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（１４時３０分開議） 

○教育長 ただいまから、平成３０年第１１回田川市教育委員会１０月定例会を開会したし

ます。まず、会議に先立ち報告があります。教育委員の加治誠子氏の任期満了に伴い、９

月２１日に開催された平成３０年第３回田川市議会９月定例会において、引き続き加治誠

子氏を教育委員に任命することが満場一致で同意されました。また、これを受け、平成 

３０年１０月１日付けで市長から教育委員に任命されましたので、報告させていただきま

す。それではここで、再任されました加治委員に一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

○加治委員 最初にこの仕事を受けた時に私でいいのかなと思いながら、あっという間に２

年間が経ってしまいまして、また私でいいのかなと思いながらお引き受けをしてしまった

んですけれども、２年前と何が違うのかなと少しいろんな事を考えました。もちろん２歳

歳をとったというのが現実なんですが、私は今、大学４年生と２年生の子どもがおります

が、小学生時代はＰＴＡなど様々な事をやらせていただいた中で、今はもう私の中では教

育の事は一応終わったかなという感じで、思っていたというと変なんですけれども、やは

りこの仕事に関わるようになったら、今の教育現場の事をすごく考えるようになりました。

色んなニュースや、色々書いてあることに関心を持つようになりました。やはり、長い目

で見ると、子どもの教育は終わりがないなと思いますし、私の子ども２人に子どもができ

れば、その子たちの教育はまた始まるとか、そういう視野で考えられるようになったとい

うのは、この２年間があったからかなと思います。私は音楽の世界で仕事をしておりまし

て、色んな意味で魅力があるのですが、何が大事かというと、これから生きていく子ども

たちだと思います。これから生きていく、育っていく未来というものに対して、いかに関

われるかという事をやはりやっていかなくてはいけないなと思いまして、私も自分なりに

何ができるのかなといろいろ考えながら、皆様の足を引っ張らないように、皆様から私に

はない知識をたくさん教えていただきながら、私のできる範囲の中でこれからの未来の子

どもたちのために、広い視野で頑張っていきたいと思いますので、どうぞご指導よろしく

お願いいたします。 

○教育長 ありがとうございました。では、今後ともよろしくお願いします。次に移ります。

日程第１ 「平成３０年第１０回田川市教育委員会９月定例会会議録の承認について」を

議題とします。あらかじめ送付しておりましたが、内容、文言等について、何か、ご質問、

ご意見ございませんか。 

  ないようですので、会議録を承認することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第１「平成３０年第１０回田川市教育委員会９月
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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 議案第２４号「平成３０年度田川市教育功労者の選考につい

て」を議題とします。本案は、被表彰者の適格性についての審査を行うもので、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項及び田川市教育委員会会議規則第１２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、日程第２については非公開といたします。 

・ 

・ 

  次に移ります。ここからは、通常どおり公開といたします。日程第３ 事務報告「平成

３０年度田川市学力向上検証委員会について」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 事務報告「平成３０年度田川市学力向上検証委員会について」

報告いたします。次のページをお願いいたします。⑴日時､⑵会場､⑶参加者については､

ご覧ください。⑷内容につきましては、午前中は「全国学力・学習状況調査結果等の分析

及び改善点について」の説明、実践報告として「学力アップに向けた効果のある方策につ

いて」鎮西小学校から「隂山メソッドの取組について」､後藤寺中学校から「モジュール

学習について」報告しました。その後、各中学校校区毎に分かれて「児童生徒の学力実態

と改善策について」の協議を行いました。その後、指導助言を隂山英男先生よりいただき

ました。次に、検証委員会内容報告をいたします。「全国学力・学習状況調査結果等の分

析及び改善点について」の説明を石井課長補佐が行いました。内容は、田川市教育委員会

９月定例会で報告させていただいたものと同じでございます。次に、鎮西小学校が「隂山

メソッドの取組について」実践報告を行いました。「声がしっかりでていない」「姿勢が正

せていない」「テンポよく読めない」などの課題を全職員で共有し、先進校視察を通して

改善策を具体化したこと。また、全校で統一した取組により、１００マス計算、漢字習熟

テストの結果が劇的に改善されたとの報告がありました。次のページをお願いいたします。

後藤寺中学校は、「モジュール学習について」実践報告を行いました。実践の基盤を「組

織的に実践」「徹底的に実践」「効果や成果を明確にして実践」として後藤寺中学校で実践

している「モジュール学習」ＧｏＧｏタイムを年度初めに役割分担を明確化し細かく提案

することで、組織的な取組に改善すること。また、年度末にＧｏＧｏタイムのアンケート

を生徒・職員へ実施し改善を図ること。計算、英語に続く３本目のモジュール学習として、

昼休み後の１０分読書タイムの実施などの報告がありました。これらの実践を通して、成

果の１つとして１００マス計算が「３０秒台」の生徒が複数でてきたという報告がありま
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した。協議では、各中学校区に分かれて「校区児童生徒の学力実態と改善策について」話

