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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１６回田川市教育委員会１１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年第１５回田川市教育委員会１０月定例会会議録平成２６年第１５回田川市教育委員会１０月定例会会議録平成２６年第１５回田川市教育委員会１０月定例会会議録平成２６年第１５回田川市教育委員会１０月定例会会議録

の承認についての承認についての承認についての承認について」」」」を議題とします。あらかじめ送付しておりましたが、内容、文言

等についてご質疑はございませんか。 

     ご質疑がないようですので、日程第１ 「平成２６年第１５回田川市教育委員会

１０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４５号「平成２６年度教育費（１２月補正）予議案第４５号「平成２６年度教育費（１２月補正）予議案第４５号「平成２６年度教育費（１２月補正）予議案第４５号「平成２６年度教育費（１２月補正）予

算要求につい算要求につい算要求につい算要求について」て」て」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 日程第２ 議案第４５号「平成２６年度教育費（１２月補正）予算要求

について」ご説明申し上げたいと思います。まず、１ページの総括表をお願いいた

します。歳出につきましては合計で５４８万５千円の補正要求をいたしております。

既決予算額とあわせますと１２億８４５９万１千円でございます。歳入につきまし

ては３１３万７千円の補正要求をいたしております。既決予算額とあわせますと１

億８４２８万８千円でございます。歳出につきましては、まず、幼稚園園舎改築事

業費の事後調査に伴う補償費でございます。それから、特別支援教育支援員の時間

数の増に伴う補正でございます。また、文化課におきましては、石炭歴史博物館費

といたしまして埋蔵文化財発掘調査の委託費２９３万７千円を計上いたしており

ます。美術館費につきましては美術館のトイレの改修費でございます。以上が歳出

の主なものでございます。歳入につきましては、田川商工会議所女性会の寄附金に

伴う図書費の増でございます。また、埋蔵文化財発掘調査費につきましては原因者

負担に伴う県からの歳入でございます。詳細につきましては各課の方からそれぞれ

説明をさせていただきたいと思います。 

○教育総務課○教育総務課○教育総務課○教育総務課 教育総務課に係ります１２月補正予算について、その概要をご説明い

たします。資料の３ページをお願いします。事業名は幼稚園園舎改築事業費でござ

います。既定額は１２０万４千円、補正額は３６万８千円、合計の事業費は１５７

万２千円でございます。補正の理由といたしましては新園の施設整備竣工後の建物

事後調査の結果、周辺家屋等に一部損傷が認められたため、原状回復に要する費用

の負担を行うものでございます。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 学校教育課に係る１２月補正予算の説明をいたします。４ページを
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お願いします。１０款１項２目の特別支援教育充実事業費でございます。補正額は

２７万８千円でございます。補正の理由といたしましては対象の子どもさんが１名

増えたことによる特別支援教育支援員の増員に伴う賃金等でございます。補正の内

訳といたしましてはそこに書いてあるとおりですが、これまで特別支援教育充実事

業費の中で対応してまいりました。それと申しますのが、支援員さんの賃金の額を

多く見積もっている訳ではなく、支援員さんご本人がお休みをするケース、また対

象のお子さんが欠席をされた場合は支援員さんが勤務をしないとか、そういう状況

もありますので若干余裕がございました。そこで対応してまいりましたが、不足が

生じるということがわかってまいりましたので２７万８千円の増額補正をしてお

ります。以上でございます。 

○文化課○文化課○文化課○文化課課課課課長補佐長補佐長補佐長補佐 文化課に係る補正予算についてでございます。２ページをご覧く

ださい。１６款１項４目 教育費寄附金でございます。田川商工会議所女性会より

文庫用寄附金といたしまして、去る１０月３０日（木）に２０万円のご寄附をいた

だいております。なお、今回で２５回目でありまして、合計で３６８万円相当のご

寄附をいただいております。その内訳といたしましては児童書１１０３冊、紙芝居

２１８巻、紙芝居用の舞台８台を購入いたしております。続きまして、１４款３項

６目 社会教育費委託金でございます。こちらにつきましては、後程ご説明いたし

ます歳出にもございますが、西田川高校用地である上本町遺跡の発掘調査に要する

経費を原因者である福岡県教育委員会から受領するため歳入科目を新設いたしま

して、歳出経費と同額の２９３万７千円を計上いたしているところでございます。

なお、この調査につきましては平成２６年度２月から平成２７年度にかけて取り行

うものでございまして、今回計上いたしたものにつきましては平成２６年度分に該

当する費用でございます。続きまして５ページをご覧ください。歳出でございます。

１０款５項３目 図書館運営事業費でございます。図書館システム改修に伴いまし

て、今年度中にネットワークの設定変更作業が必要となったため８６万２千円を計

上いたしたところでございます。続きまして、図書館蔵書充実事業費でございます。

こちらにつきましては先程、歳入の方でご説明させていただきました田川商工会議

所女性会よりご寄附いただきました２０万円を用い、児童図書購入費としてあてが

うためのもので歳出予算を同額計上いたしたところでございます。続きまして、１

０款５項５目 埋蔵文化財発掘調査受託事業費でございます。こちらにつきまして
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は先程の歳入でご説明いたしましたとおり西田川高校にあります上本町遺跡が今

回の校舎建て替えによる開発により消滅する恐れがありますので、埋蔵文化財を事

前に記録保存するために２９３万７千円の同額を計上いたしているところでござ

います。最後に、１０款５項７目 美術館維持管理事業費でございます。こちらに

つきましては、美術館は平成３年度に建設されておりますが、多目的トイレの水が

流れないという故障が起きました。そのことから初めて改修を行うため３１万５千

円の工事請負費を計上させていただいているところでございます。説明は以上でご

ざいます。 

○世界記憶遺産推進室○世界記憶遺産推進室○世界記憶遺産推進室○世界記憶遺産推進室長長長長    世界記憶遺産推進室に係ります１２月補正予算の説明を

させていただきます。７ページをご覧ください。１０款５項９目 世界記憶遺産情

報発信・連携事業費でございます。今回の補正の理由といたしましては、今般九州

国立博物館におきまして山本作兵衛コレクション関連の展覧会を開催する見込み

が立ったことから、その関連経費を計上するものでございます。今の段階での予定

といたしましては、来年４月１日から４月１９日まで１９日間ではありますが、そ

の中で２日間休館がございますので、実質的には１７日間の開催ということになり

ます。場所におきましては、九州国立博物館１階のミュージアムホールを会場とし

てお借りいたしまして、山本作兵衛コレクションの関連の展覧会を開催したいと考

えております。今、申し上げましたとおり平成２７年４月１日が会期のスタートと

いうことになりますので、展覧会の準備といたしましては今年度に準備を行う必要

がございます。当然、ものによりましては来年度にお支払いをすることになります

が、そういったように事業が年度をまたぐような形になっておりますので、今回は

それに対応した予算措置ということにいたしております。具体的に申し上げますと、

今年度につきましてはポスター、チラシの郵送料並びに展覧会の展示資料等の運送

料、展覧会開催に伴うポスター、チラシ、リーフレットの作成委託料、こういった

ようなものは今年度に事業が完了いたしますので、１２月補正で予算計上いたして

おります。合計で５２万５千円の増額補正でございます。次のページをご覧くださ

い。この展覧会事業のうち、いくつかの取り組みにつきましては４月以降に発生す

るものがございます。具体的に申し上げますと、展覧会会期中に開催する講演会の

講師謝礼金、展覧会展示用資料の帰りの運送料、展覧会展示造作等の業務委託料で

ございます。今回の展覧会開催にあたりまして、経費が一番掛かりますのは最後に
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申し上げました展覧会展示造作等業務委託料でございます。１階のミュージアムホ

