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 （開会１４時３０分） 

○教育長 ただいまより、平成２９年第９回田川市教育委員会８月定例会を開会いたし

ます。日程第１「平成２９年第８回田川市教育委員会７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） 

○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８回田川市教育委

員会７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いたします。 

  次に移ります。日程第２ 議案第１８号「平成２９年度教育費（９月補正）予算要

求について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育部長 日程第２ 議案第１８号「平成２９年度教育費（９月補正）予算要求につ

いて」提案説明をいたします。提案理由、本案は、平成２９年度教育費（９月補正）

予算要求について、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１０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ページをお願いいたします。

１、総括表でございます。合計の欄をご覧いただきたいと思います。歳入について、

既決予算額の計４億１千２５９万９千円に対し、補正額は１６６万７千円の減額でご

ざいます。補正後の歳入合計は、４億１千９３万２千円となっております。次に右の

欄の歳出でございます。既決予算額２０億９千６１６万５千円に対し、補正額は、１

千５１１万４千円の減額となっております。補正後の歳出合計は、２０億８千１０５

万１千円となっております。２、主な増減理由でございます。⑴歳入では、学校教育

課所管事業であります若年者専修学校等技能習得資金補助金１６７万１千円の減額で

ございます。⑵歳出では、同じく学校教育課所管事業であります国県支出金等返還金

３４２万４千円の増額、若年者専修学校等技能習得資金事業費１５１万３千円の減額、

奨学金事業費２０４万円の減額、小学校少人数学級運営事業費９５５万７千円の減額、

中学校少人数学習指導事業費５６７万１千円の減額となっております。以上が主な増

減理由となっております。なお、詳細につきましては、担当課長から説明をいたしま

す。 

○学校教育課長 それでは、３ページの歳出分から説明をいたします。３ページの上段

をお願いいたします。２款１項１８目、国県支出金等返還金で３４２万４千円の増額
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補正でございます。これは、平成２８年度放課後児童健全育成事業費に対する国県支

出金額確定に伴う返還金であります。続いて、同ページの下段をお願いします。１０

款１項２目、若年者専修学校等技能習得資金事業費です。補正の理由は、貸付者の減

及び前年度償還金の増による貸付金等の返還金が増加したためでございます。続いて、

４ページの上段をお願いいたします。１０款１項２目、奨学金事業費です。補正の理

由は、給付型奨学金の減によるものでございます。本年度から始まりました給付型奨

学金は、当初、３０人を上限として募集をしておりましたが、実際の応募人員が２４

人ということで６人の減となり、その６人分の入学支度金や修学資金、合わせて 

２０４万円の減額補正をしているところでございます。続きまして、同ページの下段、

１０款２項１目、小学校少人数学級運営事業費でございます。補正の理由は、当初、

市費講師任用人数を１５人予定しておりましたが、実際は１３人ということで２人の

減が生じた分の共済費、賃金、旅費等の減で９５５万７千円の減額補正でございます。

続きまして、５ページの上段をお願いいたします。１０款３項１目、中学校少人数学

習指導事業費でございます。これも先程の小学校の分と同様の理由で当初、市費講師

任用人数を３人予定しておりましたが、２人に減じたため、５６７万１千円の減額で

ございます。次に同ページの下段、１０款３項２目、中学校就学援助事業費でござい

ます。補正の理由は、特別支援教育就学奨励費受給認定者の増によるものであります。

認定者は、当初９人の予定でございましたが、１４人に増えたための増額補正でござ

います。続きまして、２ページにお戻りください。歳入分でございます。上段、１３

項２項６目、中学校費補助金でございます。既定額１０２万２千円、補正額１２万２

千円、合計１１４万４千円となります。増額の理由は、先程説明したように認定者が

９人から１４人に増加したため、国からの特別支援教育就学奨励費補助金が増加した

ものでございます。続いて中段、１４款２項７目、教育総務費補助金でございます。

１６７万１千円の減額補正でございます。これも先程、歳出の時に説明したように貸

付者が減じたために、若年者専修学校等技能習得資金補助金を減額したものでござい

ます。最後に労働保険被保険者納付金でございます。少人数学級教員雇用保険料の減

額補正でございます。これは先程、支出の部で説明した市費講師等の減により雇用保

険料が減額したためでございます。以上で説明を終わります。ご審議の程お願いいた

します。 

○教育長 今、説明がありましたが、質問等ありましたらお願いします。 
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○毛利委員 給付型の奨学金の減というのは、今年から始まった奨学金のことでしょうか。 

○学校教育課長 はい、そうです。 

○毛利委員 ３０人の募集に対して、２４人の応募しかなかったというのは、何か原因

があったのでしょうか。ＰＲ不足とか、そんな理由があったのでしょうか。 

○学校教育課長 本年度につきましては、時期的に特殊な事情があったというのが大き

な原因だと思います。と言いますのは、この給付型の奨学金制度に田川市郡で同時に

取り組む中で各市町村の議会議決が必要であったため、３月になるまで公募等を含め

て動き出すことができなかったという状況でございました。その短い期間の中でも記

者レクを行う等、いろいろな形でできるだけ広報に努めてまいりましたが、３０人の

募集に対して２４人の応募という形になりました。本年度につきましては、高校現場

に早速、一学期の間に行って、「こういう奨学金制度ができました」ということで在学

生等を含めてＰＲを学校でもしていただきながら、奨学金利用者が予定どおり増えて

いくことを期待していますし、当然、次年度は３０人を超すことが見込まれるような

状況でございます。 

○毛利委員 定員３０人に対して、現在、２４人が受給していているなら、残り６人の

枠に今から途中で申し込むことはできるんですか。 

○学校教育課長 それにつきましては、公平性の観点から途中募集、二次募集というの

は、今回は見送った次第でございます。今回応募された２４人につきましては、基準

さえきちんとクリアすれば全員受給ができたわけですが、もし、二次募集をかけて６

人の枠に２０人応募があったとすると、一次募集であれば当然受かったような方も応

募人数が増えたために受からないといった不都合が出てくるのではないかということ

が見送った理由です。次年度以降、３０人を募集する予定で考えております。 

○教育長 この奨学金制度は、すごいスピード感を持って実現まで行ったので、周知徹

底するための期間が、今言われたように短かったですよね。その割には、よく集まっ

たのではと私は見ています。市民会館の講堂において各首長が全員出席される中で、

田川市郡合同の奨学生決定通知書交付式が行われました。受給者全員の出席ではあり

ませんが、選ばれた方は、とても胸を張ってがんばるという宣言等もされていました。

雰囲気的には多分、来年、再来年は、逆に受給者を絞り込むのが大変になるくらい応

募が増えるのではないかと思います。それから、いろいろな手続き等については、初

年度に行ったものを田川市郡の市町村で一緒に協議しながら見直していく形になるの
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ではないかと思われます。 

