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○○○○委員長委員長委員長委員長    平成２６年第２回田川市教育委員会１月臨時会を開会します。本日は日程第

１として猪位金校区小中一貫校、そして、たがわこどもセンター『まいまい』を視察

して参りました。それでは、日程第２より会議を進めてまいります。日程第２日程第２日程第２日程第２    議案議案議案議案

第５号第５号第５号第５号「「「「一部事務組合立中学校の基本的事項にかかる検討結果報告について一部事務組合立中学校の基本的事項にかかる検討結果報告について一部事務組合立中学校の基本的事項にかかる検討結果報告について一部事務組合立中学校の基本的事項にかかる検討結果報告について」」」」を議題

とします。なお、本日は市長部局より世界記憶遺産推進企画官 田川地区一部事務組

合立中学校設立準備室担当である綿施企画官に出席をお願いしております。それでは

事務局に説明を求めます。 

○○○○学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長    前回お配りをしました一部事務組合立中学校の基本的事項にかかる検

討報告書は平成２５年１２月となっておりましたが、準備室より平成２６年１月の報

告書として修正が加えられたものが届いておりますので、企画官より説明していただ

きたいと思います。    

○企画官○企画官○企画官○企画官    今、お話をしていただきましたように、前回の教育委員会においてご提示し

ておりました検討結果報告書について一部修正を加えましたので、こちらが最終の検

討結果報告書ということになります。その変わったところを中心にご説明申し上げた

いと思います。まず、簡単に設立準備会のご紹介をさせていただきたいと思います。

現在の田川地区における教育の状況を、１市６町１村の各市町村長がこのままでいい

のかということがありまして、昨年の１月に中学校を中心とした教育環境を改善、整

備する必要があるのではないかといった想いからこの準備会を設置したということで

ございます。この準備会につきましては大きく３つの組織から成り立っております。

４８ページをご覧ください。まず、準備会には最上位機関として実行委員会がござい

ます。この実行委員会が１市６町１村の首長さん方で構成されております。下の表に

ありますように筑豊教育事務所長をはじめ教育長にも顧問としてご参画をいただいて

いるところでございます。この実行委員会の下部組織に専門部会がございまして、そ

れぞれ１市６町１村から総務担当課長並びに学校教育担当課長が選出をされ、１６名

プラス田川郡町村会事務局長を合わせました１７名の人員で構成されております。田

川市からは総合政策課企画官と学校教育課長に専門部会に加わっていただいていると

ころでございます。この専門部会の下部組織、一番最下位の組織として準備室という

ものがありまして、こちらは１市６町１村それぞれ担当職員１名ずつが選出されてお

ります。田川市からは私が加わっております。この準備室が素案を作りまして、専門

部会、実行委員会にコンセンサスを諮る形で今回こういった検討結果報告書を取りま
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とめたということでございます。なお、私ども準備室におきましては、これまで概ね

週に一回程度の会議形式で検討を進めてまいりまして、最終的にこの検討結果報告書

という形で検討結果を取りまとめたというものでございます。それでは、前回ご提示

申し上げておりました検討結果報告書から大きく変わったところを中心にご説明申し

上げたいと思います。まず、１ページをご覧いただきたいと思います。検討の趣旨で

ございます。ここは加筆しておりますけれども、一番大事なところですので全文を読

ませていただきたいと思います。検討の趣旨でございます。我が国では少子高齢化、

高度情報化及び経済のグローバル化等の進展に伴い、社会経済環境が大きく変化する 

中、国民の価値観が多様化しております。また、これに伴い、中学校や高等学校にお

ける教育、いわゆる中等教育の環境に対するニーズも多様化しております。田川地区

においても同様の状況が見られ、その結果、近年、より高い学力水準の中等教育を受

けることを希望する児童生徒が、地元の学校を選択せず、他地区の高等学校や中高一

貫校に進学するケースが散見され、このようなこともあり、田川地区の中等教育にお

いて、生徒数や学力の水準が他地区に比べ、低下傾向を示していると言われておりま

す。ひとづくり、すなわち教育は市町村の将来発展に向けたまちづくりにおいて、最

も基礎的かつ重要な取組であり、前述のような状況が事実であり、その状況が今後も

継続、悪化するならば、地区内の各市町村が展開する若年層の定住化や企業誘致とい

った重要施策に、深刻な影響を及ぼすことが想定され、到底看過できない状況にあり

ます。さらに、昨今叫ばれている「保護者の所得格差が子ども達の受ける教育格差に

繋がっている」ことは、公平性の原則や教育基本法の精神からも是正すべき問題であ

ると言え、それに向けた取り組みを地方自治体の責務、使命として行うことが必要か

つ重要であると考えます。以上のことから、田川地区における中等教育の状況や国・

県の動向等を踏まえたうえで、中等教育のあり方や田川地区の実状に即した新たな魅

力ある中等教育環境の整備について検討するものであります。ここまでが前回ご提示

申し上げておりました検討の趣旨でございますが、その後、なお書きで文章を加えて

おります。なお、本準備会は、田川地区が直面する児童生徒の低学力問題を解決する

ため、関係市町村が連携し教育行政の円滑な推進を図り、一部事務組合立中学校の設

立について協議することを目的としているが、当該問題の解決策を的確に見出すため

には、中等教育前期課程の中学校のみならず、後期課程の高等学校をも視野に入れる

必要があると思料する。この観点から、現状等を認識する際においては、高等学校並
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びに近年国内において設置数が増加している公立中高一貫校についてもその対象とす

る、というところを付け加えております。続きまして、修正を加えたところのご説明

をしたいと思います。２９ページ、３０ページをご覧いただきたいと思います。参考

という形で中高一貫教育にかかる国・県の動向というところを取りまとめております。

皆様ご存じのとおり、これまで福岡県内におきましては県立の中高一貫校は門司学園、

輝翔館、育徳館と３校ございますけれども県立の中高一貫校が設置されていない地区

が県内に二つございまして、福岡地区、筑豊地区でございます。それら未設置の地区

につきまして、これまでは福岡地区におきましては宗像高等学校、そして、筑豊地区

につきましては嘉穂高等学校にそれぞれ中高一貫校を設置する予定ということになっ

ておりました。本年１月９日、福岡県教育委員会が公表しました、それぞれの学校を

来年の４月に中高一貫校として開校することが決定したということでございますので、

それを踏まえまして修正を行っております。それが３０ページの４番目の項目です。

福岡県教育委員会は、現在、県立の中高一貫校が設置されていない福岡地区、筑豊地

区において新たな県立中高一貫校を整備するとして、平成２６年１月９日に、福岡地

区は宗像高等学校、筑豊地区は嘉穂高等学校をそれぞれ、中高一貫校（中高一貫中学

校の通学区域は県内全域）として平成２７年４月に開校することを決定、ということ

で、こちらの部分を前回から加えております。その次は３１ページをご覧ください。

現状から見える主な課題というところを６点ほど取り上げておりますけれども、その

うちの主なものだけ説明させていただきます。１番目でございます。第１１学区（田

川市郡）の田川高等学校の学力水準は１３学区の中で最も低く、国公立大学の進学状

況を見ても、もはや進学校と呼ぶことが難しい。また、育徳館高等学校・中学校に加

え、平成２７年４月に嘉穂高等学校にも中高一貫校が整備されることとなり、田川地

区が東西に挟まれる形で中高一貫教育が実施されることとなるという文書に修正を行

っております。こちらは先程と同様に１月９日の福岡県教育委員会の決定を受けまし

て、こういうような形で文書を少し整えたということでございます。そして、５番目

でございます。このまま田川地区の高等学校の抜本的な改善がなされず、中高一貫教

育環境が整わなければ、今後、さらに他地区の高等学校や中高一貫校への進学を希望

する児童生徒が増えることが推測され、入学希望者や学力水準のさらなる落ち込みな

ど、田川地区の中等教育環境がさらに危機的状況を迎えることが大いに懸念される、

というものでございます。これにつきましても、嘉穂に中高一貫校が設置される、し
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かも、来年の４月に設置されるということが決定しましたので、それを受けまして、

若干文章を修正しております。先程申し上げましたとおり、私ども準備室８人のメン

バーが週１回程度集まりまして、これまで検討を行ってまいりましたけれども、８人

中６人のメンバーが教育委員会に所属しております。この１月９日の福岡県教育委員

会の決定を受け、翌日１月１０日の朝刊で新聞報道がなされましたので、その後の状

況を確認してみますと町村の教育委員会に保護者の方から問い合わせがきている、ま

た、資料請求の要望も電話でいただいているということでしたので、嘉穂の中高一貫

校に対して親御さんの方が強い関心を示しているという状況があるということでござ

います。そういう状況を受けまして、こういう文章に修正しております。それでは、

４３ページをご覧いただきたいと思います。ここは文章をかなり修正しておりますの

で、全文を読ませていただきたいと思います。本件に対する基本的な考えでございま

す。田川地区が現在直面している社会的・経済的困難を打ち破り、困窮する現状を脱

し、将来に向けた振興・発展の礎を築くべく、我々１市６町１村が自ら立ち上がり、

一致団結して、まちづくりの原点とも言うべき人づくり、教育改革を断行し、教育環

境の改善整備に全力を尽くすことが最も必要かつ重要であるとの思いから田川地区一

部事務組合立中学校設立準備会を発足し、これまで検討を進めて参りました。しかし、

その検討過程の中で中等教育に関する様々な状況等を調査してみると、中学校卒業生

を受け入れる高等学校において、田川地区では国公立大学の進学を見据えた高等学校

はもはや存在しないと言わざるを得ず、また、近年、国や都道府県等が推進している、

学校制度の複線化構造を実現するための中高一貫校も存在しないため、高い進学意欲

を有し経済的に余裕のある家庭を中心に、一部の子ども達が他地区の中等教育環境へ

と流失しているといった、極めて深刻な事態に本地区が陥っていることが判明しまし

た。この状況下においては、仮に中学校教育の充実に力を注いだとしても、高等学校

の改善がなされなければ、他地区の進学校として位置づけられる高等学校への流出に

さらに拍車がかかることとなり、田川地区の中等教育の改善には必ずしもつながらな

いおそれがあります。以上のことを踏まえ、田川地区の中等教育環境の立て直しにあ

たっては、高等学校の改善についても必要不可欠であると言わざるを得ず、そのうえ

で本準備会が当初から設立を検討して参りました組合立中学校との接続を図り、中高

一貫教育の制度化を田川地区内で図ることを検討すべきであるとの考えに達しました。

本準備会の当初の目的であった組合立中学校の設立から高等学校の改善というところ
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まで、結果としてその対象範囲が広がることとなりましたが、これらを一体的に捉え、

中等教育環境全体を整備していかなければ、田川地区の教育環境は根本的に良くなら

ないということが我々としての検討結果であります。なお、当該整備にあたりまして

は、田川地区内の各市町村における厳しい財政状況等を踏まえ、既存の施設を有効活

用することで初期投資費用を抑制すること、並びに整備した中高一貫中学校につきま

しては、田川地区における既存中学校の学力向上推進に向けたモデル校として位置づ

け、当該校で行われる教育研究の成果やそこで培われる教育ノウハウ等を地区内の他

の公立中学校に確実に浸透させ、全体的な教育水準の底上げや教育内容の充実を図る

ことが重要かつ効果的であると考える、というところが基本的な考え方でございます。

以上、申しましたところが前回お示しした検討結果報告書から大きく変わっていると

ころでありまして、今回のこの最終修正と申しますのは大きく二つの考え方に基づい

ております。１つは福岡県教育委員会が１月９日に決定したことを踏まえた修正並び

に前回の検討結果報告書ではなぜ、私どもが当初一部事務組合立中学校の設立を目指

していたのに高等学校まで話が及んでいるのかというところが検討結果報告書の中に

きちんと明記されておりませんでしたので、それを検討結果報告書の中にはっきりと

明記するというところが今回の最終修正案の主な目的でございます。簡単ではござい

ますが、最終修正案の説明を終わらせていただきます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 前回の資料をお読みいただいて、また今回の訂正の点を含めまして、ご質問 

ご意見等ございませんか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 高等学校を整備するということで既存の施設を利用して高等学校を設立しよ

うということですが、具体的にどのような高校、例えば、嘉穂に中高一貫校ができる、

育徳館がある、そういう中で新しく田川地区に高校を作ろうということであれば、嘉

穂よりも育徳館よりも魅力のある学校を作らないと目的が達成できないのかなという

気がしているのですけど、どういう高校を作ろうとしているのか、そういうところが

あれば教えてください。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 検討結果報告書の各所に記載しておりますとおり、もともと田川地区には県

立高校普通科が３校あるのですが、一番の問題点は現状として国公立を中心とした大

学の進学が充分なされていないということが、元々の検討の出発点です。基本的に国

公立の大学に進学を仮に子ども達が希望した時にそれを実現することが可能となる学

校を整備したいというふうに考えておりますので、いわゆる進学校を整備する必要が
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あるでしょうし、整備していきたいと考えています。検討結果報告書の中の最初に高

等学校の学区、県下１３学区ありますが、それぞれの学区ごとのいわゆる大学進学の

一番校をピックアップして表に取りまとめておりますけれども、実は田川高校だけで

なく嘉穂、鞍手高校につきましても、だんだんと筑豊は厳しい状況をむかえています。

とはいいながら、筑豊地区の現状で申し上げますと嘉穂高等学校がそういった意味で

の内容が充実しているということが言えようかと思いますので、今、教育長がおっし

ゃったとおり、嘉穂や育徳館よりも大学進学が可能となるような高校を目指して参り

たいというふうに考えています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今のお話を聞いていますとリーダーを養成するために進学校を作らなければ

ならないというような印象を受けました。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 地域のリーダー、地域のエリートを作るということは、この検討結果報告書