ールにおきましては通常の九州国立博物館の常設展示会場と異なっておりまして

非常に広い空間になっております。概ね３００平米くらいの空間でございます。こ

の中で展示ができるようさまざまな造作を施しまして、展示会場として設えていく

ということになりますので、こういった経費が掛かるというものでございます。以

上で説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 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 世界記憶遺産推進室に教えていただきたいのですが、九州国立博物館で

開催される展覧会ですが、これは主催はどこですか。 

○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 今の予定は田川市が主催と考えております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 田川市が主催なので予算が出る訳ですね。現在、開催されている展覧会

はいろいろなところが主催、共催となっているので、そこが予算を出しているのか

なと思っていましたから、国立博物館が主催なら向こうが予算を出すのが当たり前

ではないかと思ったものですから聞いてみました。 

○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 基本的には主催者がその展覧会の開催資金を捻出すると

いうのが一般的です。例えば、国立博物館もそうですが、他館から山本作兵衛展を

自分のところでさせてくれということになりますと、当然そこの館が主催というこ

とになります。今回、私どもの方が国博でぜひ開催させてほしいということでござ

いますので、田川市が主催、そして、九州国立博物館には後援か、共催か、そうい

った位置付けをいただきたいというふうには思っておりますが、兎にも角にも田川

市が主催ということで考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 予算には関係ないのですが、先日、石炭・歴史博物館の売店が閉鎖になる

ということが新聞に出ておりましたけれども、それに関して入場者数の減少が原因

であるというようにかなり大きく書いてあったのですが、現状はどうでしょうか。 

○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 平成２３年５月２５日にユネスコ世界記憶遺産に登録されま

したが、２３年度は１年間で１４万人くらいお越しいただきました。２４年度は９

万人、そして、昨年度、２５年度が５万２千人でございます。当然ながら落ち着き

は出ております。今年度はまだ年度途中ですが、やはり前年度と比較しましても人

数の方は前年度比で若干低めかなというふうに思っています。４月に世界記憶遺産

推進室が博物館に着任をして、毎日、お客様の状況を見させていただいているので
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すが、特徴の一つとして日によってばらつきがあるということです。一日に３０人、

４０人というときもございます。今は秋の行楽シーズンですし、先月２８日から原

画展が開催されておりますので、今は多いときで５００人以上の方にお越しいただ

いているという状況です。炭都物語でございますが、民間の販売所ということにな

りますと安定した収入がなかなか見込めない、多い時もあれば少ない時もあるとい

うことですし、総じて言えますことは原画展を開催しているときは割合お客様の数

は多いということでございます。１年間のうち２か月が原画展、１０か月間がレプ

リカ展ですので、圧倒的期間を占めますレプリカ展の時はやはり落ち着きは出てき

ているということでございます。いずれにいたしましても、炭都物語がああいう形

で閉店になるということでございますので、今後、来ていただきましたお客様にど

ういった形でお土産を買っていただくことになるのかということにつきましては、

今、決まっておりますのは今月の下旬に原画展が終わりますが、その時まではまだ

店が開いた状態ということでございますので、今月中に何らかの対応を行う必要が

あるということで庁内で論議を行っているという状況でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ほかに、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４５号「平成２６年度教育費

（１２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。 

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４６号「平成２７年秋の叙勲候補者の推薦につ議案第４６号「平成２７年秋の叙勲候補者の推薦につ議案第４６号「平成２７年秋の叙勲候補者の推薦につ議案第４６号「平成２７年秋の叙勲候補者の推薦につ

いて」いて」いて」いて」を議題とします。 

本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第６項及び田川市教

育委員会会議規則第１４条の規定により非公開としたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

（異議なしの声あり） 

 ご異議ないようですので、この案件については非公開とします。 

・ 

・ 

・ 

  次に移ります。ここからは通常どおり公開とします。日程第４日程第４日程第４日程第４    事務報告「田川事務報告「田川事務報告「田川事務報告「田川
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市新中学校設立に関するアンケートの実施について」市新中学校設立に関するアンケートの実施について」市新中学校設立に関するアンケートの実施について」市新中学校設立に関するアンケートの実施について」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 事務報告「田川市新中学校設立に関するアンケートの実

施について」ご説明いたします。１ページをお願いします。本件につきましては田

川市立中学校の再編に関して、市民等から意見を求めるために設置をいたしました

「田川市新中学校のあり方に関する審議会」の第１回会議が平成２６年１０月２０

日に開催されました。その会議において、一般市民からも広く意見を聴取するため

に、アンケート調査を実施することが決定されました。審議会の方針に従いまして、

下記のとおりアンケートを実施いたします。調査方法のところをご覧ください。別

紙１のとおりと書いております。２ページをお願いします。アンケート調査の方法

につきましては、アンケートの対象を上段の①、中段の②、下段の③の方々という

ふうに想定をしております。①が現在小・中学校に子どもさんが通われている保護

者です。この方々に関しましては、児童・生徒を通じて学校で配布・回収をいたし

ます。配布数は２６０２枚でございます。②が未就学児の保護者、つまりまだ義務

教育、義務制の学校にあがっていない子どもさんをお持ちの保護者の皆さんに郵送

によって配布・回収をいたします。配布数は１１７１枚でございます。未就学児の

保護者の数につきましては表に記載のとおりでございます。さらに、③が一般市民、

２０歳から７４歳の市民の方々です。この市民の方々には①の小・中学生の保護者、

②の未就学児の保護者を除いた方というふうに想定をさせていただいております。

人口の 1 パーセントの回収を目標といたしますので、配布数といたしましては３パ

ーセント程度ということで１５００枚でございます。一般市民の方々にも郵送によ

って配布・回収をさせていただきたいというふうに考えております。見込みといた

しまして、全配布のうち回収率を５２パーセントと想定をさせていただいておりま

す。続きまして３ページをお願いします。アンケート（案）でございます。この様

式によりましてアンケートを実施させていただきたいと思います。まず、簡単な説

明にはなりますが、中段に再編の目的、それから今回の再編においての基本線、そ

れからアンケート調査はどういうふうにこれから活用させていただくかというこ

とについて書かせていただいております。４ページをお願いします。４ページから

が具体的なアンケートでございます。なお、申し訳ありませんが、問２に修正がご

ざいます。回答者の年齢層を２０歳から２９歳を⑴としておりましたが、年齢区分
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を考えますと、未就学児がいる保護者の中には１０代の方がおられるということも

