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（開会１４時００分） 

○○○○委員長委員長委員長委員長    ただいまから、平成２６年第１３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日程第１日程第１日程第１「平成２６年「平成２６年「平成２６年「平成２６年第第第第１２１２１２１２回回回回田川田川田川田川市教育委員会市教育委員会市教育委員会市教育委員会７７７７月定例会会議録の承月定例会会議録の承月定例会会議録の承月定例会会議録の承

認について」認について」認について」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。 

ないようですので、日程第１「平成２６年第１２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３６号議案第３６号議案第３６号議案第３６号「「「「平成２６平成２６平成２６平成２６年度教育費（９月補正）予年度教育費（９月補正）予年度教育費（９月補正）予年度教育費（９月補正）予

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

○○○○教育部長教育部長教育部長教育部長    それでは、１ページをお願いします。平成２６年度教育費（９月補正）

予算要求についてでございます。まず、総括表でございます。歳出におきましては、

今回の補正額５７７万１千円、既決予算額と合わせますと１２億７５５７万１千円

でございます。続きまして、歳入につきましては今回の補正額３２５万７千円、既

決予算額と合わせますと１億７７４５万１千円となります。歳出につきましては、

教育総務課から以下４課ございます。詳細につきまして各課からご説明申し上げた

いと思います。 

○教育総務課○教育総務課○教育総務課○教育総務課長長長長 教育総務課に係ります今回の補正予算について説明をいたします。

３ページをお願いします。歳出でございます。事業名は事務局管理経費、既決額は

３８４万２千円、補正額は３４万１千円、合計の事業費といたしましては４１８万

３千円でございます。補正の理由といたしましては、田川市の子ども達の学力向上

に関し、専門的見地から意見を徴し、今後の教育環境改善に繋げることを目的に有

識者会議を設置するためでございます。補正の内訳といたしましては、田川市の子

ども達の学力向上に関する有識者会議の委員さんへの謝礼金等でございます。なお、

委員の数は５名、会議の開催予定回数は６回、開催予定時間は２時間から３時間程

度といたしております。以上で説明を終わります。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    学校教育課でございます。２ページをお願いします。歳入からでご

ざいます。中学校費の補助金でございます。土曜日の教育活動推進事業補助金とい

たしまして２６６万３千円の補正でございます。これは土曜数英学び塾の経費が対

象でございまして補助率は３分の２でございます。続きまして、教育費寄附金でご

ざいますが、金川中学校校旗購入に係る寄附金といたしまして５９万４千円の補正
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でございます。４ページをお願いします。歳出でございます。学校適正規模推進事

業費で３５万円の補正でございます。補正の理由といたしましては、田川市立学校

校区再編基本計画を策定するため、学識経験者や地域関係者等で構成する審議会を

設置するための関係経費の増でございます。内訳といたしましては、大学の先生方、

地域の方々で合計７回の会議を計画しておりますので、合わせまして３５万円の補

正でございます。続きまして、小学校就学援助費で１３９万８千円の補正でござい

ます。補正の理由といたしましては、要保護児童補助金対象者の見込み数の増のた

めでございます。学用品費、給食費対象者の見込み数が７０３名から７３１名に増

加したことによる補助費の増でございます。続きまして、中学校維持管理費で９９

万４千円の補正でございます。補正の理由は金川中学校校旗購入のためでございま

す。補正の内訳といたしましては税込９９万３６００円の校旗を購入する予定でご

ざいます。このうち５９万４千円は先程説明をいたしました寄附金を充てることと

なります。続きまして、中学校就学援助費で６５万９千円の増額補正でございます。

補正の理由といたしましては、小学校と同様に要保護生徒対象見込み数の増のため

でございます。内訳といたしましては、修学旅行費の対象者の見込み数が１７１人

から１７９人に増になったこと及び猪位金中学校給食費の増による扶助費の増で

ございます。続きまして、幼稚園運営管理経費で１３万円の補正でございます。補

正の理由といたしましては、通話回数の増等による電話料の増でございます。幼稚

園の電話代が約１.５倍になっております。旧伊田幼稚園と旧後藤寺幼稚園の金額

を合算して計上しておりましたが、３歳児を新たに受け入れたことにより電話連絡

の機会が増加しているようでございます。また、旧伊田幼稚園の警備に電話回線を

使用しております。そのための経費が必要になることに伴う補正でございます。以

上でございます。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長    文化課に係ります補正予算についてでございます。７ページをお願いし

ます。埋蔵文化財発掘調査事業費の草刈等委託料、補正額２０万１千円を計上して

おります。これは国指定史跡の指定を目指して調査継続中の伊田坑斜坑用地跡の草

刈りの追加分でございます。次に、文化財保護事業費の文化財案内看板設置工事請

負費９万２千円を計上しております。これにつきましては、県の指定天然記念物で

ございます夏吉の岩屋鍾乳洞、それと市の指定記念物であります同じ岩屋鍾乳洞の

横にございますバクチノキの案内看板の設置でございます。これにつきましては、
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直方バイパスから県道夏吉直方線に入ったところの案内が不十分であったため、そ

こに看板を設置するものでございます。それと備品購入費４３万円を計上しており

ました。これはカメラの購入費ですが、財政課のヒアリングの際に同等の機能を持

つカメラに仕様が変わりまして、２６万５千円に変更となっております。申し訳ご

ざいませんが、２６万５千円に修正をお願いします。このカメラの購入費でござい

ますが、文化財写真、記録写真としての要件を満たすために、画質、画素数等の条

件がございますので、それに適合するカメラの購入ということでございます。次に

文化会館維持管理費の備品購入費１３万９千円を計上しております。これは文化セ

ンターの備品として利用しておりますプロジェクターが毀損したための買い替え

費でございます。以上でございます。 

○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長    世界記憶遺産推進室から当室が所管しております予算に

つきましてご説明申し上げます。９ページをお願いします。事業名、石炭歴史博物

館運営事業費でございます。補正額、石炭・歴史博物館等運営協議会委員報酬８万

円、文化財アドバイザー報酬４３万円、費用弁償２２万７千円の計７３万７千円で

ございます。まず、本件につきましては私どもの諮問機関であります石炭・歴史博

物館等運営協議会の年間の開催数でございますが、本年度につきましては２回開催

しておりますけれども、田川市議会あるいは協議会の中からも開催回数の増を望む

声が非常に高まっております。事務局といたしましては、今年度あと２回開催した

いと考えておりまして、それに伴います報酬の増並びに費用弁償の増でございます。

また、今回新たに田川市石炭・歴史博物館の機能強化、組織体制の強化を図りたい

というふうに考えておりまして、文化財アドバイザーを登用したいというふうに考

えており、それに伴う報酬額でございます。日額７，４００円で、週２、３回の出

勤を考えております。この文化財アドバイザーより具体的にどういったアドバイス

をいただくかと申しますと、石炭・歴史博物館の所管しております文化財歴史資料

等の保存並びに活用に関する助言あるいは提言をいただきたい。そして、石炭・歴

史博物館に配置されております正規の学芸員が２名おりますけれども、経験年数が

浅く、まだ若い学芸員でございますので、当該学芸員の育成に関する助言または提

言をいただきたいと考えております。続きまして、事業名、世界記憶遺産研究機関

設置・運営事業費でございます。こちらは石炭・歴史博物館付属研究所顧問報酬、

補正額３０万円でございます。こちらにつきましても先程の文化財アドバイザーの
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登用と同じく、博物館の組織体制の機能強化を図りたいというふうに考えておりま

して、付属研究所の顧問を登用したいと考えております。月額５万円でございます。

こちらにつきましては、これまで長年にわたり炭坑に関する研究を一筋にやってこ

られました研究家の方をお迎えをいたしまして、その方がこれまで研究されてきた

研究成果あるいはこの方が長年の経験の中で培ってこられました国内外の炭坑系

の研究者あるいは博物館のネットワーク、こういったようなものを活用させていた

だきたいというふうに考えておりまして、この登用を決めたところでございます。

以上で説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    何か、ご質問、ご意見等ございませんか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 学校教育課の審議会の謝礼金ですが、７回と書いてありますが、これは

３月までの間に７回行われると解釈していいのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    予定といたしましてはそのように考えております。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員    同じところですが、それは日程第８の案件と関係がありますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 そのとおりでございます。  

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員    そうすると、地域関係者が１３名となっておりますが、審議会は１５名

で行うということでしょうか。   

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    この予算を立てた段階では１５名というふうに考えておりました。

また、どのような方にどのレベルで入っていただけるかということを今、考えてお

りまして、現時点でその１５名が１２名というふうに変わってきているということ

でございます。ですから、予算を立てた段階と具体的に審議会の委員さんをどなた

がというレベルになりますと、若干変わってきているということでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    その理由は何かありますか。最初は少し余分に人数を計上していたのです

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 もともと余分に計上しているということはございません。それより

も、どの委員さんに入っていただくかということでの観点が大切だろうと思います。

また、当初は地域のバランス等も考えまして１５名というふうに考えたのですが、

審議会の性格を考えますと、人数は少ない方が審議が進みますので、その件も考え

まして絞り込みはさせていただいているところです。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員    文化課の７ページの草刈りについて確認です。今までは教育委員会関係

については教育総務課の職員が草を刈ったり、剪定をしたりしていたと思うのです
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が、もちろん今は人数が減ったということなのでしょうが、変更したのでしょうか。                                              

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 教育総務課で刈っているのは学校関係だけです。 

○文化課長補佐○文化課長補佐○文化課長補佐○文化課長補佐 文化課といたしましては、今の伊田坑斜坑跡以外にも東町にありま

すセスドノ古墳、それと乙女環境センターの裏手の方にあります位登古墳、その２

箇所につきましても重要な文化財と考えておりまして、その３箇所については草刈

り等を随時行っております。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 金川中学校の校旗ですけれども、寄附金というのは地域の方々の寄附で

すか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 校旗が老朽化しておりますものですから、地域の方が校旗を何とか

したいということで、みなさんで寄附をされるということです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 その件について確認したいのですが、学校によっては全額寄附金で賄った

りということもあるのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 校旗につきましては、従前は学校への寄附という形で賄っておりま

したが、今回から補助の上限を４０万円にいたしまして、プラス寄附を合わせるこ

とによって校旗を作成しようというふうに考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そうすると、今まで体育館ができましたときに緞帳だとか、そういうもの

を寄附してくださっていましたけれども、そういったことについては何か統一した

基準が取られているのでしょうか。 

○教育総務課○教育総務課○教育総務課○教育総務課長長長長 緞帳につきましては、猪位金の時に体育館に緞帳の寄附があってお

ります。それ以外はあっておりません。今後、校舎あるいは体育館等が新築なりさ

れたときに緞帳を付けるかどうかということについては、基本的には緞帳は付けな

いということで考えております。ただ、どうしても寄附で付けたいという申し出が

ございましたら、そのときには検討させていただきたいというふうに考えておりま

す。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 校旗というのは寄附で賄うものではなかったのだろうかとの思いがあり

ましたので、４０万円の補助ということをＰＴＡの方にもお知らせをして、皆さん

に認知していただくと誤解を招かないかもしれないですね。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 以前、校旗をつくっても学校再編になった場合はどうするのかというお

話があったと思いますが、そのことについてご説明をお願いします。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 とにかく校旗の老朽化がひどかったというのが一番だと思います。
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現物を見せていただいて、金糸の所、学校の校章がほとんど見えないくらいに糸が

切れて、垂れ下がっておりまして行事等に使うに堪えないということを判断しまし

たので、今回は校旗を作り変えるということで進めさせていただこうというふうに

考えました。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 そのことによって、地域の方々はこれで金川中学校は残るのだとお考え

になっている訳ではないのですね。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 学校から要望が挙がってきた時に再編のことも含めて話をしました。要望

が挙がってきて、かなり時間が経って、教育委員会としては校旗というのは入学式、

卒業式、運動会等いろいろな行事で使う訳ですから、学校の備品の一つだというこ

とであれば、これは本来なら教育委員会が揃えなければいけないものではないだろ

うか。だから、その意味で予算化をしましょうと、ただし、その金額は決めて、後

は地域の方から、もし寄附されるのであれば、それを一緒にして新しい校旗に変え

ましょう。だからといって、地域から要望があったら、すぐにそうするかではなく

て校旗が使えるか、使えないかの判断は教育委員会の方でさせてもらいます。だか

ら、学校や地域から要望があったら、それを見て、これはもう使用に堪えないとい

うことであれば、今回のようにきちんと予算化をして、内部規則で４０万までは補

助しようというふうにしましたので、それに沿っていきたいと思っています。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 わかりました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 校旗というのは学校にとってはシンボリックな物なので子ども達の志気

を高めるためにも必要だと思います。船尾小学校と弓削田小学校が統合いたしまし

た際にも、船尾小学校の校旗は弓削田小学校の方で大事に展示されておりまして、

多くの人たちの思い出をそのまま守っておりますので、この件についてはきちんと

検討をして、必要であれば作らなければならないし、基準を統一して、こっちは作

って、こっちは作らなかったということがないように同じ目線で調査をしていただ

きたいと思います。 

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３６号「平成２６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。 
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  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３７号議案第３７号議案第３７号議案第３７号「平成「平成「平成「平成２２２２５５５５年度教育に関する事務の管理年度教育に関する事務の管理年度教育に関する事務の管理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」及び執行の状況の点検及び評価報告書について」及び執行の状況の点検及び評価報告書について」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。事務局に説明を

求めます。学校教育課からお願いします。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ７ページをお願いします。平成２５年度学校教育課は４つの重点施

