委嘱を行うもので、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ございます。２枚目を

ご覧ください。平成２９年度の田川市教育支援委員会委員名簿でございます。本年度、

新任の方のみをご紹介させていただきます。川崎特別支援学校より日高文洋様、田川

小学校校長 山本伸英様、後藤寺中学校校長 樋口俊治様、 金川小学校教諭 佐藤正

樹様、金川中学校教諭 廣目美幸様、田川市立教育研究所所長 籔亀英光様、以上の

方を新任として委員の名簿に挙げさせてもらっています。ご審議の程、よろしくお願

いします。 

○教育長 今の説明に質問、意見等ありませんか。 

  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） 

○教育長 異議なしと認めます。よって日程第２ 議案第１０号「田川市教育支援委員

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３ 議案第１１号「教職員の措置について」を議題とします。

本案は、地方教育行政組織及び運営に関する法律第１４条第７項及び田川市教育委 

員会会議規則第１２条の規定により非公開にしたいと思いますが、いいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

  異議ないようですので、この案件については非公開といたします。 
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次に移ります。ここからは、通常のとおり公開といたします。日程第４ 議案第 

１２号「田川市小学校給食調理等事業者選定委員会設置要綱の制定について」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４ 議案第１２号「田川市小学校給食調理等事業者選定委員会 

設置要綱の制定について」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ございま

す。１ページをお願いいたします。田川市小学校給食調理等事業者選定委員会設置要

綱（案）でございます。第１条の設置について、市立小学校４校（弓削田小学校、鎮

西小学校、伊田小学校、金川小学校）の給食調理等業務を委託するに際し、調理事業

者の選定を公正かつ適正に行うため「田川市小学校給食調理等事業者選定委員会（以

下「選定委員会」という。）」を設置いたします。所掌事務といたしましては、第２条 

「⑴ 募集基準及び選定基準の決定に関すること」「⑵ 提案書その他選定に必要な事

項の審査に関すること」「⑶ その他選定に関し必要な事項」ということを定めており

ます。第３条の組織について、選定委員会は、委員８名で組織し、次に掲げる職ある

者をもって充てる。教育長、教育部長、教育部教育総務課長、教育部学校教育課長、

田川市立小学校校長会会長、田川市立鎮西小学校栄養教諭、教育部学校教育課学校給

食係技術主査（後藤寺小学校調理師、伊田小学校調理師）、以上の８名になります。第

４条に委員長及び副委員長について記しております。選定委員会に委員長及び副委員

長を置き、委員長は教育長を、副委員長は教育部長をもって充てる。委員長は、会務

を総理し、選定委員会を代表する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があ

るとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。会議につきましては、第

５条に挙げているとおりでございます。選定委員会の会議は、委員長がこれを招集す

る。委員長は、会議の議長となる。選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、

会議を開くことができない。第６条の庶務について、選定委員会の庶務は、教育部学

校教育課において処理する。第７条の委任について、この要綱に定めるもののほか、

選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り定める。以上でございま

す。よろしくご審議お願いいたします。 
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○教育長 今の設置要綱の制定についての説明に質問や意見はありませんか。 