ありますので、ここでは⑴１９歳以下という項目を付け加えさせていただいて、そ

れを⑴にさせていただき、順次⑵、⑶というふうに下に送ってまいろうというふう

に考えております。７ページをお願いします。また、項目以外のご意見を聴取する

ために、このように自由意見の記入欄も設けております。１ページにお戻りくださ

い。スケジュール案でございます。明日、１１月７日に第２回の審議会が計画され

ています。１２日（水）にアンケート対象者を抽出いたしまして、１８日（火）に

アンケート配布、１２月２日（火）までの期限といたしまして、アンケートを回収

させていただき、１２月中旬に集計を完了する予定でございます。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。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 回収率の予想が小数点までついておりますが、これはどういうことでし

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 例えば、①の小・中学生の保護者に関しましては、学校教育課で実

施をさせていただいております保護者セグメント調査等の回収率から想定をいた

しました。その調査も小数点以下１パーセントで回収率を見てきている経緯がござ

いますので、それに準じて考えさせていただきました。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 ４ぺージの問５の意味がつかめないのですが、どう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 問５につきましては、学校の状況といいますか、例えば、学校は教

育施策で学校・家庭・地域の連携を強調しておりますから、学校の取り組みはでき

るだけ地域にお伝えするようにということでがんばってきている訳でございます

が、地域の方々がそれをどれくらいご存知なのかということについて把握すること

で、今回の再編に向けて中学校教育の充実に向けてどういうことが必要かというこ

とのご意見の１つにさせていただきたいというふうに考えているところです。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 問５のこの文章で今、課長がおっしゃった意味がみんなに伝わりますか。

私もこのアンケートにチェックをつけてみたのですが、問５のところだけが空欄に

なってしまいました。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 仮にここの回答に空欄が集中するということになりましたら、そこ

が足りないというふうな判断がこちらとすればできる訳です。そこが足りないとい

う事実が明らかになりましたら、そこを丁寧に説明していかなければならないとい
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うことに活用できることになりますので、そういうふうに活用していきたいと考え

ております。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 今、課長がおっしゃったことは言葉として大変わかりやすかったのです

が、問５についてそういう文章に変えていただくことはできないのですか。もし、

まだ時間的に可能なら課長がおっしゃったような意味が、回答する人たちにスムー

ズに伝わるように少し手を加えていただけたらと思います。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 実はこのアンケート項目につきましてはアンケート調査を専門に

していただいている大学の先生にご相談をしまして、全部チェックをいただいて、

これだったらアンケートとしていいだろうとなったものです。私共が心配しますの

はアンケート調査にこちらの意図といいますか、恣意的なアンケートになることが

一番困る訳ですから、そういうこともないでしょうか、ということでチェックをい

ただいた上でこれでいけますということでありましたので、できればこの形で行か

せていただければというふうに思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 一般の方はこのアンケートと自由意見記入欄だけをもらうんですよね。そ

したら、現在３５人学級であるとか、そういうことを全然ご存知ない方もたくさん

いらっしゃるだろうし、それこそ、人数が少ない方が先生の目が行き届いて、きち

んと教えられると考えている方がいらっしゃるでしょう。前の統合の時もそうでし

たが、ほとんどの方はそう思っていらっしゃると思います。今、こんなふうになっ

ているのですけど、こんなことで困っていて、それでこれが必要なんですという、

そういうところを示したほうがいいと思います。一般の方には、この再編の目的は

というところを読んでも文字としては理解できるけれども、現実として理解できな

いというところがあると思うのですが、それはどうなのかなと思いました。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 そこは私共も一番考えたところです。しかし、それをしてしまいま

すと、それこそ恣意的なアンケート、その説明によってアンケート項目が規定をさ

れてしまうという恐れがありますので、そうなると中立なアンケート調査にはなら

ないというふうにご指導いただいておりますので、こういう形になった訳です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 よくご存知ない方のよくご存知ない意見でのアンケート調査ということ

で執り行うということですね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ご存知ないということが実態であるので、それについては事務局と

しては今後どういう説明をしていかなければいけないかということにも使えると
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いうことです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 このアンケート調査の目的としては、どのくらい学校教育について理解を

してくださっているかということですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長        というよりも、中学校教育の充実について市民の方々がどういうふ

うにお考えになっているか、どういう認識を持たれているかということをありのま

まに把握をしたいということです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 現状をお知らせするとは別に、今、どのように把握していらっしゃるのか

ということを把握したいということですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 もちろん、このアンケートを取ることによって、今、こういうこと

が考えられているのだなということを認識していただくということも１つの目標

であります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 アンケート結果によって、こんなにお声がたくさんあったのにやっている

こと、決めたことは違うじゃないかというような話になると思いますけれども、そ

の辺はどういうふうに詰めていくのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    そこは、例えば住民説明会を開かせていただいて、その結果によっ

て、説明を重点的に加えなければいけないというところを抽出といいますか、あぶ

り出しをしまして、そこを丁寧にご説明させていただくという形になろうかと思い

ます。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 問１２と問１４に関係することですが、一般の人は４キロとかいうのが、

どのくらいかというのはわからないと思います。だから、例えば、東区の人でした

らＪＲ伊田駅から伊田中学校がほぼ直線ですし、西区の人でしたらＪＲ後藤駅から

弓削田中学校までがほぼ直線ですから、そこのところは何キロあります、そして、

徒歩何分ですという例示が必要ではないですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 実はそこも考えました。スペースの関係でという訳ではありません

が、例えば、どこからどこまでが何キロですという書き方をいたしますと、そこに

点を落とすのではないか、その学校が統合後に残るのではないかという誤解が生じ

てしまいますので大変難しゅうございました。具体的に地名でここからここまでが

何キロですという書き方をしてしまいますと、どうしてもそういうふうな見方をさ

れてしまっても困るな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 それでは、学校の名前を使わないでＪＲ伊田駅から市役所までが、ＪＲ
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後藤寺駅から市役所までが何キロ、何分と何か基準がないと答えようがないと思い

ます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 例えば、自分だったら４キロというのは歩いて１時間程度かと、そういう

ふうに考えてアンケートに答えるかなと思いました。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 今のお父さん、お母さんはそんなに歩きませんからね。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 若い人は４キロは歩いて１時間位というのは知らないでしょうね。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 何も例示がなく何キロが適当ですかと聞いても、ここも空欄が出てくる