のどこにも書いておりませんし、私どもも全くそういうことは考えてはおりません。

私どもが一番に考えましたのは、この中にも書いていますが、いわゆる親御さんの所

得格差が子どもさんに与える教育格差につながっていると言われておりますが、実際

に田川地区でもその状況が見られるということです。やる気のある、また、学力もあ

るお子さんで、なおかつ親御さんの所得が高いところのお子さんは小さい時から他地

区の塾や中高一貫校に行くというようなことがなされますが、田川地域のひとつの特

性として低所得者の家庭が非常に多いということがありますので、そういうことがで

きない家庭の子どもさんで、やる気があって、高い目標を持ったり、夢を持ったりし

ているお子さん方の夢をかなえる教育環境の整備を行う必要があるのではないかとい

うのが、私達自治体の責務ではないかというのが、この検討の出発点です。地域のリ

ーダーになる、その方々が地域に残るというのが一番良いのでしょうが、その方たち

が夢を持ち、田川の高校を出て、大学に進学をして、あるいは就職をしてということ

については、そういうしばりは何も考えておりません。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 定員数が出ていますが、非常に少ないですね。現状として、田川のお子さん

たちの学力の分布状況を見ますと、非常に激しく二極化をしております。事実上、他

地区の高校に行かれる方は二極化の上のほうの方ですよね。低位の方にいらっしゃる

方が地元に自ずと残られる傾向があるのではないかとも思いますが、その辺りのボト

ムアップ的な中等教育というのは考えておられないのですか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 今回のような教育の問題にアプローチするときに必ず真ん中から上の層のお
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子さんを対象にした取組とそれ以下の形でとどまっているお子さんというのはどうし

てもあると思います。アプローチそのものが上だけを見ているのではないか、下につ

いて考えていないのではということですが、私どもはそう考えておりません。本来、

全体的に底上げをする必要があると考えていて、言うまでもなく子ども達は無限の可

能性があると思いますので、現状、学力の差があったとしても、その下のお子さん方

が何もそういった可能性がないかというとそうではなくて、やはり勉強を学ぶ楽しさ、

解る楽しさであるというきっかけを作ることによって、どんどん伸びてくるのではな

いかと思います。そういう時に一番のポイントは先生方の授業力であったり、指導力

であったりというところは全体的な底上げに直結するような話だと思いますのでそう

いう意味でも先程、基本的な考えのところで申し述べさせていただきましたが、先生

方の教育研究であったり、教育ノウハウの構築であったりということを組合立を中心

に行って、それが有効と思われるものは、どんどん既存の小中学校に確実に浸透させ

ていく。そういうことで田川の中等教育の活性化を図っていくということが全体的な

底上げにつながる一つの取り組みになるのではないかというふうに思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 先日、友人とこのことについて話す機会があったのですが、その時に彼が

言うには、碎琢同機（そつたくどうき）という言葉があり、それは卵の殻の中にヒナ

がいて、ヒナが自分で殻をつついて、親も外側から殻をつついて、そして、新しい命

が生まれるということを表わしており、お茶や禅で使う言葉らしいのですが、田川も

そういうふうにあるべきだと思うし、今回の一部事務組合立の学校設立が田川市にと

っては正にそのチャンスかもしれないと思います。ただ、今はどうなのか知りません

が、１５年程前に北九州の私立中学校の入試説明会に行ったとき、高校に進学すると

きに北九州市内で別の高校に移ることはご遠慮ください、はっきり言えば内申書は書

きませんということがありました。それは、私立ですし、学校経営のことなどを考え

れば、あり得ることだと思います。今回の場合、一部事務組合立の学校は公立ですが、

高校に進学する際、子ども達が、例えば、北九州や筑豊の私立、公立学校を受験する

ことを希望した場合、どうなりますか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 今、ご質問いただいた件につきましては、明白に中教審並びに文科省が方針

を示していて、公教育においては内部進学を希望せず外部に進学するものの希望を妨

げてはならないとなっております。当然、組合立の中高一貫校を田川地区で作ったと

しても、例えば、組合立中学校に進学はしたが、高校のときは内部進学せずに他地区
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の高校に行きたいという希望は妨げられないと思います。 

○○○○公門公門公門公門委員委員委員委員 仮に、４０人１クラスの中の相当な割合の子どもさんが別の高校に進んだ

場合、１２０人１学年の高校を新設しただけになってしまうのではないですか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 報告書には私どもが視察して参りました山梨の北杜市立甲陵中高一貫校の調

査結果をとりまとめております。校長先生からお話しいただいた内容ですが、ただ単

に高校を作っても中学校卒業生がそのまま内部進学をするとは限らない。かなり魅力

のある高校に整備していかないと内部進学率は上がらないですよというアドバイスを

もらいました。実際、私どもも県内の状況を見てみますと、育徳館でもかなり外部進

学となっている状況もみてとれますので、当然ながら教育長にご質問いただきました

とおり、嘉穂や育徳館以上、あるいは北九州の進学校に匹敵するような、希望をする

大学に入学できるような、ある程度のカバーができるような高校にならないとご指摘

いただいたとおり、内部進学はおぼつかないとは思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 最初は組合立中学校の設立ということを考えていて、それがだんだん話し

合う段階でやはり中高一貫校でなくてはいけないのではないかという方向に行った。

それでもまだ組合立中高一貫校の学校を作りたいということですが、組合立の中高一

貫校の可能性というのは現在どう考えていますか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 本件につきましては、まず二つの段階があると思います。細かく分けますと

いくつか段階がありますが、まず、第一義的にはそれを執行する１市６町１村の首長

がどのように考えるかということだろうと思います。その点につきましては、首長８

人が集まりまして、この最終報告を受けての意思決定を行っております。１市６町１

村としては、この組合立の中高一貫校の整備について前に進めていきたいという意思

が確認されております。第二段階として、当然ながら最終的に組合を設立するには議

案として各市町村議会に上程しないといけませんので、議会の承認をいただくことに

なります。そこにつきましては、現段階では不透明です。今、第一段階から第二段階

へと移行しようとしているところです。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 組合立として進めていけば、既存の高校を使うということになれば、そこ

は廃校にして組合立の中高一貫校ということになるのですね。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 その辺りは全く想定できておりません。県立高校を一校いただいて、廃校に

してということは想定しておりません。そこについては、私ども事務方でこの素案を

作るにあたり、いろいろな可能性はあると思いますが、少なくともこの組合立を実現
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するためには新校舎を作ることは実現不可能だと思っています。意義あることですが、

数十億かけることは実現不可能です。少なくとも既存の施設を有効に活用して、新規

建設事業は行わないようにしようというのが私どもが取りまとめた考えです。それが

既存の高校になるのか、今は使われていない校舎になるのか、どこになるのかは全く

わかりません。スケジュールについては説明を割愛しましたが、早ければ今年の４月

から福岡県並びに福岡県教育委員会と協議を行って参りたいと思っています。１市６

町１村が一体となって、この事業に取り組んでいくとしても、国や県、県教委の側面

的なご支援なくして実現できないだろうと思っていますので、福岡県あるいは福岡県

教育委員会との今後の協議次第であると考えています。 

○○○○公門公門公門公門委員委員委員委員 組合立中学校ができたとして、適性検査と面接を考えているんですよね。

それに向けての塾がありますが、この前、飯塚に教室を持っている予備校のチラシが

新聞に入っていましたから、電話してみると週に１回で月に１万５００円かかるそう

です。親にすれば、費用をかけるなら、中学に入学して確実に成績が伸びていく、高

校入試が無い選択肢を選びます。だから、この組合立の実現は難しいところが多くあ

ると思います。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 塾の話がでましたが、おそらく私立の中高一貫校、特に大学進学率の高い学

校は塾に通わないと受験に勝ち抜けない状況でしょう。今の育徳館中学校に進学する

のに、みなさんが塾に行かれているかどうかは調査できていませんが、少なくとも北

九州地区のお子さんと一緒に受験することになるでしょうから、北九州市内等の中学

受験を対象とした塾に行かれているお子さんもいらっしゃると思います。そういう中

で飯塚に今年４月から有名塾が進出するという記事がありましたが、今後田川に進出

することは予定されていないという報道もありました。今回、私どもは学区を田川市

郡のみにしておりますので、基本的には田川地区のお子さん方が競い合うということ、

公教育においては、中高一貫校の中学校については学力の選抜試験は行えないと明確

に法で定められていますので、塾に行かれる必要があるかどうかはわかりません。 

○○○○公門公門公門公門委員委員委員委員 そこで一旦、鍛えておかないと子どもは伸びなくなるのではないですか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 中高一貫校の中学校については、学力選抜試験ができないので適正、面接、

作文の中から組み合わせた試験になります。塾でそういった適性や作文等の勉強をさ

れるのは意義あることだと思いますが、基本的には学力選抜試験ができないという状

況を見てみますと、私立の中高一貫校と同じ形にはなりにくいと思っています。 
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○○○○公門公門公門公門委員委員委員委員 千葉の小中一貫校の適性検査をインターネットで見つけましたが、難しい

ですよ。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 千葉の中高一貫校は全国で唯一、塾の先生がこれは塾に来ても解けるかどう

かわかりませんという程の難易度の高い入試をすることで有名な学校でありますけれ

ども、そこまでの試験を子ども達に課すかどうかはこれから検討していかなければな

らないと思っております。ただ、ご存知のとおり千葉高等学校は中高一貫校になる前

から東大、京大の大学進学率が全国的に見ても非常に高いレベルですので、おそらく

今のような試験内容になっているかと思います。それを一足飛びに、そのレベルの試

験をするかどうかは慎重に検討する必要があります。 

○○○○公門公門公門公門委員委員委員委員 学力のことだけが問題ではないという話は以前、教育長がなさったことが

あります。それなら、掃除もしない、体育もしない、そういうことでいいのかとおっ

しゃったことがありますが、私もそう思います。でも、どこかでしっかり勉強しない

と、例えば、難関大学を受けたときにあなたは筑豊の子どもだから、このくらいの学

力でいいよという判定にはならない、受験する時に出身地は関係ありません。だから、

作ろうとしている組合立に限って言えば、普段どおりの小学校時代を過ごしても合格

できるかもしれません。でも、次にきちんと進めるかどうかは非常に疑問があるので

はないですか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 おそらく重要になってくるのは、組合立中高一貫校の中学校の入り口の時点

で、学力の担保が公教育においてはできないことになっておりますので、当然、大学

進学を踏まえたような高い進学意欲があって勉強をがんばりたいというお子さんを中

心に入って来られると思いますが、実際に学力が担保されるかというとそうではない

状況です。実際に、中学校においてどれだけ充実した教育を受けることができるのか

というところが一つのポイントになるのだろうと思いますし、１つのリスクとして、

私が申し上げるまでもなく、当然内部進学の方におきましては希望されるお子さんは

全員を内部進学させなければいけません。そこで高校に入るための受験というものが

基本的にはありませんので、中だるみといった状況を指摘する現場の声もあります。

そういった中だるみの状況にならないようにするため、どういうモチベーションを維

持させていくのかというところも１つの大きな取り組みになるだろうと思います。そ

の辺りはこれから充分に、慎重に検討をしていく必要があるのかなというふうには思

います。私どもが検討を進めていく中で、私は市長部局に属していますので、特に、
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そう思ったのかもしれませんが、ある郡部の中学校を２つ拝見させていただきました。

そこのお子さん方の状況を見ると、いわゆる荒れた学校という側面もありましたが、

特定の教科についてのみ、成績が県の平均値と比べてかなり高いというところがあり

ました。他の教科は非常に低いのですが、１つだけが突出しているというところがあ

って、その科目の授業を見させていただきました。結局、指導力とか授業力が高い先

生が実践されているところは子ども達の平均値が高いということが実際に示されてい

る。ということは、裏を返せば小学校で確実に担保できなくても、可能性として中学

校で一生懸命勉強していただけると子ども達は伸びる可能性があるのではないかと思

っております。公教育において、私立や国立と違い学力選抜試験は施せませんが、そ

こで実践される教育によっては子ども達が伸びていくことは大きく期待できるのでは

ないかと思います。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 高校進学時に無試験でそのまま上がりますが、最低これだけの学力が必要

という基準を定めて、何らかの学力テストをするということは考えていないのですか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 公教育において、学力の状況を理由に内部進学をさせないということはでき

ませんので、基本的には成績が悪いことだけをもって内部進学をさせないというのは

制度上かなり難しいです。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 公門委員がおっしゃったように、どこかでがんばらないと、将来のことを

考えると大丈夫なのかなということも考えられます。偏差値はどれくらいを想定され

ていますか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 偏差値というのは扱いが非常に難しいと思いますが、基本的に国公立大学を

目指すときには最低でも高校入学時に６０が最低ラインと思いますので、それをクリ

アする必要はあるだろうなと思います。ただ、実際にそれぞれの高校を見ていただく

とおわかりいただけるかと思いますが、入り口は偏差値が６０いくつと高くても出口

の時に大学進学であまり実績を残せていないような学校も実際にあります。ただ、や

はり入口の時点で最低６０はないと厳しいかなというふうには思っております。先程、

委員長からお話しいただいた件で説明することができていなかったことが一つありま

す。二極化が進んでいるということなんですけれども、二極化の上の部分は他地区の

進学校に行っているという状況があるのですが、残っているお子さんも実際はいらっ

しゃると思います。私も親ですので、子どもなり、周りの状況を見てみますと、おそ

らく上の層で田川に留まっているほとんどの方は田川高校に行かれていると思います。
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実際に上の層の方が田川高校に行く場合、そんなに難しい状況ではありません。だか

ら、特別に受験勉強といったようなものをしなくても合格できるので、がんばれない、

がんばらない状況が生まれているのだと思います。特に、昨年は定員割れをしており

ますので、今の中学校３年生、２年生を見てもかなりゆったり構えています。私も先

程、公門委員が仰っていたとおり、やはりどこかで一生懸命がんばる時期がないとい

けないとは思います。それは高校受験が一番いい機会だとは思うのですが、それが持

てる状況に今はなっていないというのも現状の課題として一つあるのかなというふう

には思っております。１学年が１２０人の生徒数の設定がどうなのかという議論はお

ありかと思いますが、ここに受かるためには一生懸命がんばらないといけないという

状況を作ってあげることも必要なことなのかなというふうに思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 どこか別の高校の定員を減らすのですか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 それは私どもにはまったくわかりません。県教委との今後の協議になると思

いますので、定員がどうなるのかというところを含めて、私どもの方でどうする、こ

うするということはできないと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 組合立は田川市郡のお子さんしか進学できないのですが、統計的にいうと、

今後１学年で田川市郡のお子さんは全部合わせて何人くらいいますか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 検討結果報告書の１１ページに中学校別生徒数の今後の推計値があります。