し合いました。各校区の内容につきましては、資料の中段をご覧ください。次に隂山先生

の指導助言です。１００マス計算の結果から鎮西小や大浦小などの検討が目立つこと。市

内の全ての学校が、同じレベルになることを目指すことが重要である。学力が向上しない

理由を分析し、漢字習得の指導法から見直すこと。１００マス計算を含め、教師自身が目

標を高めに設定して取り組むこと。東北大学の研究で「読解力・語彙力」を高めるための

読書法として「好きな本や教科書など読みやすい本を与えるとよい」ことなどを提案され

ました。また、それを通した具体的な話をしてくださいました。さらに、小学１・２年生

時に自分はやればできると思わせることの重要性、１００マス計算タイム向上の鍵は、「運

筆」であること。後藤寺中学校の報告の通り「信じる者は救われる」の気持ちが大切であ

るなども語られました。午後は、伊田小学校において隂山先生の「師範授業」が行われま

した。次のページをご覧ください。第５学年算数科「整数～公倍数と公約数～」の単元に

おいて２つの数の公約数と最大公約数を求める学習でした。授業ではまず、問題文を繰り

返し音読させ、何が問われているのかを考えさせました。その後児童に問題を解かせ、１

人１人に丸着けをしました。分からない児童は、そばに呼んで問題の説明を丁寧に隂山先

生が行いました。全員が正解した時点で、児童に電子黒板を使って説明させました。全員

の児童が隂山先生から丸を付けてもらい、達成感を味わうことができました。師範授業が

終わった後、参加された先生方は「ワークショップ型協議」を行いました。「子どもの姿」

「隂山先生の参考になったところ」をテーマにグループ協議を行い、それを基に全体協議

を行いました。グループ協議では、子どもの姿として「分からないことが分からないと言

えていた。」「粘り強く問題を解いていた。」「自力で解いた後に丸をもらい『ヨッシャー』

と声を上げて喜んでいた。」さらに、参考になった点では、「問題把握のために繰り返し音

読をさせていた。」「分かった、分からないと挙手で把握し、分からないと答えた子どもた

ちを呼んでアドバイスをしていた。」「最後の１人まで、丁寧に指導していた。」などが挙

げられていました。最後に、隂山先生より授業における「スピード、テンポ、タイミング

の重要性」「基礎の力を上げること」「児童の主体性を育むこと」「同じ説明であっても何

度も発表させること」等、主体的・対話的で深い学びに誘う授業のつくり方・進め方につ

いて指導助言を頂きました。田川市学力向上検証委員会からの報告につきましては以上で

ございます。 

○教育長 隂山先生の師範授業は、河底教育委員が見学されていますが、一言感想をお願い

します。 

○河底委員 子どもたちに問題文を音読させる事で問題を理解させ、問題が分からない子ど
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もには先生がきちんと説明をして分かるようになって、すぐ自分の席に戻って問題を解き