のではないですか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長    大人の足で歩いて１時間程度が４キロから５キロというふうに例示しま

すか。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 中学生の足で３０分歩けば何キロ歩けますとか、何かないとですね。こ

のままでは雲を掴むような感じがしますけどね。地名を入れないなら入れないで、

一般的に中学生は何キロを何分で歩くことができますという表現でもいいので、毎

日歩くのは中学生ですからね。そこのところをお考えいただきたいと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 そういう意見が出たということで相談してみるというのはどうですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 相談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 本当は審議会にお願いしているのですから、答申が出るまでは尊重する

のが一番いいのでしょうけれど、もし、可能でしたらお願いします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 問１５ですが、⑶の現在の指定通学区域制がよいというのは、今のままで

いいということですか。 

○学○学○学○学校教育課長校教育課長校教育課長校教育課長 この項目は自由選択制、学校選択制について問うている問題でござ

いますので、現在の方がいいというのは、自由選択制を取らない方がいい、つまり

校区を今のままでいいということではございません。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そこがよく分かりませんでした。現在の指定通学区域制というのは、今の

学校のことかなと思いました。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    そうなりますと、例えば、「現在の」を外しまして、指定通学区域

制の方がいいという方がわかりやすいですか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そうですね。「現在の」が付いているから、今のまま変えないということ

かなと思いました。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 そこも合わせて検討させていただきます 
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○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 もう一度、さっきの問に戻ってもいいですか。私はこれで分からなくも

ないですが、例えば、何キロまでが適当だと思いますかと言われたら、やはり短い

方が適当だと思いますよね。また、⑴は４キロ以内はと書いていますが、問は何キ

ロまでがと書いています。「は」と「が」は違うと思うんです。その「は」と「が」

は少し迷うのではないですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 分かりました。ありがとうございます。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 ただ、⑷にその他があるので、その欄で皆さんがだいたい何キロと考え

ているのかというのは分かるのではないかなとは思いました。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 それを想定しております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 私はこの問１２を見ていたら、地図がないと分からないなと思いました。

田川の地理を良く知っている人ばかりではないでしょうから、特に若い方は自分の

住んでいる地域しか分からないのではないですか。私は地図を出して見ましたけど、

田川がこんな形をしていて、横がこれくらいの長さで、縦がこれくらいの長さでと

いうことが分からない人に、これをイメージしてくださいというのは結構難しいの

かなと思いました。だから、学校名とかを入れずに、田川市は北がこっちで、南が

こっちで、こんな形をしていて、横は何キロ、縦は何キロですというようなイメー

ジがないと考えにくいなと思いました。それと、問１０ですが、⑴に家庭的雰囲気

で運営できるとありますが、何で学校に家庭的雰囲気がいるのだろうと思いました

ので、もっと違う表現があるのかなと思いました。学校で家庭的雰囲気というのは、

それがいいことなのか、悪いことなのかは分かりませんけれど、「えっ」と思いま

した。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ここにつきましては、先行してアンケートをとられている自治体を

参考にさせていただきました。小規模集団の良さというところで、こういう表現が

ございましたものですから使わせていただいております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    いいとは思いますけれど、家庭と学校はやはり別なので、私達は家庭にな

いものを学校に求めたいなと思っています。それと、最後のページの部活動の表で

す。これを見て「こんなふうになっているんだな。」とびっくりしました。単独で

バスケットボール部が運営できない学校とかもありますよね。そういうことは書い

てないのですね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 合同部活動のことについては、どことどこが合同部活動をしていま
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すということは書いておりません。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 例えば、野球は９人だから猪位金中と中央中は足りないんだなとか、それ

ぐらいしか判断材料がないかなと思いました。 

ほかに、ご意見等ございませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第５日程第５日程第５日程第５    事務報告「性行不良に事務報告「性行不良に事務報告「性行不良に事務報告「性行不良によるよるよるよる出席停出席停出席停出席停

止事務手続要綱止事務手続要綱止事務手続要綱止事務手続要綱の制定の制定の制定の制定について」について」について」について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○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 事務報告「性行不良による出席停止事務手続要綱の制定

について」ご説明いたします。１ページをお願いします。経過といたしましては、

国において平成１３年に「学校教育法」が一部改正され、問題行動を起こす児童生

徒に対して、市町村教育委員会が出席停止を命じる「出席停止制度」について、要

件の明確化や手続きに関する規定の整備、出席停止期間中の学習支援等の措置を講

じることを内容とする改善が図られております。これに伴いまして、本教育委員会

におきましても、「田川市立学校管理規則」の一部改正を行いまして、性行不良に

対する出席停止を規定したところではございました。しかしながら、出席停止に関

する具体的な事務手続について定めていなかったことから、今回、規則第２６条に

基づきまして、児童生徒の出席停止を命ずる場合の手続等に関し、必要な事項を定

めた事務手続要綱を制定しましたのでご報告いたします。下記をご覧ください。1、

要綱名は「性行不良による出席停止事務手続要綱」でございます。２、規定の内容

といたしましては、⑴学校長からの意見具申及び児童生徒の保護者からの意見聴取

に関すること。⑵出席停止の命令、期間、通知、解除及び延期等に関すること。⑶

出席停止期間中の児童生徒への学習支援等に関すること。⑷関係記録の保存に関す

ること。３、施行期日は平成２６年１０月２８日でございます。なお、具体的な手

続要綱を１ページから３ページに記載させていただいております。また、手続きに

関する各様式につきましては４ページから１３ページまでに添付しておりますの

でご参照いただければと思います。説明は以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問、ご意見等はございませんか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 第９条の２ですが、当該学校の特別教室又は学校外の教育機関等で指導

を受けることを指示することができるというところですが、学校の中の教室を使え

ば出席扱いになる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 ここの想定は特例でございまして、出席停止にすることによって、
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子ども達に保護者の影響が悪い方に出る。そうはないとは思いますが、家において

おくことによって保護者がという心配があるケースがあった場合に対応できるも

のにしておかなければいけないという必要感から、こういうことを付け加えさせて

いただきました。ただし、おっしゃるようにこのケースはまず出てこない、そんな

に考えられることではないですけれども、念のためと申しますか、こういうケース

があった場合にはこういうこともできるということを想定しておかなければいけ

ないと思って作ったものでございます。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 そういうことになれば、今後、出席等については考慮に値するというこ

とになってきますね。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この件について、他の自治体の教育委員さん方と意見交換をしたことがあ

るのですが、田川市郡は大変困っている状態でありますけれども、他の自治体の方

から見ると、「これはとても特別なことでそういうことはあってはいけません。」と

いうお声をたくさんお聞きした次第です。これを作ったことによって、教育委員会

や先生方が正面から子どもに向き合うことを少しためらうようなことになっては

困るなと思いました。ですから、これはあくまでも最後の手段として私たちが行使

しなければならないのではないかなと他地区の委員さん方と話し合いながら、それ

を実感したところでございます。よろしくお願いします。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 今、おっしゃっていただきましたように義務教育期間でございます