概ね１学年あたり１０００人程度だと思っています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 市郡合わせて１０００人程度ですよね。その１０００人程度で嘉穂高校にも

負けないくらいの進学ができなければいけない子ども達を、この人数の中から出さな

くてはいけない。私は第４学区出身ですが、宗像高校は第４学区の中では５番目か６

番目くらいの学校なんです。その宗像高校からもかなりの子どもが国公立大学に行き

ますけれども、それだけのものすごい人口がバックにはいるわけです。第５学区にし

てもそうです。バックにものすごい数の子どもさんがいて、それだけの進学校がある

んです。田川地区において、その１学年１０００人というバックの中で、それが可能

なのかどうかというところです。どのようにして可能にしていくのか、方法などはお

考えなのですか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 今の状況で偏差値６０を超えるというのは至難の業です。聞いたところによ

りますと、田川高校は１学年に１クラスのみ学力が高い人たちを集めた特別な学級を

作っているというふうに聞いております。そのクラスの平均の偏差値は６１くらいと
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聞いておりますので、今の状況でいうと４０人しかいないわけです。ただ、その一方

で実際に育徳館に行ったり、鞍手高校にいったりというような状況があります。そう

いった子ども達の相当数がこの組合立の高校を作ることによって、他地区の学校に行

かずに田川地区の組合立の高校に来ていただくということで、ある程度の補強はでき

るとしても、やはり１２０人というのはかなり厳しいところがあります。先程から申

し上げております中学校の全体的な底上げが同時になされないと、この中高一貫校を

作ることだけでそのような１２０人を集めようと思っても、それは現実的にかなり厳

しいと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この報告書を見せていただいて、小・中学校の学力の状況というところがあ

りますが、１２ページです。これは何のためにここに入っているのかなと思ったので

すが、逆に高校のレベルをあげるためには小学校からの教育をきっちりしていかない

と難しい、中学校での教育をきちんとしていかないと難しい、そういうことになりま

せんか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 その時に、では高校を作らなくてもいいじゃないかという考え方もあります。

この既存の小中学校の学力だけを充実させればいいじゃないかという考え方も実際に

あるとは思うのですが、子ども達が明確に地元のこの高校に行きたい、この中学校に

行きたいというようなそういった目標を近くに設定できる環境がなくて子ども達はが

んばれるのかというところもあります。やはりどちらも並行してやる必要があるので

はないかということができます。先程から仰っていただいておりますように、小中学

校で一生懸命勉強しているお子さんは一部います。でも、その方々は明確に高い目標

を他地区に求めて、そのためにがんばっているということですので、それが地元にあ

ることによって、その裾が広がっていくのではないかと思っております。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 それが中学校から始まるのはどうしてですか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 中高一貫校にした理由の一つは、中高一貫教育の制度化の元々の主たる目的

は、教育制度の複線化構造を田川地区にも作ってはどうか。親御さんにお子さんの教

育制度の選択を可能にするような環境を作ってあげるということも必要かと思います。

また、先程から申し上げております組合立の中学校は地域の既存の中学校の学力向上

のモデル校として、いろいろな試みを行ない、有効なものを確実に地域の学校に浸透

させていく、そういう仕組みも合わせて作れるのではないかということです。そして、

中学校の過程でしっかり学んだお子さん方に高校に内部進学していただくことが期待
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できると思いますので、中学校を作ることも非常に意味があることではないかと思い

ます。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 小学生はどれくらいから成績のばらつきが出てくるのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 学力のバランスから言いますと小１から存在は致します。ただ、それ

が拡大していくのは、やはり５、６年生です。性質上の問題も同じで顕在化してくる

のは中学校１年生です。しかし、それが芽と言いますか、傾向としてわずかではあり

ますが、グラフの傾きがあきらかに変わってきたなと見えるのは小学校５年生です。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員    そこのところをなんとかしないと、中学校に入って急に勉強しなさいと言

われても解らないことは解りませんしね。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 この学校の高校と中学の職員の採用はどうなりますか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 事例を調査し、私どもの考え方を整理しましたが、やはり義務教育課程の中

学校におきましては既存の中学校と同じく県費教職員の配置を前提に検討を進めてい

かないといけないと思います。この考え方が適切かはわかりませんが、私が考えます

のは、中学までの課程では先生方が一生懸命熱意を持って教育研究されると、おそら

く教育のノウハウであったり、教育の実践を取り組まれることが可能だろうと思いま

すが、高校の範囲に及びますと、やはり難易度が格段にあがってくると思います。先

生方の熱意だけで教育方法のマスターができるのかというところは正直よくわからな

いところがあります。したがって、ある程度、高校については先生方の選抜が必要に

なってくるのではと思いますので、高校については独自に採用することを検討する必

要があるのではないかと考えています。これも実際に私どもが考えたのが正しいかど

うかはよくわかりませんが、都道府県立高校の状況を見てみますと、総じて言えるの

は大都市圏に高い実績のある進学校が存在し、田舎には存在しないというのが全国的

な一つの大きな状況です。唯一、私どもが知る限りにおいて例外があるのは昔の藩校

がある地域には大都市圏でなくても高い進学実績がある高校が存在するということで

す。そうした時に県立高校は県の採用でそれぞれ配置されますが、実際に高い指導力、

授業力を持つ先生方は実際に進学校に集められているような気がします。そうでない

ところはそういう先生がそれぞれにいらっしゃるということだと思います。そういう

中で今から一生懸命進学校を作って参りますので、高い指導力、授業力のある先生の

配置をお願いしますと県に言った時に実際に配置していただけるかどうかは正直よく

解りません。皆様ご存知の通り福岡県は数年前から福岡スーパーハイスクール制度を
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実施しておりまして、その時に先生の重点配置と予算の重点配置を行っております。

福岡県内で８つの県立高校が選ばれています。筑豊では嘉穂高校が唯一選ばれており

ます。その時に先生と予算の重点配置が行われていますので、基本的に筑豊地域にお

いては嘉穂にそういった先生方が配置されているのではないかと思います。田川にそ

ういう学校をこれから作るので、高校の先生についても田川にそういった先生方をお

願いしますといって、それが叶うかどうかというところもあります。山梨の事例を見

ましても、そこは県の最北端にある標高１０００メートルくらいの山間部の田舎の町

ですが、そこにそういうような高い進学実績のある高校が作れたというのは、校長先

生のお話を聞きますと独自採用をして、先生が他校との人事交流なしでずっと教育を

されているというのが大きいというお声もありましたので、そういうことが必要なの

だろうと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 中学校に入学するのも面接等で子ども達に学力試験は行わないということ

でありながら、嘉穂やその他の周りの高校より学力を高めよう、そういう魅力のある

学校にしようという壮大な考え方で行っている訳ですが、子ども達からすれば、もっ

と勉強したいということで入学してきている子どもだから、やはり自分の力がどの程

度でそこに入れるんだということは考えたいのではないのかなというのが一つです。

それから、もう一つは昔、田川地区では伊田小中学校は代用付属として先生方を育て

るという小中学校でしたから、そこで指導力を高めて田川地区だけでなく各地区に配

置されました。もちろん、それが途中でなくなったのですが、そこに希望して入って

そこで勉強したいということで勉強して、また元の所に戻っていった状況の中で行っ

ていった訳です。今度のそういう中で先生の力を付けることは私も大賛成です。先生

が力を付ければ、子ども達の学力は一足飛びに上がるとは私も考えておりませんが、

少しでも上がるのではないかというのは考えます。そうであるならば、その力を付け

る術とか、力をつける環境とか、それからそういう希望のある学校とか、そういうこ

とを想定して考えていけば徐々にでも私は上がっていくのではないかなと考えます。

では一足飛びにそんな学校ができるのかということです。どの程度の期間の中でそう

いう形に学校を持っていこうとしているのですか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 学力選抜試験を課さないにも関わらず高い大学進学実績を目指そうとしてい

るということの考え方ですね。先程申しあげましたとおり、確かに高い進学実績を有

する高校を最終的に整備したいということがあるのですが、その一方で全体的な底上
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げも図っていかなければいけないと思っています。伊田小中学校は学芸大の分校でし

たので、そういう指定校ということもありました。そういう歴史的な状況も踏まえま

して、伊田小中学校が担ったような役割を組合立の中学校で担うことができないかと

考えました。当然ながら、その一方で大学進学についても高い実績を有する形で持っ

ていかないといけないということを考えていますので、その辺りのバランスをどう取

っていくのかということなんですが、私どもが最終的に落ち着いたのは中学校につい

ては可能な限り規模は縮小しましょうということで、１学年４０人規模です。高校で

８０人を入学させることになりますので、３分の２については外部進学ということに

なります。これは、有名私立中高一貫校でもそうですが、基本的にどの中高一貫校に

おいても、中学校からの内部進学生よりも高校からの外部進学生の方が総じて学力が

高いと言われていますので、そういった外部進学生の比率をできれば上げたいと考え

ています。また、指定校のことですが、福岡教育大学等と連携を取りながら、そうい

う機能を持たせることができないかと考えていますので、是非ともそういったことを

目指していきたいというふうに考えております。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 今回のこの動きについて、県の教育委員会は全部わかっているのか。それと

も、大まかなことしかわかっていないのか、その辺はどうなのですか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 顧問として、筑豊教育事務所長に入っていただいていますので状況はお伝え

しておりますし、内容については把握していただいています。県の方から明確な反応

や意思はいただいておりませんが、個別にいただいておりますのはこの検討結果を前

に進めるということで田川地区が一致団結できるのかというところを心配していただ

いているというお声は伝え聞いておりますけれども、明確なオフィシャルな形で反応

はいただいておりません。早くて４月から県や県教委との協議に向けて動き始めます

ので、何らかのご反応をいただけるかと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 県の教育委員会は子どもの数が減ってきて県立高校の定員を減らしたい、学

校を統廃合したい、そういう動きの中で新たに学校ができることについて、すんなり

了承したのかということが気になったので質問しました。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 県がどういうようなお考えかはわかりませんが、今、普通科の県立高校が田

川に３校あるので作らないようにしてくださいというようなことは言われておりませ

ん。また、西田川高校の校舎改築の計画もあるということもかねがね聞いております

ので、直ちに県は数を減らすということも具体的に動きとして見えていない状況です。 



 

 １７

○○○○教育教育教育教育長長長長 以前から公立高校の定員と私立高校の定員は協定を結んでいます。７対３か

６対４です。片方だけが定員を増減するという訳にはいかなくて、私立高校の連盟と

話合いをしながら定員を調整しているので、そう簡単には定員を増やしたり、減らし

たりできないのではないかと思います。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 単純に私どもが新しい学校を作って１２０人定員を増やすということでは当

然ありませんので、県との協議が必要になってくると思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 先程、企画官が毛利委員さんへお答えをなさっている時に中高一貫校で高校

の方が定員数が多いのは、内進者より外部から入学する子どもの方が成績が良いから

とおっしゃったのですけれども、それなら何のために中学校を作るのか、その説明で

は矛盾があります。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 説明しましたように、中学校については学力選抜試験ができない。でも、そ

れでも中学校を作りたいというのは中高一貫教育の制度化を田川地区で行いたいとい

うことと、その中学校を先生方の教育研究の場としたい。そこで実践を行い、有効な

ものを確実に地域の中学校に浸透できるような仕組みを作っていきたいということな

んです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そのランダムにとったお子さんであっても、その中学校のカリキュラムは特

別に他の市町村立の教育委員会の学校とは違うのですから、もっと特化した三年間を

送らせることはできますよね。先生方は研究をするくらいですので、高度な授業がで

きるはずですので、内進者の方が学力は高くなるのではと私は期待しました。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 中学校を４０人に止めたもう一つの理由として、定員を増やせば増やすほど

地域の中学校に与える影響が大きくなってしまうということです。勉強をがんばりた

いというお子さんが地域から組合立の中学校に行ってしまいますので、その数を増や

せば増やすほど既存の中学校の方は勉強をがんばりたいというお子さんが相対的に減

ってしまうというところがあります。そういう地域に与える影響も可能な限り少なく

というような考え方も合わせて持っておりましたので、最終的に４０人くらいの規模

にしました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 私達も今、話し合いをしているのですが、将来、子どもの数が減っていく中

で各市町村の中学校数もそれぞれ減っていくのではないかと思います。そういった中

で田川市教育委員会では中学校は２校か３校にという方向を向いていますが、町では

１校とかになりますよね。町や村では１校になったとしても３クラスにも満たないと
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いう可能性があるでしょう。その辺りの兼ね合いはどうなりますか。 

○○○○企画官企画官企画官企画官 ４０人というのは可能な限り影響を小さくしたいという考えなのですが、具

体的にどういうことなのかというと、現時点において育徳館中学校と飯塚日新館中学

校に進学しているケースはその２校だけで４０人です。私どもが考えましたのは、組

合立の良い学校を作った時に育徳館、日新館等は他地区ですから、交通費等の経済的

負担、時間の制約等がありますが、そういう学校に行きたいと思うかどうかと考える

と相当数は地元の学校を受けたいと考えることが期待できます。そうすると、４０人

という規模は地元の中学に影響は与えなくても済むと考えました。ただ、今後、子ど

もの数が減っていくことになった場合は当然少しずつ影響が大きくなっていくという

こともあろうかと思いますが、８市町村で学校数は２０校です。平均すると１校あた

り２人程度、一方で他地区に行っている方の相当数が組合立を受験すると考えると現

状とさほど影響はないと考えます。ただ、絶対数を４０人から増やすと影響は大きく

なるので避けなければと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 嘉穂の中高一貫校が組合立より先にできます。育徳館は遠かった等の理由で

通わなかった方などにも選択肢が広がります。その影響で外に出る方が現状の４０人

よりもっと増えていく可能性もありますが、それはどうですか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 その通りです。田川地域の西側からは飯塚は比較的近距離になりますので、