他にご質問、ご意見ありませんか。 

  ないようですので原案のとおり可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認めます。日程第２ 議案第１８号「平成２９年度教育費（９月補正）

予算要求について」は原案のとおり可決いたします。日程第３ 議案第１９号「平成

２８年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書について」を

議題とします。本案は、田川市教育委員会会議規則第１１条の規定により、関係者の

出席を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

○教育長 藤澤先生の入室をお願いします。 

（田川市教育事務点検評価委員会 藤澤委員長入室） 

○教育長 では、事務局に説明を求めます。 

○教育部長 日程第３ 議案第１９号「平成２８年度教育に関する事務の管理及び執行

の状況の点検及び評価報告書について」提案説明をいたします。提案理由、本案は、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定により、教育委員会

の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うもので、田川

市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第９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。まず、私の方から今回実施いたしました本市の教育事務点

検評価につきまして、概略の説明を申し上げます。教育委員会では、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第２６条の規定に基づき、毎年その権限に属する事務の管

理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、

これを議会に提出するとともに、公表することが義務付けられております。本年も昨

年度実施いたしました本市の教育事務について、点検評価報告書を作成し、９月議会

にて提出する予定としております。本市におきましては、昨年まで事務事業を実施し

た担当課それぞれにおきまして、学識経験者に評価等を依頼したうえで事業の進捗状

況等について評価を行ってまいりました。本年からは、教育に関する学識経験者の知

見の、より円滑な活用を図るため、本年６月、新たに田川市教育事務点検評価委員会

を設置して教育委員会が行った点検及び自己評価について、今回、３回に及ぶご審議

をいただきました。そのうえで点検評価委員会にて取りまとめていただいた意見書を
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７月５日付で教育委員会に提出をいただいた次第でございます。本日は、田川市教育

事務点検評価委員会の委員長であります福岡県立大学の藤澤健一先生にお越しいただ

いております。そこで、まず、各担当課から「自己点検・評価シート」の主な内容に

ついて説明を行った後、藤澤委員長から点検評価委員会から提出された意見書の内容

について概略説明をお願いしたいと思っております。それでは、配布資料の報告書の

７ページの教育委員会の主な活動に対する自己評価について、各担当課長から順番に

説明をさせます。では、学校教育課長から説明をお願いいたします。 

○学校教育課長 それでは、７ページの学校教育課の分から説明させていただきます。

学校教育課は重点施策として大きく３つあります。⑴の「ア 基礎・基本をもとにし

た確かな学力を育成する。」から説明をさせていただきます。なお、全ての項目につい

て説明していくと時間が多くなりますので、できるだけ抽出した形で重点的なものの

み説明させていただくことをご了承ください。それでは、「ア 基礎・基本をもとにし

た確かな学力を育成する。」でございますけれども、平成２８年度の学力向上の成果と

して、全国の平均正答率との差が小中学校８教科区分中７教科区分で縮まっておりま

す。小学校では、国語Ａ以外でその差が縮まり、全国平均との差は５ポイント以内と

なり、また、中学校では全ての教科区分で差が縮まり、全国平均との差が１０ポイン

ト以内になりました。しかし、課題として挙げておりますように、まだまだ、小学校

では国語の基礎・基本の定着に課題が見られること、また、中学校では改善傾向にあ

るものの、全国との差が依然として厳しい状況でございます。続きまして、「イ 教員

の授業力のさらなる向上を図るについて。」でございます。成果の欄をご覧ください。

平成２８年度は隂山メソッド、小河式を中心に教師の授業力向上の研修に取り組んで

まいりました。特に隂山メソッドに取り組んできた飯塚市と田川市の授業公開を行い、

それを柱とした学力向上研修会を実施する等、当初予定していた以上に充実した研修

会が実施できました。８ページをお願いします。また、「主体的・対話的で深い学び」

の取組の視点を取り入れた公開授業を田川市教科等研究会の全教科部会で実施する等、

授業づくりの研修も充実することができております。平成２８年度のセンター研修の

申込率は延べで６１％でございました。課題といたしましては、隂山式、小河式の取

組は、初めてでございましたので、年間のきちっとした計画、日程的なものを十分組

み込むことができずに、その都度の取組になったわけですけれども、それを計画的に

取り組んでいくことが課題ということで、平成２９年度は、４月当初に年間の計画を
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立て、計画的に取り組んでいっているところでございます。続きまして、「エ 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。」でございます。ここ

での成果といたしましては、そこに挙げておりますように大学の准教授、企業等の最

先端の研究者と教育行政や学校の代表者とともに「田川市ＩＣＴ教育推進本部」を立

ち上げ、そして、この本部立ち上げの中で方針を明確にすることができ、いろんなデ

ジタル黒板等を含めての設備計画や予算措置等を行うことができました。ＩＣＴの検

証校として取り組んでまいりました猪位金学園もＩＣＴ優良校認定を受けることがで

きるなど、着実にＩＣＴ教育が進んできたところでございます。課題といたしまして

は、本年度、二学期から電子黒板等の機器が導入されますが、職員研修を充実させて

いく必要があります。続きまして、１０ページの下段、「ク いじめを許さない学校文

化を構築する。」でございます。成果として挙げておりますように、平成２８年度は学

校関係者の他、スクールソーシャルワーカー、児童相談所や法務局、警察、大学教授、

弁護士、医師、保護者代表等に委員に就任をいただき、「田川市いじめ問題対策連絡協

議会」「田川市いじめ問題対策委員会」を立ち上げ、多方面からの意見をいただきなが

ら、「田川市いじめ防止基本方針」を策定することができました。いじめに対する現場

の認識も徐々に高まってきて、良い意味で報告件数も増えてきたという状況でござい

ます。続きまして、１２ページ、学校教育課の取組の大きな柱の２つ目であります「⑵ 

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。」でございます。「ア 不

登校・問題行動を解消する。」についてです。成果といたしましては、平成２８年度は

スクールソーシャルワーカーを３名に増員し、スクールカウンセラー、担任等とチー

ムを組み、家庭・地域・関係機関との連携を強化した不登校対策の取組により、平成

２７年度に比べ、２２名の不登校児童生徒数を減らすことができました。課題といた

しましては、就学前、小学校低学年からの福祉と教育の連携による見守り・支援体制

をさらに整備し、早期からの問題行動への対応ができる仕組みを構築していく、その

中で不登校や問題行動もさらに減少を目指していくということを課題として挙げてお

ります。続きまして、１３ページの下段、「エ 中学校給食の早期実現と安全安心な学

校給食を実施する。」でございます。これは、昨年度の学校再編・中学校給食推進室も

動きの中で取り組んできたものでございますけれども、成果といたしまして、そこに

挙げておりますように、平成２９年度より中学校でランチボックスによる完全給食を

実施するとともに、小・中学校において学校給食費の公会計化を開始することができ



 