から、出席停止という制度は本人に対する懲戒ではございません。学校の他の子ど

も達の授業を受ける権利等を保証してあげなければなりません。ただし、本人にも

学習の機会は与えなければならないということで用意する制度で、言われるとおり

これを乱発するものでは決してございません。 

○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、次に移ります。日程第６日程第６日程第６日程第６    事務報告「上本町遺跡の埋蔵文化事務報告「上本町遺跡の埋蔵文化事務報告「上本町遺跡の埋蔵文化事務報告「上本町遺跡の埋蔵文化

財包蔵地の決定について財包蔵地の決定について財包蔵地の決定について財包蔵地の決定について」」」」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○○○○文化課文化課文化課文化課課課課課長補佐長補佐長補佐長補佐 日程第６ 事務報告「上本町遺跡の埋蔵文化財包蔵地の決定につ

いて」をご説明いたします。１ページをご覧ください。まず、簡単に用語の説明か

らさせていただきたいと思います。⑺に用語の説明がございます。埋蔵文化財包蔵

地とは埋蔵文化財が包蔵、包蔵というのは地中に埋まっているということでござい

ますが、包蔵されている土地でございます。市町村から提出された遺跡カードによ
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り、県教育委員会が決定いたします。原則として、登録抹消は認められておりませ

ん。売買等を含みます開発は可能でございますが、埋蔵文化財包蔵地内の開発を行

う際につきましては、文化財保護法第９３条及び９４条の規定によりまして、市と

埋蔵文化財保護の協議を行った上で、県教育委員会への届出または通知が必要とな

っております。続きまして、今回の上本町遺跡の埋蔵文化財包蔵地の決定について

ご説明させていただきます。埋蔵文化財包蔵地の名称でございますが、上本町遺跡

でございます。所在地につきましては、先程予算の中でもございましたが、福岡県

立西田川高校用地でございます田川市上本町７番１１号でございます。別紙を付け

ておりますが、今回、西田川高校の用地すべてを包蔵地といたしております。時代

につきましては弥生時代、遺跡の種類といたしましては、集落跡と散布地、散布地

と言いますのは後程出てきますが、土器の破片や磨製石器などがいたるところに散

らばっている土地でございます。決定日につきましては、平成２６年８月１日、県

教育長通知が平成２６年１０月６日付で行われておりますので、今回のご報告とい

う形をとらせていただいております。続きまして、遺跡の概要でございます。本遺

跡は、福岡県立西田川高校学校用地であり、南北に伸びる低丘陵地及び西側斜面に

立地いたしております。今回、西田川高校の校舎改築工事を行っておりますが、こ

の工事に伴います解体工事、こちらも別紙に示しておりますが、Ｔ1～Ｔ３の３か

所の試掘調査を行なった結果、Ｔ１からは深度０.８ｍで前校舎と思われるコンク

リート構造物が認められています。Ｔ２につきましては深度０．６ｍで茶褐色粘質

土の遺物包含層及び深度１．１ｍで茶褐色粘質土の遺構面及び径３０ｃｍ程の柱穴

跡、柱の穴があったと思われる後でございますが、認められております。Ｔ３につ

きましては、深度１．５ｍでＴ２同様に薄茶褐色粘質土の遺構面及び径３０ｃｍ程

の柱穴跡が認められております。出土遺物につきましては、Ｔ２柱穴跡より弥生土

器、遺物包含層より弥生土器と磨製石器、Ｔ３柱穴跡より弥生土器が出土いたして

おります。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 これは決定をした後はどうなるのですか。また埋め戻すのですか。 

○文化○文化○文化○文化課課課課課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐 今回、試掘調査を行った結果、このような出土遺物等が出ており

ますので、県の方に報告いたしまして包蔵地という決定がなされております。今回、

校舎の建て替え工事がありますので、その支柱を打ち込むために地下にあります埋
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蔵文化財が破壊される恐れがございますので、その前に全ての出土遺物を調査する

こととなっております。このような工事がない場合であれば、包蔵地というままに

しておきまして、何も行わないということもございます。実のところをいいますと、

現在、田川市内１９８か所で包蔵地の指定がなされております。そのうちの３６か

所につきましては、調査の後に宅地造成がなされておりますし、鉱害復旧等により、

すでに消滅した包蔵地もあります。今回につきましては調査をした後、当然埋め戻

して、その上に新しい校舎が建設されることとなっております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 新しい校舎はこのすべてのポイントの上に立つのですか。 

○文化課○文化課○文化課○文化課課課課課長補佐長補佐長補佐長補佐 今回、包蔵地と決定させてもらったのが地図の赤線部分の中すべ

てでございますが、当然この中にはグラウンド部分等も含まれておりますので、す

べてを調査する訳ではございません。あくまでも、今回調査をするのは解体工事後、

新たに建設をなされる場所について調査をすることとなっております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 そうすると、ここにありましたよという記録ということだけですね。 

○文化課○文化課○文化課○文化課課課課課長補佐長補佐長補佐長補佐 今回につきましては、試掘の本格調査を行いますので、あったも

のが出てきますので、そちらにつきましては田川市の文化財として後世まで残るよ

うな形になると思っております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 田川市としては、これは県の土地ですので、その出てきた文化財を今後、

保管して展示なりしていくという手続きに移っていくということですか。 

○文化○文化○文化○文化課課課課課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐    出土品につきましては当然、調査をいたしました田川市の財産と

いう形になりまして、その後、詳しくその出土物の調査をいたしまして、重要な文

化財というようなものであれば、現在、博物館の第３展示室の方で展示しておりま

すような形で展示をしていきたいというふうには考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 包蔵地としては田川市が管理しますけれども、土地としては県のものです

か。 

○文化○文化○文化○文化課課課課課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐 土地の所有者は県になっております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ほかに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７日程第７日程第７日程第７    事務報告事務報告事務報告事務報告「平成２６年度全国学力・「平成２６年度全国学力・「平成２６年度全国学力・「平成２６年度全国学力・

学習状況調査市町村別結果の公表について」学習状況調査市町村別結果の公表について」学習状況調査市町村別結果の公表について」学習状況調査市町村別結果の公表について」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７ 事務報告「平成２６年度全国学力・学習状況調査市町村
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別結果の公表について」ご説明いたします。１ページをお願いします。この度、全