育徳館は難しいけど嘉穂なら通えるというお子さんもいると思います。今の２校で４

０人という状況が６０人とかに変わることもあると思います。田川地域が組合立を作

らなくても、今以上に他地区に行かれる可能性があります。子ども達の将来を考えた

際にどんな職に就きたいのか、それならどの大学に行って、その大学に入るための高

校はとなると筑豊地区では嘉穂が一番となっていますから嘉穂に行かせたい、行きた

いという状況が生まれてくると思います。他地区に行くことで田川の高校の状況が今、

以上に厳しくなることが想定されますので、ここで中高一緒になって環境整備をやっ

ていかないと田川の教育環境は今後もたなくなると思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 組合立の高校が１２０名となると、田川高校のお子さんが組合立へシフトす

る可能性もあります。すると、田川高校はますます生徒が減りますよね。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 田川高校だけを考えると、田川の一番の高校として位置づけられた状況は当

然、変化すると思います。 

○○○○公門公門公門公門委員委員委員委員 先程、委員長が言われたように、田川市は中学校を２校か３校に絞ろうと
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しています。その目的はクラス変えができること、それから、生徒たちが切磋琢磨で

きるようにという理由で進んできたはずです。それに対して１クラスしかない学校を

作ろうというのは、それとの整合性はいかがですか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 小規模校を減らそうとする今の田川市の方向性と組合立でやろうとしている

ことは確かに矛盾が生じ乖離していると言えなくはないです。私達はお子さん方に是

非を判断していただかないといけない。可能な限り既存校に深刻な悪影響を及ぼさな

い形で中学校を整備するとしたときに苦渋の選択ですが、たとえ１学級でも中学校を

作ることの意義が大きいと考えました。それを田川市の基本的な考えに照らすと、小

規模校を作らないとしていますので、２か３の学級規模の学校を作るのは物理的には

可能かもしれませんが、結果的に既存校が縮小することを余儀なくされるため、私ど

もとしては良い選択とは言えないという検討結果になりました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 先のことですが、各市町村が連携して組合立を運営していくことになります

と、中学生が減っていくと将来的には各市町村が連携しながら、教育効果の上がる人

数を確保した学校を作っていかなければならない可能性もあると思います。１学年が

５人、１０人という学校が町に１校、２校では成り立たないでしょうから、そういう

ことになった時に今後、教育委員会や市町村が連携をしながら運営していく方向にな

るのか。組合立がその辺りを掌握しながら、将来的には組合立が小さくなった学校を

吸収していくのかとか、もしかすると、そういうことが出てくるかもしれませんが、

その辺りの見通しは考えていますか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 正直、私どもはそこまでの壮大な構想は持ち合わせておりません。特に私は

市長部局ですので、そこまでのお話に言及することはできませんが、１つだけお伝え

できるのは本案件について議会に以前中間報告をした際、最終的にその構想に触れる

議員の意見がありまして、子ども達の総数が縮小されているので学区の見直しは市町

村単位で行っていますが、将来的には田川地域を一つの枠にして、その中で適正配置

をすることが将来的な課題としてあるのではというご指摘でした。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 田川地区は学力が県や国の平均より低い。筑豊地区の中でも低いから、い

かに上げるかというところから最初は出発したと思います。その原因はどこなのかと

いうことがあまり出てきていませんね。家庭の問題や地域の問題もありますが、やは

り先生たちが力を付けなければというところに行きつくと思います。では、それをど

うするのかということで、この話は進んでいるのだと思います。これによって、それ



 

 ２０

が解消されるのか。また、田川市のように中学校を少なくすることでどうにかできる

のではないかというのも想定の中にありますよね。学力が低いが、原因を追究するた

めに組合立を作れば解消できるのかということを今の問題として考えないといけない。

原因は何なのかというのはこれでは弱いと感じました。今のところ、田川市としては

切磋琢磨するため、学校を少なくして、正職員を増やして、力をつけるようなところ

に進んでいると思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 検討会では学力が低い原因というのは具体的に何かわかりましたか。 

○企画○企画○企画○企画官官官官 私どもは教育委員会に属している者が６人、市長部局が２人、総じて事務方

なので、直接的になぜ学力が低いか論じるところは難しいところがあります。その辺

りについては福岡県の教育委員会に見解を求めています。その見解も報告の中に入れ

ておりますけれども、やはり家庭学習の徹底とか、そういうこともご指摘をいただい

ております。いろいろな現場のお声や授業の様子等を私達なりに勉強をしていく中で、

最終的な結論は毛利委員がおっしゃったように、先生方の授業力、指導力に最終的に

行き着きました。おそらく考えていることは同じだと思いますが、実際にどれくらい

インパクトのあるようなことで書かれているのかというところは若干確かにオブラー

トで包んでいるようなところはありますが、４７ページの今後の課題にも書きました

が、教育研究では効果的な学習指導法の確立が必要不可欠と考えておりますので、こ

ういった取り組みを実践していくことが重要だと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 私はよその学区から参りましたので、田川の先生の指導力を上げないといけ

ないというのはとても感じます。授業が他所に比べて面白くない、白熱していないと

いいますか、熱中して聞けるような授業ではない。これは先生の研修会でも、筑豊教

育事務所の研究集会でも語られることですが、指導力が低いということまでなんです。

では、どうしたら良いのか。学力向上プロジェクト等、いろいろとやっていますが、

相変わらず低いままです。高い指導力が必要だとずっと言われ続けているのですが、

先生方は筑豊地区しか回っていないので、教育大付属等に行かれた先生はすごくイン

パクトを受けて帰って来られるけれども、同じグループでしか回っていない先生方に

はこんなものとしか思われていないのではないかと私はいつも感じています。これは

ここでいくら言ってもどうしようもないことですし、首長さん方にもそういう情報を

耳に入れていただきたいです。先生方の環境が既にこうあるので、人事交流をして他

所の巧みな授業を実際にそこで働いて身に付けてきてほしい。そうしないと筑豊の学
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力、指導力に関しては難しいのではないかと思っています。 

○○○○教育長教育長教育長教育長 学力の件は、田川市は学力向上プロジェクに取り組んでいて、ようやく小学

校で成果は出てきました。これまでの田川市の取り組みはそれなりの成果は出てきた

と思います。あとは一番大きな教員の指導力のことですが、田川市郡で教育長協議会

を作って、田川市郡の子ども達の学力を高めるためにどうするか、校長会を含めて研

修会を合同で持ち、考えていこう。そういう方向性を打ち出してきています。田川市

郡が一緒になり、子ども達の学力を高めていく取り組みはこれから出てくると思いま

す。今回の事務組合に関しての私の意見ですが、報告書の中の一番の課題は、全国に

誇れる進学校である高校を作るということですが、これは県教委の責任だと思います。

県教委がしっかり田川地区にある高校にもっときちんとテコ入れしてもらいたい。そ

のための財政的な負担を田川市郡が持つというのも変な話です。だから、これは県教

委にもっと私達が要求していかなければいけないことだろうと思います。公教育の役

割は一部の子どもではなく、すべての子どもにきちんとした教育をする。学校を作る

のに３億円とか、年間に１億円近い運営費が掛かるとか、一部の子どもだけのために

するというのも、これは考えなければいけないことだろうと思います。そういう財政

的な負担をするのだったら、田川市の場合は中学の再編を考えていますし、他の市町

村でもそれぞれの委員会で学校へテコ入れをする、そういう方法を考えなければいけ

ないと思っています。確かに、一部事務組合立中学校を作って、そこでいろいろなや

り方をして、モデルとして田川市郡に広めていったらいいと書いていますが、一部事

務組合で作ろうとしているのが１学年４０人の中学校で、そこに先生を２０人くらい

配置する、そういう教育条件と現在の既存の公立中学校の教育条件は違うんです。事

務組合で行ったいろいろな取り組みが、そのまま各公立中学校にあてはまるかという

とそうでもないような気がします。言いましたように、せっかく田川市郡で教育長協

議会が発足して、何とか全体で一緒にやっていこう、校長会も巻き込んでしようとし

ているところなので、そこで県の教育委員会としっかり連携を取りながら、授業の工

夫、改善等の取り組みをしていくべきだろうと思います。だから、事務組合の中学校、

高校を作ることの最終判断は首長さんにお任せしないといけませんが、田川市の教育

委員会としては、今やろうとしている田川市の中学校再編、まずはこれに全力投球し

て、大勢の子ども、大勢の先生で切磋琢磨して、学力とか、体力とか、豊かな心をつ

けていくという、そういう取り組みをしなければいけないと、私は思っています。 
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○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 子どもを高めようとか、先生の力を付けようという考え方は私も賛成です。

こんなに切羽詰って田川市郡は子ども達をどうするかということで話し合いを進めて

いるということを、私は県には知ってもらいたい。筑豊教育事務所の所長が来ている

から県に報告しているかと言ったら、それはわかりませんが、ただ、切羽詰まって、

そこまでがんばっていることを県がどこまで受け止めてくれるかだと思っています。

この狙いはそれを伝えることなのかなとも私は思います。田川地区にすれば年間予算

が相当かかる、しかし、子どもをどうにかしたいと県をつつくための大きな材料とし

ようとしているのかと、私は想定しました。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 田川市だけが、この制度から外れることはできますか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 正直、わかりません。ただ、財政的に３億円と書いているのは総額ですので、

市町村負担ベースでいくと、おそらく数千万円になると思います。田川市がこの取り

組みから離脱をするとなると、委員長が言われたように、受験できる子ども達が減れ

ば減るほど高い学力を担保できるかという問題がありますし、負担金を他の町村が田

川市の分まで負担しないといけないので、それができるのかという問題もあり、極め

て影響は大きいだろうと思います。それは、町村首長や議会がご判断いただくことだ

とは思いますが、田川市が離脱をしてもこれはやらなければならないのでやるという

ご判断をされることは、まったくゼロではないと思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 私は、教育長がおっしゃったように今、取り組むべきことは中学校の再編、

それに専念しようという方向で進むべきだろうと思います。もう一つは小中学校の子

ども達の夏休みや春休みの過ごし方です。部活があるから補習等は行いにくいでしょ

うが、ボランティアの好意に頼って教えてもらおうとするのはおかしいです。きちん

と費用をお支払いするべきと思います。現職の先生方にも土曜日に出勤していただけ

ば、それに対してきちんと支払うべきです。そういうことにお金を使って、全体の水

準を上げる方がいいかなという気がします。予算のいることですので、今後、お考え

いただければと思っています。ただ、このことについて心配していることがあるとす

れば、田川地区に中高一貫校ができようとしている芽を摘むことになるかもしれない

ということに関しては大きな躊躇はあります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 話の途中ですが、本日の会議は１７時を過ぎそうですので、会議時間を延長

します。 

今のご意見ですが、始まりはある程度の実績が出るまで様子を見ようとする進学の
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なさり方が出てくると思うのですが、実績を出しながら、それをどう乗り越えていこ

うと考えているのか、首長さん方のお考えではその辺りはどうなのでしょうか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 唯一と言っていいと思うのですが、田川に似た状況でありながら高い大学進

学実績を有するような教育環境を作れているというのは、調査する限り山梨県北杜市

の事例です。ただ、ここも１０年くらいはかかっています。だから、実際に私達もこ

れが種を植えて花開くまで最低でも１０年くらいはかかるだろうと思っています。一

朝一夕にできないことはわかっています。皆様に貴重なご意見をいただきましたが、

委員長からのお話の折々に先生方の授業力や指導力を付けていく必要性があるが、な

かなか実践されていないということです。私どもが調査したところ、いくつかの教育

委員会で福岡教育大学と連携し、教育協定を結んで具体的な取り組みを行っていると

ころがありました。それが直接的な原因かはわかりませんが、そういうことを行って

いる教育委員会の管轄の学校は総じて全国学力学習実態状況調査の数値が高いと言え

ます。それが主たる原因かはわかりませんが、そういう具体的な取り組みを行ってい

るところも実際にありますので、それは組合立の中学校なりで実践することは充分可

能だろうと思います。教育長からお話をいただきました高校については県教委の責任

であるというのは、私どもの検討の中でも何度も出てまいりました。私達が本当にや

らなければならないのかというのは再三、議論いたしました。実は田川高校の教育改

革の必要性が叫ばれたのは、今に始まったことではなく、かなり前からその必要性は

議論されましたし、その取り組みについてもこれまで何回か行われました。しかし、

状況はかんばしくないどころか、年々悪化してきています。この検討結果報告書の中

に杉光教育長の議会答弁の時のご意見も掲載させていただきましたが、今の県教委の

お考えは、おそらく筑豊については嘉穂高校を中核的な学校施設ととらえ、やる気の

ある子どもを集めて筑豊の教育を活性化していこうと受け取れるところがあります。

ただ、これが一番の問題だと思います。申し上げましたように田川は総じて所得が厳

しいご家庭がかなり多いということと、福岡、北九州都市圏に比べ公共交通機関が発

達していないため、通学にもかなりの負担を強いることになるということです。県教

委としてはそういう思いなのでしょうけど、田川地区としては、田川地区として何ら

かの整備を行わないと今の厳しい状況はさらに拍車がかかるのではないかと考えてい

ます。第一義的に考えるのは、これは県教委の責任でもあるというのは誰もがそう思

われることだと思いますので、先程申し上げました県の側面的な支援というは手厚く
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いただきたい、なるべく市町村の負担が軽くなるような努力はして参りたいと思って

います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 頭の中で考えてみたのですが、新しい高校を作る、そこに教員を配置する、

それで本当に魅力ある学校がすぐにできるのかというと、それがわからないんですよ。

具体的にどんな高校ができるのか。仮に、教員採用から考えて、スーパーティーチャ

ーがすんなりくるような雰囲気でもないし、例えば、有名私立大学と付属高校が田川

に誘致できれば、そこに行く人はかなりいるのではないか、そういう方向はないのか

なと個人的には考えるところです。本当に素晴らしい進学校がすぐにできるというの

であれば、一つの魅力として進学の選択肢になるのでしょうが、そこが見えません。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 私達が検討協議を進めていく中で、私立大学の誘致を図った方が早いのでは