７ 

 

たということでございます。また、「田川市食物アレルギー対策基本方針」を策定し、

市として統一して取組を行う環境が整ってきたということを成果として挙げておりま

す。課題として挙げておりますように、今年度、実施されております中学校でのラン

チボックス給食に合わせて、中学校での食育指導等を実施させていただくということ

が一番の課題ということで挙げております。続きまして、１４ページの「⑶ 田川な

らではの教育（特色ある教育や魅力ある学校づくり）の推進」ということで、１６ペ

ージの「オ 学力向上・中一ギャップ解消をめざした小学校・中学校の連携強化を図

る。」でございます。この連携強化にずっと取り組んできたところでございますが、特

に成果として、昨年度、平成２８年度は隂山メソッドの取組や小河式つまずきチェッ

ク調査の実施結果をもとに小中合同の研修会や連絡会を各校区単位で行うことができ、

具体的な学習指導や生活指導に関する共通課題の把握を行うことができ、小中連携し

た取組がより具体化してきたところを成果として挙げております。課題といたしまし

ては、定期的な連絡会の開催や検証サイクルに基づいた取組を確実に実行し、小中の

教育内容面での統一化をめざしていく必要があるということで挙げております。続き

まして、１７ページの「カ 福岡県立大学及び青山学院大学との連携を図る。」でござ

います。成果といたしまして、青山学院大学との連携による外国語活動、英語科教育

の研修会を年間８回実施することができました。ワークショップや授業研を含む実践

的な研修の場となり、市内の教員の英語力もアップし、中学校では、授業の中で５割

以上の英語を使うことができるようになったという教員が、年度末には９割を超すと

いう状況になりました。課題といたしましては、今後、英語の小中一貫のカリキュラ

ムづくり、英語特区に向けての取組を本年度進めていくところでございます。続きま

して、「キ 田川市中学校生徒会サミットを定例化する。」でございます。成果といた

しましては、そこに挙げておりますように、熊本震災をテーマとしたサミット、スマ

ートフォンの使用についての問題をテーマにしたサミットが実施できました。熊本震

災に対する取組としては、実際に被災地へ出向き、現地の中学生と交流することも実

現でき、中学生にとっての大きな学びの場となりました。課題といたしましては、サ

ミットで論議したことを各中学校単位で取り入れながら具体的な実践が行われるよう

に支援していく必要があるということで挙げております。この後、教育研究所長から

引き続き説明します。 

○教育研究所長 続きまして、教育研究所の自己点検・評価シートについて説明させて
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いただきます。冊子の１８ページから２２ページをご覧ください。重点施策として２

点挙げております。「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 教員の授業力のさらなる向上を図る。」について、ご説明

いたします。大きく４つに分けています。１つ目、若年教員の指導力の向上及び中堅

教員のミドルリーダーの育成をめざした取組です。１８ページをご覧ください。田川

市の委嘱研究員４名が５日から６日間、筑豊教育事務所の教育実践研究員８名が２日

間、それぞれの研修会に参加して指導主事の指導のもと、各自で研究課題を設定し、

理論研究、授業研究を行い、委嘱研究員が全員、教育実践研究員は８名のうち７名が、

論文にまとめることができました。参加率、論文提出率とも目標を超えることができ

ました。田川市教科等研究会では、次期学習指導要領実施に向けて、全２０部会中１

９部会で主体的、対話的な深い学びを視点にした授業実践と反省協議会を実施し、研

究を深める事ができました。研究サークルについては、６サークル全てで学期１回以

上の充実した研修を行うことができました。自己評価は「Ａ」とさせていただきまし

た。２つ目、確かな学力の育成に繋がる教育講演会実施協力と教育研究発表会の取組

です。１８ページから１９ページをご覧ください。隂山先生と小河先生の小中教職員

対象の教育講演会での事前、事後の広報及び当日の運営の協力を行いました。平均７

９％の教職員の参加がありました。田川市教育研究発表会では、小中学校各１名の実

践発表と福岡県教育センター主任指導主事２名の方から子どもの思考を促す授業改善、

アクティブ・ラーニングの視点からの演題での講演を実施しました。実践発表では、

９７．５％、講演会では、８７．５％の教職員から「よかった」「まあよかった」の結

果を得ました。ただ、実施日に出張や学校行事が入ったため、参加率が５５％でした。

できるだけ早く開催場所の予約をして、実施期日決定後、すぐに各学校へ連絡をする

配慮が必要だと考えています。自己評価は「Ｃ」とさせていただきました。３つ目、

教育論文の応募についての取組です。１９ページをご覧ください。田川市教育論文で

は、３１点の応募がありました。学校論文は１００％、それから委嘱研究員、論文対

象者では１００％、教育実践研究論文対象者は、８８％の応募があり目標を達成でき

ました。ふくおか教育論文は、２０点の応募がありました。各学校１名以上、委嘱研

究員論文対象者８０％、教育実践研究委員論文対象者３０％でした。各学校１名以上

の応募目標は達成できましたが、委嘱研究員１００％、それから教育実践研究員８０％

には達しませんでした。自己評価は「Ｂ」とさせていただきました。４つ目、筑豊地
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区教育研究所連絡協議会及び福岡県教育研究所連盟が主催及び共催する研究会参加奨

励の取組についてです。２０ページをご覧ください。教育実践研究会には参加対象者

１００％の参加ができ、目標を達成しました。筑豊教育事務所と共催しています講師

等授業力アップ講座には、若手常勤講師の参加率６０％の目標に対して１０％下回り

ました。研究実践発表会には、１６校４０名の参加を得ることができましたが、各校

２名以上の参加には数校が達成できませんでした。福岡県教育研究所連盟の研究発表

協議会には、４校、７名の参加を得ることができました。各校１名以上の目標には達

成できませんでした。自己評価は「Ｃ」とさせていただきました。次に「イ 家庭で

の学習習慣を育成する。」についての説明をさせていただきます。２０ページ、２１ペ

ージをご覧ください。家庭での学習習慣を育成する基盤として、朝食摂取率を高める

ことが大切です。前年度より小学校４年生と６年生及びその保護者に対して規範意識

及び学校・家庭での基本的生活習慣の実態調査を行っています。その中で朝食摂取率

も調査項目に入れています。平成２８年度の朝食摂取率は、小学校は９２．４％で前

年度より１．２％減、中学校は８８．９％で１．７％増でした。小中学生とも前年度

より３％増の目標には少し届きませんでした。なお、調査結果は冊子にまとめ、小中

学校、ＰＴＡ及び関係機関への配布や広報たがわに掲載して、周知を図ったところで

す。自己評価は「Ｂ」とさせていただきました。「⑵ 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・問題行動を解消する。」について、ご