国学力・学習状況調査の市町村別結果の公表について、県の考え方が示されました。

１基本的な考え方でございますが、当該市町村教育委員会の同意を得た上で公表す

るとなっております。そこで、本日、教育委員の皆様のご意見を伺うものでござい

ます。県の方針をさらに詳しくご説明いたします。２内容・形式でございますが、

⑴市町村ごとに、小・中学校のそれぞれの平均正答率を棒グラフで示す。小さいで

すが、図１でございます。棒グラフは当該市町村、福岡県及び全国の平均正答率の

３本をそれぞれの教科区分ごとに並べた形とする。ここでいう教科区分と申します

のは国語Ａ、国語Ｂ、算数Ａ、算数Ｂ、数学Ａ、数学Ｂという教科区分でございま

す。⑵これまでの取組の効果が学力の状況に表れていると認められる市町村につい

ては図２でございます。教科区分ごとに平均正答率の全国平均との差の推移を調査

開始の平成１９年度から平成２６年度まで折れ線グラフで示す。その際、他の市町

村の参考として当該取り組みの内容を紹介するとなっております。３公表方法につ

きましては、県教育委員会が例年１２月に作成をいたします「全国学力・学習状況

調査結果報告書」に盛り込むと共に、これを福岡県のホームページに掲載すること

をもって公表するとされております。説明は以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご意見、ご質問等ございませんか。 

福岡県がこのようにして公表をするというふうに決めましたということでよろし

いですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 しかし、市町村教育委員会の同意を得た上でと書いておりますもの

ですから、意見を賜りたいと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 公表する、しないの態度を表明するのは、いつまでというリミットがあり

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 何日までということはまだ承っておりませんが、そんなに先ではな

いと思います。１２月にはこれを作成するとなっておりますから、ここが表明のリ

ミットになろうとは考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    近いうちに、これを同意するかどうかを決めなくてはならないということ

ですよね。この棒グラフは公表するところとしないところが当然出てくるでしょう

けど、例えば、正答率だけは公表しますよとか、そういうところも出てくるはずで

すよね。 
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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 市町村がそれぞれの責任において、例えば、その当該市町村の議会

に報告をするとか、そういうこともあろうとは思います。この場合の県の方針とい

うのは、県が一律にそれぞれの市町村ごとに並べて公表するということになります

ので、それぞれの市町村が市町村の責任において公表することとは若干意味合いが

違ってくるのではないかと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 出てきたところは並べて公表して、一部市町村は正答率等だけを自分の市

町村の方に知らせるというような形で、ある程度ばらつきが出てくる可能性はある

ということになりますね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 市町村の同意のもとにということでございますから、そのバラつき

は出てくると思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 結局、その市町村の正答率等は市町村の方にお知らせするのだから、公表

するということになりますので、それを棒グラフに直して、県の発表したものの中

にはめ込んで、このグラフを作って並べると発表したことと同じことになるのです

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 そういう作業をすれば、それはそうなります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そういうことをすれば、そうなるのですね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 この場合は○○市、○○町という名前がついてグラフが並んでいる

訳ですから、比較の対象として簡単に比較ができるというところが違う、そういう

作業を通さずにこれができるということです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 最終的に比べようと思ったら、この棒グラフは作れてしまう。誰かがその

手間をして作れば、できてしまうということになります。県が公表するか、否かは

別として、今はネット等でいくらでもいろいろな情報が出回りますから、そういう

ものを集計して、いろいろと調べて見られる方もおられるでしょうね。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 実際に中学校に通わせている保護者の立場からすれば、こういった結果、

市町村、県、そして全国レベルでどれくらいかという情報は知りたいところがあり

ます。今はこれを福岡県のホームページに載せていいかどうかということを決めて

いるのですよね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 公表するかどうかです。 

○教育長○教育長○教育長○教育長    保護者や地域の人はいろいろな情報を知りたい。子ども達の実態も知りた

い。では、そのためにどうするかと考えたときに、こんなふうに各市町村を並べて
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ポンとホームページに出して、それで本当に自分の子ども達のことが分かるのか。

県のホームページに市町村ごとのグラフがあって、それを見たからと言って、では

自分の子ども達がどういうふうな実態でどうしようとしているのかということま

で、本当に分かるのかどうかというのが分からないですね。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 県がこのグラフを公表しようと、どうしようと、これとは別に私達は市民

の皆さんに現状をきちんと説明する責任はありますよね。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 はい、それとは別にですね。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ただ、私達は今、田川市の中からしか、ものを見ていませんが、例えば、

広域で働いていらっしゃる方は、子ども連れで田川に来る方がいいのか、それとも、

お父さんだけがとか、お母さんだけが田川に通勤する方がいいのかとか、いろいろ

なことを考えられたりされているようですので、そこら辺のことをこのグラフを見

て判断される方もおられるかもしれないですね。それは私達にとっては少し痛いと

ころですけれども、それをどうにかして、そうされないように私達は努力をしなけ

ればならないですね。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 このグラフが出たときに、どこの町は結構高いねとか、田川市はこうだな

とか、そういう実態が分かって、それなら田川市からどこかよそへ行こうかとか、

この町の方がいいのだから、そっちへ行こうかとか、そういうふうな考え方は本当

に正しいのかどうかということを、そこから考えていかないと難しい問題だと思う

のです。田川市の子ども達の学力をどう高めていくか、それを今度は地域や保護者

の方に協力してもらうためには、やはり子ども達の実態をきちんと分かってもらっ

て、情報を出して協力してもらい、市をあげて一生懸命教育に取り込んでもらおう

というふうにしていかなければいけないんだと思います。一覧表で順番が出て、こ

こがいい、ここが悪い、それだけで終わってしまうというのはちょっと怖いとは思

います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ただ、出すか、出さないかは別として、だいたいどこら辺が良くて、どこ

ら辺が大変だというのは、おおかたの方が実感としては分かっていらっしゃるので

この表を見て、そういう判断をされるということはあまりないとは思います。あそ

こよりちょっといいねとか、ちょっと悪いねとか、それぐらいの判断だとは思いま

すので、これを公表するかどうかは別としまして、まずは生徒と保護者に現状を説

明する。今、自分達の置かれているポジションはどんな状況であるのかということ
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を分からない限りは良くすることはできませんので、その辺はもう怖がらずに、き

ちんと先生をはじめ、みんなで取り組んでいくんだという姿勢を示さなければ、こ

の学力テストの意味がありませんね。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 福岡、北九州を除いて４地区はどの程度なのかというのはもう公表して

いますよね。いろいろな地区はどうなっているんだ、その中でやはり筑豊地区は落

ちているなということは県民も、それから筑豊地区も十分に分かっていると思いま

す。だから、その中で田川市はどうなのかということよりも、筑豊地区はこうなん

だということはもう十分に分かっている中で今、進んでいるのですから、これを田

川市が公表することでどうなのかといったら、わざわざという気持ちがあります。

低いことは低いのですから、これを上げるのにみんなで努力しようじゃないかと今、

取り組んでいる。それでもまだ低いですからね。だから、私は公表ということが良

いか、悪いかと言ったら、どちらかと言ったら否定的な方の気持ちにはあります。

田川市民とか、田川市の小・中学校には田川市はどうなんだということは公表して

いるので、それを市民にどう伝えるかということだけだろうと思います。わざわざ

よそにまで伝える必要はなくて、自分たちの努力の方に進んでいったほうがいいの

ではないかと思っています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ただ、保護者としては、よそが公表しているものをどうして公表しないん