ないかという意見もありました。少子化を踏まえて在京の大学を中心に、地方の子ど

も達の囲い込みへの取り組みがなされていまして、早稲田佐賀もありますし、他の私

立大学が福岡県内にもできていると聞いています。私達の議論の出発点は田川の子ど

も達の家庭環境を考えたとき、経済的に豊かでないお子さんでなおかつがんばりたい

お子さんにどのように良好な教育環境を与えられるのかということでしたので、私立

校となると当然ながら学費の面などで難しいですから、田川の状況をみるとそれを誘

致できたからと言って田川の大多数の子ども達にそれが良好な教育環境になりうるの

かというところが難しいところです。 

○○○○公門公門公門公門委員委員委員委員 もう一つ問題点があるとすれば、今回のこの話は小中高を考えたときの真

ん中の中学校から始まっている、これが問題だと思います。一番下の小学校から、も

う一度力をいれて、高学年から力の差が出てくるならば、それについていけない子を

どうするのか。高校生なら大学入試を考えたとき、予備校等は大学名、学部を特定し、

現役学生を囲い込んでいます。そういう先生方に夏休みに高校に来ていただき生徒の

学力をつける、そういう方法が県立高校で可能なのかはわかりませんが、可能なら大

学進学に限って言えば、かなりできると思います。失礼な言い方かもしれませんが、

わずか４０人１クラスで田川市郡の教育が、そこから変わる力があるのかどうかは問

題です。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 おっしゃるとおりです。私どもは中学校段階では４０人規模ですが、それを

田川の教育活性化の起爆剤にしたいと思っています。ご指摘いただいた大手予備校と

高校のタイアップは全国的に広がりを見せていて、私どもが行ってきた甲陵高校も実
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際に予備校とタイアップをされているので、同じような取り組みは考えていかなけれ

ばと思います。教育長からご指摘いただいた良い先生が集まるのかということは、当

然いきなり高い指導力、授業力がある先生方がお集まりいただけるかは不透明でござ

います。甲陵高等学校の校長先生によると、今はそういう進学校としての評価が確立

されたため、欠員時に募集をするといろいろな県から応募がある状況です。そこにい

くまで１０年はかかるという話ですので、地道な努力が必要になります。ただ、前段

階でも想像以上に希望される先生は多いと言われていました。先生の方も転勤の必要

がない、転勤先が進学校とはいえない荒れた学校の場合、教育実践とは違う別の負担

がかかるので、その点でこの学校は進学校を目指しています、勉強に力を入れて集中

していただける教育環境ですと説明すれば、こちらに採用を希望される教職員は多い

と言われていました。その状況が田川でそのままあてはまるかはよく分かりませんが、

ただ、私どもは国公立大学進学を希望する子どもにそれを可能にする教育環境を作る

ということを明確に表しまして、先生方に広く募集を図りたいと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 私は小中高一貫校に行きましたが、中学校と高校の先生は持ち上がったりは

しますが、定着はしないんです。実績の上がらない、指導力のない先生はどんどんや

めていただくという形です。公立中学校で教えるのが上手な先生を引き抜いてきて、

また実績があがらないと辞めていただく、服装や髪形が派手な先生は子どもに影響が

出るのでと辞めていただくという形です。公務員の体系として一度採用したら辞めさ

せませんというような形だとそれは難しいと思います。やはり実績が出ている学校に

は前向きな先生方、子ども達から見て愛すべき尊敬できる先生方ばかりだと思います

し、そういうところが進学校だというと思います。そのあたりがとても難しいところ

だと思います。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 おっしゃるとおりです。私は２つの高校に行きましたが、進学校とは全く呼

べない学校と進学校でした。どこが違うかというと、在校している子どものレベルは

当然、違いますが、一番異なるのは先生です。先生は指導力もですが、その前に人格

者であるということです。勉強だけに特化している訳ではないのです。国公立の進学

を目指しているので最低限必要にはなりますが、子ども達の人間形成の中で重要な過

程だと思いますので、それに深く関わっていいただく先生方は直接的に影響を及ぼす

方々ですので、どういう先生かということは重要なカギとなってくると思います。そ

ういう先生方を集めるのは至難の技だと思います。そういうことはこれからきちんと
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整理をしていかないといけないことです。私どもはこれを田川の教育改革と考えてい

ます。高いハードルはこれからいくつもあると思いますが、何とか乗り越えて、田川

の教育環境をこれから改善していきたいと考えています。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 育徳館中、嘉穂中の先生方はどういう形で入っていくのかは調べましたか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 細かく調べてはいませんが、基本的に県費職員であることに間違いないでし

ょう。お断りをしておかなければいけませんが、元々中教審が出した答申には、公教

育における中高一貫教育制度の始まりですが、一貫して考え方を変えておりませんの

は進学校を作るために中高一貫教育を行っているのではないということです。そこが

なかなか難しいところで、国は進学校を作るために中高一貫教育制度を実現したわけ

ではないということです。その考え方に一番忠実なのは福岡県で、今、福岡県には３

校ありますが、どこも進学校を目指しているわけではありません。この検討結果報告

書の中にも記載していますが、輝翔館、門司学園、育徳館はとりわけ国公立進学路率

がいいという状況ではないのです。特に良い先生を育徳館に集めているということは

現状としておそらくないだろうと思います。ご存知のとおり、育徳館は相当数の方が

内部進学をせずに、京都高校や小倉高校に進学している事例が見られますので、特段

学校そのものが進学校化されているわけではありません。ただ、元々は豊津高校です

が、育徳館になる時にはかなり学力が低下していました。門司学園につきましても、

元々小倉高校の学区ではない門司区が小倉高校の学区になったことによって急激に学

力が下がりました。そういうこともあって、中高一貫教育が実施された時には進学校

ではありませんでした。今回初めて宗像高校と嘉穂高校がスタートの時点からある程

度進学校と呼べる状況なので、今までの３校とは状況が違うため、県がこの２校をど

う取り扱うのか、これからの推移をみる必要があります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 組合立を作って、中学校も高校もある程度の水準で公立学校として存続して

田川高校よりも良い大学進学率を有する高校にしたいというのは確かなんですよね。

偏差値６１以上にしたいのですか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 おそらく宗像は６３くらいです。京都が６４、５、小倉、東筑になると６７、

８ぐらいだと思います。６１では国公立はかなり厳しいラインですので、近い将来で

きれば６０台の半ばまでもっていきたいと思っています。福岡御三家のように偏差値

７０を超えるようなことは物理的にかなり難しいと思いますが、現実的な目標として

６４、５の京都高校や宗像高校あたりをまず目標値として見定めたいというふうに思
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っています。今、田川高校が５３ですから、少なくとも田川高校よりももう少しレベ

ルの高い学校にしたいと思っています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 １学年１０００人の中から偏差値６５の高校を作る。そうなると小中学校か

らの充実ですね。他の小中学校のレベルも上がるはずですし、今回、小学校にふれら

れていませんが、その辺はどうお考えですか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 小中高一貫というところまでは考えが至りませんでした。組合立の小学校と

なれば、どこにできるかわかりませんが通学が大変です。田川市、田川郡も教育研究

所がありますが、それぞれの教育研究の実践の温度差等があります。これを契機にし

て、小学校、中学校の先生方の教育研究の活性化を図りたいと思っていますので、直

接的には小学校は関係ありませんが、間接的には小学校の先生方においても教育研究

が活性化するようなことに努めていく必要があると思います。 

○○○○委員長委員長委員長委員長    中高一貫校として、何か特色が必要ではないかと思いますが、この学校の特

色はどういったところですか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 その件に関しましても、いろいろと議論を行いました。教育委員会に属して

いるものが相当数いるとはいえ事務方の集まりであり、専門的な見地から検討を深め

ていくことはかないませんが、その中で私どもが必要性として考えていますのは、全

国の中高一貫校の事例でもありますとおり英語教育や理科教育の充実に力を入れてい

く必要があるとは考えています。田川においてもこれからの国際化の流れは影響があ

ると思われるため、特に英語教育に力を入れるなど、国際感覚を身につける取り組み、

あるいは田川市の中に福岡県立大学があって看護学部という学部もあります。高齢化

が進んでいく中で医療というものが非常に重要視されるところであり、そういう医療

関係に進みたいと希望された時には対応できるように理科教育の充実には力を入れて

いく必要があるとは思っています。 

○○○○委員長委員長委員長委員長    私は親の立場ですので、公立の学校に何が物足りないかと考えると、人間の

芯になる部分の教育というのがなかなか一貫してされるチャンスが少ないのではない

かと思っています。勉強以外の人間としての大事なもの、その土地の特色もありまし

ょうが、そういうことが発信できる学校であれば公立の学校でも魅力があるなと思い

ます。 

○○○○毛利委員毛利委員毛利委員毛利委員    先日、西日本新聞の筑豊地区のある記者が飯塚市の小学校で数年前から始

めている共同学習を見たそうです。これは香春町が最初にしたもので飯塚も一緒に研
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究を進めているということですが、その学校は国の学力テストの結果が少し上がって

いるということです。授業を見たが、学校の授業の中身と先生方の動き、別の学校で

も同じような研究をしているが、そこでは先生たちが這い回っていて、結局、講義意

識の授業になっていると２校を比べておりました。やはり研究の経過が長いと同時に

中身が濃いと、先生たちが追及していけば、それだけ学校は高まるというような書き

方をしていました。私達も考えるべきですが、研究の視点を教育委員会も持たなけれ

ばいけないし、先生方もそれだけの力をつけるための何かを持たなければいけない。

以前から言われていますが、授業は先生たちが話すばかりで教え込みが多いと聞きま

す。そこでは先生が少し指示をするだけでどんどん進んでしまう、そういう授業を見

たと、こういう指導力のある先生が増えればいいと筑豊版に大きく取り上げられてい

ました。特徴を出さなければ生徒も集まらないし、教員の力も伸びないのではないか

と思いました。先程の荒れた中学校のある教科だけが突出して点数がよいという話は

私も聞いていますが、あくまでも点であり、その学校の面としては進んでいないので

す。それが他の部分にも広がればいいのですが、今のところはその先生の教科だけが

伸びているというのを聞きました。そういう教員はどこの学校にもいるのではないか。

点が線となり、面となっていくと良くなるのではないかと思っています。 

○○○○企画官企画官企画官企画官    そういう先生が学校にいる間はその教科が良くて、違う学校に行くと落ち込

む状況にあり、どこの市町村もそういう先生に来てほしいと願っている。点が線にな

り、面へと広がっていかないという形になっていますので、その拡がりを見せるよう

な取り組みを具体的にやっていかないといけない。その必要性は叫ばれているけれど

も、実際に具体的な取り組みとして行う段階にきていると思っています。 

○○○○学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長    毛利委員が言われた成功例が田川市の小学校に少しあてはまるのかな

と思います。点であったものが、点を増やすことによって、面にしていこうというの

が田川市の考え方です。福岡県の長期研修制度に積極的に応募してもらう。小学校と

中学校を比較すると若干数が違います。小学校の方が希望する教員が多いです。研修

を受けて帰ってきた教員が増え、それが面になってきている、そのことが小学校の改

善につながってきていると思います。教師の教え方がうまいのではなく、子ども達へ

考えさせるアプローチの仕方がうまいのです。教育事務所が授業改善学校訪問を行っ

たのですが、中学校で１週間やりました。指導者が張り付いて、一緒に授業を作って

いく、今までは足りない点を指摘するということが多かったんです。これを子ども目
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線で見てみると指摘されるばかりではよくない、では一緒に授業を作っていこうよと

いうスタンスに変わりました。中学校の国語の先生でしたが、１週間が終わった時の

感想は、今まで僕は子どもが厳しいから、あれもこれもたくさん教えなければいけな

いと思っていました。そうではなくて子どもが考えたい、子どもが解決してみたいと

いうことを一つ投げ込めば、結果はこちらの方がよかったですと言ったんです。つま

りついた力はこちらの方が上でした。こういうことがひろがっていくといいなと思い

ました。子どもが変わると先生が変わる。子どもの結果が出てくると、これは間違い

なかったということが分かってくるので、今後はそういうことも進めていきたいと思

う。中学校の人材育成をどうがんばっていくのかということも、今後、学校教育とし

ては大きな課題になってくるので取り組んでいきたいと思っています。    

○○○○委員長委員長委員長委員長    職場でも同じ仕事をしてもできる人とできない人がいます。それをどうやっ

て同じサービスができるようにするかというと標準化をします。最低限これだけはみ

んなができるようにしましょうという最低ラインを作って、すべての人がその標準以

上の仕事ができるようなシステムを作ってしまう。学校の先生の場合はどうだろうな

と思ったのですが、今、学校教育課長が言われたことがそうではないかと思いました。

変えましょう、指導力をつけましょうというだけではなく、そういった具体的なアプ

ローチをいろいろな角度からしていって、標準化する。子ども達だけが二極化してい

るのではなく、先生方もひょっとするとそうなっているのかもしれません。それを解

消していく、まずは小学校段階から全国平均に近づくようにフォローをしていくと、

自然と高校受験のときにはかなりの偏差値の学校になっているはずだと思います。今

の田川高校であってもです。田川市郡が同じように同じところからレベルを上げてい

く。組合立中学校が一石を投じるような起爆剤になるとは思いますが、田川市を見て

おりますと、一番必要なのは小学校に入った子ども達にきちんと学力をつけることだ

と思います。先生たちがきちんと対応をして、他の地域と同じレベルにならなければ

公教育の意味がない。公教育の義務を果たしていないというくらいの気持ちで、私達

も責任を持って、視点を変えていかないといけないのではないか。組合立の話もそう

ですが、話が成り立たないのではないかと思います。まず、既存の小中学校に通うお

子さんたちにいろいろとやっています、効果は出ていますと言いますが、それをこの

３０年間、ずっと聞いています。でも、相変わらずこのラインですので、そろそろど

うすればいいかというところを研究して手を付けていかなければいけない、そういう
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ことだと思います。そうすれば、中学校、高校のレベルが自然と上がってくると思い