説明いたします。２１、２２ページをご覧ください。適応指導教室では、全通級者７

人中３人が在籍校にチャレンジ登校できるようになりました。チャレンジ登校率４

３％でした。そのうち１人は在籍校に復帰できました。ただ、目標のチャレンジ登校

率５０％には及びませんでした。不登校の児童生徒割合は、小学校０．３％、中学校

３．２％で、小学校は目標達成しましたが、中学校では達成できませんでした。平成

２７年と比較すると小学校で６人、中学校で１６人減少するという成果を得ることが

できました。問題行動数については、平成２７年度より３０％減少しています。また、

生徒指導に関する取組としては、毎月、生徒指導上の諸問題に関する実態調査をまと

め、校長会や補導主事主任会に報告して協力をお願いしているところです。自己評価

は「Ｂ」とさせていただきました。以上でございます。 

○教育総務課長 続きまして、教育総務課が所管しております重点施策につきまして、

ご説明申し上げます。２３ページをご覧ください。教育総務課所管の重点施策は、「⑴
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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 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。」であります。当該

重点施策にかかる事務事業としましては、記載のとおり２事業ございます。まず、上

表をご覧ください。平成２８年度の目標は、「教育環境及び児童の安全確保が担保でき

るよう考慮しながら、長寿命化年次計画に基づき設計及び工事を行う。」でありました。

この目標に対する成果としましては、小学校施設長寿命化改修年次計画に基づきまし

て、弓削田小学校と大浦小学校２校のトイレ改修設計を計画どおり完了いたしており

ます。課題といたしましては、「平成２９年３月議会において、トイレ改修計画の期間

短縮について意見、要望が出ており、教育環境の公平性の観点から計画の見直しが必

要である。」としておりますが、本件につきましては、当初、トイレ改修事業を平成 

３２年度に完了することといたしておりましたが、６月定例会におきまして、６月補

正予算要求の審議の際にご説明申し上げましたとおり、計画を一部見直し、当初計画

の１年前倒しの平成３１年度に完了予定といたしているところであります。これらの

ことを踏まえまして、自己評価は「Ｂ」評価といたしております。続きまして、下表

をご覧ください。平成２８年度の目標は、「障害のある児童生徒一人ひとりが、学校生

活を送る中で、その児童生徒の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服

できるように環境改善を図る。」でありました。この目標に対する成果といたしまして

は、平成２８年度におきまして、施設の大規模なバリアフリー化の新たな要望はあり

ませんでしたが、その他学校の要望により、次のとおり対応を行っております。まず、

鎮西小学校におきましては、多動性児童が使用している教室の窓に設置している転落

防止用の手摺を増設いたしております。また、田川小学校におきましては、特別支援

学級に設置している給湯器の補修を行っております。以上のとおり、年度途中におき

ましても、学校から要望がありましたら適宜対応することにいたしております。課題

といたしましては、「緊急に大規模なバリアフリー化の要望があった場合は、予算措置

等の迅速な対応が必要になる。」ということであります。その際は、関係部署と十分協

議のうえ、可能な限り迅速に所要の改修ができるよう努めてまいりたいと考えており

ます。これらのことを踏まえ、自己評価は「Ｂ」評価といたしております。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にかかる運営について、ご説明させてい

ただきます。本室につきましては、昨年度まで学校再編・中学校給食推進室でござい
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ましたので、同推進室にかかる分でございます。重点施策といたしましては、「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。」でございます。以下のと

おり、２事業を入れております。まず、「ア 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。」としております。目標といたしまして「（ア） 小学校区ごとに

審議会の答申案について住民説明会を開催する。」「(イ) 平成２９年３月末までに『新

中学校創設基本計画（仮称）』の策定をめざす。」こととしております。成果といたし

まして、平成２８年４月に地域住民を対象に「新中学校に関するあり方審議会」の答

申案の住民説明会を行っております。しかし、再編の対象となります児童の保護者の

参加が少なかったため、最終答申がなされた後、平成２８年９月から１０月にかけま

して、保護者を対象といたしました保護者懇談会を行い、中学校再編についての保護

者の意見や要望を聴取したところでございます。その後、新中学校創設庁内検討委員

会を立ち上げ、新中学校創設基本計画策定のための検討を開始したところでございま

すが、あり方審議会の答申を踏まえ、また、多くのご意見等も踏まえたところで、行

政面、財政面からの観点も加えて慎重に検討を行った結果、当初予定をしておりまし

た平成２９年３月末までの基本計画策定に至らなかったものでございます。課題とい

たしまして、新中学校の適正規模や適正配置については、地域住民、保護者から多く

の様々なご意見、ご要望をいただいており、基本計画案が作成された後、住民説明会

等を通して十分な理解を得ていく必要がございます。また、施設の環境整備について

は、市長部局と十分協議を重ねて合意をしていく必要があるということでございます。

以上のことから自己評価につきましては「Ｃ」とさせていただいております。続きま

して、「イ 中学校給食の早期実現と安全安心な学校給食を実施する。」でございます。

こちらにつきましては、先程、学校教育課からも説明がありましたが、成果といたし

まして予定どおり平成２９年４月から猪位金学園を除きます全中学校でランチボック

ス方式による完全給食を開始することができました。また、給食調理事業者と教育委

員会も協議を重ねて栄養バランスの確保に努めているところでございます。課題とい

たしましては、始まったばかりではございますが、今後、より良い学校給食を継続し

ていくために関係機関と緊密な連携を保って行く必要がございます。自己評価は「Ａ」

とさせていただいているところでございます。以上です。 

○文化生涯学習課長 それでは引き続き、文化生涯学習課にかかります「自己点検・評

価シート」をご説明させていただきます。２６ページをお願いします。シートは重点
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施策の⑴から⑺までございます。生涯学習事業の⑴から⑷については私が、文化事業