だというような気持ちも無くはないと思います。何で出せないのかとか、隠そうと

するのかとか、そういうような感覚で保護者としては捉える可能性は高いと思いま

す。ですから、どうせ低いと分かっているのだったら、出した方がいいのか、出さ

ない方がいいのか、そういう判断の基準でしかないと思います。もし、これを出さ

ないとしたら、保護者には現状がどれくらい厳しいのかということを隠さずに、全

部ご説明するというところからが始まりだと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 田川市として市民の皆様に公表するときには、例えば、これまでの取組と

か、これを受けてこれから先どうしようとしているのかとか、そういうところまで

含めて、きちんと公表していかなければいけないのではないかと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今まで取り組みをしてきましたということは保護者としても説明されて

きましたし、教育委員会として説明もして参りましたけれども、私が感じることを

そのまま申しましたら、０.何ポイント上がったとか、前よりはＡ領域が少し良く

なりましたとか、そういうくらいの変化で良くなったと言えるのだろうかという感
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じがあります。この学力向上プロジェクトは１０何年取り組んでおりますけれども、

そうだったらやり方が良くないのではないかということも含めて、急に結果は出な

いものだと言いながらも早く結果を出されているところもありますので、何かやり

方が悪いのではないかということに立ち返る必要もあるということも含めて、ご説

明ということになろうかと思います。意見交換会で北九州に近い近隣の町の方がこ

このところ急に学力が上がったということを胸を張っておっしゃっておられまし

た。とことん徹底して取り組んだということをおっしゃっておられましたので、田

川市には足りないところがまだあるのではないかということも含めて、教育委員会

自身が現状をしっかり捉えるというところからが始まりではないかと思います。こ

の公表するかどうかということは本日決定した方がいいのですか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 県が１２月にそういうふうに公表したいというのであれば、１１月いっぱ

いくらいまでに返事をくれというふうな連絡があると思うので、それまでにもう一

度教育委員だけでも情報交換しながら意見交換をして態度は決めさせてもらった

らとは思っていますが、どうでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 お願いします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 その時には公表するかどうかだけではなく、今後の学力向上についての取

組を私達がどんなふうにチャレンジしなおしていくかということも含めまして意

見交換をしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○星○星○星○星野委員野委員野委員野委員 田川の学力が低いから載せたくないとか、そういう理由で載せないとい

うことはしたくない気がします。こうだからという、きちんとした理由が必要だと

思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 いろいろなことを含めまして、今度の協議までに頭を整理したいと思いま

す。 

  それでは、次に移ります。日程第８日程第８日程第８日程第８ 事務報告事務報告事務報告事務報告「「「「田川市立中学校生徒の出席停止田川市立中学校生徒の出席停止田川市立中学校生徒の出席停止田川市立中学校生徒の出席停止

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

○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「田川市立中学校生徒の出席停止について」ご

説明いたします。１ページをお願いします。今般、中学生１名に出席停止の措置を

取りました。手続規定に基づきまして、平成２６年１０月３０日（木）１９時から

教育長室において保護者への意見聴取をさせていただいております。出席停止の期

間でございますが、１１月４日（火）から２週間、１１月１７日（月）まででござ
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います。当該生徒の性行不良の状況といたしましては、授業妨害、それから危険行

為、対教師反抗、対教師への暴力ということが見られました。理由といたしまして

は、授業その他の教育活動の実施を妨げる行為があったため、施設又は設備を破損

する行為があったため、職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為があったためでご

ざいます。なお、出席停止の期間中の指導計画といたしましては、もちろん保護者

さんの監督のもとによる指導、それから、学級担任が定期的に家庭訪問いたしまし

て指導をいたします。それと共に学年の職員も家庭訪問をして現在、指導をしてお

ります。なお、当該校の教頭も家庭訪問をしているという報告を受けております。

以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご意見、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 出席停止期間は約２週間程度ですが、出席停止期間中の指導計画という

のは記録を取るのか。そして、その記録の提出義務はあるのか。そこのところを教

えてください。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 先程、ご説明いたしました出席停止事務手続要綱の第１０条をご覧

ください。第１０条に出席停止の経過報告につきまして設けております。校長は、

出席停止期間中の当該児童生徒の生活態度及び学習状況を、教育委員会に定期的に

報告しなければならないとありますので、学校は記録をとり、教育委員会に報告す

るようにしております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員    保護者の指導とか、学級担任等の指導を基にした校長の作成ということ

になるのですね。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    はい。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この件について、周りの保護者の方たちも困っているのでしょうけれども、

それはひどすぎるのではないかとか、学校としての責任はどうなのですかとか、教

育委員会としての責任は放棄していませんかとか、そういうようなご意見をお持ち

の方も多いかと思いますので、そこら辺についての説明がきちんとできるのかとい

うこともよく検討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 変な話ですが、この学校については数年前まではものすごく力があった

んです。学力的にも高かったです。ところがここ 1、２年で落ち込んできているん

です。だから、それに原因があるのかどうかについても考えてみなくてはならない

と思います。それと、もう一つは今の子ども達の指導方法に何か課題があったのか
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どうかもです。継続的な指導に何か間違いがあったのではないか。やはりその反省

はしてみないといけないのではないかと思います。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 学校と話をしていて明らかになってくることがいくつかありまし

た。問題が起こると生徒指導委員会を開いてどうやっていこうというのを決めてい

たということでしたので、そうではなくて生徒指導委員会は定例的にしましょうと、

ことが起こった後の生徒指導委員会ではなくて、子ども達をどういうふうに支援し

ていくかということも含めて生徒指導委員会を開きましょうということで、事後処

理の生徒指導委員会ではなくて、子ども達をどうする、どういうふうに関わる、そ

れをみんなで組織的に同じ取組をするという生徒指導委員会に変えていきましょ

うという方向で話をしているところです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今の先生だけが大変ではなくて、ずっと前の先生も大変だったんです。今

だけこういう問題が起こっている訳ではなく、今まで表には表れていないけれども、

多くの先生方が子ども達を守るために一生懸命戦ってこられたことなので、ここで

私達も、先生方も気合いを入れてやっていかないといけないなと改めて思っていま

すので、よろしくお願いします。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 でも、危険な時は公権力に頼るのもやむを得ないと思います。そこで、

躊躇するべきではないと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この出席停止の問題だけではなくて、ある程度はその辺のことも、どうい

うふうな問題が教室で起こった時には助けの先生をどういうふうに呼びにいくか

とか、そういったルールも作っておかないと誰かがけがをしたりとか、誰かが罪を

犯したりとか、そういうことになりますので、問題のある学校についてはそこら辺

も早急に対策をとる必要があるかと思います。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 今、公門委員さんから言っていただいたことですが、学校ではレベ

