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（開会１４時３０分） 

○教育長 ただいまより、平成２９年第１３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２９年第１２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、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１２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いたします。 

  次に移ります。日程第２ 議案第２５号「平成３０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２５号「平成３０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」です。これは、平成３０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。読みあげさせていただきます。「平成３０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、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図るため、次の方針に基づいて行う。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

や女性の推薦を積極的に行う。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。」以上が異動の方針でございます。２、３ページにつきましては、「平

成３０年度田川市立小・中学校県費負担教職員人事異動取扱要領」です。これは、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
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事異動方針」に基づき、詳細について挙げているところでございます。全部、説明さ

せていただきます。それでは、「１ 教職員組織の充実適正化について」の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 年度末の異動について」の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）とします。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

や地域の実態に立ち、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。続きまして、「３ 昇任及び新規採用者の配置に

ついて」でございます。１）校長・教頭については、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）新規採用者でございます。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。」以上でござい

ます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○教育長 平成３０年度田川市立小・中学校県費負担教職員の人事異動方針の説明があ

りましたが、何かご質問、ご意見等ございませんか。 

○毛利委員 今年、１年間見ていて、何校かうまく運営できていないようなところがあ
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りますよね。環境が変わればいろいろと子ども達の変化もあると思いますが、うまく

いかない学級等の担任については、本人に自信を取り戻させるために環境を変えるこ

とによって、また変化が出てくるのではないかと思います。異動することによってそ

の先生達にいい効果があり、うまくいくということも十分考えられると思いますので、

その点を考慮していただければと思います。 

○学校教育課長 その件については、人事を行っていくうえで一番大事な点ではと思い

ます。校長から学校の状況や先生方のいろいろなバランス等を含めたヒアリングを１

月に行う予定です。それをきちんと捉えたうえで、情報が不足する場合は個別に現場

の状況を確認し、正確につかんで適正な人員配置ができるように、また、新規一転の

がんばりに期待できるようなことも考慮しながら人事異動を考えていきたいと思って

います。 

○教育長  今、課長も言われましたが、一律に年数を決めて、６年経ったから異動させ

るとか、３年だからできないとかいうことではなく、各学校の実態をしっかりとつか

んだうえで人事異動を行いたいと思いますのでお願いします。 

○毛利委員 お願いします。 

○教育長 他にございませんか。 

○毛利委員 もう一点いいですか。教頭が不在になっているところがありますが、新し

く配置するということはできないのですか。 

○学校教育課長 その件については、基本的には教頭職の代替として講師を教頭にとい

う配置はありませんので、教頭が休めばその分の空きがずっと続くという状況になり

ます。ただ、例外的に次年度の任用がない、見込めないという状況については、講師

を配置していいというところでございます。県にお願いをして加配ができる枠はいた

だいているので、今は人材を探している状況です。 

○毛利委員 ただ、今後は、各地で学校の統廃合がありますので、あまりプラスアルフ

ァしていくと、あふれるという状況が出てくると思うので、人事として、また考慮し

なくてはいけないと思いますが、教頭がいないというのは校長にしわ寄せがくるし、

主幹教諭にもしわ寄せがくるし、一般教員にも影響があります。やはり相談するとこ

ろがなくなるというのは大変なことで、それは十分考えなくてはならないところなの

で、すみませんがよろしくお願いします。 

○教育長 当該校については、校長を中心に主幹教諭も含め全員で頑張ってくれていま
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す。確かに一人ひとりの負担は大きいため、講師を１名補充できる体制が整いました

ので、今、探しているところです。 

○毛利委員 最後にもう一点です。新規採用者について書かれていますが、できれば小

学校も採用するなら英語の免許はなくてもうまく英語がしゃべれる先生、もちろん副

免でもあれば尚更いいのですが、そういう方をできれば探してくれるといいと思いま

す。なかなか少ないでしょうが、よろしくお願いいたします。 

○教育長 他に何か質問等ありませんか。 

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） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第２ 議案２５号「平成３０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「新中学校創設に関する住民説明会の実施状況