の⑸から⑺については、森本企画官が説明させていただきたいと思います。項目が多

数ございますので、かいつまんで要点のみ説明させていただきますが、お聞き苦しい

ことになると思いまので、あらかじめご了承ください。それでは、２６ページ初めの

ところ、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。」のアから

ウの３項目ございます。まず、「ア 生涯学習の環境づくりに努める。」につきまして

は、目的が住民が自らの手で地域活動を展開して、活力あふれる生涯学習まちづくり

をめざすということにございます。目標といたしましては、中身といたしまして活性

化協議会の活動に地域性を出し、さらなる発展をめざすということにしております。

成果といたしましては、基調講演や事例発表といった全体研修会を平成２８年度から

スタートしております。地域活動の活性化と関係者間のネットワーク構築を図ること

ができたと評価しております。従いまして、自己評価としましては「Ｂ」としており

ます。次に、「イ 市民ニーズに応じた学習機会の充実を図る。」でございます。目的

の一つは、市民会館は生涯学習推進の拠点であり、また、もう一つは、地区公民館は

人間関係を深めるコミュニティの場であるということから、施設の機能を十分に活用

して公民館活動の活性化を図り、活力ある地域社会の実現をめざすということにあり

ます。目標といたしましては、事業の一層の充実発展を図るということでございます

が、成果としまして、主なものとして昭和６０年から初めております人材バンクにお

きましては、７９講座が開講しております。受講者数が８４９名と前年と比較して  

１３９名の増員であるということから、これらのことを踏まえ、自己評価は「Ｂ」と

しております。次に２７ページの上段から「ウ 図書館の整備充実を図る。」でござい

ます。目標の下段にありますが、平成２７年１０月に指定管理者制度を導入しており

ます。図書館機能の充実、整備をめざすということを目標としております。成果とし

ましては、１番上の四角のところに「指定管理者のもと、図書館機能の充実を図った。」

ということで、子どもに対する読書喚起のための各種イベントを実施ということで、

「おはなし会」や「読書まつり」「絵本の森クリスマス会」など６つの事業が展開され

ております。それと中ほどの丸の２番目、「田川市学校図書館協議会及び各小中学校図

書館と連携して、読書活動の推進を図った。」ということで、「童話発表会」「読書感想

画展」「小学生読書リーダー養成講座」など３つの事業を挙げさせていただいておりま

す。一番下の四角になりますが、「資料を収集し、利用者への提供を行った。」という
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ことで、貸出数が２２万６千５件、前年度１９万８千程度でしたので、増加していま

す。活発な事業を実施してきたと考えております。２８ページをお願いします。上の

方の四角で、「自動車文庫の運営」と挙げておりますけど、これも継続して実施してい

くこと、それからその下の四角にあります「指定管理者が新たに実施した事業」とし

て、医療支援講座から下の文化講演会までの６事業をしているという実績を挙げてお

ります。また、課題といたしまして、イベントの参加者を増やす必要があるというこ

と、自動車文庫の停留所等によって、効果的な運営のための新設や廃止を検討する必

要があるということを挙げております。自己評価といたしましては「Ｂ」としており

ます。次に重点施策の「⑵ 社会全体で子どもたちを守り、健やかに育む環境をつく

る。」ですが、アとイの２項目を挙げております。「ア 地域が連動した青少年健全育

成体制の充実を図る。」の目標は、アの関係機関・団体との連携を進化させること、イ

の体験活動の充実を図ることを目標に挙げております。成果といたしましては、「（ア） 

青少年対策事業」として、次に挙げておりますように、関係機関・団体との連携を図

っているということで、①青少年問題協議会、②青少年育成連絡協議会、③まちぐる

み子ども安全連絡会議、それぞれの事業を進めております。それから、「（イ）地域活

動事業」として体験活動の充実を図っております。①の通学合宿は、地区公民館を利

用した事業ではございますけれども、小学生を対象に４泊５日の通学合宿を実施して

おります。②のトコナツキッズは、夏休み体験事業を実施いたしております。課題と

して挙げておりますのは、「（ア） 青少年対策事業」で委員構成や事業内容も一部重

複しているところもあるため、今後、活動内容や組織の在り方について調査研究する

必要があるということを挙げさせていただいております。３０ページの一番上に、「② 

トコナツキッズ」とありますが、例年、定員を上回る申し込みがあり、事業の拡大を

行う必要があるということで挙げておりますが、自己評価としては概ね良好な結果が

得られたものとして「Ｂ」としております。それから、項目の２点目の「イ家庭教育

の充実に努める。」ですが、こちらは、「保護者の育児力を高める学習の機会や情報を

提供し、子ども達を健やかに育むための保護者の教育力の向上を図る。」ということを

目的としていますが、目標は、体験型や参加型を取り入れて、参加者数２５名以上と

増加を図ることとしております。成果といたしましては、ここに記載しておりません

が、従来、親子スマイルセミナーとか０歳児親子教室などで実施していたものは、平

成２８年度から家庭教育講座として実施しておりますが、こちらの講座で体験型、参
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加型の講座を取り入れ、平均参加数が４３人ということで目標を超える事がでました。

自己評価は「Ｂ」としています。引き続き、重点施策の「⑶ 生涯にわたり楽しめる

スポーツ活動を充実する。」でございますが、アからウの３項目を挙げております。「ア 

社会体育施設の整備充実を図る。」では目的が、主にスポーツ環境を整備し、管理・運

営を強化するということにしております。目標、今後の方向性でございますが、効果

的で効率的な施設運営を行い、充実した環境づくりに努めるということにしておりま

す。成果といたしましては、総合グラウンド照明修繕等の４点を挙げております。ま

た、その下のトレーニングセンターの利用状況についてですが、３万２千３３人で前

年よりも利用増になっているということを挙げております。右の３１ページの一番上

になりますが、課題については、「総合管理計画等により整備方針により整備を行わな

ければならない。」としております。自己評価としては「Ｂ」としております。「イ 市

民ニーズに応じたスポーツ活動に努める。」でございますが、目的等の中段から書いて

おりますが、「それぞれの年齢、興味、関心、体力及び目的に応じて『いつでも、どこ

でも、いつまでも』スポーツを継続的に楽しむことができる環境づくりをめざす。」と

しております。事業の実績、成果といたしまして、一番上の四角の後段にありますが、

体育活動コーディネーター、これが平成２５年度に２校、平成２６年度に３校、平成

２７年度に３校、平成２８年度からは全８校で実施、派遣することができました。そ

れから、２番目の四角にありますカヌーの体験教室の実施、試みとしてのカヌー大会

の開催、３番目の四角の田川地区水泳大会の実施ということを実績として挙げており

ます。自己評価としては「Ｂ」としております。「ウ 東京オリンピック・パラリンピ

ック開催に伴う国際交流及びスポーツの活性化に努める。」でございますが、成果とい

たしまして、パラリンピック種目であるブラインドサッカーの体験学習を市内全小学

校で実施できました。平成２７年度に４校、平成２８年度に全校でという取組ができ

ているという実態でございます。次に３２ページをお願いします。重点施策の「⑷ 自

分の人権を守り、他者の人権を尊重する地域社会をつくる。」では、アとイの２項目を

挙げさせていただいております。「ア 人権尊重理念の共有化を推進する。」ですが、

成果といたしまして、中央講座のアンケートで「参考になった」「どちらかといえば参

考になった」との回答が、全体の８０％を占めたということ、中学校区における人権・

同和教育講座を５校区で実施したこと、公民館における人権・同和教育講座を４館で

実施したことを挙げております。自己評価は「Ｂ」としております。次に「イ 男女
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共同参画社会の形成促進に取り組む。」これにつきましては、成果の後段に書いており