ました。隂山先生から丸をもらった時に、本当に喜んでいる子どもたちの姿から達成感は

得られているなと思いました。本当に、子ども１人１人が集中して授業に取り組めていた

のが目に見えていました。黒板を使わず授業をし、最後にみんなが分かったところで子ど

もが電子黒板を使って説明するなかで、全員が分かったなかで説明を聞くので理解ができ

ているかの確認ができていて授業が終わっていたので、すごいなと思いました。 

○教育長 隂山先生を囲んでの若い先生たちを含めた懇談会がありました。隂山先生自身が

今回は問題提起の授業ができ、かなり手ごたえを感じておられたようです。先生自身も「評

価がかなり分かれる授業になると思うけれど、ちょっとチャレンジしてみましょう！！」

という事を事前に言われていました。結果、子どもたちや先生たちの「反応がとても良か

った」と自分自身で言われていたのが印象に残っています。私と毛利教育委員は、金川中

学校の学校訪問に行っていましたので授業は見られずとても残念でしたが、他の方から話

を聞いてもとても有意義な授業だったということです。 

何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

○柴田委員 内容報告の②の後藤寺中学校の上から３番目の成果の１つに「１００マス計算

が『３０秒台』の生徒が複数でてきた」とありますが、大体の平均はどのくらいなんです

か。 

○学校教育課長 大体、２分以内を目標としておりますので、３０秒というのはものすごい

速さです。 

○教育長 それでは他にないようですので、次に移ります。日程第４ 事務報告「平成３０

年度田川市芸術文化体験事業の実施報告について」を議題とします。事務局に説明を求め

ます。 

○文化生涯学習課企画官 日程第４ 事務報告「平成３０年度田川市芸術文化体験事業の実

施報告について」ご説明申し上げます。１ページをお願いいたします。１ 事業概要です。

⑴名称は、平成３０年度第１２回田川市芸術文化体験事業です。⑵目的は、子どもたちに

良質の舞台芸術を鑑賞する機会を提供することにより、芸術文化に親しむ豊かな心を育む

とともに、芸術文化活動への参加意欲を喚起し、地域の文化振興に資することを目的とし、

平成１９年度から実施しております。⑶主催は、平成３０年度田川市「芸術文化体験事業」

実行委員会で、構成団体は、田川ロータリークラブ、田川文化連盟、田川市教育委員会と

なっております。⑷運営費用は、各構成団体が支出する最大８００千円で実施をしており

ます。ちなみに、本年度は６２８千円でございました。⑷日時は、９月２６日水曜日、１

３時３０分からで⑸会場は、田川文化センター大ホールでした。⑹実施内容ですが、今回
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はミュージカルコンサートを行いました。イ 実施演目は、バイオリンやチェロ、ピアノ

をバックに、元劇団四季の団員等の歌手が著名なミュージカルソングを披露するとともに、

幕間に演奏楽器の紹介や劇団四季の発声法を紹介する体験型のコンサートを実施しまし

た。その様子は、４ページの別紙１に写真を載せております。主な曲目としましては、「サ

ウンドオブミュージックメドレー」、また、リトルマーメイドより「パートオブユアワー

ルド」、ミスサイゴンより「太陽と月」などでした。２ページをお願いします。ウ 実施

奏者は、歌手２名、第１バイオリン、第２バイオリン、チェロ、コントラバス、パーカッ

ション、ピアノの９名編成でした。チェロは加治委員でございました。女性歌手の佐伯真

由子さんのプロフィールを記載しておりますので、ご参照されてください。２ 参加者の

総数は、１，１１１人、内訳は表の通りです。また、各年度の参加者状況を５ページの別

紙２に添付しております。それから３ 感想ですが、児童・生徒は熱心に鑑賞しておりま

して、コンサートには自ら進んで参加し楽しんでいるように感じました。また、本事業の

目的に添ったコンサートになったと思っております。児童や生徒からは、「楽器の紹介が

面白かった。」とか「知っている歌があって嬉しかった。」「最後に一緒に歌えて嬉しかっ

た。」という感想がありました。また、教員や実行委員からは、「子どもたちが熱心に鑑賞

していた。」「中学生も騒ぐことなく積極的に参加していた。」「音楽鑑賞のマナーができて

いた。」という感想が挙がっておりました。３ページをお願いいたします。４ 主な課題

としましては、芸術文化体験事業参加について、やはり各学校と文化センターまでの距離

等の関係からか、参加学校や学年等に偏りがあるため、参加機会の均等を図る必要性から、

現在、実行委員会で検討を重ねているところでございます。説明は以上です。 

○教育長 今、企画官の説明にもありましたが、加治教育委員に色んなコーディネートや進

行をしていただきました。加治委員から何か、今の説明に付け加え等ありましたらお願い

します。 

○加治委員 ２年前に筑豊フィルハーモニー管弦楽団ということで、オーケストラをご紹介

させていただいたんですけれども、その時と同じようにやはり席の１番前と１番後ろとい

う距離感があるので、それをいかになくしてみんなで参加型にするかというのが今回の課

題でした。特に、今回は専属の音響の方に入っていただいて、歌ですから全部に声が通る

ようにということもありましたので、その方に前日色んな仕込みをしていただきました。

そのおかげで、一応声も後ろまで通ったんじゃないかと思います。後ろが中学生だという

こともあったんですけれども、本当に参加をしてもらって良かったと思います。それで、

今回せっかくこのような機会をいただいたということで、もう少し長くもできるんですけ

れども、サウンドオブミュージックを１つのストーリーとして小編成でできるような形で
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楽譜等を全部用意しましたので、これも今回こういう企画をしていただいたおかげで、私