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３ 新中学校再編推進室の事務報告でございます。「新中学校創設に

関する住民説明会の実施状況について」でございます。１ページをご覧ください。「⑴

実施状況」につきましては、１１月６日に第１回を大浦小学校区で開催後、１２月４

日の第９回弓削田小学校区まで全ての小学校区で行っております。「⑵ 参加人数」で

ございますが、延べ３９７人、うち保護者が１７７人となっております。２ページを

ご覧ください。「⑶ 世代別の参加状況」及び「⑷ 会場別の参加状況」をグラフで表

示しております。３ページをご覧ください。会場で配布させていただきました来場者

アンケートを参考資料として添付させていただいております。４ページ以降にそのア

ンケートの回答を紹介させていただいています。「⑴ 全体の回答結果」です。会場別

の回答結果につきましては、来場者のうち２９６人から回答をいただいております。

回答結果は、以下に示してあるとおりでございます。５ページをご覧ください。今回

の「基本計画（案）の内容はわかりましたか。」という設問に対する回答でございます。

全体の回答結果２９６人中、「わかった」、または、「まあまあわかった」という比較的

肯定的な意見を回答いただきましたのは２１５人、率といたしまして７２．７％とな

っております。「⑵ 会場別の回答結果」につきましては、下記のとおりでございます。

次に「新中学校への期待度を教えてください。」という設問でございます。⑴ 全体の

回答結果は、２９６人中、「大いに期待している」が７３人、「期待している」が１０
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６人、肯定的な意見１７９人で、率といたしまして６０．５％となっております。⑵

会場別の回答結果は、下記に記しているとおりでございます。傾向といたしましては、

今回の案の中で西校区に該当いたします弓削田小校区、後藤寺小校区、大浦小校区、

大藪小校区は比較的高い肯定的な意見でございましたが、旧東区にあたる部分、特に

金川小校区、鎮西小校区は、肯定的な意見を否定的な意見が上回ったという形になり

ます。それ以外につきましては、おおむね肯定的な意見が否定的な意見を上回ってい

るという結果が出ております。７ページ以降をご覧ください。説明会での質問・意見

を掲載させていただいております。「1．再編案に関すること」につきましては、教育

環境または学校の周辺環境の整備についての意見が多くございましたが、「④これ以上

開校時期を変えないでほしい」「⑤不安の方が大きいため再編には反対だ」「⑥前回と

話が違い過ぎて納得ができない」「⑦地域や保護者の意見をしっかり取り入れてほし

い」「⑯学校位置について、南北案や三校案（金川中または中央中）を再検討してほし

い」というような意見、「⑰配置図等を作成して面積的に問題がないことを示してほし

い」というご要望や、「⑱金川の絆や今まで培ってきた伝統をなくさないでほしい」「⑲

学校位置が変更になった経緯について、議事録を公開してほしい」ということや「⑳

仮設校舎の設置場所や体育の実施場所は早期に検討して周知をしてほしい」というよ

うな多岐にわたる意見をいただいた結果となっております。「２．通学方法等に関する

こと」です。「①通学距離が長くなるので、子ども達の安全には十分配慮してほしい」

というのが代表的な意見でございます。それ以外では、「③スクールバスの経路等を早

期に周知してほしい」等、個別の通学路の箇所の整備等をご指摘していただいたとこ

ろでございます。「３．地域コミュニティやまちづくりに関すること」につきましては、

「①計画案は後藤寺小校区と大浦小校区の地域コミュニティに配慮した最も理想に近

い形だ」というご意見や、また逆に大藪小校区は、旧東区、旧西区の地域が混在して

いる学校区となっておりますし、祭りなどの文化的な繋がりについては東中校区と同

じ伊田の祭りと同日に開催しているという点から違和感があるというご意見もいただ

いたところです。「⑦再編すると活性化協議会の枠組みに影響が出る中央校区に配慮し

てほしい」というようなご意見もいただきました。「４．学校教育に関すること」につ

きましては、「①保護者や教員の意識が変わらなければ、新中学校を創っても何も変わ

らない」とか「②目標とする教育内容の実現に向けて、教員の指導力向上等も期待し

たい」という厳しいご意見もいただいたところでございます。それ以外にも保護者の
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皆さんの率直な意見だと思いますが、「⑦複数の小学校から子どもが集まるので、いじ