策と継続課題を立てておりましたので、それに基づきまして評価をさせていただき

ました。まず、重点施策の１つ目、第Ⅲ期学力向上プロジェクトの推進を図り、教

師の指導力の向上を図るにつきましては、課題対策の具体化の２つ目をご覧くださ

い。学力向上プロジェクトの充実と、実効ある学力向上でございます。成果といた

しまして、小学校では問題把握、個による解決、集団による解決、ふりかえりとい

う、いわゆる学習過程が定着をしてまいりまして、結果として全国学力学習調査の

県との差が記載のとおり過去最少となっております。ここが一番の成果だろうと思

います。課題といたしましては、小学校で過去最高であるといっても教科区分平均

で県比－２程度の差がまだあるということですので、「書くことの充実で思考を深

める」活動を一層充実する必要があると思います。中学校では積極的な生徒指導の

視点を取り入れた授業づくりの再検討が必要であろうと考えております。課題対策

の具体化の４つ目でございます。市費講師の配置により、個に応じた指導の充実を

図ることができております。結果といたしまして、標準学力検査（ＣＲＴ）におい

て小中平均２.６ポイントの伸びが見られております。ということで、重点施策の

１つ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。重点施策の２つ目、

確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成に取組むにつきましては、課題対策の具

体化の１つ目、確かな学力の育成のところをご覧ください。土曜数英学び塾を開催

しておりまして、２４年度数学科だけだったものを英語科まで広げたことにより、

通塾生が８２名に増えております。また、各学校が家庭学習の手引きを作成するこ

とで、家庭学習習慣の定着が図られてきております。例えば、平日、学校以外で全

く勉強しない子ども達の割合が小学校では前年度の７.１％から２.２％に、中学校

では２０.５％から１４.３％に減少し、改善が見られております。課題といたしま

しては、教科を２つにはしましたが、平成２４年度ほど顕著な学び塾の効果測定に

至ってはおりません。この原因を究明いたしまして、今年度の運営に繋げてまいり

たいと考えているところです。課題対策の具体化の２つ目、豊かな心の育成と人権

を大切にする教育の推進につきましては、「田川みらい学習」の試行に向けまして
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「田川みらい学習ノート」を作成することができております。課題といたしまして

は、人権教育の充実のところで小中学校合わせて８件の差別発言が発生しておりま

す。実感を伴った学習になっているのかの見直しの元に今年度取り組みを進めてい

るところでございます。課題対策の具体化の３つ目、健やかな体の育成につきまし

ては県が進めておりますスポコン広場への登録が小学校で全校することができま

した。また、大浦小学校において「お弁当の日」を実施することができております。

ということで、重点施策の２つ目につきましては総合評価はＢとさせていただきま

した。重点施策の３つ目、地域との連携を図り、特色ある教育活動に取り組むにつ

きましては、課題対策の具体化の２つ目、幼稚園・保育所（園）・小学校の連携に

よる、子どもたちの基本的生活習慣の確立と小１プロブレムの解消につきましては、

就学前実態調査を二月に分けて２回、小１査定学習会を４月に、子育て講演会を８

月に、就学前学習会を９月と１２月に開催しております。参加者につきましては記

載のとおりでございます。課題対策の具体化の３つ目、小中の連携についてでござ

いますが、成果といたしましては小中連絡会、小中授業公開、小中交流授業など小

学校と中学校の連携が確実に実施できております。そのことにより、全国学力学習

状況調査の児童生徒質問紙におきまして、例えば「学校の規則を守っていますか」

という質問に対して、否定的な回答をした生徒が記載のように前年度より減少をし

ております。また、小中連携により指導方法の交流が進んだことで同じく児童生徒

質問紙で、例えば「算数、数学の授業がよくわかる」と回答した児童生徒が前年度

より記載のように増加しております。課題といたしましては、一部の問題を抱えた

児童生徒への対応で保護者・地域との信頼を得られない事態がみられたことがあり

ます。ということで、重点施策の３つ目につきましては総合評価はＢとさせていた

だきました。重点施策の４つ目、目指す田川市の教育実現のため、学校再編に取り

組むにつきましては、課題対策の具体化、猪位金小中一貫校開校に向けての施設及

び教育課程の整備につきましては、成果といたしましては学校統合委員会を７回開

催、それから校区の説明会を開催し、猪位金校区小中一貫校のスタートに向けて取

り組みが充実してまいりました。ということで、重点施策の４つ目につきましては

総合評価はＡとさせていただきました。継続課題につきましては、時間の都合上、

総合評価についてのみご報告いたします。まず、特別支援教育の充実でございます

が、総合評価はＢとさせていただきました。特別支援教育のコーディネーター制度
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も徐々に定着してきて、各学校の特別支援教育の研修や個に対する指導の充実が見

られてきております。次に、社会の変化に対応した教育の推進でございますが、総

合評価Ｂとさせていただきました。小学校では「Hi Friends」の活用、中学校では

コミュニケーションの基礎を培う活動への理解が進みました。また、ＡＬＴにつき

ましては筑豊教育事務所ＡＬＴの派遣の要請と併せることによって、派遣回数の一

定の確保ができました。子ども達も英語によるコミュニケーション活動を楽しみに

活動していることから、総合評価はＢとさせていただきました。次に、田川市放課

後児童健全育成事業の実施でございますが、総合評価はＢとさせていただきました。

子どもが放課後児童クラブの場を自分たちの遊び・生活の場として実感でき、生活

時間の区切りや活動の予測などに見通しをもって過ごせています。ただし、今後、

放課後児童クラブにつきましては、子ども・子育て支援法に基づき条例化を図り、

計画的に基盤整備を図ることが必要であるということでございます。なお、本評価

報告書につきましては教育研究所分と合わせまして、田川市ＰＴＡ連合会会長・穂

山弘美氏に外部評価をお願いし、評価結果は適切であるという評価をいただいてお

ります。学校教育課は以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 教育研究所、お願いします。 

○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長 教育研究所の報告をさせていただきます。教育研究所は１４ページ

から２０ページまででございます。時間の都合上、重点施策の１つ目についてのみ

説明をさせていただきます。主要課題の１点目、教職員の資質向上を目指した研修

会等の充実を図るにつきましては、課題対策の具体化として主に２点を述べます。

１つ目は若年教員を中心に委嘱研究やサークル研修を推進するとともに教育論文

の応募、教育研究発表会の実施を通して研修の充実を図るようにしました。成果と

して委嘱研究では１０名の教師が１年間研修を行い、市や県の論文に応募すること

ができました。特に、県論文には１６名が応募し、１名が県の優良賞を受賞してお

ります。また、教育研究発表会の実践発表を通しまして研究の成果を公表したり、

他の教師の研修意欲を高めることができました。課題は教職員の大量退職に伴い、

若年教員が大変増加しております。教育現場では、若年教員の指導力の向上という

のが喫緊の課題となっておりますので、２４年度から研究所の方では２年目の教員

を市の委嘱研究員として位置づけ、若年教員の指導力の向上を目指しております。

２つ目は教科等研究会や教育講演会、実技講習会等を実施し、全体の教職員の指導
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力の向上や研修意欲の向上を図るようにしました。成果として教科等研究会では２

０部会すべてが授業研究を実施し、教科の専門性を高めたり、指導技術の向上を図

ることができました。また、教育講演会は２回実施することができ、生徒指導や授

業改善に関する具体的な手立てを学ぶことができました。課題としては、教科等研

究会では教科により会員の格差が出ているため、格差の是正として職員数の多い学

校から１名、参加者の少ない教科等へ移動する等の工夫をしておりますが、まだ完

全には解決しておりません。以上から総合評価はＡといたしました。続きまして、

主要課題の２点目、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

資料提供に努めるにつきまして、課題対策の具体化として４月初めに全教職員を対

象に研究所の運営に関するアンケート調査を実施し、１１月には児童生徒の実態調

査を実施して、教育課題解決のための資料として活用できるようにしています。成

果としては運営アンケートの実施により、研究所通信「虹」の購読状況や教育講演

会、研修会等の先生方からの要望を知ることができ、研究所の事業を実施する際に

活かすことができました。また、児童生徒の実態調査の実施により、子どもの学校

や家庭での人間関係を把握することができ、教育活動に活かすことができました。

課題として児童生徒の実態調査から学校や家庭での人間関係は良好な子どもが多

かったのですが、反面地域社会で地域の方々と交流する機会が薄い子どもが多いこ

ともわかりました。今後、家庭と地域の人々とのコミュニケーションを密にしてい

く工夫が必要であるということが課題として挙がりました。以上から総合評価はＢ

といたしました。以上で説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 教育総務課、お願いします。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 ２１ページをお願いします。教育総務課では１つ目の重点施策、地

域との連携を図り、特色ある教育活動を推進するため、２つの課題対策の具体化を

行なっております。まず、地域で子どもを育てるという観点から教育機関と地域と

の連携を深めるでございますが、その成果といたしましては犯罪の抑止対策として、

不審者情報等を警備会社及び学校教職員へ提供し、各小学校周辺の巡回警備を実施

いたしております。また、幼稚園や小・中学校の学校施設には、夜間の機械警備を

導入し、教育現場の安全確保に努めております。次に、幼稚園、保育所（園）、小

学校との連携による、子どもたちの基本的生活習慣の確立と小１プロブレムの解消

に努めることといたしまして、田川市立幼稚園を平成２６年４月に開園することが
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できました。この課題といたしましては幼稚園教育の充実を図っていくため、幼稚

園教諭と協議しながら、施設の更なる有効的な活用方法を研究し実践していく必要

があると考えております。この総合評価はＢとさせていただいております。次に、

２つ目の重点施策、目指す田川市の教育実現のため、学校再編に取り組むにつきま

しては、猪位金小中一貫校開校へ向けて施設及び教育内容の整備をすることといた

しておりましたが、平成２６年４月に小中一貫校を開校することができました。課

題といたしましては市立幼稚園と同様に学校教職員と協議しながら、施設の更なる

有効的な活用方法を研究し実践していく必要があると考えております。この総合評

価はＡとさせていただいております。２２ページをお願いします。継続課題でござ

います。学校施設の有効活用につきましては、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行事

において学校施設が活用されたこと、また、スポーツ及びレクリエーション活動を

行う団体にも各学校の体育施設の活用を図っております。次に、学校の適切な維持

管理につきましては、学校施設の改修といたしまして幼稚園や小・中学校の教職員

からの改修依頼を受け、必要に応じ施設の整備を実施いたしております。平成２５

年度には後藤寺小学校の体育館内部壁補修、大浦小学校のフェンス補修等を行って

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は、障害を持った児

童生徒が入学等する場合、幼稚園や小・中学校からの改善依頼に応じ、改修等の対

策を行っております。平成２５年度には大藪小学校特別教室の畳替えや保健室内へ

のシャワーの設置等の改修を行っております。この２点につきましてはＢ評価とさ

せていただいております。次に防災対策のための施設整備につきましては、後藤寺

小学校屋内運動場天井下地等補強工事と太陽光発電システムの自立運転と蓄電機

能付加工事について伊田小学校と後藤寺小学校で実施しております。このことから、

災害時の避難所としての機能向上と児童生徒の安全確保を図ることができること

となっております。次に、小学校給食の施設整備につきましては、安全・安心でか

つ安定した学校給食を運営するため、設置後１５年以上経過し、老朽化しておりま

した給食室の回転釜や炊飯器等を経済対策を活用し前倒しで設置することができ

たことから、この２点につきましては総合評価はＡとさせていただいております。

なお、本件の評価につきましては田川市ＰＴＡ連合会会長・穂山弘美氏の外部評価

をいただいております。以上でございます。 
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○委員長○委員長○委員長○委員長 生涯学習課、お願いします。 

○生涯学習課課長○生涯学習課課長○生涯学習課課長○生涯学習課課長    生涯学習課に係ります評価報告の概要を簡略に説明させていた

だきます。なお、各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して総合評価の部

分のみを説明させていただきます。２４ページをお願いします。まず、重点施策の

１つ目、いつでも、どこでも学べる生涯学習環境をつくるの主要課題、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に努めるでは、総合評価とい

たしまして、校区活性化協議会において各部会それぞれ特色のある事業を展開し、

充実した事業を推進していかなければならないなどの課題はあるものの、広報活動

により事業への関心や参加が多くみられたことからＢの概ね良好な成果が得られ

たとしております。次の主要課題、生涯学習の拠点としての公民館活動の推進に努

めるでは、総合評価として中央公民館において開催されている講座に多くの市民が

参加、学習していることや地区公民館においても地域のニーズにあった事業が行わ

れていることから、Ｂの概ね良好な成果が得られたとしております。次に重点施策

の２つ目、自分の人権を守り、他者の人権を尊重する地域社会を創造するの主要課

題、人権・同和問題に関する教育及び啓発の推進を図るでは、総合評価として同和

問題啓発強調月間にあわせて人権・同和教育中央講座を開催するとともに、広報の

あり方を見直した結果、参加者が前年に比べ増加した点が評価できることからＢの

概ね良好な成果が得られたとしております。次に重点施策の３つ目、社会全体で子

ども達を守り、健やかに育む環境の充実を図るの主要課題、青少年の健全育成と家

庭教育力向上の支援に努めるでは、総合評価として青少年健全育成支援推進事業と

合わせて一部事業のマンネリ化や参加者の固定化が見られますが、家庭教育力向上

の支援について新規事業を実施している点で評価できることから、Ｂの概ね良好な

成果が得られたとしております。最後に重点施策の４つ目、生涯にわたり楽しめる

スポーツ活動の充実を図るの主要課題、生涯スポーツの振興に努めると高齢者の健

康づくりへの支援に努めるでは、総合評価としてスポーツ推進委員及びスポーツ団

体の協力により、日頃スポーツ活動に親しみのない青少年を対象とした体験的な事

業が実施され、スポーツに対する興味を与えられていることや保健センターとの連

携により、充実した教室の展開ができ高齢者の健康に対する意識の高揚が図られて

いることから、Ｂの概ね良好な成果が得られたとしております。以上で説明を終わ
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ります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 文化課、お願いします。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 文化課の報告でございます。３０ページをお願いします。まず、重点施