たちも入って編曲を行い、その編曲の方にそういう楽譜を作っていただきました。このコ

ンサートが残念なのは、歩いて会場に来るというところがどうしてもネックにありますの

で、今回は、台風が到来した場合は中止になるとのことでした。せっかくこういう予算を

取っていただいて、そういう楽譜をきちっと作りましたので、それをもし学校の体育館等

で実施することができたらすごくいいかなと思いますし、できれば、このようなコンサー

トをもっと身近にできればと思います。だから、本当にそういう企画をしていただいたか

らこそ、その予算の中でしっかりしたものができています。例えば、授業が４０分として

４０分の中でのサウンドオブミュージックを、この前のコンサートでは２０分弱のもので、

他の曲も聞いていただくという形でした。今回は、私が小学生目線の言葉にして作ったん

ですが、例えば中学生であったら、もう少し難しい言葉に変えたりと、今回作ったものを

生かしていただければ、１回だけのコンサートではなく、次につなげることができると思

っておりますので、もし何かあればお声かけをしていただければと思います。今回の実施

奏者もスケジュールを合わせれば協力してくださるし、皆さんは、「本当に子どもたちが

喜んでくれて良かった。」とおっしゃっていました。それから、すごく嬉しかったのが、

あの日にコンサートがあると知っていた方に、私が中学校からの帰りにたまたま会って、

「みんなが歩いて帰る時に、すごい中学生がにこにこ笑って楽しそうに歌いながら帰って

いて、よほど良いことがあったんかなと思った。」と言われて、それはすごく良かったな

と思いました。また、私が帰りに春日橋の所で信号待ちをしていた時に、中学生がたくさ

んいて、私は知っている子はいなかったんですけど、コンサートの衣装を着ていない私に

気づいた様子で、中学生の子たちが手を振ってくれたので私も車の窓を開けて手を振り返

したりしました。中学生というのは、コンサートなど聞いてくれないのかという心配もあ

ったんですけど、純粋に聞いてくれたんだなと思いました。私は何年か前に中学校が荒れ

ている時期に演奏に行ったことがあります。その時、校長先生も気にされていましたが、

演奏が終わった後に変形した制服を着ている生徒が、そばに来て私に「良かったばい。頑

張りよ。」と言ってくれた事を思い出しました。そういう事は良いと思いますし、サウン

ドオブミュージックも１つのストーリー性になっているので、ただ音楽を聞くというのは

なく、今音楽を聞ける幸せというかありがたいなとか思うような、何かメッセージ性があ

るものにしたいと思っていたので、その辺が少しだけでも子どもたちに通じたら嬉しいか

なと思います。また、ぜひ今回作っていただいた楽譜を活かしていただければ嬉しいです。

お世話になりました、ありがとうございました。 

○教育長 私も途中で退席しなければいけなかったんですけど、参加して感じましたのは、
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ストーリー性があって、サウンドオブミュージックの平和とか家族とか様々なテーマで短

い時間の中でも内容が伝わってきました。そして、佐伯さんのプロの声量や表現力が素晴

らしかったです。加治教育委員が司会の時に「ああいう素晴らしい演奏ができるのは、日

頃どういった訓練をされているんですか」という質問を佐伯さんにされ、発声の仕方とか

をみんなの前で披露してもらいました。私は、後ろから見ていて、子どもたちがとても集

中しているのが分かりました。やはり、文化体験ではあるけれども教育的な中身も濃いも

ので、とても素晴らしかったと思います。 

○加治委員 今、毎週水曜日に１時間「音楽の絆」という番組でラジオをやっているんです

けど、明日、佐伯さんとゲストで話すので「田川でこのような事を行ったので田川をテー

マに話そうね。」と言っています。 

○教育長 今回は、１,０００人以上の子どもたちが体験できたんですけど、このような体

験を残りの子どもたちにもさせる工夫をしていきたいと思いますので、また、ご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