○河底委員 今回は４校ですが、残りの小学校もいずれは民間への業務委託になるんで

すか。 

○学校教育課長 業務委託につきましては、今後の正規の調理師の退職等々の状況に応

じて随時、行っていくという形で計画しています。 

○教育長 最終的に全ての小学校が民間への業務委託になるのは、何年後ですか。 

○学校教育課長 平成３８年度の末には、全部ということになります。 

○毛利委員 前回、退職年次を書いた表がありましたが、あれに関係するわけですね。

そうすると、これらの４校には、もう市の正職員は配置されずに他校に異動するとい

うことなんですか。 

○学校教育課長 業者が直接雇用する職員が、学校での調理業務を行うということにな

ります。現在、この４校に勤務している職員が、そのまま業者から雇用されるという

場合もありますし、退職されるということもございます。最終的にどういった形での

人員配置になるかについては、本人のご意向等も含めながら、配置が決定されること

になっていきます。 

○毛利委員 雇用か退職と言ったら、異動はないわけですね。 

○学校教育課長 すみません、私が、今、言ったのは嘱託職員の場合でございまして、

正規職員は、このまま異動という形になります。 

○教育長 他にないようですので、原案のとおり可決することに異議ありませんか。 

（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４ 議案第１２号「田川市小学校給食調

理等事業者選定委員会設置要綱の制定について」は、原案のとおり可決します。 

次に移ります。日程第５ 報告第５号「田川市教育委員会の教育長の勤務時間等に

関する規則の一部改正について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育総務課長 日程第５ 報告第５号「田川市教育委員会の教育長の勤務時間等に関

する規則の一部改正について」ご説明申し上げます。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、田川市教育委員会の教育長の勤務時間

等に関する規則の一部改正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あります。それでは、次のページをご覧いただきたいと

思います。規則改正の箇所、並びに内容につきましては、新旧対照表にお示ししてい
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るとおりであります。詳細の説明は割愛させていただきます。なお、次のページに田

川市教育委員会の教育長の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則の公布文案

をお付けいたしております。以上で説明を終わります。 

○教育長 今の説明に何か質問意見等ありませんか。 

  ないようですので、日程第５ 報告第５号「田川市教育委員会の教育長の勤務時間

等に関する規則の一部改正について」は承認することとします。 

  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） 

○教育長 ミュージアムツアーというのは、時間とかは決まっているんですか。 

○文化生涯学習課企画官 大体、１１時と１３時です。 

○教育長 そこで、前もって電話等で申し込みは必要ですか。当日、集合すればいいわ

けですか。 

○文化生涯学習課企画官 そうです。館内で放送がありますので。 

○教育長 今の行事予定に関して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。「６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 ６月定例会の日程案につきましては、６月８日木曜日でいかがでしょ

うか。 

○教育長 ご異議ないようですので、６月の定例会は、６月８日木曜日、１４時３０分

に決定します。 

  他に、ご質問、ご意見等ございませんか。 

○星野委員 先日、石炭・歴史博物館がリニューアルオープンしましたが、お客さんの

反応や入館料が少し上がったことについてのご意見等があったかどうか、状況を教え

てください。 

○文化生涯学習課企画官 今、少しお話しましたが、自分では好調な出足だと思ってお

ります。それは、オープン第１日目からすぐにゴールデンウィークに入ったというこ

ともあるかもしれませんが、初めのころは、ずっと一日に２００人、３００人の方が

来館されていました。現在まで、ほぼ１００人規模で入館されていますので、いずれ

落ち着いてくるとは思いますが、今のところいい感触を得ております。お客様からの

評判ですが、やはり、サイネージのパネルが一番目立つようで、入って来られると、

「ワーッ」という声が聞こえます。以前は、そういうことはありませんでした。まず、
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そこに気付かれたあと中に入ると、「わあ、きれいになったね。」という声が聞こえま

