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〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    ただいまから、平成２５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「平成２５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」日程第１「平成２５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」日程第１「平成２５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」日程第１「平成２５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、文言等についてご質疑はご

ざいませんか。 

ご質疑がないようですので、日程第１「平成２５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日程第２日程第２日程第２    議案第１８号「平成２４年度教育に関する事務の管理及び議案第１８号「平成２４年度教育に関する事務の管理及び議案第１８号「平成２４年度教育に関する事務の管理及び議案第１８号「平成２４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」執行の状況の点検及び評価報告書について」執行の状況の点検及び評価報告書について」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。事務局に説明を求めます。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長 それでは、学校教育課からご説明をさせていただきます。７ページをお

願いします。時間の都合上、４つの重点施策と継続課題の中の課題対応の具体化につい

て詳細にご説明することは避け、特徴的なもののみ説明をさせていただきます。それで

は、重点施策１番目「第Ⅲ期学力向上プロジェクトをスタートし、組織の充実及び教職

員の指導力の向上」を図ることにつきましては、まず、学力向上プロジェクト報告会が

１０月に猪位金校区、１１月に金川校区の２校区で実施することができました。特に、

平成２４年度は、学ぶ意欲を高める単元のめあてづくりについて明らかにすることがで

きたと考えております。職員の指導力向上に向けての研修会では、年度初めには各学校

の校内研修を中心に言語活動を位置づけた授業実践を中心に研修していただき、後半で

は１２月に市内全教員を対象としたプロジェクト研修会、２月に管理職・教務・研修担

当者を対象とした学力向上研修会の実施をいたしました。８ページをお願いします。市

費講師を活用した指導についてでございますが、小学校１年から５年、中学校１年から

３年において３５人以下学級が実現でき、少人数学級編成、少人数指導等が行え、個に

応じた指導の充実が図れたというふうに考えております。このことについて課題があり

まして、市費講師に校外研修の機会が少ないので、学校教育課主管で、研修会を開催す

る必要があるのではないかということを挙げさせていただいております。総合評価はＢ

でございます。重点施策２番目「確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成」につきま

しては、まず、休日学習推進授業、いわゆる土曜数学まなび塾でございますが、月２回

開催することができました。なお、出席者の６０％の生徒に学力の向上が見られており

ます。課題といたしましては、確かな学力を育成するシステム化の必要があるのではな

いかということを挙げさせていただいております。９ページをお願いします。豊かな心

の育成では、地域資源を活用したボランティア活動や福祉体験、自然体験を教育課程に
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位置づけ、取組の充実を図ることができました。また、弓削田中学校校区では人権教育

推進地域事業の研究指定を受け、これは文科省指定でございます。地域と連動した人権

教育の指導プランづくりが進みました。体力の向上につきましては、体力向上プランに

基づく体力づくりに取り組むことができております。この項目につきましては、総合評

価はＡとさせていただきました。また、地域資源あるいは人権というものは、持続可能

な社会づくりを目指すというユネスコスクールの趣旨に合うものでございますので、今

後登録を目指していきたい。そして、成果のある土曜まなび塾につきましては教科の拡

大を図りたいというふうに書かせていただいております。重点施策３番目「地域に根ざ

した幼稚園・保育園（所）・小学校・中学校などの連携推進を県立大学の協力のもと進

める」ということにつきましては１０ページをお願いします。２月に県立大学において、

幼稚園・保育園（所）・小学校・中学校の教員等による市内合同の研修会が実施できま

した。ただし、研修会は開催できたのですが、課題もございます。小中連携や小中授業

公開あるいは交流授業などは進んできてはいるが、指導方法の統一や授業力向上に向け

た共同研究にはまだ至っていないというふうに考えております。総合評価はＢとさせて

いただきました。１１ページをお願いします。重点施策の４番目「地域と連携する教育、

及び教育内容の充実と教育環境の整備」でございます。各校区では、これは田川市の強

みと言っていいと思うのですが、協働の教育活動の重要性が浸透し、地域と連携して各

種教育活動が進められてきております。また、安心して学べる学校づくりの推進につい

て、校区活性化協議会を中心とした地域ボランティアによる見守り活動を実施していた

だいております。１２ページをお願いします。猪位金校区につきましては、平成２６年

４月の開校が決定いたしました。また、校区再編及び統合の検討につきましては、２月

に田川市立学校校区再編基本方針（案）の策定ができました。総合評価としてはＢとさ

せていただいております。続きまして、継続課題です。特別支援教育の充実では、特別

支援教育支援員制度が定着し、個別の教育支援計画、個別の指導計画が作成でき、個々

の障害に応じた適切な指導の充実に努めることができました。ただ、特別支援学級の教

育課程に対する理解が不十分な点があり、そういうところは今後の課題です。総合評価

はＢでございます。社会の変化に対応した教育の推進につきましては、外国語活動、小

学校・中学校のコミュニケーションの基礎を培う活動や理解が進んできております。ま

た、ＡＬＴの派遣につきましては、筑豊教育事務所のＡＬＴを要請することで派遣回数

の確保ができております。総合評価はＢでございます。幼児教育の充実につきましては、
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新園の全体像とグラウンドデザインができたというふうに考えております。１４ページ