策といたしまして、豊かな心を育む芸術文化活動を支援するとあります。これにつ

きましては、主に文化事業と美術館の運営事業でございます。課題対策の具体化と

いたしましては、市民文化祭、懐かしの名画祭、こども音楽祭の開催と芸術文化体

験事業の事業実施、文化団体の育成をあげております。また、美術館の事業といた

しまして、魅力ある企画展の開催、市民の多様なニーズに応える美術館、教育普及

事業の推進、学校教育、他館との連携ということで課題対策の具体化をあげており

ます。それに対しまして総合評価といたしまして、概ね良好な成果が見られたとさ

せていただいております。文化センター・青少年文化ホールの文化事業については、

田川文化連盟等の協力連携によって多くの市民が参加する事業が実施できたとい

うことと更なる文化活動の充実を目指し、事業の充実を図る必要があるということ

でございます。美術館につきましては、様々な企画展やコレクション展、ワークシ

ョップ、夜の美術館など、これまでと違った趣向を取り入れることができ、少しず

つ新たな美術館来館者にもつながっているということでございます。英展につきま

しては開館当初から美術館の目玉事業でございますが、なかなか新たな来館者や注

目度も見られなかったことから、今後は事業目的を今一度振り返り、企画内容、Ｐ

Ｒや告知の戦略等について十分な検討が必要と思われるという評価をいただいて

おります。それを受けまして、本年度の英展につきましては夜の臨時開館等、例年

と違うイベント等につなげ、例年、英展は１，０００人を超える入館者にしかなら

なかったのですが、今年につきましては入館者が１，３００人を超えることができ

ました。次に、重点施策、いつでもどこでも学べる生涯学習環境をつくるというこ

とで、これは図書館の事業でございます。主要課題といたしましては、図書館機能

の充実整備に努めるということで子どもに対する読書対策、市立図書館と小・中学

校図書館との連携、図書の資料収集の充実や必要な資料の提供等、利用者に配慮し

た施設の整備、自動車文庫の積極的運営ということで課題対策の具体化についてあ

げております。それにつきましての総合評価は概ね良好な成果が見られたというこ

とをいただいております。生涯学習の基地として、子どもの読書活動の推進の場と

して利用者へのサービスを提供していますが、実績としては貸出冊数が減となりま
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した。これは平成２５年度に耐震及び館内の改修が行われたために２か月間休館が

ございましたのでその影響がございますけれども、ハードの改善がなされましたの

で、今後はソフトの改善について事業実施をしていきたいということでございます。

特筆できることはレファレンスの回答の数があがりまして、それは職員のスキルの

向上によって増加したというふうに評価を受けております。次の重点施策、歴史を

受け継ぐ文化遺産を保護・活用するということにつきましては、博物館の運営事業

と埋蔵文化財関連の事業でございます。そこに課題対策の具体化としてあげており

ますのは、博物館機能の充実、教育普及活動の強化、文化財の保護と活用というこ

とで博物館の運営事業について、その３つをあげております。また、国史跡指定へ

の推進ということと博物館の方のユネスコ世界記憶遺産の保存活用ということを

あげさせて頂いております。総合評価ですが概ね良好な成果を得られています。作

兵衛コレクションにつきましては、ユネスコの一般指針に基づき、未来永劫保存・

伝承する必要がありますので、そのための環境整備が求められますので、それにつ

いて事業実施をしているところでございます。また、年２回の原画展を開催したこ

とにより、認知度が高められました。筑豊地域の資料館や記念館、また他の近代炭

坑遺産との連携を図って、産業遺産の活用を充実してほしいということと、伊田坑

跡につきましては田川市にとって重要な遺跡でございますので、国指定史跡をぜひ

推進してほしいというご意見を先生方からいただいております。文化課の評価につ

きましては、図書館協議会と博物館等運営協議会の会長でございます是澤清一様、

美術館協議会の会長でございます片岡覚様より評価をいただきました。以上で説明

を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 各課の前後についている資料については、特に説明はしなくてよろしいで

すか。それでは、今のご説明にご質問、ご意見等ございませんか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 これは評価とは関係ないかもしれませんが、学校教育課にお願いです。

９ページに幼稚園と保育園と小学校の連携と書いていますが、私は保育園の先生方

とよく話すことがあります。幼稚園、保育園は着替えをさせるとか、トイレとか、

そういうときに割と体を見ることがあるから、この家では虐待されているのではな

いかとか、そういうことがときどき分かるということを聞きます。だから、保育園、

幼稚園の先生方は意外とよく知っているだろうと思います。それが小学校にあがっ

てきているかどうかはわかりませんが、その連携の時にそんなこともやはり聞く必



 

 １５ 

要があるのではないかと思います。他の保育園は小学校には多分言っていないだろ

うと思いますということも聞きますので、ぜひ、そこのところも連携の中の一つに

入れていただくようお願いしていただけたらありがたいなと思います。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ありがとうございました。早速そうさせていただきたいと思います

が、保育園、幼稚園の側にも反対にお願いしたいのはその段階でもう通告をいただ

きたい。事例としてそのままにして置かずに、早急に通告をいただきたいとご意見

を伺いながら感じたところでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今のお話で感じたのですが、そういった段階ではっきりした確証はありま

せんよね。そういうときにそういったことができるのかというのをご存知ない方が

たくさんいらっしゃると思うのですけど、その辺りは法的にはどういうふうになる

のですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 専門ではございませんが、虐待ではないかと思われる場合には通告

することとなっております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 どちらに通告すればよろしいのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 例えば、児童相談所でいいと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そういった基本的なことを皆さんで共有するというのはとても大事だろ

うと思いますので、課長がおっしゃいましたように保育所の先生方にもそういった

お願いをしていただきたいと思います。また、幼稚園、保育園と小学校の連携のと

きには個人情報もありましょうが、必ずそういった虐待されているかもしれないと

いうようなことも引き継いでいただき、子ども達を健やかに育てる手立てとしてい

ただきたいと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員    教育研究所の１４ページの文書中に、数年前から大量の熟年教師が退職、

それに伴い大量の若年教師の採用が増加と書いていますが、まだそこまではないの

ではないかという気がしますが、どうですか。 

○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長    初任者はもうずっと入ってきています。以前は小学校２名、中学校

２名とかいう感じだったのですが、２年前８名、昨年８名、今年は４名でした。管

理職も含めてですが、５０代後半の先生方がかなり辞めて、ここ何年かは続くとい

うことで田川市の状況だけではなくて、全体として書いています。いろいろな会議

の中で話題になるのですが、どこの研究所も学校関係もここ４、５年くらいの状況

に危機感を持っていて、とにかく採用して５年間である程度は学級指導とか、教科
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指導とかができるような先生を育てておかないと指導する方も難しいということ

で今、一生懸命若年教員の指導をしております。ここでは全体としてを書いたもの

ですが、そういう状況にきているというところはあると思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 今後４、５年の内に相当な数が退職するということは年齢別に見てわか

っているのですが、今はまだそこまでいっていない、大量というほどではないので

はないかと思いました。中学校の２０代の教員というのはまだ片手で数えるくらい

しかいないから、大量の採用というのはまだまだではないかなと思いました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今のお話に関してですが、若い先生方の教育ということですけれども、何

か特別なプログラムというのはきちんと準備されているのでしょうか。 

○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長 １年目は初任者研修になります。２年目は学校でもいろいろと研究

をしますが、基本の研修がないので研究所の方で１年間それぞれ教科を決めていた

だいて６回から７回、授業研究をとおして教科の研究をします。３年目は経緯２年

研修があります。４年目と５年目は研修がないので、来年からですが、４年目は筑

豊教育事務所の指導主事に指導していただける教育実践研修を受けていただき、５

年目にはエキスパートという県の研修を受けていただこうと考えています。そして、

６年目の先生は経緯５年研修というのを受けますので、その時にはいろいろな教科

を自分でしっかり研修していただくということで、とにかく５年間である程度の基

礎的な力をつけるようにしています 

○委員長○委員長○委員長○委員長 もちろん、その中には生徒指導に関することも含まれていますか。 

○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長 教科と両輪です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 夏休みは教科等研究会とか、実技講習会とか、たくさんの研修が催されて

いると思うのですが、これは必ず出席することを義務としているのでしょうか。 

○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長 教科等研究会は校長も含めて全職員がそれぞれ自分が研究したい

という中身の研究を市内で３回、学期に１回ずつしました。また、２学期にはそれ

ぞれの教科、例えば、国語の先生が集まってどなたかに代表で授業していただいて、

みんなで見て、反省協議会をするような形にしています。夏休みは中学校は教科の

専門性があるからかどうか解らないのですけど、なかなか声をかけても参加されま

せん。小学校の方は毎年、それこそ２０年以上前から体育と理科と図工とコンピュ

ータ、その４つはご希望の先生を募りまして研修をしています。もちろん教科等研

究会で国語とか、算数とかも研修しておりますので、それ以外でも研修したい方は
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どうぞということで実際に役立つような実技の研究、それも田川市だけではなくて

筑豊が一緒に行ったり、田川市で講師の先生をお呼びしたりなどしていろいろな形

で研修しています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そうすると、希望する先生はいろいろな研修に出られますが、何も出ない

方というのもおられるのですか。 

○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長 以前の教育長が決めたのですが、やはり職員というのは研修する義

務があります。義務付けられているけれども、一堂に会して良い実践を聞いたり、

良い先生の講演を聞いたりする機会が少ないので、夏休みに小中の全職員が集まっ

て、がんばっておられる先生の実践を聞いたり、今から必要な教育の中身の講演を

聞いたりということを８月の出校日前後に最低一度はみんなで外部に出て研修す

るような機会を作っています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 私たち企業も時の流れに合わせて、いろいろと仕事の内容が変わってきま

すのでよく研修に行くのですが、年１回の研修ではとても間に合わないというのが

実状です。ですから、先生方も多岐に亘って、それこそ生徒指導から小学校の先生

はいろいろな教科もあるでしょうし、ＳＥＬ－８Ｓも入りますし、ということでい

ろいろなことをなさらなくてはいけないと思います。活動的な先生はいろいろなと

ころに出られるかもしれませんが、出なくてもいいのだったら出ないという人もい

らっしゃるかもしれません。今の一番の課題は教員の資質の向上ということですか

ら、やはりお勉強していただきたいと思いますので、そこをいかに後押しをしてい

くか。まばらにならないようにいろいろな方に勉強をしていただかなくてはいけな

い、チャンスは生かしてもらわなくてはいけないというところをどういうふうにフ

ォローしていくかということです。出欠は取って、そういうことがいろいろな段階

で、人事異動や何かの時の考慮の対象になるのか、ならないのか、その辺は定かで

はありませんけれども、やはり勉強して伸びていく方に期待をしたいと思いますの

で、どうしたら皆さんが参加できるのかというところも研究していただきたいと思

います。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 今更かもしれませんが、ＡＬＴ、外国語指導助手についてです。ＡＬＴ

という言葉はよく聞くのですが、どういう方たちがどういうふうに登録などしてい

るのだろうと思います。どういう機関で採用されるとか、そういう細かいところの

情報をあまりよく知りませんので、良かったらこの機会に教えてください。 
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○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ＡＬＴの雇用については大きく分けて２つに分かれます。１つは国

が進めているＪＥＴプログラムに登録されているＡＬＴの雇用、もう一つは民間が

持っている外国語に堪能な人材を集めて、そこから派遣するという方法があります。

田川市はずっとＪＥＴプログラムを活用して雇用をしております。根拠といたしま

しては、人物的に国が関わって推奨している人であるということで安定的に優秀な

人材が得られるということがありますので、ＪＥＴプログラムの職員を採用するこ

とにしています。ＪＥＴプログラムにつきましては、それぞれの国から応募があり、

登録をしているということであります。本人たちに地域を選ぶことはできません。

そのプログラムの中からこちらが要望して、例えば、どこの国の男性、どこの国の

女性というくらいは要望ができますので、リストの中からこの方をというふうに推

薦していただいているという形になっています。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 ＡＬＴになるための条件というのですか、こういうことを勉強した方と

か、ＡＬＴになることに向けて何かをきちんと勉強されているとか、そういったも

のを得た方が採用されているのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 基本的にＪＥＴプログラムの応募者は反対に日本語が使えないこ

とが条件です。もちろん、日本文化に対して興味関心が高いとか、そういうのは必

須の条件なのですが、彼らにとっても日本語能力の獲得ということもありますので、

ここにニーズがあります。ということで何か一定の日本語に対する研修を受けてＡ

ＬＴになる訳ではございません。そういう意味では民間のＡＬＴの方が日本語に対

する研修は独自でやっていたりもするということもあるのではないかというふう

には思っています。ただ、日本語の獲得能力は驚くほど早いです。いつも私はＡＬ

Ｔが来るたびに自分が英語が使えるようになりたいなと近くにいるので思うので

すが、あっという間に追い越されて、いつの間にか日本語でコミュニケーションが

とれるようになっているのが実状です。それくらい日本語の獲得能力が早いので、

学校でもそんなに困らないと思います。７月に任用して、夏休みの期間に学校に行

って少し慣れていただいて、子どもに直接出会うのは９月になりますから９月にな

ると少し日本語がわかるようになってきてというふうになります。ＡＬＴの中には

ＡＬＴになる以前に日本に滞在していたという経験のある方もおられますので、当

初から日本語が使える状態という方もおられます。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 基本、社会人ですか。 



 

 １９ 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 そうです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 生涯学習課にお伺いします。公民館活動とか、地域のいろいろな活動があ