  他に何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第５ 諸般の報告「教育委員会に係る９月議会

の一般質問について」を議題とします。 

○教育部長 日程第５ 諸般の報告「教育委員会に係る９月議会の一般質問について」ご報

告いたします。お手元配布資料の「平成３０年（第３回）９月定例会一般質問」について

の資料をお願いいたします。今回、９月議会の一般質問につきましては、９月６日と７日

の２日間行なわれております。全７名のうち教育委員会に関しましては、５名の議員から

質問があっております。教育委員会に関する質問事項につきましては、資料に朱書きで記

載しております。その概要についてご説明いたします。まず、１ページ質問順１番の柿田

議員からは、「１．放課後児童クラブについて」の質問がありました。要旨といたしまし

ては、「⑴ 放課後児童クラブの運営状況（利用児童数、指導員数、学習する場、活動の

場など）について問う。⑵ 体育館内の温度について把握しているか問う。⑶ おやつの

支給状況について問う。⑷ 児童の体調が悪い場合に、休む場所が整備されているか問う。」

というような内容でございまして、概要といたしましては、放課後児童クラブの現状と教

育環境の整備等に関する議員からの要望があり、これに対して、「本市では設置場所につ

きましては、体育館の２階から校舎内の空き教室に順次移動するなどして、広さの面で改

善を行っていきている。また、必要に応じて修繕や改修等を行っていきたい。併せて、特

に今年のような夏の猛暑に対する暑さ対策についても十分注意していきたい。」というよ

うな答弁を行ったところであります。次の質問として、「２．小中学校におけるエアコン
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の設置について」「⑴ 小中学校へのエアコン設置については、平成３４年度をめどに実

施する予定とされている。文部科学省は、来年度予算の概算要求に、エアコンの設置を含

む公立学校の施設整備費として、今年度と比べ約３.５倍の大幅増となる予算を盛り込む

方針を決めている。これらを受けて、現行スケジュールを前倒しできないか問う。⑵ エ

アコンが設置されるまでの、教室における暑さ対策について問う。」でありました。その

答弁といたしましては、「全国各地で記録的な猛暑が続く現状等を踏まえ、国は、来夏ま

でに全ての公立小中学校にエアコン設置ができるよう予算措置を図る方針を固めたとの

報道があっている。本市では、一日でも早く事業化ができるよう、文部科学省への要望活

動をすでに開始している。二場市長から小学校のエアコン整備については来年度に事業実

施したい。中学校においても学校再編までの間においても、何らかの応急的な暑さ対策等

を講じる。」との答弁を行っております。２ページをお願いいたします。２番目の石松和

幸議員からは、「２．児童・生徒の教育相談の充実について」の質問があっております。

要旨は「⑴ 子どもの貧困から見える現状について問う。⑵ ＳＣ（スクールカウンセラ

ー）及びＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）の活用について問う。① 教育委員会の

役割について ② 子ども支援連携推進室の役割について ③ ＳＳＷに指導・助言を与

えるスーパーバイザーとの連携について ⑶ ＳＳＷ派遣事業における課題について問

う。① 配置形態について ② 個人情報等の守秘義務、保護者との信頼関係の構築につ

いて ③ ３人体制の確立について ⑷ 福岡県立大学との今後の連携強化について問

う。」という内容でございました。その答弁といたしましては、「本市では、貧困状況にあ

る世帯が多く、早急に解決していかなければならない大きな課題と考えている。教育委員

会としても、子どもの貧困対策として就学援助や学習支援など様々な取組を行っている。

平成２５年には、他市に先駆けてスクールソーシャルワーカーを配置して子どもの貧困対

策を行っている。また、教育部門と福祉部門の連携強化を図るため、本年度からＳＳＷの

執務室を本庁舎内の子ども支援連携推進室に移し事務を執行している。さらに、筑豊教育

事務所には、スーパーバイザーの派遣事業があり、７月から毎月１回２時間の指導を受け

ＳＳＷのスキルアップに努めている。今年度、ＳＳＷは３名の任用を予定していたが、応

募の関係で現在２名体制で活動している。関係機関に協力を得ながら、早期の任用を行い

３名体制となるよう努力していきたい。また、福岡県立大学との連携につきまして、「不

登校・引きこもりサポートセンター」に不登校児童の受け入れ等様々なところで深く連携

してきている。今後は、県立大学のＳＳＷを目指している学生が実習できるようにしたり、

不登校問題や貧困問題について、共に考えたりできるよう、さらに連携を深めていきたい。」

との答弁を行っております。３ページをお願いします。次に田守健治議員からは、「１．
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小・中学校の教育環境について」の質問で、本市小・中学校におけるエアコン設置に係る