をお願いします。また、３歳児保育に関わるカリキュラム研究などを県立大学の協力を

得て行ってきています。総合評価はＡとさせていただきました。田川市放課後児童健全

育成事業の実施につきましては１５ページをお願いします。平成２７年４月に全校制限

を撤廃する計画の策定が決まりました。総合評価はＢとさせていただいております。な

お、学校教育課部分の本評価につきましては、田川市ＰＴＡ連合会会長、木戸隆之氏に

外部評価をいただいております。以上でございます。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    全部をご説明いただいてからのご質疑でよろしいでしょうか。 

それでは、続けて説明をお願いします。 

〇教育研究所所長〇教育研究所所長〇教育研究所所長〇教育研究所所長 １６ページをお願いします。昨年度の研究所の重点施策は「教職員の

資質向上を目指した研修会等の充実を図る」という一点に絞っております。まず、主要

課題の１つ目は教職員の資質向上を目指した研修会等の充実を図るというところで、具

体化といたしましては委嘱研究を募ったり、研究サークルの育成を推進する。成果とし

ましては、２４年度の教育実践研究員は筑豊地区で２名、田川市の委嘱研究員が３名、

計５名の若い先生方が研修をいたしました。また、その中から４名が県の研究論文に出

すことができました。具体化の２つ目は教育実践研究の募集や所感集の発刊を行うこと、

そして、教育論文の応募者や長期研修員の研修成果を市が主催いたします教育研究発表

会等で公表するということにしております。具体化の３つ目は教職員の研修意欲の向上

と教育課題の克服に寄与するための教科等研究会の運営です。昨年は３回、教科等研究

会をいたしまして、２学期に小中１９の全ての部会で授業研究等を実施し、３学期にそ

の研究の足跡を冊子にまとめることができました。ただ、ここで課題がございました。

３０何名という研究グループができてしまいましたので、今年度は２０名以上の部会は

グループを２つに分けるということとしました。また、プロジェクトの報告会と兼ねな

いというところを昨年の反省よりいたしましたので、今年はそれを実践できております。

それから、具体化の４つ目は問題解決意識の育成のため教育講演会や実技講習会を開催

するということで毎年、夏に体育・図工・理科等で実技講習会をしております。教育講

演会も昨年は３学期に実施しております。具体化の５つ目は昨年から研究員１名が指導

主事を兼任いたしまして、学校教職員への指導助言をより効果的に行っております。兼

任することで研究所は大変ではありますが、学校研究や個人研究等、専門的な指導助言

を行うことができました。ただ、課題にありますように各学校の実際の研究授業に入り
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にくいというところがございましたので、指導主事として各学校の授業を観察し、指導