ると思うのですが、最近、老人会が解散しているという話を聞いたことがあるので

すが、実態はどんなふうになっているのですか。 

○生涯学習○生涯学習○生涯学習○生涯学習課長課長課長課長 ご存知のように校区活性化の中に３部会ありまして、社会福祉部会、

老人会等はここに所属するような形になろうかと思います。老人会の組織自体は生

涯学習課が管轄しているわけではないのですが、委員長が言われるように高齢者の

組織率というのが年々悪くなっていると思います。これは老人会に限らず、区であ

ったりとか、いろいろな部分で同じような現象があり、これは田川市だけではなく、

全国的な課題かと思います。しかし、そういった中でも校区活性化の中では特に高

齢者から子ども達までの交流、３世代の交流という行事も積極的にやっております。

また、社会福祉部会の中では高齢者等を対象としたレクリエーションだとか、グラ

ンドゴルフなどですが、そういった行事もやっていただいて、できる限り高齢者同

士で交わりを作っていただき、そういった中で地域との関係を作っていっていただ

くということができているとは思います。ただ、やはりいろいろな意味で今は高齢

単身世帯というのが多くなっていますので、それは地域コミュニティでのネットワ

ークといったものも喫緊の課題であるというふうに校区活性化も認識をしている

ところでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 お年寄り自身の問題もあるでしょうし、子ども達は地域の皆さんの後押し

を受けながら育っていくこともあるでしょうから、その辺りのところは今までとは

少し違った形、もう少し積極的に組織を統一しないといけないと思います。今まで

どおり活性化協議会はがんばってくださるでしょうけれども、その辺りはこれから

課題になっていくのではないかと思います。特に、団地にお住まいになっているお

年寄りの方とかは本当に気配がわからないですし、いろいろな方との交流もだんだ

ん乏しくなってくるでしょうから、そういったところに子どもを活用していただい

たりとか、子どもはそれをもって勉強したりとか、そういうこともできるでしょう

から、何かいろいろと広い視野で検討していただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

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ございませんか。 



 

 ２０ 

（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３７号「平成２５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    議案第３８号議案第３８号議案第３８号議案第３８号「平成２７年度使用小学校教科用図書の「平成２７年度使用小学校教科用図書の「平成２７年度使用小学校教科用図書の「平成２７年度使用小学校教科用図書の

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

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    日程第４ 議案第３８号「平成２７年度使用小学校教科用図書の採

択について」ご説明いたします。本件は平成２７年度使用小学校教科用図書の採択

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１号及び第１１号

の規定に基づき提出するものでございます。１ページをお願いします。第１２地区

教科用図書採択協議会では第１回を平成２６年４月２１日、第２回を平成２６年５

月２０日、第３回を平成２６年８月７日に開催いたしました。また、第２回、第３

回の間に選定部会を３回、総括部会を２回開催し、筑豊教育事務所調査研究部会か

ら提出された調査研究報告書及び各学校からの学校意見書を参考に教科書の比較

検討を行いました。平成２７年度使用小学校教科用図書採択結果一覧表のとおりの

採択結果となりました。２ページには採択となった教科用図書の主な特徴と採択理

由を記載しておりますのでご参照ください。また、参考といたしまして採択協議会

で採択されました教科用図書をご用意しておりますのでご覧いただければと思い

ます。以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 何かご質問等ございませんか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 前回から変わったところというのはありますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ３社に絞り込んだ段階では前回と違ったところがございましたが、

結果といたしまして平成２３年度の採択と発行社が変わっているところはござい

ませんでした。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 以前は何か見本を見せてくださったと思うのですが、何かございますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 教科書をお持ちしています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ありがとうございます。後で見せていただきます。内容的にはどうですか、

以前とずいぶん変わっているところはありますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 学習指導要領に対応して内容も新しくなっておりますし、使われて

いる資料等も新しいものに変わっております。 



 

 ２１ 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員    まだ４分の１ですよね。全面改訂ではないですよね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 学習指導要領の全面改訂による改訂ではございません。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 そうすると、世の中の変化によるとか、そういうところを４分の１だけ

改訂して提示するということですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 その通りでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 学習指導要領の全部が改訂されるというのはいつになるのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 今のところ学習指導要領が何年に改訂されるというところはまだ

出てきておりません。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    今年大学を受験する子の問題集を見たら、全く同じ表紙の問題集の厚さが

去年に比べてとても厚くなっていたので、ずいぶんと追加されるところが出てきた

のだなと思いました。内容が目まぐるしく変わっているようですので、先生方もそ

れに対応してきっちりフォローしていただきたいなと思ったところです。  

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 教科書研究につきましては学校でも進めていただくようにしてお

ります。また、おっしゃるように内容も学習指導要領が改定された折に増えました。

小学校の教科書を見ていただいてもわかるように、例えば、国語科の教科書ではか

なりの差がありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ほかに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４ 議案第３８号「平成２７年度使用小

学校教科用図書の採択について」は原案のとおり可決いたします。 

次に移ります。日程第５日程第５日程第５日程第５    議案第３９号議案第３９号議案第３９号議案第３９号「田川市放課後児童健全「田川市放課後児童健全「田川市放課後児童健全「田川市放課後児童健全育成育成育成育成事業事業事業事業の設備の設備の設備の設備

及び運営に関する基準を定める条例の制定について」及び運営に関する基準を定める条例の制定について」及び運営に関する基準を定める条例の制定について」及び運営に関する基準を定める条例の制定について」を議題とします。事務局に説

明を求めます。 

○○○○学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長    日程第５ 議案第３９号「田川市放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の制定について」ご説明いたします。本件は児童

福祉法の一部改正に伴い、市町村が放課後児童健全育成事業の設備及び運営につい

て、厚生労働省令を踏まえ条例で基準を定めることとされたことから所要の規定整

備をしようとするもので、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１

０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



 

 ２２ 

します。これまで田川市放課後児童健全育成事業につきましては要綱で定めてまい

りました。今般、厚生労働省令を踏まえて条例で基準を定めることになったことに

伴いまして条例化するもので、基本的には内容はこれまでの要綱と大きく変化はご

ざいません。条例制定に当たりましては国が定める従うべき基準と参酌すべき基準

の区分に従い定める必要がございます。従うべき基準とは必ず適合しなければなら

ない基準であり、参酌すべき基準とは地域の実情に応じて異なる内容を定めること

が、許容されるものでございます。参酌すべき基準について基本的には本市の実状

に国の基準と異なる内容を定める特別な事由や特性はないことから国の基準を本

市の基準といたしたいと考えております。ただし、次の２点につきましては本市の

実状に応じた基準にしたいと考えております。条例案３ページをご覧ください。第

９条（設備の基準）の２項でございます。専用面積は児童１人につき概ね１．６５

平方メートル以上でなければならないとなっておりますが、本市の専用区画面積を

算出いたしますと１．６５平方メートルを超えるクラブが４か所、１～１．６５平

方メートルの間のクラブが４か所、１平方メートル未満のクラブが１か所となって

おります。このため当面は専用区画面積の１．６５平方メートルを実現すべき目標

とし、附則で経過措置等を設けております。６ページをお願いします。第１８条（開

所時間及び日数）をご覧ください。開所する時間についてでございますが、⑴国の

基準は、小学校の授業の休業日については１日につき８時間、⑵小学校の授業の休

業日以外つまり通常授業があっている日ということでございますが、それについて

は１日３時間となっております。本市の現状では小学校の休業日は午前８時から午

後６時まで１０時間開所しております。また、小学校の登校日につきましては授業

終了時から午後６時までとして運用をしております。国の基準も当該各号に定める

時間以上とされていることから、国基準を本市の基準としたいと考えております。

ただし、詳細につきましては運用規定で定めることとしております。また、その他

条例案については記載のとおりでございますので、ご参照いただきたいと思います。

以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    ご質問、ご意見等ございませんか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 指導をしていただける方は時間給ですか、それとも日給ですか。夏休み

とかであれば時間が長いからですね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 申し訳ございませんが、調べましてお答えします。 



 

 ２３ 

○委員長○委員長○委員長○委員長 実際にここで過ごしている子ども達の日課といいますか、やっていること

を教えていただけますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 学校の授業日でありましたら、まず簡単な学習、その日の宿題をし

たりということで一定の時間を過ごします。その後、それぞれの遊び場に分かれま

して、例えば、体育館であるとか、運動場であるとか、指導員が付き添いまして遊

びの時間といたします。授業日でありましたら、それで５時半くらいになってまい

りますので、そろそろ保護者さんにお迎えに来ていただく時間になります。６時ま

でに保護者さんがお迎えに来るという予定になります。休日につきましては、遊び

の時間が長くなるというふうに考えていただければと思います。もちろん遊びの時

間が長くなりますから、その間に休憩時間が入ったりしますので、部屋で過ごした

りとか、本を読んだりとか、あるいはビデオを見るという時間もあるようです。や

はり遊びを中心とするということが児童クラブの目的ですから、遊びの時間として

使うことが多いようです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 遊ぶ場所として校庭に出るとか、そういうこともできるのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 小学校のグラウンド、それから体育館が主な遊び場所となっており

ます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 長い時間だったらお昼ごはんとか、おやつもあると思うのですが、これは

各自が持参するということですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 はい。 

○委員長○委員長○委員長○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５ 議案第３９号「田川市放課後児童健

全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」は原案のと

おり可決いたします。 

  次に移ります。日程第６日程第６日程第６日程第６    議案第４０号議案第４０号議案第４０号議案第４０号「田川市体育施設条例施行規則の一部改「田川市体育施設条例施行規則の一部改「田川市体育施設条例施行規則の一部改「田川市体育施設条例施行規則の一部改

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

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 日程第６ 議案第４０号「田川市体育施設条例施行規則の一部改正

について」ご説明いたします。本案は、田川市体育施設に新たに附属器具を設置す

ることに伴い、田川市体育施設条例施行規則別表第３の４附属器具利用料金に新設



 

 ２４ 

附属器具を追加するため所要の改正をするもので、田川市教育委員会事務委任及び

臨時代理規則第２条第８号の規定により教育委員会の議決を求めるものでござい

ます。規則改正の理由です。田川市総合体育館では各種スポーツ大会等が開催され

ており、球技等の競技に係る器具については設置をしているところでありますが、

空手道競技における試合用マットの設備がなく、大会時には他施設より借用してい

る状況がございました。今回、空手道競技試合用マットを新たに設置するため規則

の一部改正を行うものでございます。規則改正の概要でございます。田川市体育施

設条例施行規則別表第３の４附属器具利用料金に新設附属器具を追加するもので

ございます。施行につきましては公布の日からといたしております。改正による効

果及び周知方法でございますが、この改正により新たな附属器具の利用が可能とな

り、利用サービスの向上が図られます。また、スポーツ施設のホームページへの掲

載や総合体育館の掲示等により来館者及び利用団体への周知を図ることといたし

ております。次のページをお願いします。田川市体育施設条例施行規則の一部を改

正する規則（案）でございます。田川市体育施設条例施行規則の一部を次のように

改正する。別表第３田川市総合体育館、冷暖房装置、照明、換気装置及び附属器具

の利用料金４附属器具利用料金の表を次のように改めるということで、１番下の欄

に空手マット１面、金額５００円を追加するものでございます。なお、金額の設定

にあたりましては他施設の状況等を勘案して設定をいたしております。以上で説明

を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 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６ 議案第４０号「田川市体育施設条例

施行規則の一部改正について」は原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第７日程第７日程第７日程第７    議案第４１号議案第４１号議案第４１号議案第４１号「「「「田川市中央公民館の設置及び管理に関田川市中央公民館の設置及び管理に関田川市中央公民館の設置及び管理に関田川市中央公民館の設置及び管理に関

すすすする条例施行規則の一部改正について」る条例施行規則の一部改正について」る条例施行規則の一部改正について」る条例施行規則の一部改正について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○○○○生涯教育課長生涯教育課長生涯教育課長生涯教育課長    日程第７ 議案第４１号「田川市中央公民館の設置及び管理に関す

る条例施行規則の一部改正について」説明いたします。本案は、田川市中央公民館

に新たに附属設備を設置することに伴い、田川市中央公民館の設置及び管理に関す

る条例施行規則別表の２附属設備使用料の表に新設附属設備を追加するため所要
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の改正をするもので、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第８号の

規定により教育委員会の議決を求めるものでございます。規則改正の理由でござい

ますが、田川市中央公民館では、昭和６０年に陶芸窯を設置し、各種講座等におい

て活用しておりましたが、当該設備の経年劣化等に伴い、今回新たに陶芸設備（電

気窯）を設置することから規則の一部改正を行うものでございます。規則改正の概

要は田川市中央公民館の設置及び管理に関する条例施行規則別表の２附属設備使

用料に新設附属設備、これは電気窯でございますが、それを追加するものでござい

ます。なお、施行につきましては公布の日からといたしております。改正による効

果及び周知につきましては、新たな附属設備により安全かつ効率の向上が図られ、

利用サービスの向上につながること、また、ホームページへの掲載や掲示等により

来館者及び利用団体へ周知を図ることといたしております。次のページをお願いし

ます。田川市中央公民館の設備及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規

則（案）でございます。田川市中央公民館の設備及び管理に関する条例施行規則の

一部を次のように改正する。別表２附属設備使用料の表に次のように加えるという

ことで、電気窯１基、素焼き１，０８０円、本焼き２，５００円を追加するもので

ございます。なお、金額の設定にあたりましては、電気窯使用時の電気料等を勘案

して設定をいたしております。以上で説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この 1 基というのは、一回焼くと何個入っていても同じ料金ということで

すか。 

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 そういうことでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問等ございませんか。 

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７ 議案第４１号「田川市中央公民館の

設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について」は原案のとおり可決いた

します。 

  次に移ります。日程第８日程第８日程第８日程第８    事務報告「学校適正規模について」事務報告「学校適正規模について」事務報告「学校適正規模について」事務報告「学校適正規模について」を議題とします。

事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 日程第８ 事務報告「学校適正規模について」ご説明いたします。

本日は前回の会議でのご質問にお答えし、ご指摘をいただいた点を修正して計画策
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定を次の段階に進めてまいりたいと考えております。資料の１ページをご覧くださ