ルいくつというふうに決めて、そこまでいくとやはり学校ではという基準を決めた

上で対応しているようでございます。 

○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、次に移ります。日程第９日程第９日程第９日程第９    事務報告「個人情報入りＵＳＢメ事務報告「個人情報入りＵＳＢメ事務報告「個人情報入りＵＳＢメ事務報告「個人情報入りＵＳＢメ    

モリの盗難についてモリの盗難についてモリの盗難についてモリの盗難について」」」」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９ 事務報告「個人情報入りＵＳＢメモリの盗難について」 

ご説明いたします。１ページをお願いします。標記のとおり、個人情報入りＵＳＢ
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メモリの盗難が発生いたしましたので、ご報告をさせていただきます。日時は１０

月３０日（木）、時間帯は午後８時から８時３０分の間、場所は標記のとおりでご

ざいます。職員につきましては田川市立小学校の教諭でございます。概要です。教

諭が帰宅途中に立ち寄った小売店の駐車場で車上荒らしに合いました。後部座席、

運転席側の足元に置いてあったバッグが２個盗まれております。バッグの中には５

番で申し上げます物品が入っておりました。なお、学校では児童の成績は主幹教諭

の管理の下、パスワード付のＵＳＢメモリで保管をしていますが、個人所有のＵＳ

Ｂメモリにあるデータを消し忘れていたということで情報流出の恐れがあるとい

う事案でございます。盗難品の詳細でございます。大きくは③、④バッグＡ、Ｂで

ございますが、その中に①、②で書いておりますＵＳＢメモリが２本入っておりま

した。１本には当該教諭が通常学級の担任だった時の２６名分、それから、平成２

４年度から特別支援学級の担任をしておりますから平成２４年が１名、平成２５年

が１名、そして今年度が２名分の成績データが入っておりました。セキュリティ対

策として成績データにパスワードはかかっております。もう１本のＵＳＢメモリに

は同上の児童の写真データが入っています。なお、名前とこのデータが結び付くよ

うなデータではないということでございました。バッグの中にはその他、教科書、

児童の学習プリント、教諭の週指導計画案、児童のノート、それから、教諭の個人

の記録ノート、デジタルカメラが同時に盗難にあっております。そのデジタルカメ

ラの中には生活単元学習の様子が２０枚程度記録をされておりました。後程、経過

のところで触れますが、次の日、３１日にバッグは発見をされております。ただ、

バッグの中からデジタルカメラとこの２本のＵＳＢメモリだけは発見をされてい

ない、これだけが見つかっていないという状況でございます。経過につきましては

記載のとおりでございますので、６番をご覧ください。繰り返しになりますが、次

の日、付近の水田でバッグが発見されたということで時間的には盗難にあってから

捨てられるまでの時間はそんなに長くはないのではないか、付近であるということ

を考えますと、そういうことでございました。なお、デジタルカメラとＵＳＢメモ

リ以外のものはすべて発見をされております。学校といたしましては、次の日も朝

から周辺捜索に数名の教師で行きましたが、やはり見つからなかったということで

ございました。学校はその３０名の家庭に説明とお詫びの家庭訪問にまいっており

ます。３０件全部終了をいたしております。教育委員会では３連休を挟みましたの
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で、４日の９時に臨時校長会を開催いたしまして情報管理の徹底について指導をし

たところでございます。以上です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご意見、ご質問等ございませんか。 

再度、確認をしますけれども、学校関係の情報を自宅に持ち帰ることができるよ

うなシステムなのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 教育委員会の指導といたしましては、学校の教育情報に関わる一切

の機器、媒体、データは管理責任者の許可なく、これを学校外に持ち出してはなら

ないというふうに指導しております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今回、許可はあったのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 許可はなかったというふうに把握しております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 こういうことがあったということは、ほかの多くの先生方も同じように自

宅で仕事をしようと、土日とかで処理をしようと思っていらっしゃる方がいるので

はないかと推測できますけれども、こういった事件が起こるということについての

危機感といいますか、どのくらい共有されているのかというところがこれからの課

題になると思いますが、その点についてはどうでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    １１月４日に臨時校長会をもちまして、管理の徹底をお願いしてお

ります。今後、各学校で対応については具体的になされていくものと思います。ま

た、校用パソコンに私用の記憶媒体を接続すること、そのものがいけないというこ

とを今回、再度確認していただければというふうに思います。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    ＵＳＢメモリの中にも公私混同がある可能性もあります。それから、自宅

のパソコンについてはセキュリティが非常に低い場合もありますので、自宅のパソ

コンから流出する可能性も考えられます。そういうことも先生方に認識していただ

かないといけないですね。これから先はこういった機器が必ず必要になってきます

ので再度、お願いしたいところでございます。１０数年前になりますけれども、私

の子どもの担任の先生が車上荒らしに合ったことがありました。その時は単に紙の

解答用紙が盗まれて田んぼに捨てられていたというだけの話でしたので、個人情報

としても１回のテストの点数というだけのものでしたが、時代が進みまして非常に

複雑化して情報の流出は激しくなるばかりですので、これから先生方にもその件に

ついての研修等もお願いしたいと思います。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 個人情報の流出が一番心配でございますから、しばらくはと申しま
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しても、私共が追いかけられる範囲ですが、例えば、当該学校の名前を入れてデー

タが出ていないかとか、ＳＮＳ上にあるのではないか、あるいは２チャンネルの何

かに使われているのではないかということを継続して見ておりますが、今のところ

情報の流出は確認をされておりません。また、学校、当該職員、教育委員会に対し

て、こういう情報を手に入れたのだがというふうな電話等も入っておりませんこと

をご報告いたします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 パスワードといいましてもうまいことクリアする方もいらっしゃいます

ので、パスワードがあるからといって安心という訳ではありませんので、これから

もその点については監視を続け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、ご意見等ございませんか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第１０日程第１０日程第１０日程第１０    諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告「「「「１１１１１１１１月行事予定に月行事予定に月行事予定に月行事予定に

ついてついてついてついて」」」」を議題とします。 

（各課長が教育長及び各課の行事予定を説明） 

（教育研究所より資料の説明がなされた） 

○委員長○委員長○委員長○委員長 次に移ります。「「「「１２１２１２１２月定例会の日程案について」月定例会の日程案について」月定例会の日程案について」月定例会の日程案について」を議題とします。 

○教育総務課○教育総務課○教育総務課○教育総務課長長長長 １２月定例会でございますが、１２月１１日（木）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、１２月定例会は１２月１１日（木）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。 

ないようですので、以上をもちまして平成２６年第１６回田川市教育委員会１１

月定例会を閉会いたします。 

（閉会１６時１５分） 

 

 

 

  