助言する場を少しずつ増やしていきたいと思っております。総合評価は著しい成果が得

られたということでＡとしております。主要課題の２つ目は調査研究の充実を図り、教

育課題解決のための手立てとしての資料提供に努めるというところで、具体化の１つ目

は毎年４月に研究所運営に関するアンケート等をとりまして、どういう研修会や講演会

をしてほしいかというのを聞きます。そういう現場の先生の意見を参考にしながら研修

の場を設けていきます。また、毎年４年生・６年生・中学２年生を対象としまして１１

月下旬から１２月にかけて子ども達の学習状況とか、生活状況に対するアンケート調査

をいたしております。その中で子どもの求める学校ということで、各教科の学習理解力

といいますか、理解度とか、学習意欲、学校生活の満足度、交友関係等というところの

アンケートを実施しました。保護者には基本的な生活習慣や子育てにおける親の願い等

で行いました。課題といたしましては、把握することはできたのですが、学年が上がる

たびに学習理解度が低下傾向にあります。４年、６年まではいいのですが、中学２年に

なると子ども自身が分からないときがあると、特に、苦手な教科になると意欲が起こら

ないといいますか、そういうふうな課題も出てまいりました。保護者の子育ての悩みは

交友関係と学力となっておりますので、そういうところも学校と連携して、コミュニケ

ーションを密にしながら解消してもらおうと思っております。総合評価は概ね良好な結

果が得られたということでＢとしております。主要課題の３つ目は学校・学級不適応や

生徒指導上の諸課題への対応の充実を図るということで、具体化の１つ目は適応指導教

室の運営と不登校問題への対応の充実です。適応指導教室、サウンドスクールと言って

いるのですけど、昨年は小学生２名、中学生１０名の計１２名の子ども達を２名の指導

員で指導しております。その中で良かったこととしまして、小学生１名、中学生４名が

３学期から在籍校に復帰できました。それから、３年間サウンドに来ていました中学３

年生が希望の高校に進学することができております。また、サウンドに籍を置いていて

も来られない、学校やサウンドの指導員からも働きかけをしておりますけれども、なか

なか来ることができないという子どもが２名おりましたので、今年も引き続き、働きか

けをしていきたいと思っております。それから、具体化の２つ目は教育相談の充実とい

うことで、昨年も緒方元校長先生に来ていただいてカウンセリングをしていただいてい

ます。不登校傾向や学習不振等で親御さんが心配してカウンセリングにきたということ

もありました。具体化の３つ目は生徒指導上の諸課題を整理し、教育現場に提供するこ
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とをとおして、学校における生徒指導の充実を図るということで、毎月、小中１７校か

ら月例報告ということで１ヵ月の子ども達の状況が入ってきます。マイナスは一昨年か

ら比べて改善されているということです。器物破損がその一昨年はかなりありましたが、

それがマイナスになっておりますので、問題はまだありますが、そういうふうなところ

から年々少しずつ落ち着いているのかなと思っております。ただ、課題のところに挙げ

ておりますが、４月に教育委員さんからもご指摘があったのですが、各学校から提出さ

れる問題等の報告書です。記載内容、いつ、どこで、だれがというふうなことが不十分

なときがございましたので、今年は４月から校長会や生徒指導部会のほうで話をしまし

て、やはりきちんと見たときにわかるように記載していこうと思っております。総合評

価は概ね良好な結果が得られたということでＢとしております。主要課題の４つ目は資

料センターとしての機能を充実するということです。研究所は６月に移動しましたが、

図書の３分の２はまだ前の書庫に置いております。新書やすぐに使えるものなど学校現

場のニーズに合わせた図書やＤＶＤを購入いたしまして、新しいものを研究所に置いて、

虹等でどんどんお知らせしながら、とにかく活用してくださいというふうにしておりま

す。具体化の２つ目は実績報告書を発行し、研究所の活動をお知らせすると共に、ホー

ムページを作成し、広報活動を行っております。成果はそこに書いております。総合評

価は概ね良好な結果が得られたということでＢとしております。主要課題の５つ目は自

由研究活動を実施する。これは今から取り組むのですが、毎年、夏休みに小・中学生を

対象に自由研究展をしております。昨年は小学生２７６名、中学生は少ないのですが、

２４名が作品を応募してくれました。９月１５日・１６日の２日間、土・日ですが、田

川文化センターの１階展示室のほうで実施いたしました。２日間で、合計３５５名の方

が子ども達の作品を見ていただきました。総合評価はＡとしております。主要課題の６

番目は公的機関紙等を通して、地域や家庭の教育力を高める啓発活動を行うということ

で、具体化の１つ目は公的機関紙等の活用です。毎年３月、広報たがわに教育実態調査

の結果の一部をお知らせしております。それから、毎月２回発行している虹やホームペ

ージにも掲載しております。総合評価は著しい成果が得られたということでＡとしてお

ります。主要課題の７番目は福岡県教育研究所連盟等の関係機関・団体と連携して諸事

業の充実に寄与するということで、具体化の１つ目は研究所連盟等関係機関との連携で

す。総合評価は概ね良好な結果が得られたということでＢとしております。以上です。 

〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長    ２３ページをお願いします。教育総務課では重点施策として「地域と連
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携する教育、及び教育内容の充実と教育環境の整備」を掲げ、主要課題の安心して学べ