めなどの人間関係が心配だ」というご意見をいただいておりますが、この点につきま

しても会場での回答はさせていただいているところでございます。最後、「５．説明会

に関すること」につきまして、「②もっと保護者の参加しやすい日程や方法を考えてほ

しい」とか、「⑤保護者が質問できる機会が少なかった」「⑥開校時の保護者と、意見

交換をきちんと行って欲しい」「⑦整備期間中の子ども達や保護者に対する配慮や説明

が不足している」という意見が多数ございましたので、今後、保護者向けの説明会を

年明けにも開催したいと思い、現在、準備を行っているところでございます。今後に

つきましては、今、申しましたとおり小規模かつ集まりやすい会場等での説明会、保

護者説明会を各小学校区単位で再度ＰＴＡの役員の皆様方にご連絡させていただきま

して、実施したいと考えておりますし、それ以外でも例えば行政区単位でご要望があ

ったりすれば、出向いてご説明したいと考えております。今後も丁寧な説明を続けて

いきたいと思っております。その後、私ども事務局といたしましては、今年度中に教

育委員会の皆様方に今回の基本計画を決定していただきまして、来年度には取りかか

りに入っていければと思っております。今回、いろんな意見が出されております。ご

要望もいただいておりますが、これらの意見要望につきましては、説明会の会場で答

えさせていただいたのですが、取りまとめのうえ、具体的な協議が始まる開校準備協

議会の中でご紹介させていただきまして、個別課題等につきましては検討していきた

いと考えております。簡単でございますが、以上、報告を終わらせていただきます。 

○教育長 新中学校再編推進室の事務報告がありましたが、質問、ご意見等ありました

らお願いします。毛利教育委員は皆勤されましたが、何かございませんか。 

○毛利委員 私が感じたのは、統合そのものについての意見を集中的に言うところと、

統合した後をどうしていこうかという意見が出るところの二つに分かれていたという

ことです。例えば、ある学校では統合についてを中心に意見がたくさん出てくるけど、

先ほど言ったように西の方では、統合後、通学するのにどうすればよいだろうかとい

う方向の話をしていたから、両極端だなと感じました。 

○推進室長 おっしゃるとおりで、特に今、言っていただきました統合そのものに対す

る意見というところにつきましては、「再度、説明会を実施してほしい。」というご要

望がありました。それに対して会場で市長と教育長が実施したい旨を回答しておりま

すので、規模、実施日程等を調整のうえ、年明けに再度説明会を実施して、また、十
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分な丁寧な説明をしていきたいと思っております。前向きというのは失礼ですが、通