い。まず、国が進めようとしている小中一貫校の制度化についてご説明いたします。

資料は国の小中一貫校の制度化についてでございます。先般、小中一貫教育学校の

制度化がマスコミに取り上げられました。理由は政府の教育再生実行会議が安倍首

相に学制改革を明言し、２０１６年度の導入を目指すことになったからであります。

その国の方針が今後、田川市が進めようとしている学校適正規模に影響を及ぼすも

のであるかを確認しておく必要がございます。また、適正規模推進と小中一貫校推

進の施策の違いを明確にし、その関係を住民の皆さんに正しく理解していただく必

要があります。今回はその点を整理してまいりました。資料の１は制度化の流れを

示したものであります。教育再生実行会議は安部首相の私的諮問機関であります。

その会議が平成２６年７月３日に小中一貫教育学校制度の導入を提言しました。今

後の流れといたしましては、文部科学大臣が中教審に諮問、中教審が文部科学大臣

に答申、内閣が国会に法案を提出、法案成立後制度化という流れとなります。それ

では改正によって何が変わるのか、それをお示ししたものが２.改正のイメージで

ございます。左は現行制度です。小学校は６年、中学校は３年と決められています。

右が改正後のイメージです。これまでどおり小学校６年、中学校３年の制度も選択

肢として残しつつ、自治体の判断で学年区分を５年、４年に区切ったり、４年、３

年、２年に区切ったりできるようになります。３.なぜ制度化するのかであります

が、まず目的です。現行制度では、学年の区分が変わる中学校１年生から、学級担

任制が教科担任制に変わり、生徒が学習内容の高度化や生徒指導の変化に馴染めず、

不登校などが起きるいわゆる中１ギャップが課題となります。その解消を図るため、

学年区分を変えて、教科担任制を一部で先行導入したり、中学校教諭の小学校乗り

入れなどを実施したりして、環境変化のストレスを軽減するというのが目的であり

ます。次に、これまでとの違いであります。左がこれまでの一貫校です。制度上は

小学校と中学校が残ったまま、教育課程の学年区分を４年、３年、２年などと分け

るものです。右が制度化を目指す一貫校です。制度上９年制の学校の設置を認め、

自治体判断で教育課程の区分を４年、３年、２年などに区分できるようになります。

教育課程だけではなく学校そのものも９年制となり、今回の制度化により教育上の

目的はこれまでの小中連携や小中一貫校推進とまったく変わりはありません。何が

変わるかといえば制度化によって、これまでよりもより積極的に自治体が小中一貫
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校を推進できる環境になるということです。こうした流れを住民の皆さんが聞くと

小中学校が同一施設にある施設一体型の学校がたくさんできると解釈されそうで

すので、小中一貫校教育を進めるにはいろいろな施設のタイプがあることを理解し

ていただくことも必要になってくると思われます。次に、小中一貫校の施設のタイ

プを示しております。２ページをご覧ください。上段は施設一体型であります。こ

れは小中が同一敷地内にあって、児童生徒が共同で学校生活を行う環境であります。

中段は施設併設型であります。学校敷は別ですが隣接しており、教員、児童生徒の

行き来ができる環境にあります。最後が施設分離型であります。学校施設は離れて

いるが、統一カリキュラムで一貫教育を実施する環境であります。教員や児童生徒

の行き来が難しくなりますが、小中教員で構成する推進委員会などを設置して研修

会を実施したり、児童生徒の交流授業や乗り入れ授業等を実施したりすることで一

貫教育を推進することができます。次に、適正規模推進と一貫校推進の関係につい

てご説明いたします。３ページをお願いします。平成１８年の審議会答申におきま

して、猪位金中学校は統廃合の対象から外れ、一貫校設置へ進むこととなりました。

そのことにより、住民の皆さんに一貫校になれば統廃合の対象から外れるとの認識

を生んでいるかもしれません。ここで適正規模推進と一貫校推進の関係を明確にし

ておきたいと思います。左が適正規模推進です。なぜ統廃合を推進するのか、主な

課題は、生徒数減少による教育環境の低下であります。主な狙いは、教科欠の解消、

国・数・理・社・英の５教科に複数担任を配置する指導体制の構築、部活・行事の

充実、人間関係・集団形成の拡充などが挙げられます。右が小中一貫校推進です。

なぜ一貫校を推進するのか、主な課題は中一ギャップによる生徒の悩み、ストレス

であります。主な狙いは、学級担任制から教科担任制への円滑な移行、学習課題・

生活指導課題の小・中の共有、環境変化・人間関係変化のストレス軽減などが挙げ

られます。ご覧のとおり、この２つには狙いが大きく違います。この２つの関係を

最後に示しております。それぞれが抱える課題が異なり、一方が他方の課題を解消

できるものではない。すなわち、適正規模推進では中一ギャップの課題は解消でき

ず、小中一貫校推進では生徒減少の課題は解消できない。これが２つの関係であり

ます。さらに言えば、猪位金は一貫校になったことで小規模が抱える問題を解決し

た訳ではありません。その問題は今後、解決しなければならない問題でもあります。

一方、国がこれから小中一貫教育を強く推進するのであれば、田川市も適正規模だ
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けではなく、一貫教育の推進も検討が必要となってくると思われます。以上が、適

正規模と一貫校の関係についての説明です。次の説明に移る前にここでご質問、ご

意見を賜りたいと存じます。よろしくお願いします。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 それでは、ご意見、ご質問等お願いします。 

  ２ページの小中一貫校の施設のタイプの一番下です。施設分離型という一貫校の

モデルですが、これは猪位金学園のような９年制のものではないのではないのです

か。小学校がいくつかあってカリキュラムが一貫しているというだけですので、こ

の場合は９年制のものではないのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 １ページの２.改正のイメージの改正後も小学校６年、中学校３年

が残ることも選択肢の一つとして考えられるということに当てはまるであろうと

思います。ご指摘の通り小学部とはなりますが、教育課程上は６年、３年の形が残

ることが多くなろうかと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 例えば、田川市で考えた場合、小学校名は例えば、金川小学校とか、田川

小学校とか、そういう名前のままでどこかの中学校に繋がっていくという形になる

イメージですか。○○学園第１小学校、第２小学校とかいう感じではないのですね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 施設は分離しておりますので、そういうことです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 猪位金学園はこの３つのパターンのうちのどこに位置しているのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 猪位金学園は施設一体型の小中一貫校ということになります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    ４年、３年、２年ですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 はい、そうです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 それを選択した理由というのはどういうことですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 １番は教育効果の問題であります。子ども達の行き来、例えば、２

つ目の施設併設型でも可能ではありますが、その間にはやはりいくらかのタイムラ

グが生じますので、同一施設内でありましたらそこも防げるということになります。

それから、猪位金がやっていますように高学年の１単位時間を４５分ではなくて５

０分にすることで乗り入れ授業も可能になるということで一体の方が効果がある

というふうに判断をしているところです。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 これから国の方では中１ギャップ解消のために小中一貫校を推進してい

くということになっていますが、将来的に推進ということは義務化されていくとい

うことになるのでしょうか。 
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○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 義務化されるかというところまでは、まだはっきりはしておりませ

んが、地域の中に小中一貫校を増やしていくという方向で進んでいくのだろうと思

います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 金川と鎮西の場合、地域的に小学校と中学校が非常に近いのですが、そ

ういうことはこれからの計画に活かすことはできませんか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 現在の田川市の学校規模では適正規模化が目指しているところが

なかなか解消できないと思いますので、個別の学校について小中一貫校を進めると

いうのは難しいというふうに考えております。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 先生に車か何かで動いていただくという訳にはいかないのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 それは不可能か、可能かと言われれば不可能ではないと思いますが、

先程、申し上げましたように時間差がかなり生じますので、例えば、中学校の教員

が小学校に乗り入れをするとした場合、例えば、３時間目の授業とすると、乗り入

れをするために２時間目の授業から移動しておかなければならない。あるいは４時

間目の授業に食い込んでしまってその時間も授業時数として使えない。そうなりま

すと、中学校にとっては中学校内部の授業の制約がかなり生まれることになります

のでなかなか難しいかとは思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    感触としてですが、地域の皆さんは自分の校区で小中一貫校をやっていき

たいと思っていらっしゃるところがあるのではないかと思うのですが、いかかです

か。 

○学校教育課○学校教育課○学校教育課○学校教育課長長長長 直接的にそういう考えといいますか、ご意見を承ったことは現在の

ところありません。ただ、そういう考えがあるのではないかということは予想はで

きると思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 それでは、よろしければ次の説明をお願いしたいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

        それでは、お願いします。 

○学校教育○学校教育○学校教育○学校教育課長課長課長課長 それでは適正規模推進と一貫校推進の関係、それから前回、委員さ

ん方からいただきましたご意見を踏まえて、前回お示しした策定方針を修正してま

いりましたので説明させていただきたいと思います。田川市立学校校区再編基本計

画の策定方針（案）をご覧ください。それでは、修正箇所だけをご説明いたします。

まず、６ページをお願いします。⑵学校適正配置の校数は２校を基本とするという
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ところをご覧ください。理由のところです。今回の校区再編は、将来にわたり、最

良の教育環境を担保するものでなければならない。すなわち、１０年後、２０年後

においても、１学年３学級以上、かつ３学年９学級以上を満たす再編を行うべきで

ある。校区単位で再編する場合、その組み合わせはある程度限定されるため、校区

住民の偏在により、再編校区間で生徒数に偏りが生じることが想定される。また今

後、田川地区で中高一貫校が新設されたり、猪位金学園の生徒減少に対策が必要と

なったりした場合、再編校区の生徒数が想定を下回ることになる。したがって、１

学年３学級以上、かつ３学年９学級以上を将来にわたり持続させるため、学校適正

配置の校数は、２校とすることを目指す。ただし、その決定は、通学距離、通学方

法、その安全性などの適正を検証した上で行う。この文面の修正箇所はおわかりの

とおり最後の２行です。ただし、その決定は、通学距離、通学方法、その安全性な

どの適正を検証した上で行うの一文を追加したところであります。これは、前回、

通学距離や安全性の問題を検証せずに２校と決めてしまって良いのかというご意

見を賜りましたので、それを反映したものであります。検証結果によっては３校に

することも可能であるという認識であります。⑶小中一貫校の新設は、校区再編の

軸としない。理由でございます。小中一貫教育は、９年間を見通した教育課程の編

成及び指導により、学力向上や生活指導上の課題解決に、一定の成果が見込まれる。

しかし、その狙いは、生徒数減少により生じる教科欠等の問題を解消することでは

ない。１学年３学級以上、かつ３学年９学級以上の適正規模校は、教科欠の解消は

もとより、教育指導体制の強化、部活動・学校行事の充実、多くの出会いによる豊

かな人間関係の構築、多様な集団の形成などを図ることができ、子どもたちに最良

の教育環境を与え、高い教育効果が望める。したがって、今回の再編は、統廃合に

よる適正規模の設置を軸とし、小中一貫校の新設は軸としない。この文面の修正箇

所は２行目のしかし、その狙いは、生徒数減少により生じる教科欠等の問題を解消

することではないの一文を追加したこと及び最後の２行目のしたがって、今回の再

編は、統廃合による適正規模校の設置を軸とし、小中一貫校の新設は軸としないに

修正した点であります。前回、小中一貫校は新設しないと記述していましたが、今

後一切小中一貫校を作らないとの誤解があってはいけないとのご意見がございま

した。また先程の説明のとおり、一貫教育の推進と適正規模の推進は別の問題であ

ります。その２点を踏まえて修正したものであります。他に修正点はございません。
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策定方針の説明は以上でございますが、これに関連して学校と他の校区の距離につ

いて、前回ご質問をいただきましたので資料をお配りしております。資料は中学校

から他校区末端までの距離でございます。８ページです。金川、伊田、鎮西の３中

学校からそれぞれの校区の末端までの直線距離をお示ししております。８ページに

は数値で、それを地図に落としたものが９ページからでございます。金川中学校か

ら鎮西中学校校区の末端までの距離をお示ししたものでございますが、伊加利集落

の最南端までが５.９キロ、伊加利地区の最南端までが６.５キロとなっております。

今度は鎮西中学校から金川中学校校区の末端までの距離を示したものでございま

す。鎮前中学校から岩屋集落の最北端までが６.３キロ、鎮西中学校から岩屋地区

の最北端までが６.７キロとなっております。次は伊田中学校から金川中・鎮西中

校区のそれぞれの末端までの距離をお示ししているものでございます。岩屋集落の

最北端までが４.５キロ、岩屋地区の最北端までが４.９キロ、伊加利集落の最南端

までが４.６キロ、伊加利地区の最南端までが５.３キロでございます。前回、猪位

金校区の最南端の集落が隣接中学校である後藤寺中学校までに６キロを超えると

の説明をいたしました。この資料では伊田中学校からは隣接する他校区が６キロ以

内に収まること。金川中学校からは伊加利地区の集落までなら６キロ以内に収まる

こと。鎮西中学校からであれば岩屋地区の集落までは６キロ以内に収まらないこと

がわかります。以上が策定方針に関する説明です。ご質問、ご意見を賜りたいと存

じます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ６キロ以内というのは絶対に越えたらいけないということではなく、基準

としてということですか。 

○○○○学校教育課長学校教育課長学校教育課長学校教育課長 現在のところは文部科学省の基準でございますので、それ以内に収

めることが大切だろうというふうに考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 基準としては直線距離でということになるとは思うのですが、実際は起伏

があるものですから通学が可能かどうかということは、それとはまた別になってく

ると思うのですが、その辺りについての検証はできるのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 具体的にロードマップでの距離は詳細には落としておりません。と

いうのは、文部科学省の基準そのものが直線距離でということでございますから、

まずはそこから見させていただきました。それから、先程のお答えで少し言葉足ら

ずのところがあったのですが、６キロを超える場合は通学方法の検討等が必要にな
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ってまいりますので６キロは徒歩圏内での最長距離ということとさせていただい

ております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 どちらにしても中学生となりますと部活等があって帰りの時間は暗くな