る学校づくりを推進するため５つの課題対策の具体化を行っております。まず、学校の

防犯対策の実施といたしまして、児童・生徒を犯罪等から守るため、警備会社による夜

間警備及び休日警備、そして、巡回警備を実施し、さらに、不審者情報等の活用を図り

ながら、小学校においては、平日の昼間も巡回警備を実施してきたところでございます。

次に、学校施設の整備及び適切な維持管理業務の実施といたしまして、幼稚園や小・中

学校からの改修依頼を受けまして、必要に応じ、施設の整備を実施いたしております。

また、特別支援教育対象者への対策といたしまして、シャワー室の設置、多目的トイレ

への改修等を行っております。課題といたしましては、学校施設は古いものが多く、老

朽化が進んでおり、今後とも補修等が増加することが予想されることでございます。次

に、学校施設の有効活用といたしまして、校区活性化協議会との連携による地域コミュ

ニティの形成を図るため、世代間交流事業をはじめとする地域の各種事業、また、スポ

ーツ及びレクリエーション活動を行う団体等にも、学校の体育施設を活用いたしており

ます。次に、幼稚園園舎の改築といたしまして、新園在り方協議会において、新たに建

築される幼稚園に必要な施設整備計画について、検討、協議を重ね、実施設計を完了い

たしております。次に、猪位金校区小中一貫校の整備といたしまして、猪位金校区学校

統合委員会において、小中一貫に必要な施設整備計画についての検討、協議を重ね、実

施設計を完了いたしております。総合評価はＢ評価の概ね良好な成果が得られたと評価

いたしました。なお、特に幼稚園園舎の改築、猪位金校区小中一貫校の整備につきまし

ては、平成２６年４月の開園、開校を目指して、２５年度はしっかりとした工事管理が

必要であると考えております。また、田川市ＰＴＡ連合会会長、木戸隆之氏に外部評価

を実施していただいております。以上でございます。 

〇生涯学習課〇生涯学習課〇生涯学習課〇生涯学習課    それでは、生涯学習課につきまして、その概要を簡略に説明いたします。

２５ページをお願いします。評価にあたりましては、外部評価者として校区活性化関係

を田川校区活性化協議会会長の栗本康雄氏、青少年関係を青少年育成連絡協議会会長の

山倉政憲氏、人権関係を田川地区人権センター事務局長の堀内忠氏にそれぞれ総合評価

をお願いしております。まず、重点施策の１番「いつでも学べる生涯学習」では主要課

題として、校区活性化協議会を基盤とした自主的な充実した地域活動の推進と生涯学習

の拠点としての公民館活動の推進を挙げており、これらの主要課題に対する課題対策の

具体化の成果と課題につきましては、記載のとおりですので説明を省略させていただき
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ます。総合評価といたしましては、校区活性化協議会と連携して子ども達の安全が社会

問題化するなか、学校・地域のより一層の緊密化が望まれており、そのため関係する諸

団体との連携を密にし、青少年の健全育成やあいさつ・声かけ運動の事業活動を推進し

ていくことや、地区公民館及び公民館未設置区との連携のもとに、地域づくりに取り組

むとともに、三部会事業の活性化を図るため、部会相互の協調協力体制を確立していく

こと。校区の特性や課題を明確に把握し、組織づくり・事業活動の立案や予算編成等を

行い、校区住民の連携と自治意識を高め、主体的かつ積極的に事業活動を推進している

ことなどから、概ね良好な成果が得られていると判断し、評価としてはＢとしておりま

す。また、課題といたしましては公民館運営審議会の在り方については協議をとおして、

委員からの意見等も取り入れ、地域住民と一体となって公民館活動を行っていく必要が

あることや家庭や地域の教育力の低下、地縁的なつながりの希薄化等が指摘されていま

すが、行政としても各地域の取り組みに参加し、協力していくことが必要であるとして

おります。次に、重点施策の２番「地域力で子どもを守り育む環境づくり」では、主要

課題として青少年の健全育成と家庭教育力向上への支援をあげており、これらの主要課

題に対する課題対策の具体化の成果と課題については記載のとおりですので、説明を省

略させていただきますが、総合評価といたしましては、家庭教育講座等各種講演会の実

施、広報たがわ青少年特集号の発行、「少年の主張大会」の実施、０歳期親子教室の実

施など青少年健全育成や家庭教育力の向上に努めており、概ね良好な成果が得られてい

ることから、評価としてはＢといたしております。また、課題といたしましては、青年

期の教育も必要であり、サポートしている団体の評価も含んでよいのではないかとして

おります。次に、重点施策の３番「楽しめる生涯スポーツ活動の充実」では、主要課題

として生涯スポーツの振興と高齢者の健康づくりへの支援を挙げており、これら主要課

題に対する課題対策の具体化と成果と課題については、記載のとおりですので説明の省

略をさせていただきます。総合評価といたしましては、体育協会やスポーツ推進委員等

との連携により、子どもから高齢者まで公共体育施設及び地域公民館を活用し、健康増

進を目的としてスポーツ教室が実施されており、かなりの成果を上げていることから、

評価としてはＡとしております。課題といたしましては、総合型スポーツクラブ事業は、

種目の減少や活動の低下も見られることから、親子スポーツクラブ助成金の活用など、

側面からのサポートが必要である。また、体育大会については、未経験者でも参加でき

る種目の設置も考えてはとしております。次に、重点施策の４番「人権尊重の地域社会」
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では、主要課題として人権・同和教育及び啓発の推進をあげており、この主要課題に対