学に関してや開校後の子ども達のことを心配していただけるところについては、ご指

摘いただいたとおり、「再編し新しい中学校を創設することには、おおむね賛成である

が、こういった点に十分配慮してほしい。」という前向きなご意見、ご要望をお持ちで

あるということをこちらも認識しておりますので、その点につきましては、今、実施

可能なものは早期に行っていき、個別具体的なものにつきましては、先程、申しまし

たとおり、開校準備協議会で十分検討していき、開校時にはできる限り不安等を失く

していけるようにしたいと考えております。 

○毛利委員 ありがとうございます。 

○加治委員 今、このアンケートの結果を見ながら思ったのですが、質問項目の「新中

学校への期待度を教えてください」というところで、「全く期待していない」「あまり

期待していない」という回答がありますが、この数字を見ると、とても傷つくという

か、ドキッとしたのですが、これはどういう観点からなのでしょうか。皆さんがいろ

いろな思いをお持ちで、計画が自分の思いに近い方々もいらっしゃるでしょうし、反

対意見等自分なりの思いがあって、それが期待できないという回答に含まれている方

もいらっしゃるかもしれないと思います。ただ、これからの未来にすごくいいものを

つくろうとしている時に、保護者や関係者が、こういった「全く期待していない」と

いう思いを持たれているのは、とても大きな問題のような気がしますが、これについ

ては、どのように私たちは考えていかないといけないんでしょうか。 

○推進室長 私どもといたしましては、今、加治委員に言っていただいたように、「新中

学校は素晴らしい学校にしていきたい。そういうものをつくっていきたい。」という思

いで考えております。その旨で説明はさせていただいたつもりですが、学校がどうし

ても遠くなってしまうことに対して、しかも、それが今、目の前にいる小さな自分の

子どもがその遠い学校まで通うのかという思いとも重なると思いますし、地域の人た

ちとしては、今までわが地域の中にあった、わが中学校がなくなるという思いの強さ

というものもございますので、その思いの強さと比例して、今回、自分の思っている

理想と違うところになるという教育委員会の提案に対して否定的な意見の回答がなさ

れたのではないかと思います。 

○加治委員 この数字を見ると、とても悲しい気がいたしますね。 

○教育長 参加した方の年齢層を見ると結構、年齢の高い、保護者ではない方の参加が
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多いですよね。「あまり期待していない」、「全く期待していない」という回答には、私

も室長が言われたようないろいろな理由があると思います。例えば、宮若市の旧宮田

町は田川市と同じ５５平方キロメートルの広さなのですが、そこに中学校が以前６校

ありました。一度、３校に再編されました。それがまた今度１校になりました。その

旧宮田町と同じ広さのところに、田川市には８校の中学校があるわけです。筑豊の炭

坑町特有の状況ですが、学校があってそこから少し歩けば、また次の学校が見えると

いう感じです。筑豊は、昔、鉄道線路の密度も日本一だったと言われています。坑口

が開けば炭住ができて、そこに駅ができて、町ができる。そして学校ができるという

状況だったようです。「学校が近くにあるのが当然だ」という意識が強いので、学校が

遠くなるというのが、保護者からすれば他の地域に比べて、すごく抵抗感が大きいの

ではないかと思います。それから、当然のことながら戦後すぐにできた７０年の歴史

がある中学校ですから、愛着があり、校区活性化等の取組の歴史もあるし自分たちの

学校を残したいという思いが強いと思います。それから、もう一点は、やはり金川は

地域の愛着がとても強い学校で、鎮西中や田川中校区もそうだと思いますが、どうし

ても「期待している」とは書けないという方もおられたのではないかと私は思ってい

ます。ただ反応としては、いわゆる多様な個性の子ども達が集まって、思いきりスポ

ーツや音楽活動もできるような冷暖房も備えた設備がある新中学校をつくること自体

に関しては、「それは大切だ、必要だ」ということは感じている方が多くなってきたよ

うです。 

他に何かご意見やご質問はございませんか。 

  ないようですので次に移ります。日程第４ 諸般の報告「１２月行事予定について」

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） 

○教育長 質問、意見等ございませんか。 

  では、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 それでは、次回、１月定例会の日程案でございますが、１月１２日、

金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、１月定例会は、

１月１２日、金曜日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。 
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博物館で「舞鶴への生還と山本作兵衛コレクション」の特別展を開催中ですが、今

のところ入場者の状況はどうなっていますか。 

○文化生涯学習課企画官 思ったほどにはいかず、ちょっと伸び悩んでいる状況です。 

○教育長 何か対策を考えていますか。 

○文化生涯学習課企画官 この前、市長からも言われまして、今、美術館で開催中の「手

塚治虫展」が、かなり好評ですので、そこに職員が出向いてチラシを配るということ

で、土日にかけて特に動くようにしております。 

○教育長 私は行きましたが、とても良い内容で、じっくり読んでいくとなかなかボリ

ュームと内容のあるものでした。是非、教育委員さん方もお声掛けをよろしくお願い

いたします。 

 他にないようですので、以上を持ちまして、平成２９年第１３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１０分） 