ったりします。市内をくまなく警備するということはできないでしょうから、ある

程度の安全対策として、そういう部分も考えられると思います。そういった例えば、

スクールバスなり、コミュニティバスなりを利用するとしたら、それは可能なのか

どうかという検討はこの段階ではまだされていないのでしょうか。 

○学○学○学○学校教育課長校教育課長校教育課長校教育課長 現段階ではその可能性までについては言及しておりませんが、前回

でも通学方法のことについてご意見をいただいておりますから、校区の再編と併せ

て通学方法についても検討していかなければならないというふうに考えておりま

す。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この前いただきましたタイムスケジュールを拝見しましたら、２７年の１

月までに審議会のお答えをいただくようになっています。資料をたくさん準備して、

お渡しした方が早く検討していただけると思います。今、揃えておくべき資料とい

いますか、利用しやすい資料について何かご意見等ありませんか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 これから先は審議会を立ち上げて、そこで細かく検討してもらうというこ

とで、私達は審議会の流れを見てはどうかと思います。こちらでいろいろ計画して

も審議会との意見の調整に時間がかかったりすることになろうかと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ただ、計画というよりも必ず考えられるべき資料というのがありますので、

そういったものは事前に準備して、すぐにお渡しをして、そこから始めていただく。

これも欲しい、あれも欲しいということで１週間待ってくださいみたいな形になる

のではなくて、今までも検討してきた内容があるでしょうから、そこからもう一歩

踏み込んだ資料というのを想定できる中で準備してお渡しすることで早いスター

トが切れるのではないかと思います。それと、この間の資料に２０年後の子どもの

数が書いてありました、３９パーセント減少するということだったのですが、２０

年後に３９パーセント減少するのだったら、４０年後にはどのくらい減少するのだ

ろうかと思いました。よほど何かこの地に人が移り住んでくるようなことがない限

りはもっと早い速度で子どもの数が減っていきますよね。今２０年後までしか想定

していませんけれども、その先のことを考えてまたご説明するというやり方も今後

必要になってくるのではないかと思うのですが、いかかでしょうか。 
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○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 その点については勉強をさせていただきたいと思いますが、４０年

後の推計値がどれほど正確に出るのかということがわかりません。今、生まれた子

で１５年後に中学校卒業でございますから、その推計はできる訳でございますけれ

ども統計処理上不可能ではないと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ただ、２０年後に３９パーセント減って、今の６０パーセントになってし

まうということは４０年後にはもうそうなるであろうということは想定できます

よね。その中の女性の数も必ず減っていく訳ですから、どうしても生まれる子ども

の数というのは決まってくる訳です。そういった先のことも少し考えてシフトがで

きるような体制作りといいますか、２校にしていても最終的にはどちらかに入らな

くてはいけないかもしれない、最後の最後はそういう可能性もある訳ですから、そ

ういった考え方というのも必要になるかと思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 今日いただいた資料、田川市立学校校区再編基本計画審議会（案）と書

いていますけれども、一般のご父兄の方はたぶん７番と８番になるのだろうと思う

のですが、これは少し乱暴ではないかと思うのですが、このメンバーだと一般の親

御さんの思いが出てきにくいのではないでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 これは審議会にお入りいただく方でございます。審議会の経過によ

りましてはご説明に伺ったりという機会を設けて、お考えを聞くという機会を設け

なければならないというふうに考えているところです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 確かに２名だったらどこの地区がどうなるというのがまだ定かでないの

で、いろいろな感情がいろいろな地域の方から湧いてくるかもしれないなという気

がしますけれども、その辺りはどういうふうにお考えですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 その点につきまして、それは主軸ではないと思いますが、大学の先

生それから教育事務所の方、行政職員を除いて、どこの地域から来られる方なのか

ということも考慮に入れながら選定に当たってまいりたいと考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 船尾と弓削田の時は市Ｐ連の会議にいたのですが、船尾を入れてください

と言うお声が出ました。でも、市Ｐ連全体の意見として、これは船尾だけの問題で

はなく市全体の統合の話になりますのでということで、最終的には船尾の方ではあ

りませんでした。そういったこともありますので、市Ｐ連の皆さんもその辺りはき

ちんと冷静にご判断なさると思いますけれども、そういった経過をご存知ない方は

代表になった方の地域があまり動かなくていいようなイメージになった時に少し
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ご不満が出るかもしれませんけど、その辺りのところはきちんと市Ｐ連で公正に決

めましたよということで、私がこうやって覚えているように皆さんに認識していた

だきたいなとは思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 大事なことの一つにこれから学校に子どもを入れる親御さんの思い、幼

稚園に通っている子どもさんのお母さん方、そういうお母さん方の声をどういうふ

うにして拾い上げるかというのは大きな問題だと思います。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 繰り返しになりますが、その点につきましては説明会にお伺いをし

て、そこにおいでいただくということでご意見を賜りたいというふうに考えており

ます。なにせ審議会も進めなければいけませんから、審議会のメンバーが多くなり

すぎるということは審議会が進まないということにも繋がりますので、メンバーは

絞りつつ、説明会を充実させることでご意見をいただくような形をとらせていただ

きたいというふうに考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    何しろ基礎的な情報です、きちんといろいろな方に知っていただくという

のが何よりも審議の内容を正しく受け止めていただくためのミソだと思います。新

しい方が増えれば、先程の小中一貫校と統合の話はまた別物ですよとか、少人数と

小規模校は違いますよとか、そういうことをまた一から説明しなくてはいけません

から、それこそ幼稚園のお母様なんかはその辺りは全然ご存知ないでしょうから、

そういったところからいろいろな方にご説明をしないといけない、とても大変なこ

とだと思いますけれども地域の皆さんに説明するというのは何かプランはあるの

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    どのタイミングでということはこれから策定しなければならない

と思いますが、住民説明会をもってご意見を伺おうというふうには考えているとこ

ろです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 どんな方が出てくださるか。少ししか集まらなかったりではやはり効果が

ないですよね。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員    資料を見たら、住民説明会が４月から６月の間になっていますね。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 校区活性化協議会で地域の方とか、学校に通わせている方とか、未就学

の子どもをお持ちの方とか、そういう方々の意見というのを吸い上げていただいて、

それを審議会の方に持ってきていただくというのも大事かなと思います。校区活性

化協議会というのがある訳ですから、そこでできるだけ吸い上げてもらうというの
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も一つの手かなと思います。 

○○○○教育部長教育部長教育部長教育部長 先程から委員構成につきましてのご質問等でございます。当初、われわ

れ事務局もいろいろなパターンを考えました。一定の校区の方々に入っていただく

とか、いろいろな区長会の校区がございますので、そこの方に入っていただくとか、

公平性を欠かないような案とか、そういうふうないろいろな案を考えまして、事務

局で協議した結果、やはり多人数になるとなかなか議論が難しいというのが一番の

結論になった訳でございます。その中でどういうふうなメンバーでご意見を頂戴で

きる体制がいいのかということと、議論していただくには世代的なことも考えなけ

ればいけないということも議論いたしました。そういった中で最終的にはこういう

メンバーでさせていただくのが一番良いのではないだろうかというふうな案でご

ざいます。そのかわりと言ってはなんですが、先程から課長が申し上げております

ように地域に説明に伺ってご意見等を頂戴していかなくてはきちんとご意見等が

入らない場合があるということも十分踏まえた上で今後進めていくということで

今日、ご提案させていただいているところでございます。委員につきましてはそう

いう考え方のもとで検討をさせていただきました。そこで、教育委員さん方には策

定方針の中で先程、課長がご説明申し上げました⑵の学校適正配置の校数は、２校

を基本とする。また、⑶の小中一貫校の新設は、校区再編の軸としないという内容

を充分ご理解いただきました上で、ここを教育委員さん方がきちんとこういうふう

な方針で行くんだというふうな考え方をいただければということでご提案させて

いただいているところでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 前回、きちんと結論が出なかった１つは先程、訂正していただいたような

ことですけれども、もう１つは審議会のメンバーがどんなふうになるのであろうか

という不安があったからです。今、見せていただいた地域の代表の皆さん、６名に

なるのですか、いろいろな地域からダブらずに出ていただくという形になるのか。

それとも、活性化なら活性化で話し合っていただいて、あなたが出てという形にな

っていくのか、そこら辺もあるとは思うのですが、そこら辺のご配慮は何かされて

いるのでしょうか。それは各団体にお任せになっているのでしょうか。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 教育委員会の方でご承認いただければ今から各協議会の方にお願いに

回る訳でございますが、やはり６名でございますので、ある程度は同じ校区にダブ

らないような形、ご配慮をお願いいたしますということでお願いにあがりたいと思
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っております。しかしながら、やはり最終的には校区活性化とか、市Ｐ連とか、そ

ういったところの判断になりますので、あくまでもこちらの方はお願いをするとい

う形で、偏らない形をお願いにあがろうと考えております。  

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 地域への説明会とおっしゃいましたが、それはこのスケジュールでいう

といつ頃されるのですか。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 このスケジュールで行くと、この審議会への諮問がございます。その後

に答申というのがすぐございます。この間に地域の方のご意見をいただきにあがら

なくてはいけないかなと思っております。審議会に諮問をいたします、こういうこ

とを協議してください、検討してくださいというふうな形で審議会にお願いします。

事務局としては協議から答申までの間にいろいろなご意見をいただかないと、この

地元ではこういうふうなご意見がございますというようなことが申し上げられな

いというふうに思っております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 審議の過程で地元の皆さんのお声を反映させるということになりますね。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 それは少しおかしくありませんか。片方では審議していて、片方では市

民の声を聞いて回るというのはどんなものですか。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 協議の中で住民の方等がどういうふうに考えているのかということは

審議会に報告する必要があるのではないかというふうに事務局としては考えてお

ります。まだ全体的に時期的なことを考えている訳ではありませんし、まだ教育長

とも話をしている訳ではありませんが、そういう思いが一つです。それから、答申

をいただいた後に、基本計画決定するまでの間か、基本決定した後か、再度住民の

方にご意見等を頂戴する、これがパプリックコメントで終わってしまうのか、それ

とももう一度地域に入ってご説明申し上げるのか、そこのところはまだ未確定です

が、そういうことが必要であろうとは考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    前回の船尾と弓削田の時は、答申が唐突に新聞発表になってから、地域に

ご説明に上がりましたのでそれは大変でした。地域の皆さんの言い分というのがあ

りますので、それが受け入れられる、受け入れられないは別として、やはり声は上

げておきたいというのが、私でもそうですし、皆さんもそうだと思います。私の意

見です、この地区の意見ですというおっしゃりたいことがかならずあると思います

ので、新聞報道が出てしまってうまくいかなかったという反省点がございますので、

今回の事務局が地域の皆さんのお声を審議の中にお届けするというのはその点か
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ら見るといい案ではないかと思うのですけれども、かなり混乱を期すとは思います。

私は参りましたのでわかりますが、ご意見の嵐の中、それはもうそれぞれの地区の

熱い思いがかならずありますので、それを持って答申を作るという方のご苦労はか

なりたいへんだとは思いますけれども、そこをうまく何とかまとめあげられるかど

うかというところだと思います。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 言葉足らずで申し訳ありません。先程、地域に入って、ご説明申し上げ

ていろいろなご意見を頂戴いたしますということの前提は、やはりこの審議会にそ

ういうことをお諮りして、それから地域に入っていくということでございます。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 少し離れたことをお聞きしますが、以前、２つの中学校が一緒に修学旅

行に行ったらどうなりますかということをお聞きしたことがあると思います。それ

は大変なことになるというようなお話があったと思うのですが、今回この案がうま

くいったとして、２校ということはたぶん東区は１校ということになると思うので

すが、それで生活指導とか、そういうことは大丈夫ですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 それはやはり子ども達の帰属意識の違いだと思います。どこの集団

に属しているかということです。学校が大きくなっても、それは１つの学校の中で

あり、僕の学校、私の学校ということができますので、その帰属意識によって大き

く違うと思います。違う学校と思っているからこそ１つになっての対立は生まれま

すが、同じ学校の中であれば子ども達の中では違いというのは生まれませんので、

まずそこは解決です。先生方もその分教員の数が増えていく訳ですから、１人の子

を多くの目で見る、その分子どもの数が増えますが、多くの目で関わることができ

るのではないか、つまり教育効果は上がるというふうに考えます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    ただ、子どもの目から見るとそうなのですが、大人の目というのはいつも

偏見というか、縄張り意識というものがありまして、なかなかその辺りが難しいと

いいますか、あそこの学校は昔はこうだったとか、そういうことがどうしても出て

きますので、そこら辺は大人が賢く立ち回らないと難しいところだと思います。そ

の辺りは雰囲気づくりをしていくことが大事だと思います。絶対あそこと一緒にな

るのはいやとか、ここまで行くのはいやとか、そういうことは皆さんあるとは思い

ます。もちろん遠くまで行くのは嫌だし、もちろん思い出の学校がなくなるのも嫌

なので、とても大きな波風が起こると思います。でも、今、乗り越えなければ子ど

も達の学力の保証はできないですよということをきちんと前面に出して、ご説明し
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て何とか進めていっていただきたいと思います。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    それでは、この基本計画審議会の委員さん方のメンバー表にまでご

意見は進んでおりますので、もし、この１２名の構成でご異論がなければ各組織に

就任を打診してまいりたいというふうに思います。また、各組織から了承が得られ

れば正式に決定して事務報告をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 ＰＴＡをもう１人と、それから、伊田幼稚園のお母さんをもう一人とい

う訳にはいきませんか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 何で伊田幼稚園なのですか。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 伊田幼稚園でなくてもいいのですけど、例えばということです。これか

ら入学を控えている親御さんの思いを聞くということです。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 委員さんがおっしゃられたのは市Ｐ連をもう１名増、それと小さいお子

さんをお持ちの父兄の方のご意見等も必要じゃないかということではないかと思

います。これは事務局の案でございますが、例えば、逆に市Ｐ連の方からも、もう

１名増やしてくれないかいう案が、もしかしましたらあるかもしれません。ただ、

いろいろなものをお聞きしていく中で全部のご意見を頂戴するというのは非常に

難しゅうございますので、できれば原則，今のこの案でいかせていただきながら、

万が一の時は委員長にご相談をさせていただくという形でいかがでしょうか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 公門委員さんのお気持ちは大変良くわかります。私も結婚して田川に来る