する課題対策の具体化の成果と課題につきましては、記載のとおりでございますので、

説明を省略させていただきます。総合評価といたしましては、社会参加促進事業の推進、

人権・同和教育中央講座や地区公民館等人権・同和教育講座の実施、子ども会地区学習

授業等の実施により、人権・同和教育の推進を図っており、概ね良好な成果が得られて

いることからＢといたしております。以上で説明を終わります。 

〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長    ３３ページをお願いします。文化課は２つの重点施策「芸術文化に触れて豊

かな心を育む」と「文化遺産と歴史を未来に受け継ぐ」に対して、さらに３つの主要課

題に分けて評価をしております。内容でございますが、芸術文化に触れて豊かな心を育

むから、市民文化活動を充実するという主要課題に対して、具体的には７項目の課題と

して事業を行っております。１つ目は市民文化祭、懐かしの名画祭、こども音楽祭の開

催でございます。こども音楽祭が３０回目という節目でございまして、２部構成で事業

を行いました。第１部は子ども達による演奏、合唱を発表する場として行いまして、第

２部は「みんなで歌おう」と題し、ゲストにヴァイオリニストの山中恵理子さん、Ｒｅ

ｉｋａシスターズさんを迎えて、ヴァイオリンの演奏や合唱等を行い、子ども達に生の

音楽を鑑賞してもらうことができました。これは初の試みでございました。それから、

２つ目は芸術文化体験事業でございます。これは、各学校から参加を募りまして、寄席

を上演しております。課題としては、文化センターから離れた地域の小・中学生の児童・

生徒の観覧ができにくいというようなことがございます。３つ目は文化団体の育成でご

ざいます。これは文化振興基金等を活用いたしまして文化振興を図っております。また、

田川文化連盟との連携を図って、伝統文化、地域文化の育成に努めています。４つ目は

魅力ある企画展の開催でございます。これは美術館で行っている事業です。絵本作家の

鈴木のりたけ氏の「しごとば」シリーズの原画展を開催しまして、これは非常に子ども

たちにも好評で、親子で楽しめる展覧会でした。５つ目は市民の多様なニーズに応える、

これも美術館で行っております。最近は美術館の入館者数が若干減り気味でございます

けれども、アートホールを利用したコンサートなどが非常に増えておりまして、前年度

の２倍の利用がございました。６つ目は教育普及事業の推進、これも美術館でございま

す。これは、夏休み前にワークショップなどを行って夏休み開催の企画展に多く来場し

ていただこうというようなことをしております。７つ目は学校教育、他館との連携でご

ざいます。これは、出前授業を実施したり、他の美術館と共同企画として「エコール・
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ド・チクホウ」などを開催しております。総合評価としましてはＢとしております。２

番目の主要課題、いつでも学べる生涯学習環境をつくるということでございます。これ

は４つの具体化した事業としております。１つ目は子どもに対する読書対策といたしま

して、小学生読書リーダー養成講座をはじめとする子ども達の読書活動の推進を行って

おります。小学生読書リーダー養成講座は初の試みでございました。２つ目は市立図書

館と小・中学校図書館との連携ということで、学校図書館協議会との連携を図って、こ

ども童話発表会や読書感想画展を行っております。３つ目は図書の資料収集の充実や必

要な資料の提供等ということで、これは資料に書いているとおりでございます。４つ目

は自動車文庫の積極的運営ということで、自動車文庫を活用するということでございま

す。総合評価としましてはＢとしております。実績といたしましては、貸出冊数は減と

なっておりますが、２４年度には耐震診断を行って、２５年度に耐震及び館内の改修が

行われることとなります。このことにより、ハードの改善がなされることから配架を含

めたソフトの改善も行っていきたいというふうにしております。次の重点施策、文化遺

産と歴史を未来に受け継ぐから、「石炭の歴史」の発信と文化財保護に努めるという主要

課題に対して、５項目の課題を挙げております。１つ目は博物館機能の充実でございま

す。成果としましては博物館パンフレットを４か国語で作っております。新たに山本作

兵衛コレクションのパンフレットを４か国語で作成しております。これは初の試みでご

ざいます。それから、同時に館内の展示映像システムなども更新しております。課題と

いたしましては、遺産登録により炭坑の歴史が注目される中、炭坑文化遺産等の周遊の

基点となる機能が博物館に求められておりますけれども、地域内の関連資料等の歴史や

意義、見学の魅力等について来訪者が正しく理解できるような仕組みが今のところまだ

不十分ということで、構築する必要があるというふうに考えております。２つ目は教育

普及活動の強化でございます。ユネスコ世界記憶遺産登録１周年記念特別企画展といた

しまして原画展等を行っております。いずれも好評を得て、多くの来館者があっており

ます。３つ目は文化財の保護と活用といたしまして、山本作兵衛コレクションの保護、

活用を図っております。４つ目は国史跡指定への推進でございます。これは、伊田坑跡

調査指導委員会を開催いたしまして、平成２４年度に伊田坑跡の調査を実施しておりま

す。５つ目はユネスコ世界記憶遺産「山本作兵衛コレクション」の保存活用でございま

す。成果といたしましては博物館が所蔵する「山本作兵衛コレクション」の保存・修復

措置及びレプリカ、デジタルデータの作成等を実施しております。これも初の試みでご
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ざいます。それから、東京国立博物館でシンポジウムを開催いたしております。これも