す。そして作兵衛さんのところに入ると、「わあ、これは、やっぱり違うね。」と重々

しさを感じられるようです。中に入ると冷気を感じて涼しいというのがわかります。

これは、ご遺族の方から伺いましたが、「前よりも明るい感じで、近付いて見られると

いうのが、非常に自分はうれしい。」と言っていただけましたので、展示室の改修につ

いても、いい評判を得ているかなと思いました。それから入館料についてのご意見は、

どなたからも聞いておりません。 

○星野委員 ああ、そうなんですか。 

○文化生涯学習課企画官 問題なく、入場されているようです。 

  以上でございます。 

○教育長 他にご質問、ご意見ありませんか 

○毛利委員 これは、要望になるかはわかりませんが、説明文は一つ一つに英訳が入っ

ていましたね。韓国語や中国語訳は入っていませんね。 

○文化生涯学習課企画官 今後、全部入ります。 

○毛利委員 これから入るんですね。 

○文化生涯学習課企画官 山本作兵衛コレクションのナレーションは、もう最終の詰め

に入っていますので、韓国語も中国語も入るようになります。 

○毛利委員 この前、見た中では、英語だけしか書いてなかったからですね。 

○文化生涯学習課企画官 徐々に広がりますので。 

○教育長 館内の案内とかもそうなるわけですね。３か国語入るのですね。もう入って

いるのですか。 

○文化生涯学習課企画官 今、作っている部分もありますが、機器を通じて自分で説明

を聞くことができる設備などを整えているところです。1 階については、再オープン

の日からスマートフォンで解説専用の Wi－Fi に繋げてもらえますと日本語、英語、韓

国語、中国語の４か国語での解説を聴いていただけるようになっています。 

○星野委員 ヘッドフォンの方は考えられないんですか。 

○文化生涯学習課企画官 万年筆のようなペンタイプのものでバーコードを読み取る方

法を今、考えているようです。 

○星野委員 それで聞けるんですか。 

○文化生涯学習課企画官 キャプションのところを触ると解説が聞こえるものになりま
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す。 

○星野委員 それは、有料ですか。 

○文化生涯学習課企画官 いいえ。 

○星野委員 そうなんですか。 

○教育長 特に土曜日などは、学芸員の説明のつくツアーがあるようなので、私も是非、

行きたいと思っています。教育委員のみなさんもできれば行っていただいて、市民の

皆さんへ広めてもらえればと思います。 

○文化生涯学習課企画官 よろしくお願いします。 

○教育長 市外の方にも来ていただきたいですが、まずは、是非、市民の方に来ていた

だきたいですね。田川の炭坑文化の良さをしっかり見つめていきたいと思っています。 

  私からですが、学校教育課長、４月に終わった小河先生の４日間の学校訪問と昨日

の隂山先生の講演会のことを教育委員のみなさんに紹介してもらうとありがたいと思

います。よろしくお願いします。 

○学校教育課長 まず、小河先生の学校訪問についてですが、今回は、当初から予定し

て全部の中学校に入っていただいたのですが、プラスαとして自主的に朝学習として

行っているモジュール学習を見に来てほしいということで、後藤寺中などは、朝から

入っていただいて状況を見ていただき、２時間目、３時間目には、生徒に対して小河

先生から学ぶことの大切さの周知、繰り返しがんばっていきましょうということを直

接、ご指導いただきました。それを当然、生徒も聞きますが、先生方も一緒に聴いて

いくということが取組の中でありました。そういった取組があったということで、田

川中も是非、小河先生の講演をお願いしたいということで、講話していただきました。

そういった形で各中学校現場に入りながら、生徒はもちろん、教員にも小河式の繰り

返しモジュール学習の大切さが浸透していった４日間だと思っています。それから、

昨日の隂山先生の講演会でございますが、午前中は、鎮西小学校で全学級を見ていた

だきました。率直に落ち着かない状況の子ども達もいましたが、「ポイントとして、こ

ことここをきっちり抑えていけば、学力も子ども達自身も高まるよ。」というようなこ

とも短い時間ではありますが、端的に見抜いてご指導をいただき、そのことで鎮西小

学校の一つの方向性が明らかになったと思っております。また、３時半からの研修で

は、先程、教育長のごあいさつにもありましたが、大きく二つの柱で話をされたと私

は思っております。一点目は、今までずっと繰り返し言われてきたのですが、「徹底反
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復による集中、集中するということが、学びそのものです。」とその大切さをまず、言