ます。 

○○○○教育長教育長教育長教育長    教育というのは、例えば、経済格差が学力格差につながるように教育委員会

だけの問題ではない。自治体全部で子ども達の教育を考える。そういう意味では今回

の組合立の話は良かったのではないかと思います。ただ、田川市の実態を見たときに

組合立を作るしか方法はないのか。もっとやらなければならない様々な取り組みがあ

るということが言われてきたので、そこをしっかりと取り組むべきではないか。個人

的意見ではありますが、組合立を作って、少数の子ども達を集めて、教育するという

ことはほかの子ども達を犠牲にしながら、一部の子ども達の学力を高めるためにがん

ばるという印象があって自分の気持ちの中でうまく整理ができません。公教育の役目

はすべての子ども達にしっかりとした力をつけていく、そういうことを私達は考えな

ければならないと感じています。 

○○○○委員長委員長委員長委員長    私もそのとおりだと思います。先程の小学校からという話は、まさにそのこ

とです。今回の組合立のお話と資料をいただいたときに私は本当にびっくりしました。

福岡県は全国でも下の方で、その中でも筑豊は下の方で、田川市はその中でも下でと

いう資料を堂々と示されて、プライバシーのこともありますし、教育委員会にいても

あまりゆっくり見られるような資料ではありません。今回、このように直視して田川

市郡の子どもさんの数もきちんと把握できましたし、学力の状況もよくわかりました。

私達、教育委員会としてしなければならないことを改めて見せていただいたところが

確かにあると思います。堂々と婉曲な表現をせず率直に語り合える場ができたことを

喜んでおります。この報告書が私達に一石を投じる報告書となりましたので、また気

を引き締めて、田川市として検討すべきこと、足元をしっかり固めながら検討してい

きたいと思っております。 

○○○○企画官企画官企画官企画官    ありがとうございます。身に余るようなことを言っていただきまして恐縮で

す。私はいくつかの教育委員会でこのような場に参加させていただき、同じようなご

意見をいただいていまして、まず、小学校、中学校教育の充実が先じゃないかといろ

いろなご意見いただいております。冒頭で説明しましたように２月７日に全員協議会

があり、そこで最終報告を行うことになりますので、そのときに田川市の教育委員会

の意見を付して最終報告に臨むということになっています。貴重なご意見をいろいろ

な角度から各委員さんからいただいたので、田川市教育委員会として、組織として、
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最終的にどういったご意見がいただけるのか、そのとりまとめを行っていただきたい

と思います。まずは、小学校、中学校教育の充実が必要ではないかというのは当然の

ことだと思います。今回、検討したアプローチの中からこういった取り組みがいかが

なものかなど、そういう直接的なご意見をいただけたらと思います。 

○○○○教育長教育長教育長教育長 事務局で今日の意見を取りまとめていただき、それを各委員さんに確認して

もらい、それをもって２月７日の全員協議会で私から報告をさせてもらいたいと思い

ます。 

○○○○委員長委員長委員長委員長    今回の組合立の話は私達への刺激にはなりました。これから、どのような方

向に進んでいくかは分かりませんが、この資料だけでは私達も何とも言い難い部分が

まだまだありますので、今後も検討を進めていっていただいて、その結果は私達にも

教えていただけたら考えさせていただきたいと思います。 

それでは、教育長がおっしゃったように今日の意見を取りまとめていただきまして、

それを再度、私達が拝見しまして、２月７日に教育長の方からご報告いただくという

ことにさせていただきたいと思います。 

○○○○公門委員公門委員公門委員公門委員    大きな方向とすれば、先程の教育長が言ったような方向ということですね。 

○○○○教育長教育長教育長教育長    田川市の教育委員会として、やらなければいけないことはここだということ

はしっかりと押さえておかなければいけないということです。    

○○○○公門委員公門委員公門委員公門委員 この一部組合立中学校については積極的な賛成ではないという立場でよろ

しいのですか。 

○○○○教育長教育長教育長教育長 賛成・反対というよりは、組合立を作るか、どうかは首長さんたちが判断さ

れることなので、田川市の教育委員会としてはこういう意見が出て、こういうふうな

話になったということです。 

○○○○公門委員公門委員公門委員公門委員 今、進めている中学校を２校にするのか、３校にするのか、その再編を大

切にしていくということですね。    

○○○○教育長教育長教育長教育長    田川市の子ども達の学力を高めるために、いろいろな取り組みをやっていき

たいということです。 

○○○○企画官企画官企画官企画官    問題のポイントは、今回のこの取り組みが一部の学校を作ることだけに留ま

るのか、それとも全体的な既存の中学校の底上げに繋がるのかというところだと思い

ます。そこについて、教育委員会のご意見をいただきたいと思っておりまして、田川

市の教育委員会の責務として既存の小中学校の学力を上げていく、教育を充実させて
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いくというのは当然の話であり、本案件と何ら関係のない本来のあるべきことだと思

います。ただ、今回、私どもがあえて教育委員会のご意見を賜りたいと考えているの

は、議会の方が一部の子ども達のためだけに税金を投資するのかという、先程教育長

がご指摘いただいた内容を議会の方からもご指摘いただいていますので、それを田川

市の教育委員会として、そうではなくて全体的な先生方の授業力や指導力の向上に繋

がり、全体的な底上げに繋がる。田川地区あるいは田川市の教育環境の活性化に繋が

るような取り組みであると考えられるとするのか。考えられないとするのか。その辺

りのご意見をいただくことが必要だろうと思っています。先程、教育長からいただい

た高校については県教育委員会の責任なので、そういった責任を県教委に求めること

なく、私どもの税金を一部の子ども達のために使うのかといったご意見をいただきま

したが、それがまさに教育委員会としての全体的な考えであれば、そのように取りま

とめていただくということだと思いますが、私どもが議会に最終報告するとき、教育

委員会のご意見は少なからず影響があると思います。そこのところはご慎重にご判断

いただきたいと思います。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 先程、教育長がおっしゃいましたが、４０人規模の中学校でいくら研究して

も、一般の中学校の具体例と対応できるのだろうかというところも、これに繋がると

思います。 

○○○○企画官企画官企画官企画官    その一方でこういう話もあったと思います。学芸大学の分校があったときに

伊田小中学校が指定校として、かなり教育研究が進んでいた。先生方は人事交流で異

動しますので、教育研究をされた先生方が赴任先の学校で教育の活性化がなされると

おっしゃっていました。今回、私どもも同じことを考えていて、組合立の中学校の先

生方は県費職員の配置を考えていますので、当然、既存の中学校との人事交流がなさ

れるため、同じような裾が広がっていくと考えます。また、先程、教育長からは既存

の中学校と組合立の中学校はおそらく子ども達の置かれている状況が違うので、その

まま当てはまるとは考えにくいというようなお話いただきました。その一方で現状を

見てみますと、先程の郡の中学校の話をしましたけれども、先生が授業力、指導力が

あれば確実にその教科の実績として表れていますので、私どもは多少の状況の差異が

あったとしても、その効果は大いに期待できるのではないかと考えています。 

○○○○委員長委員長委員長委員長    組合立に行かれる先生方も既存の中学校で教えていらっしゃる先生が行かれ

るのですよね。同じ方ですよね。田川市をはじめ、町村も学力向上のためにいろいろ
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な研修をしたり、プロジェクトをしたり、研究を１年、２年とやって、対応している

んです。それでもなかなか効果は見られない。その同じ先生が組合立に行って、一生

懸命研究されるわけですよね。しかも、１クラスしかないということなら条件は一緒

ではないですか。 

○○○○企画官企画官企画官企画官    福岡教育大学に派遣された先生方が帰ってくると、格段に先生方の状況が変

わっているという話がありました。そういう福岡教育大学等との連携がなされないま

ま、先生方だけで教育研究がなされると前提すると、委員長のご指摘のように状況の

変化はあまりないと思いますので、組合立の中学校と福岡教育大学がタイアップをし

て、一体的な教育研究の取り組みがなされるということが前提条件だと思います。    

○○○○教育長教育長教育長教育長    それは組合立であろうが、普通の公立であろうが、やろうと思えばできるこ

とです。ただ、私が教育条件といったのは、例えば、４０人１学級が３学年の中学校

となると、普通の公立中学校では配当人員は９人、校長、教頭を入れて１１人です。

その９人の先生で１０教科を教えるということで、当然、教科欠の教科が出てきたり、

その中で補導や支援加配や特別支援教育の担任を設けたりしている。組合立では教員

配当のほかに組合立採用の教員と合わせて２０人という予定で行おうとしています。

まず、そういうところが教育条件で違うところであると私は感じたのです。少人数で

授業を進めることができる学校と、そうでない学校があった場合、同じやり方ではで

きない。昔の代用付属の伊田小が教育研究の役割を担っていたときには、田川市には

同じ規模の学校がいくつもありました。その中で教員が大学と直接連携しながら様々

な取り組みをし、教員同士が取り組みをしていろいろなことが共有できた。だから、

そういうことを合わせて考えると、一概に組合立で実践したので、普通の公立でもそ

の通りしなさいといってもうまくいかないことも十分考えなければならないのではな

いかというのが私の先程の意見です。組合立であろうが、なかろうが、やらなければ

ならないことはたくさんあり、やって効果のあることはたくさん予想できるので、ま

ずそれぞれの教育委員会はそこを取り組むべきではないかと感じています。 

○○○○委員長委員長委員長委員長    この資料で組合立の学校が田川市の教育に対して、何か良い影響を与えてく

れるというような手掛かりはありますか。 

○○○○教育長教育長教育長教育長    私にはどんな学校ができるのかというイメージがわかないのです。田川市は

今まで小学校も中学校も地域の人の力を借りながら、地域と一緒になって子ども達を

育ててきました。それと組合立の中学校や高校がどんなことができるのかとか、そう
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いうところがイメージができない。具体的に部活とか、学校行事とか、地域との関係

とか、そういうところまで具体的にイメージができれば、そういう学校であれば良い

とか、悪いとか、賛成だとか、反対だとか、言えると思うのですが、今の私の気持ち

の中では全くイメージができないのでどうなるのかわからないというのが私の気持

ちです。 

○○○○公門委員公門委員公門委員公門委員    教育長のおっしゃっていることはよくわかる気がします。 

○○○○教育長教育長教育長教育長    地域の行事に組合立中学校の子ども達はどんなふうに関わるのか。それぞれ

自分の住んでいる場所の地域行事に参加するということであればできるのでしょう

が、それと学校とがうまく連携できるのかというのは見えませんよね。 

○○○○公門委員公門委員公門委員公門委員    地域との連携もありますね。    

○○○○企画官企画官企画官企画官    これは検討結果報告書にはなっていますが、ご存じのとおり構想です。だか

ら、枝葉の課題はたくさんあろうと思います。その枝葉の一つ一つは今後、丁寧に検

討して対応していく必要があるとは思いますが、大きな目で捉えていただいて、こう

いう学校が別途田川地区に必要なのか。田川地区の中等教育環境を考えたときに必要

なのか。地道な市町村単位での取り組みというのは、この組合立に関わらず当然やる

必要があり、やらなければいけません。ただ、そういうような取り組みと、こういう

ことを行うことによって相乗効果が生まれたり、あるいは今の自分たちがやろうとし

ていることが少し推進されたりといったような効果が期待できるのかどうなのかと

いうご意見、そういった視点でご意見をいただければと思います。クラブ活動とか、

地域との関わりとか、そういうことは当然これから浮上してくる課題ではあろうと思

っています。 

○○○○委員長委員長委員長委員長    この資料を見てそういうお答えを出さなくてはならないのかもしれません

が、これを見る限りではこの組合立の学校を成功させるためには、まず、小学校から

きちんと取り組んでいかないことにはこのプロジェクトは成功しないような気がしま

す。大前提のことがあってからのことで、このプロジェクトを成功させるためにはと

思うと、まず小中学校の充実ということしか頭に浮かばないのです。それがどう影響

を及ぼしてくるのかということは成功して初めての影響でしょうから、そこから先の

ことはまだこれを見る限りでは私は何とも言えない気がいたしますが、みなさんはい

かがでしょうか。 

○○○○毛利委毛利委毛利委毛利委員員員員    子ども達を育てていこう、そのために先生方が一生懸命できるような環境
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を作っていこうというのは、それはどこも同じなんです。ただ、それを別の視点で作

っていこうというのがこの考え方であろうと思うし、そうではなくて切磋琢磨して伸

ばす方法を考えていこうというのが田川市の方法です。そこの考え方自体は全く反対

ではあるが、目指すところは一緒であろうと思っています。この報告書の中身は良い

ところもあり、こういう方法もあるのだなと思うところもあります。それが即、良い

かどうかは結果を見ないと分からないし、これから先、どういうことを想定しながら

進んでいくのかということが分からないところもあるので 100％良くないとか、100％

良いとか、私は言えない面があります。ただ、田川市としての考え方は粛々と進めて

いかなければならないと思っています。ただし、小学校は小学校の、中学校は中学校

の課題があるというのは何度も私達は見てきたところです。ただ、それがどうしても

結果として出てこないというのは、やはり何かが欠けている。その何かというのは家

庭なり、地域なりの相乗効果でやっていかなくてはならないので、そういうことばか

り言っても進まないが、この報告書はポイントとしては良い材料だとは思っています。 

○○○○企画官企画官企画官企画官    私達がこれを考えたのは、市町村単位あるいは学校単位でやらなければいけ

ないことは歴史的にずっとやってきていると思います。やってきていない訳はないと

思います。やってきてはいるが、状況がさほど変わっていないというのが田川の実情

だと思います。その現状を打破するためにどうしないといけないのかというと私達が

いきついたのは、これくらいの仕組みそのものを変えていくような、こういう大きな

取り組みをしないと今の地道な努力ではなかなか現状が大きく変わっていくことが難

しいのではないかと思ったのです。ただ、実際にふたを開けてみないと分からないと

いうのが率直なご意見なのだろうとは思います。私は教育改革と考えていますので、

かならず成功するというわけではありません。改革というのは成功が担保されている

というものではないので、やるとするならば市民の税金を使わせていただくことにな

るので失敗しないように、これから細心の注意を払って、いろいろな角度から検討を

加えていきながら実現を目指していきたいと考えています。これは有効な手段の 1 つ

ではないかというご意見と、こういうことに税金を使うのかという、相反するご意見

がございますので、そこをきちんと教育委員として、教育委員会として、ご意見をい

ただければと思います。もちろん併記という形もあろうと思いますので、最終的に取

りまとめを行っていただきたいと思います。地道な教育委員会単位でやるべきことに

ついては、意見をいただくまでもなく当然やっていく必要があるとは思いますので、
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本案件について、どのようにお考えいただけるのかというところに特化してご意見を