初の試みでございます。それから、全国５カ所でキャラバン展を実施いたしまして、複

製画による山本作兵衛炭坑記録画の展示や講演などを行っております。これも初の試み

でございます。総合評価といたしましてはＡとしております。初の試みも多く行ってき

ておりますので、その辺を評価していただいたと思っております。総合評価といたしま

しては、図書館協議会及び石炭・歴史博物館等運営協議会の会長でありまして、田川文

化連盟の顧問でもあります是澤 清一様にお願いをしております。以上で説明を終わりま

す。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 各課から説明をいただきました。内容がたくさんありますけれども、何かご質

問、ご意見等はございませんか。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    土曜学び塾のことです。英語もするようになったのですが、生徒さんはひと

月の中で英語と数学を１回ずつ受けるということですか。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    １日で数学と英語の両方があり、月２回です。ですから、月２回、英語

と数学が全てあるということになりますが、英語だけを申込みいただいている生徒さん

もおられますし、英語と数学の両方に来られる生徒さんもいますので、流動的になって

おります。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    英語だけを申し込まれた生徒さんは、例えば、２時間なら２時間の間、英語

をされるということですか。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    いいえ、英語の時間帯と数学の時間帯という時間割を組んでおります。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    英語が終わったら帰宅されるということですね。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    そういうことです。    

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    具体的に、学年それぞれの生徒さんの数はどれぐらいですか。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    すみません、今は手持ち資料がありません。ただ、１年生が一番多かっ

たと記憶しています。全体で８０名を超えていましたが、そのうち１年生がかなり多か

ったということから、昨年度の成果を見て好評であったのだろうと考えています。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    生徒さんはどのようにして募集をなさっているのですか。    

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    学校を通じて募集をいたしました。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    学校の推薦とか、そういうことですか。    

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    いいえ、学校を通じて、こういうことがありますよというお知らせをし

て応募をしていただきました。    
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〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    先生といいますか、講師をなさっている人の数は足りているのですか。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    はい、おかげさまで足りております。大体、子ども４名ににつき、先生

１名の割合です。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    それではみなさんと同じような速度で進まなくてもいい訳ですね。それは非

常に良いことですね。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    全般的に私が感じたことなのですが、一般の企業とかでは評価をするときは

利益はいくら上がったとか、製品の品質がどのぐらい良くなったとか、そういったこと

で評価をされます。全体を見ていて、例えば、学校教育課ならば生徒に対しての成果が

どのぐらい上がったかということだろうし、研究所ならば先生達の成果がどのぐらい変

わってきたかということが問われるのだと思います。何かの研修会をしたとか、先生達

向けにこういう研修会をしたけれども、その結果、生徒がどのぐらい変わってきたかと

いうところを評価として知りたいわけだし、出していきたいわけだし、把握していきた

いわけですよね。その辺をもう少し追跡してといいますか、生徒がどのように変わって

きたとか、部活に属する生徒の数が何％上がってきたとか、学力テストの成果がこのよ

うに変わってきましたとか、そういった数字とか、何かで分かるようにそれぞれの部署

で、もう少し詳しく評価していただきたいなと思いました。 

〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員    学校教育にお尋ねです。意見になるかもしれませんが、学力向上プロジェク

トの充実と実効ある学力向上というところです。学力向上プロジェクトが設置されて相

当長いのですが、会議を設置し、現状と課題を把握したと言うけれども、現状と課題を

ある程度、頭の中で設置して、こうなるだろうというところのプロジェクトの中身なの

ではないかなと私は考えています。それと、教職員の指導力向上へ向けてというところ

がありますが、これも教師の指導力というはどうなんだということです。私は今年、あ

る中学校に行って授業を見ましたが、今までプロジェクトをして、指導力をつけてきた

けれども、本当に指導力がついているのかというような感じを受けました。というのは、

一つは学校の研修がきちんと設置されていない。そして、いつどのようにして行われる

かということを尋ねても答えられないというような状況がずっと続いたものですからね。

特に、中学校の場合、私は一つの中学校だけしか見ていないから、どこにでもあてはま

るかどうかは分かりませんが、やはり計画、実施ということをきちんとできるメンバー

がいるのかどうかということも大切なことではないかなと思います。そして、それを校

長、教頭の指導力がきちんと各教職員に発揮されて、それを実行に移せるかどうかとい
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うことだろうと思います。それで、学校テーマとテーマの方向性とか、実施計画という