われました。それから、二点目として「時間の管理をきちんとやっていくこと。ダラ

ダラでは、ダメですよ。短い時間で集中するからこそ、脳が働き、そして子ども達の

意欲が高まっていきますよ。」ということでした。 

○教育長 漢字の習得も同じですね。 

○学校教育課長 漢字の習得についてもそうであるということで、ご自身の実践の中か

ら、１０分間で５つの漢字を指導してテストまでを行ったときに３０人のうち１人だ

けしか間違わなかったというお話をしていただきました。そのように短い時間でしっ

かりやっていくことの大切さを改めて力説していただいたところでございます。 

そして、昨日の講演の中で何よりも大きかったのは、隂山先生が、岡山の有漢西小と

いうところで授業をされた例を挙げながら、社会科の学習で子ども達の興味がわくよ

うな問題提示、素材提示をしながら「何かな。自分もこういう予想が立つな。」という

考えを持たせることの重要性、知的好奇心を高める提示の仕方、そういったことを私

達も含めた小学校の教師に投げかけていただいたことだと思っています。昨日の演題

が基礎基本と活用ということで、そこを一体的につなぎましょうという講演の中で、

今、先生方が必要としている部分、隂山先生と言えば「１００マス計算だけ、基礎基

本だけをやっておけばいい」というところから、「いや、活用も応用も含めて、学ぶこ

とが楽しい、そういった授業を目指しましょう。」というのが昨日の提案の中でもあっ

たと思っています。非常に有意義な講演でございましたし、私達をのぞいて１６７名

の教員が参加していました。これは、学校に残っている当番等をのぞくと９割以上の

参加ができた状況で、全体に浸透していっているということで、非常に有意義な会で

はなかったかと思っております。以上でございます。 

○教育長 ありがとうございます。私から少し付け加えますと、小河式は、実態をきち

っと把握して一人ひとりに基礎基本、基礎学力を付け、自信を持たせていくという取

組ですが、中学校の場合は、教科担任制であり、なかなか、統一した取組が難しいで

す。そのような中、私が、とてもいいなと思ったのは、田川中で全生徒を体育館に集

めて、小河先生が講義を行うという取組です。全生徒が体育館に集まっているので、

全教師もそこに集まり、小河先生の講義を聴くことができたことです。校長・教頭と

か学力向上担当者だけが聴いて、それを他の教師にも伝えるというのは、なかなか、

本当のところは伝わらないと思います。小河先生が短い時間を区切って、「余りのある
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割り算」を子ども達にさせている様子等を先生達は実際に目にすることができました。

中学校の先生がチームとしてみんなで同じ方向へ進めていくという切り口ができまし

た。今回は、２校で実施できたので、次回は、是非、猪位金学園も含めた８校全てに

入ってもらいたいと思っています。全校で、あのような形で全職員が、同じものを見

て、聴いて自分たちの学校の実態を把握し、「もっと、こうやっていこう。」という共

通意識を持って一年間活動をすれば、田川市のモジュール学習への挑戦意欲はすごい

ので、きっと文部科学省が視察に来るくらいになると思います。文部科学省は、今、

モジュール学習を進めようとしているんですが、中学校では、なかなか広がっていな

いそうです。小河先生もそこを田川市が、切り口を付けていってくれるんじゃないか

と期待されています。それから隂山先生の講演ですが、今までは、基礎基本の徹底反

復で脳の活性化や集中力、自信、意欲を高めるという話が中心でしたが、今回は、知

的好奇心を刺激するような授業のあり方や指導のあり方というところまで、話が行き

ました。隂山先生の講演は何度も聴きましたが、いつも新しい視点からの話があり、

先生達も食い入るように聴いていました。「メモを取る気がなかったのに、つい、メモ

を取りました。」という反応も先生方から聞きました。また、次回６月に来ていただく

予定です。１０月４日に隂山先生の学力向上講演会を田川市教育委員会が企画してい

ますが、ここでまた、大浦小と弓削田小が実践を発表します。その後、隂山先生が講

演してくれますので、市Ｐ連やできれば田川郡の教育委員会等の後援を増やして、一

緒に１，０００人以上集めて、質の高い去年以上の参加者数の講演会にしたいと思い

ますので教育委員のみなさんも応援よろしくお願いいたします。 

 他に何かありませんか。では、以上をもちまして、平成２９年第６回田川市教育委

員会５月定例会を閉会いたします。 

                           （閉会１５時１０分） 

 