と決まった時、一番に考えたのは子どもにきちんと教育ができる環境があるかとい

うことでした。まだ子どももいない段階で子どもの未来について考えるのは当然の

ことです。ただ、実際に子どもを育ててきて思うのは、確かに子どもが幼稚園の頃

に中学生がどれくらいいたら、子どもがうまいこと勉強できるかなんてことは全然

思ってもみませんでした。ですので、たぶん若い皆様からはまだずっと先の次元の

ことを前提としてのご意見が出てくると思います。そういったものをどのような形

で入れていくかというのはこれも難しいところではあるでしょうけれども、若い方

のご意見をお聞きするというのは、確かに大切なことだとは思います。今、思った

ことですが、地域に説明なさる時に例えば、各学校の保護者会にお伺いするとか、

幼稚園とか保育園の中で将来像を語るとか、そういったご説明の仕方もあるのでは

ないだろうかと思います。その辺りは柔軟に考えていただけるなら、いろいろな方
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の理想とする教育というものを伺うというのも必要です。ただ、今回の審議会のメ

ンバーについて事務局はずいぶん頭をひねって、ここまで絞り込まれたのだと思い

ます。こういった審議についてのご経験もずいぶんあるのでしょうから、この人数

に絞り込まないとなかなか結論は出にくいということだと思います。委員さん方、

このメンバー構成についていかがでしょうか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 聞いた範囲で理解して、人数としてはこれでいいだろうと思います。た

だ、区長会は活性化協議会の一員ですから、区長会と活性化協議会はこれでいいの

かなという気はしました。活性化協議会の中に区長会としての部会が一つあります

から、例えば、活性化協議会にはそこの地域から区長が全部入ってきて、活性化協

議会の１つを作るということがありますから、ダブっているなという気持ちはあり

ました。ただ、これでやろうということであれば構いません。原案を賛成の上で言

うのですが、２名は公募というのも面白いかなとは思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そういうこととは存じませんでしたが、活性化の仕組みというのはそうい

うふうになっているのですか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 確かに活性化があって、そこに区長さんも一緒に入って、まとまってやっ

ているというところもあります。区長さんというのは行政の末端で一生懸命、各区

で世話をしているんだという気持ちで活性化とは別にいろいろなことを計画して、

やっている区長さんたちもたくさんいます。だから、そういう意味でこれはこれで

いいのではないかなという気がします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    活性化ができた頃に記憶しているイメージとしては活性化がだんだん活

発になってきて、脚光を浴びだして地域の核といますか、そういうポジションを役

所の方が期待しだした頃に区長さんと活性化の会長さんの折り合いが悪いといい

ますか、そういうふうな時期もあったように思います。その辺りがうまく折り合い

がつくといいますか、そういう地区ばかりではないとは思いますが、活性化と区長

さんの状況によってということであれば、この案はどうかと思いますが、いかがで

しょうか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 例えば、区長さんが活性化の会長さんも兼ねているというところもありま

す。どういう方が出てこられるのか、出てみないとわかりませんけれども、そうい

う面では活性化と一緒になって考えられるところもあると思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そうなりますと、活性化協議会と区長さんは同じ地域、同じ校区が重なっ
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たところは避けた方がいいのかもしれないという気がしますが、いかがでしょうか。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 非常に申し上げにくいのですが、現状といたしまして田川市は校区活性

化協議会、それから区長会というふうな二元体制であることは事実でございます。

従いまして、そういった中でこういった案を考えさせていただきました。 

○○○○委委委委員長員長員長員長 良くお考えになってのことだと思いますので、信頼申し上げたいと思いま

すけれども、やはりいろいろな地域がありますので、ご意見のお声の大きいところ

と出ないところ、出にくいところというのがあります。そういうことのないような

メンバーといいますか、大きい声の方の意見がとおってしまうような審議会にはな

らないように、ぜひともよろしくお願いします。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長    そういったことも若干懸念されます。しかしながら、このメンバーを見

ていただきますと、第三者的といったら語弊がございますが、学識経験者２名、そ

れから筑豊教育事務所の方が２名、それと市職員が２名という形で、ある程度地域

の方と第三者ではないのですけど、第三者的な形の方とで半々でいっておりますの

で、そういうような声の大きい方のご意見がとおるというふうな形にはならないの

ではないか、きちんとした審議がしていただけるのではないかというふうに考えて

おります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 前回の適正規模審議会は大変難しい中で答申をいただいたのですけれど

も、やはり短い期間で決められた課題の中での答申でしたので、あれから１０年経

ってみるとあの答申では問題があったなということで変更をされてきたところも

実際にございます。ですから、今回は将来に亘って２０年とかではなく、もう少し

先までを考えた中でやっていただかないと、どうしても実施するまでにあと何年も

かかりますので、出来上がった頃には状況が変わっていましたということになった

らいけませんので少し先のことを、遠目に考えていただければと思います。前回、

教育委員は答申が出ました時に先になったらどうなるのだろう、田川市の人口の動

向が変わるのではないかという不安がよぎったことは確かですので、そこら辺のと

ころはきちんと資料をお出しして、ご判断をしていただけるような態勢で向かって

いただきたいと思います。さて、この審議会のメンバーについて再度お伺いします

けれども、よろしいでしょうか。 

（教育委員より了承の声あり） 

 それではよろしくお願いします。策定方針（案）は全面的に教育委員会として承
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認して事務局にお任せするということでよろしいでしょうか。よろしくお願いしま

す。それでは、本日の学校適正規模についての審議はここまでとします。 

  次に移ります。日程日程日程日程第第第第９９９９    事務報告事務報告事務報告事務報告「「「「田川市立図書館及び田川市美術館の指定管田川市立図書館及び田川市美術館の指定管田川市立図書館及び田川市美術館の指定管田川市立図書館及び田川市美術館の指定管

理者制度導入について理者制度導入について理者制度導入について理者制度導入について」」」」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 「田川市立図書館及び田川市美術館の指定管理者制度導入について」事

務報告をさせていただきます。まず、平成２６年度第３回田川市美術館協議会につ

いての報告をさせていただきます。平成２６年度７月２２日に第３回の美術館協議

会を開催いたしました。事前に美術館協議会の会長さんから委員の全員参加をお願

いしたいということがございましたので、日程を調整しまして当日１０名の委員さ

ん全員に参加をしていただきました。第２回は６月１４日に長崎の歴史文化博物館

の方に視察に行ったのですが、その時に参加できなかった委員さんが３名いらっし

ゃいました。また、今年度はちょうど委員の任命の年でしたので、２名の新任委員

さんがいらっしゃるということで最初に指定管理者制度とはどういうことかとい

う説明から入らせていただきました。そして、田川市美術館の現状の説明をさせて

いただきまして、指定管理者制度のメリット、デメリットについて、また、指定管

理者制度を導入した後のデメリットを消すための市としても確保すべき事項とい

うことについて説明をさせていただき、その後にそれぞれの委員さんの意見をいた

だくような形にいたしました。長崎の歴史文化博物館を視察しておりましたので、

指定管理者制度ということについて以前、自分が思っていたよりも実際に民間活力

を活用してがんばっているね。指定管理者制度もやり方によってはとてもいいので

はないかというふうに、自分の意識が変わったというような意見を言っていただく

委員さんもいらっしゃいまして、おおかたとして指定管理者制度の導入については

市の第５次総合計画にも挙げておりますし、その方向性というのは決まっておりま

すので全面的に反対ということはないけれども、結局はやり方ではないかというこ

とでございました。美術館協議会が具体的な審議に入りましたのが今年に入りまし

てからでございますので、内容についてもう少し検討を深めたいというのが審議の

意見といいますか、最後はそういうところに落ち着いているような状況です。美術

館協議会の委員さんの中からは美術館と図書館が同じ文化エリアにあっても専門

性が違うので一括での指定管理というのがなかなか難しいのではないかというご

意見がございましたので、私が清須市の美術館と図書館を一体で指定管理をしてい
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る夢広場はるひに視察に行きますということをお話をして、視察に行きました後で

その報告を兼ねて美術館協議会を開かせていただきたいということで７月２２日

の美術館協議会につきましては審議が終わっております。次に、清須市の夢広場は

るひについての視察についての報告です。これはつい一昨日ですが、田川市議会の

総務文教委員会が行政視察に行くということを事前に伺っておりました。議会の行

政視察は８月５、６、７日と二泊三日だったのですが、２日目は夢広場はるひの視

察に行かれるということでしたので、その視察についてのみ随行させていただいて

私が行ってまいりました。この清須市というのは愛知県の名古屋市のすぐ北西に隣

接しておりまして、面積が１７．３２キロ平米ですので、田川市の３分の１以下の

面積で人口は６万６２２１人、２００５年に西枇杷島町と新川町と清洲町が合併し、

その後２００９年に春日町が編入合併して、現在の清須市になっております。織田

信長の清洲城があった土地柄で、庄内川の下流域ということで地形がとても平坦で、

迎えに来てくださった清須市の議会事務局の方は自転車でも市内は動けますよと

いうようなところでした。名古屋市の隣接地ではありましたけれどもバスの路線と

かもないような地方都市という感じですが、名古屋市に隣接しているということで

かなり人口密度の高いベッドタウンという感じでございました。肝心のその夢広場

はるひという施設ですが、これは清須市立図書館と清須市のはるひ美術館というの

とはるひ夢の森公園という３つの施設からなった総合施設ということでございま

す。夢広場はるひというのは、指定管理者を導入する際、一帯にそういう名称をつ

けて指定管理者を導入したという形になっております。その指定管理者制度の導入

が平成２４年４月１日でございまして、その時点ではまだ市立図書館は開館してお

りませんでした。清須市というところは愛知県で唯一公立の図書館がなかったとこ

ろでして、合併前はそれぞれの町に公民館図書室しかなかったところでございまし

た。合併を機に市立図書館の建設というのが市長の公約でもあったようでございま

す。それで、図書館の建設といいますか、もともと合併する前に春日町に美術館と

夢の森公園という広場と保健福祉センターが一体でありました。その保健福祉セン

ターを改築、改造いたしまして図書館としてオープンしたというような形です。そ

れで平成２４年４月１日に指定管理者制度を導入して、一体管理を始めたというこ

とでございます。一体管理ということについて専門性が違うということで、私もそ

の辺りは質問をさせていただいたのですが、実際の事業者はＴＲＣという図書館流
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通センターというところと中日新聞社とデパートの三越、その三社の共同体が指定

管理者として決められて事業者として選定されております。ＴＲＣという図書館流

通センターはもともと図書館についてはプロの事業者ですし、三越と中日新聞社が

美術館については広報とか、企画とかを一緒に連携しながらやっているということ

でございました。実際の効果としては管理運営の一体性が確保できるということ。

図書館と美術館の連携した事業実施が可能になるということ。３つの施設がありま

すので自主事業について事業者のインセンティヴが働くということ。その他には維

持管理とかについて経費削減が図られるということでございました。実際の運営に

ついて専門性が違う三社の合体した事業者ということで、特に不都合というのはあ

りませんかという少し失礼な質問をさせていただいたのですが、実際に指定管理者

になりましたら、必ず所管課のモニタリングというのが毎月実施されます。清須市

の場合、所管課は生涯学習課でしたけれども、そのモニタリングとそれ以外に生涯

学習課、都市公園関係の職員、指定管理者とそれぞれの代表者が入りまして運営協

議会というのを毎月実施しているそうです。毎月２、３の提案をしながら、そこで

いろいろな問題点を解決していっているというような状況で、運営については非常

にうまくいっているとのことでございました。実際に所管課であります生涯学習課

の方で市民等にアンケートを取ったところ９割がたの満足感が得られているよう

な状況ということでございました。実際に図書館につきましては、以前が公民館図

書室ですので図書館に改造されて施設そのものも広々として、書架と書架の間も広

くとり、児童室についてもかなりお話コーナーも広くとっておりまして、のんびり

ゆっくり過ごせるような空間が作られておりました。当然、市立図書館になりまし

たことで貸し出し冊数等も増えておりまして、桁が違うような感じで増えておりま

すし、利用者も増えております。美術館そのものも美術館は元からあった美術館で

すので、施設がそんなに変わったということではないのですけれども、実際に事業

者の企画力が発揮できているのではないでしょうかということで利用者数につき

ましてもかなり増えているような状況を見てまいりました。午前中を清須の視察に

充てて、総務文教委員さん方は午後からまた他のところを視察ということだったの

で、短い時間でございましたから細かいところは改めて清須市に質問をさせていた

だかないといけないというところですけれども、一体管理で非常にうまくいってい

る施設ということで見てまいったところでございます。次に、指定管理者制度導入
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施設への教育委員さん方の視察ということで、場所についてはどちらがよろしいで

しょうかというご相談を受けましたが、武雄市の図書館を見てみたいというご意見

をいただきましたので、事務局の方で現在、調整中でございます。武雄市の図書館

は皆さんご存知のとおりとても話題になっておりまして視察の団体がとても多く、

調べましたら図書館の視察につきましては毎週水曜日と木曜日の午前中というふ

うに決まっているようでございます。水曜日か木曜日の午前中に９時からと１１時

からの２回、複数団体での合同視察というふうになっているようでございますので、

水曜日と木曜日で日程調整をさせていただきたいと考えております。以上で報告を

終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 図書館の本については北九州市ですか、公民館に本を置くようになったと

いう話もありましたが、これから指定管理者になって、いろいろな柔軟なやり方も

できるのではないかと思います。 

        何か、ご意見等ありませんか。ないようですので、次に移ります。 

なお、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。 

それでは、日程第１０日程第１０日程第１０日程第１０    事務報告「田川市石炭・歴史博物館改修工事について」事務報告「田川市石炭・歴史博物館改修工事について」事務報告「田川市石炭・歴史博物館改修工事について」事務報告「田川市石炭・歴史博物館改修工事について」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長 「田川市石炭・歴史博物館改修工事について」ご報告いた

