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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２７年第４回田川市教育委員会４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２７年第３回田川市教育委員会３月定例会会議録の承認につ平成２７年第３回田川市教育委員会３月定例会会議録の承認につ平成２７年第３回田川市教育委員会３月定例会会議録の承認につ平成２７年第３回田川市教育委員会３月定例会会議録の承認につ

いていていていて」」」」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

ご質疑等はございませんか。 

     ご質疑ないようですので、日程第１「平成２７年第３回田川市教育委員会３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１３号「田川市教育委員会事務局処務規則の一議案第１３号「田川市教育委員会事務局処務規則の一議案第１３号「田川市教育委員会事務局処務規則の一議案第１３号「田川市教育委員会事務局処務規則の一

部改正について」部改正について」部改正について」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。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の４の規

定による総合教育会議の事務を教育総務課が補助執行することに伴いまして、田川

市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第８号の規定により教育委員会の

議決を求めるものであります。２ページの新旧対照表をご覧ください。新（改正案）

で網掛けがされているところです。教育総務課総務係の分掌事務に(20)地方教育行

政の組織及び運営に関する法律(昭和３１年法律第１６２号)第１条の４の規定に

よる総合教育会議の事務に関すること。というのを追加いたしまして、(20)であり

ました他課の所管に属しないこと。というのを(21)とするものであります。以上で

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はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、日程第２ 議案第１３号「田川市教育委員会事

務局処務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３日程第３日程第３日程第３    議案第１４号「平成２７年度教育施策方針について」議案第１４号「平成２７年度教育施策方針について」議案第１４号「平成２７年度教育施策方針について」議案第１４号「平成２７年度教育施策方針について」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 平成２７年度教育施策方針について、学校教育関係について大まかな説明

をさせていただきます。そして、詳しくはそれぞれの課からの説明になります。ま

ず、１ページの前の全体図をご覧ください。今年度は第５次総合計画の前期、基本

計画の５年目である最終年度です。これまでも第５次総合計画に沿ってやってきま

したけれども、前半部分のまとめということです。学校教育の重点施策は昨年まで
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４つあったのですが、第５次総合計画と整合性を合わせるということで３つにして

います。中身が減ったという訳ではなくて、要は第５次総合計画に合わせたという

ところです。１ページをご覧ください。平成２７年４月、新しい教育委員会制度が

スタートいたします。総合教育会議の設置と教育大綱の策定について時期は定めら

れていませんが、早めの取り組みが望まれているところです。ですから、新しい市

長が決まりましたら、総合教育会議と教育大綱の策定に向けて具体的に動いてまい

ります。それから、人口減少、少子高齢化の進行、生活環境や教育環境の変化に伴

って、学校の再編について取り組んでいるところです。この新しい中学校のあり方

について、今年度中に基本計画を策定したいというところが大きな課題になろうか

と思います。目標理念等については今までを踏襲させていただいています。３ペー

ジをご覧ください。２ 学校教育の重点施策です。重点施策については、その３点

を上げさせていただきました。まず、学校での教育内容を充実する。についてです。

アの学力向上プロジェクトですが、平成２７年度は後藤寺校区と弓削田校区で報告

会を実施することになっています。日程も決まっていますので、両校区ともそれぞ

れ発表に向けて取り組みが進められていくと思います。それから、イの教員の指導

力向上へ向けてについては、県教育委員会との連携をしっかり取っていきながら、

指導力の向上を図っていきたい。昨年までの反省で子ども達の学力、体力、豊かな

心の育成に向けて、県の教育委員会もいろいろと施策といいますか、指導方法など

を掲示してくれてはいるのですが、それが各学校でしっかりできているのかどうか、

そこを今年は見ていきたいと思っています。それから、ウの学力、体力、豊かな心

の育成については、バランスの取れた育成が必要であるというふうに感じます。そ

れから、土曜まなび塾については、今年は少し回数も増やす方向で取り組むように

考えております。次に、豊かに学べる教育環境の整備については、アの基本的な生

活習慣の確立と特別支援教育の充実について、今年は特別支援教育支援員の増員を

図っています。増員を図ったから、特別支援教育だけ力を入れればいいというので

はなくて、しっかりした基礎、基本を学ばせることを各学級で取り組み、他の子ど

も達にもプラスになっていくということで取り組んでいきたいと思っています。そ

れから、イの教育環境の整備については、先程、言いました中学校の再編で、平成

２７年度中の基本計画策定です。審議会との審議にもなりますが、今年は住民説明

会等も計画をしていかねばならないと思っています。それから、ウの学校施設の維
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持管理については、老朽化した学校施設の改修について、教育総務課で年次計画を

きちんと作っていくと考えています。次に、家庭・地域と連携して学校教育の充実

については、これまでの施策を踏襲していく。そして、例えば、県立大学との連携

について、鎮西校区ではいろいろな取り組みで成果が出てきていますので、それを

他の校区へ広げていきたいというふうに思っているところです。詳しくは学校教育

課から提案いたします。また、社会教育につきましては教育部長から説明をお願い

します。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 それでは、社会教育につきまして説明いたします。社会教育施策の目標