いただければと思っています。 

○○○○委員長委員長委員長委員長    この一貫校についての見通しがはっきりしないのですが、４０人１クラスの

中学校をずっと続けていくつもりなのですか。１学年１２０人の高校をずっと続けて

いくつもりなのですか。人口の増減に関わらず、ずっとこのままのつもりなのですか。 

〇企画官〇企画官〇企画官〇企画官    基本的に規模を縮小することは想定しておりません。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 増えていくことはありえるのですか。 

〇企画官〇企画官〇企画官〇企画官    コスト的なことを考えると、この規模でもかなりの負担が考えられます。よ

って、これよりも規模を拡大すると、それだけランニングコストが掛かるので現実的

にどうなのかということですので、私どもが基本的に想定しているのは、この規模を

これから堅持していくことになると思います。人口が飛躍的に増加すれば、そういう

ことも考えなければなりませんが、現実的に考えるとそういうことは難しいと思いま

す。今の人口推移の流れから考えると、この規模を可能な限り堅持していくこと、そ

して、その内容をさらに充実化させていくということに力を入れたほうが良いと思い

ます。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    中学校入学、高校入学の際の入学者数について、各市町村の人口の比率に応

じて決めるのですか。それとも、各市町村の子どもの数の何％以内とか、そういうふ

うに決めるのですか。どうなるのですか。 

〇企画官〇企画官〇企画官〇企画官    基本的に人口比の縛りをかけることは想定しておりません。ただ、そのこと

は今後の負担比率の割合にも関わることだと思います。長年、うちの地元から入学者

がいないけれども負担だけはするのかといった議論もあると思われます。 

○○○○委員長委員長委員長委員長    もしかしたら、県が田川高校を中高一貫校にと言ってくることはありません

か。 

○○○○企画官企画官企画官企画官    福岡県は現段階では全くそういうことは言ってはいないので、極めて難しい

かなということが一つと、先程からも話題にあがっているが、高校が充実しない限り

内部進学率が落ちてくると思いますので、今の田川高校の状況のまま、制度だけを中

高一貫教育にしても、かなり厳しいものがあると思います。 

○○○○委員長委員長委員長委員長    心配で聞くのですが、育徳館と日新館に行かないということを前提としてい

るのですか。 

○○○○企画官企画官企画官企画官    行かないということよりも、その受験希望者の方が年間４０人前後いますの
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で、その相当程度の方が地元の組合立の学校をお受けいただけるということを前提と

しています。私も親として思いますが、組合立の学校がありながら、日新館や育徳館

にわざわざ通わせるとは考えにくいところがあります。 

○○○○委員長委員長委員長委員長    そうでしょうか。 

○○○○企画官企画官企画官企画官    そうだと思います。わざわざ遠くの学校に通わせる必要がはたしてあるのか

なと思います。 

○○○○委員長委員長委員長委員長    では、今なぜ、通わせているのですか。 

○○○○企画官企画官企画官企画官    そういうような選抜されて入学する学校が田川地区にはないからではない

でしょうか。組合立ができたら選抜試験があるので、そこの受験を希望されるという

ことは普通に考えるとあり得る話だと思っています。 

○○○○委員長委員長委員長委員長    初期の段階、高校の実績のない間はそれは難しくないですか。とりあえず、

地元の荒れている学校にやるよりは組合立にやった方がいいなと思う方はいらっし

ゃるかもしれないですね。 

○○○○企画官企画官企画官企画官    公教育ですので、かならず内部進学をしなければいけないというわけではあ

りません。したがって、初期段階で高校が期待値ほどはないという状況があるならば、

中学校だけは通わせて、高校の段階で外部の学校に通わせようという方はいらっしゃ

るかもしれません。ただ、中学校の段階では受験を希望される方はいると思います。    

○○○○委員長委員長委員長委員長    育徳館で外部に出る方は２種類あって、このまま高校に通うのが大変だとい

う方もいらっしゃるでしょうし、育徳館で国立大学に行くよりも、旧帝大に行きたい

から小倉高校に進むとか、そういう選択をする方もいらっしゃると思います。このま

ま育徳館に残ったら国立大学に行けそうと思えば残っているというのが実際の問題で

はないかと思います。 

○○○○企画官企画官企画官企画官    再三、申し上げておりますが、おそらく組合立の学校を作っても、ラサール

や久留米附設を希望される方は行かれると思います。どんなに良い学校をつくろうと

思っても留めることは不可能に近いと思っています。私達が対象にしているのは、ど

ちらかというと地元でしっかりがんばりたいけれども、なかなかそういう教育環境が

ないためにやる気がおきないとか、良好な教育を受けることができないというような

お子さん方を対象に考えています。実際に地元の学校が荒れているから育徳館に通わ

せているという話も聞いています。そういうお子さん方に地元で教育を受けていただ

けるような教育環境を作って、なおかつ地元のやる気のあるお子さん、他地区の学校
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に行けないお子さん方にしっかりとした教育を提供していく必要があるのではないか

と考えています。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 場所がどこになるのかも分からないのですか。 

○○○○企画官企画官企画官企画官 そうです。田川市内になるのか、郡部になるのか、まったく分かりません。

○○○○委員長委員長委員長委員長 今、私達が統合の話の際に問題になっているのは、どうやって通学するのか   

ということです。そういった問題も中学生では出てくるでしょう。市内でもそういっ

たことがあるので、市郡併せてということになると、かなり通学方法のことは難しく

なるのではないでしょうか。交通機関のことなど、かなりの検討が必要になるのでは

ないかと思いますし、たった４０人しかいないとなるとバスを出すということも難し

いのではないかと思いますので、一貫校があることに対しての私達の見解と言われて

も、なかなか何ともまだ言い難いです。市内の統合でも難しい問題はあります。うま

く進めようとすれば経費がかかりますので、その辺りがまだ漠然としているので何と

も言い難いです。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 そういう状況でありながら、直接的なご意見も賜りましたので、そのご意見

を踏まえながら、田川市の教育委員会として、どういう見解を示していただくのかと

いうことになるのかと思います。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 そこまでぐらいなら私達も並べることはできるのですが、組合立ができたこ

とによって、田川市の教育に対してどんなフィードバックがくるのかとか、そういう

ことに対しては、まだいかんともいい難いです。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 田川市がやろうとしていることは中学校をまとめて子ども達を育てていこう

ということです。仮に、組合立ができれば、そこに行く子どもが出てくる、それでは

田川市は反対ですよ。同じように田川市の子ども達全体の学力の底上げができるのな

ら賛成ですが、そうはならないと思います。いい高校ができたら、鍛える中学校がで

きたら、子ども達が集まって先生が切磋琢磨してこうなりますよという仮定を元にし

た話なので、田川市はそのまま受け入れられないだろうと思います。もしも、賛成か、

反対かと言われたら反対です。田川市のやろうとする方向と組合立との接点が見えな

い。だから、組合立で良い中学校、高校ができれば学力は高まるでしょうが、そうは

ならないかもしれない、なるかもしれない。そこはそれで田川市教育委員会としては

何も言いません。でも、田川市教育委員会としてやるのはこれですと、今、するべき

ことを進めていくのが責任だと思います。本当は賛成、反対とか、良い、悪いでなく、
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田川市としてはこうやりたい。組合立は組合立で決定するのは首長さんたちなので、

そこでしっかり教育委員会の意見も聞きながら決めていけばどうですかというところ

ではないかと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 田川市が中学校を２、３校にしようとするのは教員をどうするかというの

もあります。４０人１クラスの中で先生が切磋琢磨できるかというと違うと思います。

田川市の場合、同じ教科が２人なり、３人なり必要だと考えています。生徒が少なけ

れば先生は少なくなりますから、田川市と組合立は方向が全く違うのです。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 先生方の切磋琢磨というのがイメージできません。複数同じ教科の先生がい

れば競い合うということなのでしょうか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 今のところ、中学校は違う教科でアドバイスしあう土壌がありません。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 教育長や毛利委員のご意見を伺うと、先生方同士の教育研究は限界がある。

歴史的に田川の教育研究が活性化していたのは福岡教育大学の絡みであったり、学芸

大の分校の指定であったり、そういう時に活性化していたのではないかなと私はそう

イメージしました。同じ教科の先生が複数名になったからといって、飛躍的に教育効

果はなく、先程、委員長が言われたような現状の地道な努力では飛躍的な改善はでき

ないので具体的な取り組みを行う段階であると思っているのですが。 

○委○委○委○委員長員長員長員長 子どもが通った中学校は１０クラスありました。１学年に同じ教科の先生が

２人とか３人おられるわけです。すべての教科で 1 学年をチームとして３年生まで持

ち上がります。担当の先生によって定期考査でもクラスで差が出る。しかも、入試と

いう結果が出るのです。この先生たちの競い合いで、子ども達も競い合い、学力が上

がっていき、合格という結果が出ます。 

○○○○企画官企画官企画官企画官 私も中学校はクラスが多かったので同じ状況でした。生徒間で先生の教え方

がうまい、下手の判断があります。何人先生がいようと、よくわかる先生とそうでな

い先生というのは変わりませんでした。それはきちんと仕組みができていなかったか

らかもしれません。先生たち個人のノウハウを取り除いて、白紙でよい先生のやり方

を真似することが学校単位でできれば効果的かと思いますが、単に先生の数を増やせ

ば効果があるとは思いません。やるとすれば、委員長の言われたようなシステムを構

築するとよいと思いますが、そういう話は郡の教育委員会でも出ていました。自分た

ちの教育委員会の所管の話が第一義的ですので、学校単位で取り組めばいいじゃない

かという意見をいただいていますが、実際は学校単位で行っても、その取り組みが広
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がらなければ田川地区全体の教育環境は整わないと私は思います。田川市だけ、どこ

かの町だけがよくなっても田川高校の状況が飛躍的に改善するということには繋がら

ないと思います。そうするために田川地域が一体となった取り組みが必要かと思いま

す。委員長の言われた事例を田川市郡が既存の中学校で推し進めていくということで

あれば、かなり改善の見込みはあるだろうとは思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 なぜ、統合しないといけないのかというのは、各校に各教科の先生が一人で、

全学年を教えているということで、先生同士で教えあうということができていないの

です。だから、少し学校をまとめていかなければレベルが上がらないと考えています。

福教大と連携すればノウハウもあるでしょうが、４０人の学校では所詮１教科１人の

先生です。それが３年くらい組合立にいらっしゃって、よその学校に行って、それを

たった一人でどうやって広めていくのか。よそに行っても自分一人がその教科の担当

なので、他の先生に教えることはできないのです。そういうことが実際起きているの

です。せっかく研鑽をつまれて、よそにいってもそこしかよくならないということで

す。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 仮に、中学校を作らないとなった時、どういうシミュレーションになるので

すか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 作る、作らないは私達は申し上げられません。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 組合立の波及効果はそんなに期待できるほど大きくないのではとするとき、

それならそれを作らないとするとき、既存の市町村の学校で現状に問題がないと思わ

れる方はいらっしゃらないと思いますが、その問題を解決するために、どのような取

り組みを行うことが最も効果的かというのは歴史的に私どもが行ってきた不断の努力

というものを粛々と続けていくしか手段はないということなのでしょうか。そのあた

りをお教えいただけたらと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 そのために田川市郡教育長協議会を作って、それで田川市郡が一緒になって

学力を高めるための取り組みをしようとしています。１つは生活習慣の問題がありま

すので、共通の決まりとか、そういうものを作って、市郡の保護者に周知を図る。具

体的な学力を高めるための授業の工夫改善については、田川市郡の先生たちが集まっ

て研究会や研修ができるような場をこれから作っていきましょうという取り組みをし

ています。それから、筑豊教育事務所は人事権があるので市と郡の人事交流を図りな

がら、それぞれ教科の授業力を高めたり、学校の取り組みをきちんと交流できるよう
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なやり方でやっていこうとしています。県全体としては、それぞれの良い授業のやり

方等を学校に進める等の取り組みが行われ出したところです。そこをしっかりと取り

組んでいけば、田川市郡の成果は出てくると思います。組合立でないとだめだという

のでなく、今の状況の中でそれができる手立てだと思っています。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 組合立を作れば、すべてが解決するとは思っていません。現状の不断の努力

をされているところに、そういった教育環境を施すことで相乗効果が生まれるという

ことを私達は期待できるのではないかと思っています。それぞれ市町村単位で既存の

小中学校をよくする努力というのは、今までなかなか解決されなかったのが歴史的に

証明されていますので、そういう相乗効果を生むような教育環境を今から作っていく

必要があると思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 本当に一石を投じられたプロジェクトだとは思うのですが、これからどうい

った相乗効果を及ぼしていくのかというのは、私達には今の段階では何ともいい難い、

想像ができないのです。今まで、私達は教育を変えなくてはという話をずっとし、実

際にやってまいりまして少しは効果も上がりましたが、大きくは上がっていないとい

う現状を非常に根本的なところから本格的に見直している段階なのです。統合等も含

めて、今、考えられることはここまでです。相乗効果については、もう少し資料とご

説明をいただいて、私達の考えとすり合わせていきながら、少しずつ発想ができてい

くのではないかなと思っています。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 大きな構想の段階なので、まだ枝葉が付いていません。いろいろなご心配が

あるのは当然です。枝葉がない状況の中で、ご心配もあるでしょうし、なかなか肯定

できないこともおありかと思いますが、２月７日に議会に説明する際、教育委員会の

基本的な考えを付して報告することになります。率直な意見は構いませんが、枝葉の

心配で先程のようなご意見をいただきますと、教育委員会の意見によっては入口の段

階から前に進めないということもあります。進まないと、これから枝葉をどんどん作

って、具体的なイメージができて、またご意見をという状況になるのかは極めて不透

明なところがございます。それを度外視して、教育委員会としての率直なご意見をい

ただいて結構だとは思いますが、場合によっては入口の段階でこの構想は中座すると

いうことも想定されます。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 これしか方法はないのかなと思うところはあります。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 私達は実現性とか、有効性とか、経済性という観点から検討を加えましたが、
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一番早くて経済的なのは県にお願いをして、田川高校を充実していただくというのが