のが学校教育に提出されてきているのだろうと思いますけど、それが実施されているか

どうかというのは、きちんと見る必要があるのではないかなと私は思います。テーマや

方向性というのは、あがってきますよね。だから、ここに優れた実践がといいますが、

いかに優れた実践力を持つ先生方を育てるか、それによって子どもの成長ということが

決まってくるからですね。今年は特に去年を基にしてから進めていただきたいなと思っ

ております。それから２点目は教育研究所です。９月に実施している児童、生徒の自由

研究展ですが、実施することを伝達しているのは市民ではないですよね。文書を学校に

配って実施しますよとお知らせするだけですよね。去年も私は言ったのですが、市の広

報にいつどんなことがあるとかをお知らせする欄がありますよね。あそこに自由研究展

はいつするのでということを書いてもらったらいいのではないかと思うのですが、どう

ですか。 

〇教育研究所〇教育研究所〇教育研究所〇教育研究所長長長長    展示を見に来ていただいているのは、出品している子どもの保護者とか、

おじいちゃん、おばあちゃんとかが多いです。会場近くの地域の方はいつも行っている

からというので見においでる方はいるのですけど、全体的に一般の方は少ないです。一

般の方にお知らせするという意味でも、広報に掲載できたらいいとは思います。２ヵ月

先なので可能であればお願いしたいと思いますので、相談してみます。 

〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長 今年は市費負担教員の研修の機会というのを設けていただいたということで、

講師の先生から大変ありがたかったというお電話をいただきました。どんなふうになる

のかと不安を持ってある先生もおられるようで、そういうふうに実施していただいたこ

とが自分の力になることですので、これは課題をふまえてなさったことだと思いますが、

ぜひこれを充実していただきたいと思います。それで質問ですが、放課後児童クラブに

ついてです。平成２７年４月に全校制限を撤廃する計画が策定できたということですが、

今も夏休みとかになりますと、芋の子を洗うように子ども達がいます。昔は低学年の子

どもはそんなに預かられていなかったような記憶があるのですが、今はもう１年生のお

母さん方も働いている方が多くて、小さい子も多いですし、かなりの数の生徒が見受け

られて、それに対応する大人の方の確保が大変なのではないかなと思ったりもしていた

ところです。また、施設もなかなか難しい中で、今はやっとクーラーの入った部屋でご

飯が食べられるというようなところまではきていると思うのですが、新しく施設を建て

る、そういう予算づけとかもあるのだろうかと思いました。これが６年生まで全部いい
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ですよということになると、また数が増えることになるのではと思うのですが、これは

いかがなものでしょうか。やはりそういうふうに預かることが必要なのでしょうか。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    ニーズはありますので預かる必要はあるというふうには考えておりま

すが、６年生までとなりましてもそんなに数多くはならないというふうに思います。た

だ、２７年４月といたしましたのは会場の問題がございます。お部屋をどうするかとい

うところをこれから先、詰めなければいけませんので、２６年４月実施という訳にはい

かず、２７年４月実施ということにさせていただいている校区が２校、残ってしまいま

した。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    施設が大変かなと思います。預かるということよりも、どうやって過ごさせる

かということがですね。いろいろな地域の方の現状を聞いてみますと、宿題をさせる時

間とか、外で遊ばせたりとか、いろいろあるのですけど、今年の夏は厳しい夏になりそ

うですし、そういうときに人数がどのようになるのだろうか。現状から考えて、それは

可能で２７年ぐらいからであれば何とかできそうということですね。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    はい。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    ほかにございませんか。 

ないようですので、原案のとおり可決することにご異議はございませんか。 

（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 議案第１８号「平成２４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。 

次に移ります。日程第３日程第３日程第３日程第３ 議案第１９号「田川市文化財専門委員会委員の委嘱（交代）議案第１９号「田川市文化財専門委員会委員の委嘱（交代）議案第１９号「田川市文化財専門委員会委員の委嘱（交代）議案第１９号「田川市文化財専門委員会委員の委嘱（交代）

について」について」について」について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長 それでは、日程第３ 議案第１９号「田川市文化財専門委員会委員の委嘱に

ついて」ご説明いたします。本案は、議会選出委員が交替したため、柿田孝子議員が新

たに推薦を受けましたので、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。次のページをお願いしま

す。新旧の田川市文化財専門委員会委員名簿の（案）でございます。１番下段の議会選

出の委員さん、旧委員尾崎行人議員から、新委員柿田孝子議員となっております。他の

委員について変更はございません。なお、任期は他の委員も含めまして平成２４年４月

１日から平成２６年３月３１日ということになっております。ご審議のほどよろしくお
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願いたします。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 何かご質問、ご意見等ございませんか。 