ます、田川市男女共同参画出前講座を１回実施したということで、自己評価としては

「Ｂ」としております。私からは以上です。 

○文化生涯学習課企画官 それでは、３３ページをお願いします。「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。」の１点目、「田

川文化センター・田川青少年文化ホール」についてです。田川文化連盟等、市民団体

の協力連携によりまして、市民文化祭等各種イベントを実施するとともに、文化団体

の育成を図ってまいりました。しかしながら、芸術文化体験事業におきましては、遠

方の学校が参加しにくい状態が続いているということなどから自己評価は「Ｂ」評価

としております。３４ページをお願いいたします。２点目の「田川市美術館」につい

てです。作家とのコレクションコラボ展や開館２５周年記念の「沸点」、また、絵本作

家長谷川義史氏の原画展と意欲的な取組をしてきておりますが、若い学芸員のより一

層のスキルアップの必要性から自己評価は「Ｂ」評価としております。３５ページの

「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。」です。

博物館では、博物館主催の企画展として、美術館で炭坑絵画展を開催したり、図書館

へ炭坑記録画の複製画などの貸し出しを行いました。また、博物館の改修によりまし

て、デジタルサイネージを設置したため、図書館や美術館との各館情報をお互いに発

信できるようになりました。今後は、共同イベント等の開催を検討していくという必

要があるというところから、自己評価は「Ｂ」としております。次に、「イ 国際交流

を推進する。」では、日本と台湾の石炭交流の歴史を振り返るための各種事業を台湾で

実施したり、台湾の新平渓煤礦博物園区との間で友好館協定の締結をしたりもいたし

ました。今後は、友好館協定に基づきました展示、調査研究等の具体的な取組内容を

徹底していく必要があるというところから、自己評価は「Ｂ」としております。次に、

３７ページの「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

博物館の整備充実を図る。」です。ここでは、何と言いましても博物館の改修工事が竣

工し、山本作兵衛コレクションを初めとする文化財を適切な環境で保存や展示公開を

行うことが可能となったということから、自己評価は「Ａ」評価としております。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、田川地域の歴史など、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。」ということにつきましては、

各種事業や研究会を実施するとともに印刷物も作成しているというところから、自己
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評価は「Ｂ」としております。次に「イ 文化財の保存と活用をする。」では、成果に

挙げておりますように、埋蔵文化財の事前審査を２２５件、確認・試掘調査を５件、

発掘調査を２件実施しております。また、新たに田川市市指定文化財の答申がされた

というようなところから、自己評価を「Ｂ」としております。次に、「国史跡指定への

推進」というところでは、伊田斜坑跡地の土地所有者や関係機関等との協議は継続し

てきたものの、進展というところまではいかなかったため、自己評価は「Ｃ」として

おります。以上でございます。 

○田川市教育事務点検評価委員会委員長 県立大学の藤澤と申します。ご案内いただき

ましたとおり、田川市教育事務点検評価委員会ということで、以上、報告していただ

きました内容につきまして、６名の委員をもちまして意見を申し上げるという役割を

担わせていただきました。冊子の４０ページから４３ページにその概要を記しており

ますので、今からご説明を申し上げたいと思います。大学では、ちょうど、今、３限

ぐらいで、集中力が途切れる時間に当たりまして、私どもは、大変な注意を要する時

間なのですが、できるだけ短く要約するという形でご説明したいと思います。改めて

ですが、４０ページ以下をご覧いただきたいと思います。まず、最初に全般に関する

意見を申し上げて、その後、課ごとの事業に対する意見という形で４３ページまで記

しております。まず、全般に関する意見といたしまして、大きく６点を記しておりま

す。ダイヤモンド印で書いたところなんですが、まず１つ目、「分かりやすい表現への

見直し」ということで、先程のご説明の中でも何度か登場しましたので、同じような

感想をお持ちの方もおられるのではないかと思いますけれども、様々な専門用語が出

てまいります。そこで、その中には教育の専門家、それから、学校教育関係者にとっ

ては言うまでもないような単語もありますけれど、市民の目線から見てみると必ずし

もそうではないようなものもございますので、こうした用語を使う場合、やむを得な

いことではあると思うんですけれども、やはり、注釈を使うこと、それから、より簡

単な言葉に変えるといった、そういう工夫が必要なのではないかということ、これは

最初の全般的な意見として出て参りました。続きまして、２つ目、「評価の目的を明確

化」ということで、これは根本に関わることではあると思うんですが、何のための評

価なのかということについて、明文化した方が良いのではないかということです。つ

まり、この評価結果を踏まえたうえで、このそれぞれの事業について継続していくの

か、あるいは改善したうえでさらに発展させていくのか、あるいは評価が芳しくない
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場合には、廃止する方向で考えなければならない、そういう選択肢もあるのではない

かということ。少なくとも、そうした様々な選択肢の方向性を明示する必要があると

いうこと、評価だけの評価に終わってはならないということです。３点目、「関連事業

の連携強化」でございますが、例えば９ページの「カ 基本的生活習慣の確立、健康

の増進、体力・運動能力を育成する。」という項目がありますけれども、この部分は例

えば学校教育だけではなくて、家庭教育の関係ということもかなり出てまいります。

ただ、事業評価としては、課ごとの、いわゆる縦割りの形になっておりますので、そ

ういうふうなものは、機能する場合もあるとは思うんですけれども、先程の事例のよ

うに学校教育とそれから社会教育、家庭教育という形で別れた形での取組の場合には、

別々に評価されるという弊害も、もちろんあるのではないかということです。こうし

た点については、工夫が必要なのではないかということ、これが３点目の意見です。

それから４点目、「事業経費の明示」と５点目、「事業の実施期間の明示」は比較的類

似した意見なのですが、４点目については、経費について明示する必要があるという

ことです。いずれも公金が関わっておりますので、それぞれの事業、今回の評価につ

いては、それぞれフラットといいますか、均一な形で評価が出ておりますけれども、

それぞれ、やはり要した経費というものには、当然違いがあり、それぞれについて重

み、全てが重いということは言うまでもないことなんですが、そのうえでも経費の規

模というのを明示したうえで、それぞれの評価ということがあってしかるべきなので

はないかということです。これが４点目です。それから、５点目として事業の実施期

間の明示が必要ということです。どれくらいのスパンでそれぞれの事業が行われてい

るのかということ、単年度事業なのか、あるいは複数年度にまたがる事業であるのか、

それとも非常に長いスパンで行われてきた事業ということなのか、それぞれの評価を

するうえでも４点目の事業経費、それからスパン、事業の実施期間ということについ

ても勘案したうえで、評価しなければならないのではないかということです。４１ペ

ージに移ります。全般に関わる意見の最後６点目です。「評価判断基準の見直し」とい

うことで、これも同じく同じ感想を持たれたのではないかなというふうに感じながら

改めてお聞きしていたのですが、例えば、「概ね」という表現については、やむを得な

いとはいえ、非常に大枠すぎるということですね。この点をどういうふうに改善した

らいいのかということ。これは、今後の検討事項として是非受け止めていただきたい

ということとして、評価委員会としては、お出しいたしました。以上、６点が全般に
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関する意見ということです。以下、課ごとの事業について、どのような意見が出てき