検討状況等について問う。また、「３．市民プールの環境整備について」として ⑴ 田

川市市民プールにおける環境整備に関する現状及び今後の取り組みについて問う。① 入

場者の日よけ対策について ② 来場者の駐車場（駐車可能台数の不足等）について ③ 

バリアフリーの推進について」の質問があっております。１のエアコン設置については、

先ほどの柿田と同様の答弁でございますので割愛させていただきます。３の市民プールに

ついては、環境整備に関する内容が３点あげられました。その答弁としましては、「いず

れの改善要望に関しても、調査検討を行い前向きに対応していきたい。」との答弁を行っ

たとこでございます。６ページをお願いします。佐藤俊一議員からは、「１．中学校再編

について」の質問で、「⑴ 教育委員会が「審議会」案と異なる学校設置の計画案を提示

後、いくつか問題点を指摘してきたが、今後の進め方について問う。」という内容でござ

いました。その答弁としましては、６月議会での指摘事項がございました数点についての

再質問という形になっております。「まず、児童・生徒の居住地により通学区以外の学校

に通う特例区制度について、今後は、子どもたちの安全や交友関係などの繋がりに主眼を

置き、通学区域の見直しを進めていきたい。また、猪位金小中一貫校の取扱いにつきまし

ては、開校時の１年生が９年間の一貫教育を修了した後、９か年の成果の検証を実施する

こととしている。猪位金学園は、開校時と比較しても児童・生徒数は増加傾向にあり、直

ちに複式学級の心配はない。そのため、現状での猪位金一貫校の存続のため、校区の見直

しや自由校区にする必要はないと考えています。そして、新中学校の開校時期については、

基本計画案に示しているスケジュールでは、平成３４年４月開校を目指している。しかし、

スケジュールに遅れが出ているのは事実である。工程の再度の見直しを行い、計画案どお

りの開校を目指していきたい。」という答弁を行っております。最後に「住民アンケート

の実施目的、市内中学校の再編について、住民理解を図る方法として、アンケートを実施

するものであり、新中学校の学校位置等について問い、その結果を以って住民理解を得ら

れたかどうかを判断したいと考えている。」等の答弁を行っております。７ページをお願

いいたします。最後の７番目の香月隆一議員からは、「１．部落差別解消推進法について」

質問があっております。「⑷ 部落差別解消に向けて学校教育や社会教育の担うべき役割

が大きい。部落差別解消推進法施行後の取り組みについて、教育長の基本的見解を問う。」

でございました。その答弁では、「部落差別解消推進法第５条には、部落差別解消に向け

た教育・啓発の重要性が定められており、これまで以上に積極的に教育・啓発を推進する

ことが求められている。そのためには、『行政職員・教職員の認識・意識を高め、実践に

結びつけること』が最重要課題であるとの認識のもと、『田川市教育委員会人権・同和問
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題職員研修計画』を策定し、計画的に研修を実施することとしている。学校教育において、

『人権・部落差別問題学習カリキュラム』に基づき計画的に取り組んでいるが、法の制定

や意識調査結果を踏まえ見直し等を行いながら、より効果的な人権・部落問題学習を行う

必要がある。社会教育においては、『人権・部落問題の基本的認識』『当事者との出会いを

通した学び』『差別解消の道筋を明らかにする』ことを中心に据えた系統的な学びを通じ

て、部落差別をはじめとしたあらゆる差別の解消に向けた取組をさらに進めていきたい。」

というような答弁を行っております。以上、９月議会での一般質問について概要報告を終

わらせていただきます。 

○教育長 次に移ります。「１０月の行事予定について」を議題とします。 

（各課長が教育長及び各課の行事について説明） 

○教育長 次に移ります。「１１月定例会の日程案について」を議題とします。 

○教育総務課長 それでは、１１月定例会の日程案につきましては、１１月１２日、月曜日

でいかがでしょうか。 

○教育長 ご異議ないようですので、１１月定例会は１１月１２日、月曜日、１４時３０分

に決定いたします。 

  他にご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、以上をもちまして、平成３０年第１１回１０月田川市教育委員会定

例会を閉会いたします。 

（１５時３０分閉会） 

 