ないようですので、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、日程第３ 議案第１９号「田川市文化財専門委員会

委員の委嘱（交代）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４日程第４日程第４日程第４    諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告「教育委員会に係る６月議会の一般質問につい「教育委員会に係る６月議会の一般質問につい「教育委員会に係る６月議会の一般質問につい「教育委員会に係る６月議会の一般質問につい

て」て」て」て」を議題とします。 

〇教育部長〇教育部長〇教育部長〇教育部長 ６月定例会では３名の議員から一般質問があっておりますので、内容を簡単

に説明したいと思います。まず、陸田議員からです。今、国が進めています生活保護基

準の見直しに関連しまして、教育の関係で就学援助が影響を受けますので、その取扱い

をどうするのかということについて質問があっております。今年度は従前の基準でいき

ます。来年度はまだ詳細が分かっていませんので検討しますという内容でお答えをして

おります。それから、柿田議員からは学校給食の食材を市内業者からどれだけ受け取っ

ているかという質問があっております。趣旨といたしましては、市内の業者から買って

ほしいということのようでしたので、今後とも市内業者からできるだけ買いたいという

内容でお答えしております。それから、尾崎議員からはコールマイン・フェスティバル

の在り方で、コールマイン・フェスティバル会場のアスファルト舗装をするので、会場

の地下に炭坑の遺構が埋まっていますので、それに影響があるのか、ないのかとか、そ

ういう内容の質問があっておりました。アスファルト舗装をすることだけでは影響はな

いという回答をしております。以上の３名の方から一般質問があっております。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    次に移ります。「「「「７月行事予定について７月行事予定について７月行事予定について７月行事予定について」」」」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） 

（教育研究所より資料の説明がなされた） 

○委員長○委員長○委員長○委員長 次に移ります。「「「「８月定例会の日程案について８月定例会の日程案について８月定例会の日程案について８月定例会の日程案について」」」」を議題とします。 

〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長 ８月の定例会でございますが、８月１２日（月）の１４時でいかがでし

ょうか。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 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１２日（月）

の１４時からに決定します。 

ほかにご質問、ご意見等ございませんか。 
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〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員 すごく雨が降っていたときに考えたのですが、新しい幼稚園と保育所ができ

ていますけれども、今の子どもさんはチャイルドシートですよね。お子さん２人を幼稚

園や保育園に預けて、一人をこちらのドアから乗せて、もう一人をこちらのドアから乗

せて、ロックしてあげてとしていると、ものすごく雨が激しいときなどはひどい目に遭

うのではないかなと思うのです。また、車いすの方を送迎するときは雨の中ではすごく

困りますよね。車を降りて建物の中に入るまでに濡れてしまう子どもが出そうなので、

すごく困ると思うのですが、そういった庇のある駐車場とかは設置されるのでしょうか。 

〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長 駐車場自体にそういった庇といいますか、カーポートみたいなものだと

思うのですが、そういうものは設置する予定はありません。ただ、園舎の玄関口には比

較的長いひさしを付けておりまして、車を横づけして障害のある方とかの乗り降りをす

る際に、雨に濡れないような形で対応できるようにはなっております。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員 たぶんお子さんが２人とかだと時間がかかると思います。昔は子どもをさっ

と一つのドアから乗せて、それぞれに座りなさいよと言えていたのですけど、今は一人、

一人をチャイルドシートに乗せないといけないので込み合った時間に２台、３台と、そ

ういうスペースがとれているのかというのが気になりましたのでお尋ねしました。 

〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長 数台は止められると思います。ただ、あまり長く時間を置きますと混雑

しますので、子どもさん方を預けてすぐに出ていかれる方が多いと思いますので渋滞す

ると困ります。ですから、その辺は考えていただきまして、やはり使われる方というの

は障害を持った方とかが中心になるのではないかなと思っております。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 保育園児はみんなチャイルドシートですよね。だから、園児は基本的にはチャ

イルドシートを使っているので、右から左からと降ろさないといけないからですね。今

は子育てする手間もひと手間多い感じですよね。右も左も濡れないようにというのは難

しいとは思いますが、濡れないに越したことはありませんので、無理かもしれませんが、

よろしくお願いします。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員 普通の雨ぐらいだったら我慢もできましょうけど、昨日、一昨日のような激

しい雨の時間帯だったら、ほんの少しのことでもずぶ濡れになってしまうので、せっか

く新しく作るのであれば、まだどうにかなるものであればと思って、お尋ねしてみまし

た。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    できるだけ善処していただければありがたいと思います。    

ほかにございませんか。 
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ないようですので、以上をもちまして、平成２５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。 

                                                             

（閉会 １５時１０分） 

 

 

 

     

 