たのかについてをご説明を申し上げます。あらかじめ申し上げておきますと、先程も

各事業についてご説明いただきまして、私ども評価委員会では、全ての事業について、

意見が出てきたわけではございません。特に意見が出なかった案件もございますが、

特に意見が出てきたものとして、いくつかお出ししたいと思います。まず、学校教育

課所管事業に関する意見としては、３点出てまいりました。できましたら、各ページ

を改めてご覧いただきながら、今からご説明することをお聞きくださればと思うので

すが、まず、７ページの「基礎・基本をもとにした確かな学力を育成する。」というこ

とについて、子どもたちの声を聞くという学校教育上、もっとも基本的な取組につい

て適切になされているか、もう一度見直していく必要があるということです。特に学

力の向上ということは、非常に重要ではあるけれども同時に偏重になることなく、特

に心の教育についても、しっかり取り組んでいく必要があるのではないかと、このバ

ランスについて改めて考えていただきたいという、これが１点目として出てまいりま

した。２点目としましては、同じく７ページにある「教員の授業力のさらなる向上図

る。」ということに関わることですが、先程も出てきました様々な研修会ということが

ありました。昨今、どうも数値化ということが出てまいります。これは、やむを得な

いことではあると思うんですけれども、その数値化ということが、あまりに先走り過

ぎることで、あるいは優先されてしまい過ぎることで、何か見えなくなってしまうよ

うなものがあるのではないかということです。数値目標化することを優先しないとい

うことについても、もう一度考えていく必要があるのではないかということです。３

点目としましては、１０ページの「いじめを許さない学校文化を構築する。」というと

ころです。これも主旨は 1 点目、２点目と同じことでありまして、アンケートの実施

ということがあまりに先行しているように聞こえてしまうということです。そういう

ことではなくて、それが目的化しないような、そういうふうな評価ということが一方

では必要なのではないかという意見です。以上が学校教育課の所管事業に対する意見

です。引き続きまして、教育研究所所管事業に対しまして、２点出てまいりました。

これも大変申し訳ないのですが、同じようなトーンになってしまうと思うのですが、

１点目、１８ページの「教員の授業力のさらなる向上を図る。」ということで、ここで

も研修会の実施率、参加率等が目標の中心となってしまっている。ただ、もっとも重

要なのは教員個々がどのように研修を受けて、どのような具体的な成果があったのか
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ということです。そういった観点から改めて見直す必要があるのではないかというこ

とです。特にこの事業については、お気付きのとおり、ほぼ全てといってもいい程、

大半の事業がＢ評価になっている中でＡ評価を付けているわけですれども、それをど

のような形で評価して比較することができるのかということです。こういう観点から

も、もう一度評価そのものの基準についても見直していく必要があるのではないかと

いう意見が出てまいりました。２点目ですが、２０ページの「家庭での学習習慣を育

成する。」につきましては、朝食の摂取率ということが１つ事案として挙がっているわ

けですけど、様々な観点からみても、例えば、クロス集計を行うといった新たな形で

の分析を試みるということ、それを行ったうえでのさらなる評価ということが必要な

のではないかと、そういう意見が出てまいりました。続きまして、教育総務課所轄事

業に関する意見です。これは１点出てまいりました。これは、この中では珍しくとい

うと大変語弊があるかもしれませんが、これはポジティブな意見として出てまいりま

して、２３ページの「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。」という事案については、非常に必要に応じて機動的な形で事業が運

営されていること、具体的に言いますと、この事案の場合、バリアフリー化というこ

とが当たるわけですけれども、こういうことについては、今後もさらに積極的に取り

組んでいただきたいとそういう意見が出てまいりました。次に４２ページにまいりま

す。新中学校再編推進室所管事業に関することです。これは１点出てまいりまして、

市内７校の統合につきまして、いろんなそれぞれのご意見があるということで、今後

は、それらについても、それぞれの意見というのを丁寧に汲み取っていただきたいと

いうこと、その背景には、やはり地域住民の方々がいろんな不安を抱いておられると

いう、そのような事が意見として出てまいりました。最後に文化生涯学習課所管事業

については、大きく６点出てまいりました。２７ページの１点目、「図書館の整備充実

を図る。」ということについては、大きく３つの意見が出されました。１つ目は、市民

のニーズを意識した取組ができているということは、非常に高く評価できるというこ

とです。２つ目は、資料のデジタル化事業ということで、地域資源の保存、公開とい

う観点から、これも今後も進めていただきたい重要な取組であるという意見が出てま

いりました。３つ目は、移動図書館（自動車文庫）についても、特に高齢の方が利用

できる取組として今後もさらに継続していただきたいという意見が出てまいりました。

２点目ですが、２８ページの「地域が連動した青少年健全育成体制の充実を図る。」と
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いうことで、先程も出てまいりました「トコナツキッズ」につきましては、非常に成