します。まず、趣旨からご説明申し上げたいと思います。山本作兵衛コレクション

の世界記憶遺産登録、平成２３年５月に登録を受けましたが、その登録を受けまし

て、平成２４年５月に取りまとめました「山本作兵衛氏の炭坑の記録画並びに記録

文書の保存・活用等に係る検討結果報告書」に基づきまして、当該コレクションを

適切に保存・管理するため、田川市石炭・歴史博物館の改修工事を実施するもので

あります。なお、今回の改修工事の範囲といたしましては、主に、第２展示室、こ

ちらは２階でございます。また、同じく２階の収蔵室、屋外収蔵庫、博物館共有部

分ということでございます。改修工事の内容、こちらあくまでもまだ設計の作業を

行っておりまして、まだ予定でございますが、まずは別紙１をご覧いただきたいと

思います。こちらが博物館の２階部分になります。今回山本作兵衛コレクションで

すが、皆様ご存知のとおり、いわゆる普通の画用紙に書かれた炭坑記録画が構成資

料としてはほとんどということでございます。いわゆる酸性紙と呼ばれる紙を使用

しておりますので温湿度の急激な変化に非常に弱いといった特性がございます。非
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常に保存に適していない紙であるということでございます。従いまして、今回の改

修の主な目的は先程、申し上げました温湿度の急激な変化を極力予防するといいま

すか、そういったところを解消するというところが今回の改修の主な目的でござい

ます。具体的に申し上げますと、図面の左下に収蔵庫というところがございます。

これまで収蔵庫につきましては山本作兵衛コレクションの構成資料並びにその他

の文化財資料をここで保管しておりますが、今回、山本作兵衛コレクションに特化

したような収蔵庫にしたいというふうに考えております。その位置付けを前提とい

たしまして、先程申し上げました温湿度のコントロールが極めて厳格に行えるよう

な環境として整えたいというふうに思っています。具体的に申し上げますと、いわ

ゆる空調機を今の空調機ではなく、最新のレベルの高い温湿度のコントロールがで

きるような空調機を新たに備えつけるというものでございます。その収蔵庫で山本

作兵衛コレクションをこれから保存、保管してまいります。そして、現在展示室と

して、また今後も使用を予定しておりますのはちょうど真ん中にあります展示室⑵

と書いております、こちらがいわゆる第２展示室でございまして、山本作兵衛コレ

クションの展示をしているところでございます。こちらにつきましても先程申し上

げました温湿度の管理が厳格に行えるような空調設備を同じく共有で整えたいと

いうふうに考えております。現在、学芸員が収蔵庫に保管している山本作兵衛コレ

クションの炭坑記録画等々を第２展示室に移動させるためには、一旦収蔵庫を出ま

して、それから廊下を移動しまして、そして、２重扉と赤字で書いておりますが、

こちらの通常の出入り口から入っていきまして展示室で展示をする。あるいは展示

したものを収蔵庫に片付ける時、収納し直す時も同じような動線を使いまして移動

を行うということでございますが、先程申しました収蔵庫と第２展示室のみ温湿度

のコントロールを厳格に行っても一度廊下で出てしまいますと、いわゆる温湿度が

急激に変化するといったことになります。収蔵庫と第２展示室の間に準備室と書い

ておりますが、こちらは今、図書室として利用しております。こちらを準備室とし

て位置付けまして、こちらの部分につきましても先程言いました同じような温湿度

のコントロールを行いまして、収蔵庫から準備室、そして第２展示室というふうに

この限られた空間の中だけで山本作兵衛コレクションを移動できるような形で改

修をしたいというふうに考えております。従いまして、山本作兵衛コレクション構

成資料を先程申し上げましたが、収蔵庫から準備室、そして第２展示室あるいは第
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２展示室から準備室、収蔵庫ということで極めて限定的なエリアだけを移動する。

そのエリアの中では確実に温湿度をコントロールしていく。そういったような改修

を行ないたいというふうに考えております。その他警備の改修もございますが、今

回の改修の内容は以上のものでございます。もう１点だけ補足で説明を申し上げた

いと思っておりますのは、その準備室の上に赤字で低温収蔵庫と書いております。

こちらは現在、暗室でございます。ただ、実際は暗室として使用しておりません。

今は書庫みたいな形で利用しております。低温収蔵庫と呼ばれる部屋はどういった

部屋なのかと申しますと、いわゆる田川市が所有している山本作兵衛コレクション、

これが６２７点ございますが、そのうち５８５点が炭坑記録画でございます。それ

以外につきましては、日記や雑記帳がございます。その日記や雑記帳を今回、専門

家の先生方に状態調査を行っていただきますとかなり劣化が進んでいるというこ

とでありまして、現在の文化財保存科学の研究の段階、状態では今すぐこれを元に

戻すようなことはできないというふうに言われております。と申しますのが、文化

財の保存科学という分野がございますが、国内におきましては対象となる紙はいわ

ゆる和紙を対象にした研究が第一に進んでおりまして、先程申し上げました酸性紙

を対象とした研究は進んでおりません。と申しますのが酸性紙に書かれた資料が今

回の山本作兵衛コレクションのように国内あるいは世界的に高い評価を受けると

いったような資料がこれまで存在しておりませんでしたので、そういった紙の長期

保存に向けた研究というのがなかなか進んでいないということでございます。ただ

し、今回の山本作兵衛コレクションのユネスコ世界記憶遺産登録あるいは今回国内

選考を通りました舞鶴の引揚記念館の資料、そういったような世界記憶遺産を通じ

ていわゆる近代の紙を使った文化財資料が近年高い評価を受けておりますので、こ

れから文化財保存科学の分野でそういった酸性紙の長期保存に向けた研究が進む

であろうということでございますので、それまでの当分の間、可能な限り延命措置

を図る必要があるということでございます。日記や雑記帳の延命措置を図るために

は通常よりも低い温度、低温で収蔵するしか今のところ方策がないということでご

ざいまして、この低温収蔵庫という小さな部屋の中を大きな冷蔵庫みたいな形で見

立てまして１５度から１７度くらいの温度で一定の温度を保ちまして、長期保存す

ることが最適であるといったような先生のご提言をいただいておりますので、今回

このような改修を行いたいというふうに考えております。続きまして別紙２をご覧
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いただきたいと思います。今回の博物館の改修の主なエリアは先程申し上げました

が、ほとんど２階に集中しております。１階部分は極めて限定的な箇所になります

が、大規模な改修は１階部分はございません。サインの誘導をもう少し来館者の

方々にわかりやすく設定したり、外の地上の高さと１階のロビーの高さの高低差の

問題がありまして、大雨が降りますと１階のロビー部分の床が浸水するといったこ

とがございますので、それに対する改修といったようなことを行いたいというふう

に考えております。この図の左下をご覧いただきたいと思います。今回既存の空調

設備に付け加えまして、先程申し上げました第２展示室、収蔵室等々を対象にした

新たな空調設備を別途設ける形になりますので、現在の空調機械室では収まりきれ

ない可能性がございます。従いまして、現在この空調機械室の左側の部分は荷解き

室という部屋でございますが、若干そこにせり出す形で空調機械室が拡張する必要

があるということでございます。最後に別紙３をご覧いただきたいと思います。こ

れに合わせまして屋外の収蔵庫につきましても大規模ではございませんが、所要の

改修を行いたいというふうに思っています。現在、屋外収蔵庫につきましては石炭

系の文化財資料あるいは民族系考古系の文化財資料が幅広く保管されておりまし

て、こちらにつきましては山本作兵衛コレクションに関するものは基本的に収蔵さ

れておりませんが、少し不具合等がございますのでそこにつきまして所要の改修を

行いたいというふうに思っております。具体的に申し上げますと、こちらの収蔵庫

にはトップライトといいまして、天井が少し開いておりまして直射日光が入るよう

な形になっております。直射日光は文化財資料に与える影響が悪いものがございま

すので、そのトップライトを封鎖しまして、こちらにつきましても経年劣化が進ん

でおりますので、床の張り替え、内壁、天井の塗り替え、そういったことを行いた

いというふうに思っております。それと合わせまして、先程申しあげました現在の

図書室が準備室に変更になることに伴いまして図書機能が失われてしまいますの

で、屋外収蔵庫のところにその書庫としての機能を備え付けたいと考えております。

これから具体的な設計作業に入ってまいりますので、今後細かなところで若干変更

があろうかと思いますけれども、現段階での改修の内容というものをおおまかに申

し上げますと以上のとおりでございます。資料の本ページに戻っていただきまして、

今後の予定でございます。現在、先程申し上げました設計業務を行っております。

当初の予定では、昨年の１１月２５日に設計作業が始まっておりますので、本年３
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月３１日までが通常の委託期間でございました。しかし、かなりその作業が難航し

ております。現在１回目の契約変更を行いまして、委託期間の延長を行っておりま

す。そちらが平成２６年８月２９日ですが、まったくこれで終わる見込みが立って

おりません。現在の見込みとしましては本年の１２月２６日を一応の委託期間の延

長として予定しております。なぜ、ここまで設計作業が難航しているのかと申しあ

げますと、１つは当初見込んでいました改修の内容に加えまして、先程申し上げま

したように暗室の改修であったり、思いのほか経年劣化に伴う要改修箇所というも

のが新たに判明をいたしております。ただし、工事請負費の概算の大枠はできてお

りますので、その大枠の中に何とか今回の改修工事の費用を収める必要があるとい

うことですので優先順位を定めまして、どれから改修を行うかといったような調整

に難航いたしまして、ここまで作業がかかってしまっているということでございま

すが、何とか今年中に設計作業を完了したいというふうに考えております。今回改

修を行います対象のエリアが先程から何度も申し上げております収蔵室であった

り、屋外の収蔵庫であったりと文化財資料を現在保管している場所が対象になって

おります。そこには２万点とも言われるくらいの文化財資料が保管されております

ので、その改修工事期間中どこかに一旦移さないといけないという作業がございま

す。そちらにつきましては、その文化財資料の持つ性格であったり、性質であった

りあるいは重要性といったものも加味されますので、何箇所か関係機関に交渉を行

っておりまして、その一時保管場所を確定すべく作業を行っているということでご

ざいます。具体的には年明け、来年１月から２月くらいにかけまして、先程申し上

げました点数の文化財資料をそれぞれの受け入れ可能な場所に移動させるといっ

た作業が生じるということでございます。現時点におきまして、改修の工事といた

しましては、若干遅れておりまして来年の３月から再来年の３月くらいまでを今の

ところ見込んでおります。こちらにつきましても、これからの設計の作業内容に伴

い、若干変容する可能性があるということでございます。あくまでもこの平成２８

年３月末までと申し上げておりますのは枯らし期間を含むということでございま

す。こういったような形で非常に長期に亘って、今から博物館の改修工事を行うと

いうことですが、教育委員の皆様はご存知のとおり、現在ユネスコに申請されてお

ります九州山口の近代化産業遺産群、明治以後の産業革命遺産と現在呼んでおりま

すが、そちらにつきましては、早ければ来年の６月ないし７月くらいに世界文化遺
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産に登録されるのではないかというふうに言われています。この明治日本の産業革

命遺産の関連資産として、二本煙突、竪坑櫓が位置づけられておりますので、当然、

世界文化遺産に登録された暁にはその関係の方々、来訪の方々が田川の地にたくさ

ん訪れていただけるのではないかというふうに期待できるところでございます。そ

の時、来年の６月、７月というと、ちょうど改修の真っ盛りでございまして、田川

に来たけれども博物館が開いていないといった事態に陥る危険性が非常に高いで

すので、私どもとしましては今後、設計業者あるいは施工の業者と協議していく必

要があると思っておりますが、可能な限り一部分でも開館できるようなそういった

運営を目指していきたいとこのように考えております。本日はまだ設計の作業が終

わっていない現段階の状況の説明でございましたので、事務報告という形をとらせ

ていただきましたが、設計作業が終わりましたら実際に最終的な改修案ということ

で教育委員会の議決、承認をいただく必要がございますので、またその時に詳細な

ご説明を申し上げたいと思っております。以上で説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 設計業務の委託期間の変更から荷造り、搬送、警備、建物も強化されます

が、かなりの予算が見込まれるのでしょうね。 

○記憶遺産推進室長○記憶遺産推進室長○記憶遺産推進室長○記憶遺産推進室長 実は、この博物館の改修工事の工事請負費は市の予算に計上さ

れております。２億７５００万円という金額が計上されているがために今、２億７

５００万に収めるための作業を行っているということです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 設計業務の委託期間が伸びた分とか、いろいろな荷造りもそれぞれに異な

って大変でしょうし、搬送も大変でしょう。そういった分の予算もその中に入って

いるのですか。 

○記憶遺産推進室長○記憶遺産推進室長○記憶遺産推進室長○記憶遺産推進室長 搬送は文化財資料ですから、例えば、私たちがトラックで運ん

だりといったようなことはとてもできません。きちんと専門の業者さんにお頼みを

しないといけないということでございます。場合によっては美術搬送の必要性も生

じてくると思っておりますのでかなり高額な予算が必要になるというふうに思っ

ております。こちらにつきましては、現段階におきまして本年１２月の補正予算で

計上させていただきたいというふうに考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問等ございませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第１１日程第１１日程第１１日程第１１ 諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告「「「「８８８８月行事予定につ月行事予定につ月行事予定につ月行事予定につ

いて」いて」いて」いて」を議題とします。 



 

 ５０ 

（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。「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○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 ９月定例会でございますが、９月５日（金）の１４時からでいかか

でしょうか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 よろしいでしょうか。 

        ご異議ないようですので、９月定例会は９月５日（金）の１４時からに決定いた

します。 

  ほかにご質問、ご意見等ございませんか。 

  それでは、以上をもちまして平成２６年第１３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２５分） 

 

 