誰が聞いても一番いいでしょう。実際にそれで田川高校がよくなるかどうかはまった

く期待できないのではないかというのが、私達の段階での検討結果でした。現状より

も来年の４月以降の状況は深刻化すると思います。中学の段階から嘉穂に通うお子さ

んが出てきます。何も行わないと高校段階は危機的な状況を迎えます。他に手立ては

ないのかというのはいろいろな可能性があるかと思いますが、最終的な候補は高校に

ついては県にお願いをするということと、自らの教育改善に立ち上がるという二つし

かないというのが、いろいろな角度から検討しましての結果となりました。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 今の段階で教育委員会としての態度をどちらかにというのは厳しいと思いま

す。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 今の段階で厳しいというのは、私達もそう思います。枝葉が付いてないので、

どうにでも変化する可能性があります。例えば、今の段階で既存の小中学校へどうい

った影響を及ぼすのか、今の構想段階では結論を導きがたいので、もう少し検討を進

めてもらえないかという意見があっておかしくないと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そのことは先程から申し上げていると思います。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 有効と思われるかは判断できないが、今までにないような構想なので、もう

少し具体的な検討を進めてみないか、それで教育委員会として判断したいとか、そう

いう意見もあっておかしくないと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 先程からそのように申し上げている次第です。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 例えば、教育委員会で組合立を作るとか、作らないという結論は出せないで

すよね。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 もちろんです。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 私達にできるのは、今の段階で教育委員会として話し合った内容をそれぞれ

の首長さんにお話をする。判断は首長さんがするということだろうと思います。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 そう思いますが、教育長は本会議場におられますのでおわかりいただけてい

ると思います。私ども市長部局の方でこういった説明をする際、議会は教育委員会は

本案件についてどう考えるのかということを求めますので、それを皆さん方にあらか

じめ求めているのです。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 教育委員会として、教育長として、話ができるのは今、ここで話をした内容

だけです。あとはもっと論議が必要とか、検討が必要なのではないかとか、そういう



 

 ４３

ことは実行委員会で判断をするのではないかと思います。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 そうなのですが、私達が議会に報告すると教育委員会の意見を求められるの

です。今の構想段階ではよくわからないと、私はそういうつもりで言っていますと委

員長はおっしゃいましたが、そういうことも意見として取りまとめていただく。それ

はそれでいいんです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 前段階として、田川市としてはこういう方向でやっていて、それを進めるし

かない。田川市として研究してきた結果が先程申し上げたことです。それと組合立の

方針というのが、かなり方向が違うので、私達はそれについてどうだという研究はし

ていませんので、何とも言えないところはあります。もっと資料をもらわないと、そ

の組合立ができたことによって、私達が進めようとしていることにどんな影響がある

のか、よく想定ができません。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 そちらがしようとしていることはそれでいいと思います。先程の具体的な枝

葉が付いていないので、なかなか影響なりを教育委員会のほうで判断することが難し

いのでもう少し検討をということです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 枝葉というよりも理念がもう少し私達に伝わってこないというか、地元の田

川地区に進学校を作らなければいけないといいながらも公教育なので誰でも入学でき

る。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 誰でもは入れませんが、学力選抜試験はできないということです 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ということは誰でも入る可能性はあるということですよね。学力じゃないか

ら解らないですよね。偏差値６1 以上、６５以上とそれがうまく繋がらないといいます

か、公教育でありながら、一部の人をリードしていくという形になりますよね。その

理念と、田川地区の子ども達に学力をつけるための機関の一部として相乗作用とさせ

たいというのと、その説明が言葉ではわかりますが、具体的にどういうシステムでそ

うなっていくのかというのが、今段階での説明では理念として理解できないので、枝

葉の問題ではなく誰もが納得する説明をしてもらうとありがたいと思います。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 よく理解することができませんが、要はこの絶対的な意義が認められないと

いうことなのですか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 今の段階では組合立には賛成しかねるという雰囲気ですね。教育委員会とし

ては、田川市としてやることがある。準備室の提案している内容はまだ大まかなこと

しかできていない。具体的な内容がはっきりしない段階では田川市の教育委員会とし
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ては賛成しかねるとなりませんか。 

○企画○企画○企画○企画官官官官 基本的なことをおさえなければいけませんが、この検討結果報告書はもう私

ども準備室の案ではございません。これは専門部会で了承いただいて、実行委員会で

１市６町１村の首長さん方に了承、決定されたものなのです。確かに事務方がたたき

台は作りましたが、これは私達準備室の案では既にないということです。田川市の市

長がこれを進めたいと、進めるべきだと、1 市６町１村の首長がそういう決意を既にさ

れたのです。教育委員会には専門的見地からご意見をいただくということですので、

今、教育長が全体的に教育委員会としては反対の雰囲気だと言われましたが、それが

最終的な結論であれば、それを専門的な見地からのご意見として賜る必要があると考

えます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 例えば、子どもの学力の問題で経済格差が教育、学力格差を生んでいるとい

う問題が組合立の学校を作って解決できるのかというと逆だろうと思います。一部の

子どもはこっちに行くでしょう。残った子どもはそうはできない、学力格差は解消で

きない。根本的な田川地区全体の子ども達の生きる力を付ける方策は他にもあるので

はないかと思います。それぞれの教育委員会で取り組むべきことがある、首長さんた

ちにも経済格差を何とかする方策をとってくれ、そういうことも教育委員会としては

お願いしないといけません。全体的なことを考えればそんなことしか言えません。た

だ、首長さんたちがそれでいくんだとなれば、それはそれで仕方がないです。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 そういうことにはならないということです。首長さんがこれを前に進めると

いっても、教育委員会としての意見を議会は踏まえなければいけないということ、そ

ういうご意見はいただいています。だから、首長さんは首長さんということにはなら

ないのです。これは重要なご意見をいただいているのです。だから、委員長が言われ

た全体の絵が見えないので申し上げることができないというのはわかりますが、一つ

一つこういう取り組みを行っても、経済格差と教育格差の問題が解決するとは限らな

いというのは現実的にどうなのかはわかりませんが、そういうことで反対するなら否

定的なご意見をいただいても構わないのです。ですが、首長さんがやるのだからそれ

はそれでいいではないかということにはならないのです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 賛成とか、反対とか、いえない段階です。理念が見えないといったのはまさ

にそういうことで、パターンを変えたら良くなるのではと出して来られても、それが

いいですねとは言えません。やってみるしかないですが、パターンを変えて良い結果
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を出すには小中学校とか、基本的なところからしないと、パターンはいくら変えても

うまくいかないと思います。教育委員会としてはせめて小学校の段階から今までがん

ばってきたけれども、さらにがんばっていきますというようなことです。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 私は田川地区の学校に通っていませんのでわかりませんが、他から状況を見

て思うのです。子ども達が基本的にがんばろうとする意志を持つのは、明確な目標が

設定できるかどうかだと思います。例えば、宗像の子どもさんなら、福岡高校等の明

確な目標を持つとやる気が出ると私は思うのですが、いかがでしょうか。高校は関係

ないのでしょうか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 高校は一つのステップですから、一番の目標は何になりたいか、どんな人間

になりたいかです。田川でよく言われているのはモデル像がいない、なりたい大人が

なかなか見つからないからモチベーションが上がらないというのが一つだと思います。

高校生になって大学を受験するとき、ある程度以上の学校には行きたいとは思ったけ

れども、何になりたいとか、はっきりどの学部にいこうとか、まだわからなくてもそ

の都度ポイントで経過をたどりながら良い方を選んでいくという形で成長するという

方法もあると思います。私の場合はそうでした。この高校があるからというのではな

く、この高校があるからこの流れの過程に入りやすいなというのは確かにあると思い

ます。だからこそ、今度、嘉穂の一環校ができたら、嘉穂高校に行って、国立大学に

行って、それから研究者になりたいとか、良い就職をしたいとか、そういう流れにな

るのでしょう。その流れに乗るまでの間にどう考えても必要だなというのは、教育委

員会としてではなく、一般の市民としてもそうですけど、必要だなと思うのは小中学

校がきちんと流れに乗れるような、そういう流れを小さい時から作らなくてはいけな

いと思うのです。流れがもう一つできると言われても、私達はそうなんだとは思いま

すが、だからと言って私達がやることは変わらないわけです。見解と言われても選択

肢が広がったという言い方もあるかもしれませんが、田川市の中学校に行ってくれる

子どもが、ひょっとしたら試験選抜で各校のリーダー格となる子が組合立に行ってし

まうかもしれないという懸念もあります。そういったところもこれから先どうなるの

かなとしっかりしなければという話はしています。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 田川市の教育委員会で検討した結果、組合立の中高一貫校については不透明

な部分もあり、課題も多い。だから、一部事務組合立の中高一貫校を作ることについ

てはまだ詳細な検討が必要であるという結論ではだめですか。 
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○企画官○企画官○企画官○企画官 私達が良いとか、悪いとかは申し上げられません。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 うんと言うまでは終われないように感じました。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 そんなことはありません。私達がいただきたいのは肯定してくださいではな

くて、直接的なご意見をいただきたいということです。先程のこんなものに税金を使

うのかというのがこちらのご意見であれば、それは全く問題ないのです。教育委員会

は独立した機関なので、別に市長部局に今の時点で属しているわけではないので、教

育委員会としてそのような意見をいただくことは全く問題ありません。ただ、そうい

うものを付して議会に最終報告させていただくという一点だけなんです。うんという

まで帰れないということは全くありません。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 組合立中学校を作ることにより、田川市の中学校の学力向上に効果がある

かどうか、そこが判らないのです。委員長たちがおっしゃっているのはそこです。組

合立中学校を作ることによって、田川市全体を押し上げる効果があるのか、それを考

えさせていただきたいです。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 付属資料でイメージ図を作りましたが、基本的には申し上げたことを絵にし

ているだけです。システムを組合立も絡めて構築し、確実に田川の底上げにつながる

と期待して提案しています。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 田川高校が学力の高い１クラスを作っているということでしたが、これに

ついてはどう考えていますか。切羽詰まっているのでしょうか。それとも、田川地区

がこんなに考えているなら、自分たちもどうにかしなければと思っているのでしょう

か。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 田川高校の校長とは意見交換をしたことはございません。ただ、中高一貫教

育については嘉穂と鞍手が手を挙げました。田川高校は手を挙げておりません。中高

一貫教育には積極的ではないと思います。学力については地域の一番校としてやはり

伝統があるので取り組みはしています。その一つとして、入学生の学力格差が非常に

激しいので比較的上位層を１クラスに固めて、そこで何とか合格実績を作ろうという

取り組みは見えますが、現段階としては数値として表れてきてはいません。田川高校

がどう感じるかなというのはあります。東鷹も西田川も時代的に進学校だったことも

あるので、それぞれの思いはあるでしょう。状況として高校は年々低下している状況

で歯止めがまったくかからないということは一つの実態として言えます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 田川高校は進学率は低いかもしれませんが、私立の進学校も低下しています。
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毎年史上最悪の学年を更新しており、ゆとり教育で全般に低下しています。ＡＯ入試

等であまり勉強しなくてもそこそこのところにいけるというのが有ります。田川高校

も沈んではいるけれど、嘉穂高校も沈んでいますよね。突出して伸びているところは

あるでしょうが、それは何か取り組んでいるところだと思います。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 一つの状況として捉えていますのは、嘉穂高校も鞍手高校も他地区への進学

が教育上の課題となっています。飯塚につきましては吉塚の進学校に通っています。

鞍手につきましては東筑が割と近いということで、そういう話も聞きます。ただ、そ

この状況と田川の状況の大きく異なる点は、田川の子ども達がそれを補うように嘉穂

や鞍手に行っているので状況が緩和されている。田川について言うと、よそから来ら

れるケースがないので状況が緩和されないということです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 それは小中の教育がうまくいっていないということになりますね。高校が悪

いのではなくてです。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 どちらもではないですか。高校に魅力がないというのもひとつ言えるのかな

と思います。私はどちらにも原因があると思っていまして、小中学校の地道な努力も

当然、必要だと思いますし、受け入れる側の高校としての魅力も必要なのではないか

と思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 組合立がそういった魅力ある学校になるのを目指しているのですね。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 田川に高校までとどまる子ども達に良好な教育環境を与える、そういう受け

入れ環境を整える必要があるのではないかということです。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 なぜ、高校までなのですか。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 大学についてはどの都道府県市町村でも全国に散らばるではないですか。高

校までは地元で育てるというのがあると思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 高校まで育てて、大学で出て、帰って来ないで向こうで就職する。高校を卒

業して田川で就職するのが一番多いのは科技校ではないですか。そこを鍛えて、良い

子を育てて、彼らが田川市の企業に就職というのが地域活性化につながるのではない

ですか。結局、大学で外に出るのでは田川の活性化には結びつかないのではないです

か。 

○企画官○企画官○企画官○企画官 先程も言いましたように、地域のリーダーを作るということは考えてはおり

ません。地域のリーダーになって、地域に残るというのが一番良いのでしょうが、あ

くまでも、やる気があって高い目標を持っている田川のお子さん方の夢をかなえる教
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育環境の整備を行いたい、高校までは地元で育てたいということです。 

〇教育長〇教育長〇教育長〇教育長    とにかく、今、いろいろと教育委員さんの意見を聞きましたので、それを教

育委員会の意見として、事務局に取りまとめていただいく。そして、それを各委員さ

んに確認してもらってから、２月７日の全員協議会に報告したいと思います。    

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 主要な意見だけで構いませんので、今、確認してもらえますか。 

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    本当におおまかなところだけですが、公教育としてはすべての子ども

達の教育を考えるべきである。田川市教育委員会としては現在、協議を進めている中

学校の統合を全力で進めていくべきである。また、そういうことから、一部の子ども

達だけを教育することはいかがなものか。組合立について具体的な姿がまだ見えない

ので、現時点での判断は難しい。田川市の子ども達の学力向上に努めていくべきであ

る。今はメモ程度にしか控えていませんでしたので、これぐらいしか言えませんが、

早急に今日の意見を取りまとめたいと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 それと、田川市郡の子ども達のために教育委員会と校長会が協力して取り組

んでいる段階であるということもお願いします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    今回の話は私達も何とも言い難い部分がまだまだありますが、今日の意見を

取りまとめていただきまして、それを再度、確認させていただき、２月７日にご報告

いただくということでよろしいでしょうか。 

（各教育委員了承） 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    それでは、以上をもちまして、平成２６年第２回田川市教育委員会１月臨時

会を閉会します。 

 

（閉会 １９時４０分） 

 

 