果が上がっているというご意見が出てまいりまして、今後は、１人でも多くの子ども

たちが参加できるような事業規模の拡大について、ご検討いただきたいというご意見

がありました。３点目、３２ページの「人権尊重理念の共有化を推進する。」について、

これも大きく２つ分けられるのではないかと思います。１つ目は、アンケート調査に

ついて、８割の方々が、「参考になった」「どちらかと言えば参考になった」という意

見を出されたということなのですが、こういうことに基づいて評価をする場合には、

その回答した方の属性であるとか、そういうものについても、やはり同時に公開した

上で評価する必要があるということです。２つ目として、様々な講座への参加者が固

定化しているというようなご意見が出てまいりまして、参加者が固定化しないような

積極的な取組が一方で必要であろうというご意見が出てきました。４点目、３４ペー

ジの「田川市美術館の運営について」です。これも大きく２つに分かれるだろうと思

います。１つ目は、必ずしも大規模な展覧会ではなくて、子どもとか市民のニーズに

応じた参加型のイベントをより充実していただきたいということです。２つ目は、美

術館単体ではなくて、市の石炭・歴史博物館や市立図書館との連携ということを、よ

り進めていただきたいということです。これは、作品の共有化という意味でもより魅

力的な事業にするために必要であろうというご意見として出てまいりました。５点目

ですが、３７ページの「石炭・歴史博物館の整備充実を図る。」について、これは、か

なり具体的なことなのですが、現在、博物館の案内看板というのは、中央中学校が作

製しているということです。ただ、市内の子ども達、特に中学生の愛郷心を育むとい

う観点からは、この中央中学校のことだけではなくて、他の中学校にもこういうふう

な関わりをもっていただきたいということ、こういう波及性が必要なのではないかと

いう意見が出てまいりました。最後に６点目、３８ページの「文化財の保存と活用す

る。」ということで、これも２点、大きく出てまいりました。１つ目は、伊加利人形芝

居について、後継者不足というものが出てきているけれども、特に市民講座、それか

ら、学校教育を活用しながらこのことについても、対応していただきたいということ、

特に学校教育課と文化生涯学習課が連携して交流事業に努めていただきたいという、

そういうご意見が出てまいりました。同時に様々な歴史文化遺産について、市内に設

置されている案内看板というのが非常に小さくて分かりづらいということで、より魅

力的なまちづくりという観点からも、こういうふうなことについて、工夫をしていた
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だきたいと、そういうご意見として出てまいりました。以上、それぞれ、私ども田川

市教育事務点検評価委員会から出てまいりました意見についてご説明いたしました。

それぞれ抽象的なこともあれば、かなり具体的なこともありますが、ご参考までに提

供したいと思います。以上です。 

○教育長 今の事務局の説明、また藤澤委員長の説明について質問等、ありませんか。 

○毛利委員 昨年度は、評価する人の個人的な考えが入っている気がしていましたので、

今年はこれを全体的に見ていただいたということで、そういうところがなくなり大変

わかりやすくなりましたので、大変ありがたいと思っております。 

○教育長 評価委員会を設置して、多くの方々の目で教育委員会の取組を評価してもら

い、今後に生かしていけるということで、私もありがたいと思っております。他にご

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異議ありませんか。 

（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１９号「平成２８年度教育に関する

事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書について」は原案のとおり可決いた

します。藤澤先生、ありがとうございました。また、今後ともよろしくお願いします。 

（田川市教育事務点検評価委員会 藤澤委員長退室） 

  次に移ります。日程第４ 議案第２０号「平成３０年度使用小学校教科用図書（道

徳）の採択結果について」及び日程第５ 議案第２１号「田川市新中学校創設基本計

画（案）について」は、地方教育行政の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、非公開としたいと思いますが、

いいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

  では、異議がないようですので、日程第４及び日程第５の案件については、非公開

とします。 

・ 

・ 

・ 

次に移ります。日程第６からは、通常のとおり公開とします。日程第６ 事務報告

「田川市小学校給食調理等業務委託契約の締結について」を議題とします。事務局に



 

２２ 

 

説明を求めます。 

○学校教育課長 日程第６ 事務報告「田川市小学校給食調理等業務委託契約の締結に

ついて」ご報告させていただきます。１ページをお願いいたします。「１ 契約締結

者の住所・名称・業務期間」でございます。住所は記載のとおりでございます。名称

はシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社でございます。業務期間は、平成 

２９年９月１日から平成３２年の８月３１日までの３か年でございます。「２ 委託

校」につきましては、そちらに挙げています弓削田小学校、鎮西小学校、伊田小学校、

金川小学校の４校でございます。「３ 主な業務委託内容」は、そこに記述のとおり、

調理、そして食材料の点検の他、検収、給食施設、調理器具、食器等の清掃等、事務

分担、職員配置表、勤務表等の作成等になります。「４ 田川市小学校給食調理等事業

者選定委員会の開催について」は、開催日、平成２９年６月２９日でございます。選

定基準及び配点につきましては、２ページから６ページに示しておりますプロポーザ

ルの選定基準をご参照ください。続きまして、選定結果につきましては、７ページを

ご覧ください。別紙２で挙げているところでございます。学校給食の実績と考え方、

運営体制、運営能力、衛生管理体制、美味しい給食を実施できる技術能力、危機管理

体制、価格点、合計が８００点満点に対して５７５点、平均点が７２点です。平均点

６０点以上を適正ということで設けておりましたので、このとおり選定という形にな

っております。１ページに戻ります。「５ 契約金額」につきましては、２億１千８８

万５１２０円です。「６ 契約日」でございますが、ここは、契約予定日の平成２９年

８月３１日です。９月１日からの業務が始まるということでございます。以上、事務

報告でございます。 

○教育長 私も選定会議には、参加しましたが、いくつもの学校でもう実績のある業者

で、今働いておられる調理師等も希望があれば、その業者の方で採用するとか、いろ

んな意味で、こちら側の要望等をきちんと受け入れていくような姿勢は見られました。

何か質問等はないでしょうか。 

  では、ないようですので、次に移ります。日程第７ 報告第８号「教育委員会事務

局職員の任免について」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７ 報告第８号「教育委員会事務局職員の任免について」ご説

明申し上げます。本件につきましては、教育委員会事務局職員の任免について、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
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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、裏面をご

覧ください。まず新中学校再編推進室の永岡るり子室長が退職のため、平成２９年７

月３１日付で市長事務部局に出向いたしております。その後任として、同推進室の坂

井順一課長補佐が昇任し、平成２９年８月１日付で課長級の室長として就任いたして

おります。また、これに併せまして、小学校等における給食調理業務の一部委託化に

伴いまして、伊田小学校に配置しておりました香月英香技術主査を学校教育課学校給

食係に、また３人の給食調理師を表記載のとおり、平成２９年８月１日付でそれぞれ

配置転換いたしております。以上で説明を終わります。 

○教育長 今の説明に対して質問、意見等ありませんか。 

  ないようですので日程第７ 報告第８号「教育委員会事務局職員の任免について」

は承認することといたします。 

  では、次に移ります。日程第８ 諸般の報告「８月行事予定ついて」を議題とします。  

（各課長が教育長及び各課の行事予定を説明） 

 特に何か聞きたいこと等はありませんか。 

 ちなみにトコナツキッズの参加費は、いくらくらいですか。大体でいいですが。 

○文化生涯学習課長  すみません、よく覚えてないですが、保険料等だけですので  

１０００円弱だったと思います。 

○教育長 わかりました。多くの子ども達が参加できるような配慮があるかなと思った

ので。 

  では、次に移ります。「９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、次回、９月定例会の日程案でございますが、９月４日、月

曜日でいかがでしょうか。 

○教育長 よろしいでしょうか。それではご異議ないようですので、９月定例会は９月

４日、月曜日１４時３０分に決定いたします。他に全体をとおして何か質問ご意見等

ありませんか。 

  ないようですので、以上をもちまして、平成２９年第９回田川市教育委員会８月定

例会を閉会いたします。 

                              （閉会１７時００分） 

 

                            