理念は市民の豊かな心と創造力を育むと定めております。平成２３年に策定された

田川市第５次総合計画を具体化するために、社会教育の施策方針を定めて、生涯学

習環境の充実に努めてきたところでございます。主な施策方針として、人権に関す

る課題がまだ存在していますので、人権教育の推進のために関係機関・団体と連携

した取り組みを行っていきたいと考えています。また、近年の情報メディアの急速

な発達に伴って、青少年を取り巻く環境も大きく変化しております。このような社

会情勢の中、社会全体で個性豊かな青少年を育成するために、特に家庭教育力向上

を図っていきたいと思っています。最近ではスポーツの関心が高まっております。

スポーツをとおして市民の健康増進と体力向上を目指すため、スポーツ環境整備と

スポーツ活動の充実を図ります。文化面に置きましては、人生にゆとりと潤いをも

たらす優れた芸術文化を鑑賞する機会や文化活動に参加できる機会の提供をいた

します。また、歴史的に重要な文化遺産の調査研究を進め、地域の歴史を市民に還

元していきたいと考えております。社会教育の重点施策として引き続き６つの柱を

設定し取り組みます。重点施策の１点目のいつでもどこでも学べる生涯学習環境で

は、校区活性化協議会を基盤とした地域活動の推進、公民館活動、図書館機能の充

実整備を図っていきたいと考えております。本年度は図書館、美術館に指定管理制

度を導入し、民間活力による市民サービスの向上を図っていきます。２点目の自分

の人権を守り、他者の人権を尊重する地域社会では、市民ひとりひとりの人権につ

いて理解を深めるために人権・同和問題に関する教育や啓発に努めていきます。３

点目の社会全体で子どもたちを守り、健やかに育む環境では、青少年健全育成のた

め、ＮＰО法人等や教育分野、保健福祉分野などと連携を深めるとともに家庭教育

力の向上を目指した支援に努めます。４点目の生涯にわたり楽しめるスポーツ活動
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の充実では、市民の多様なニーズに応じたスポーツの整備を図るとともに保健セン

ターや校区活性化協議会等と連携し、高齢者の健康と体力づくりの支援に努めます。

５点目の豊かな心を育む芸術文化活動の整備では、市民文化活動の充実を図るため、

優れた芸術文化に触れる機会の拡充と美術館、田川文化センター等の施設利用の促

進を図るための文化活動の場を提供していきたいと思っております。６点目の歴史

を受け継ぐ文化遺産の保護・活用では、「石炭の歴史」の発信と文化財保護に努め

てまいります。また、筑豊田川の石炭産業の歴史を後世に語り伝えるため、三井田

川鉱業所伊田坑跡の調査研究を行い、平成２８年度での国の史跡指定を目指してい

くとともに、次世代を担う子どもたちに郷土の誇りと歴史を継承していきたいと考

えます。以上で社会教育の説明を終わります。この後、各課より具体的な説明をさ

せていただきます。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 学校教育課です。１１ページをお願いします。教育長がお示しにな

られました３つの重点施策、⑴学校での教育内容を充実する、⑵豊かに学べる教育

環境を整備充実する、⑶家庭・地域と連携して学校教育を充実する、この３つを達

成するための具体的施策及び事業についてご説明いたします。１２ページをお願い

します。⑴学校での教育内容を充実するについて、方策は３点でございます。１点

目、ア 学力向上プロジェクトの報告会を実施し、成果と課題の把握をするにつき

ましては事業内容のところをご覧ください。b 取組の重点化でございます。学力向

上に関する有識者会議でもご指摘をいただきました１単位時間のねらいが明確な

授業の展開、それから県が推奨しております問いづくり、思考づくり、価値づくり

のある授業を目指してまいります。また、有識者会議でもご指摘をいただきました

し、これまでも重視してまいりました(b)学校、家庭、地域の連携による協働の教

育活動の深化・充実。そして、本市の課題であります(c)家庭学習の習慣化に取り

組んでまいります。c 学力向上プロジェクト報告会につきましては、１０月９日が

弓削田中学校校区、１０月１６日が後藤寺中学校校区でございます。目標につきま

しては、全国学力・学習状況調査において筑豊地区の平均を上回った教科区分数、

合計８の区分で平成２６年は３でございましたので、平成２７年はすべての教科区

分で上回ると設定させていただいております。また、平成２７年度から小学校５年

生、中学校２年生を対象に実施される新たな福岡県学力調査につきましても同じ目

標とさせていただきます。１３ページをお願いします。また、学校の授業時間以外
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に平日勉強を全くしない児童生徒の割合、これが平成２６年度、小学校が３.６％、

中学校が１１.２％でございましたので０を目指します。２点目、イ 教員の指導力

向上へ向けて、研修会の実施とその充実を図るでございます。目標といたしまして、

a 田川市教科等研究会において公開授業研究を実施した部会の割合を１００％とし

ます。b 福岡県教育センター専門研修の申し込み率、平成２６年度は３９．５％で

ありましたので、平成２７年度は５０％とします。３点目、ウ 確かな学力、健や

かな体、豊かな心の育成に取り組むでございます。まず、確かな学力につきまして

は休日学習推進事業、いわゆる土曜数英まなび塾につきましては、これまで月２回

の開催としてまいりましたが、平成２７年度、定期考査前に限り毎週土曜日の開催

とし、学びの習慣化を図ってまいろうと思います。合計で１０回の回数の増加を考

えております。また、放課後児童健全育成授業の中における学習支援でございます

が、対象を５、６年生から４～６年生と１学年拡大をいたします。１４ページをお

願いします。少人数学級運営事業につきましては、教育長の施策の中に「充実」と

「量的確保」という文言がございましたので、充実につきましては授業の方法論か

ら、量的確保につきましては時間外の取り組みから設定をさせていただいておりま

す。健やかな体の育成、豊かな心の育成につきましては、記載のとおりでございま

す。この項目の目標は a 土曜数英まなび塾について、これまでは参加率向上を目標

としてまいりましたが、平成２７年度は得点化した学習意欲の平均点の始末比較が

１０％上昇することを目指します。b 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の体力

合計得点について平成２７年度調査で県平均を上回ることを目標といたします。１

５ページをお願いします。児童生徒１０００人あたりの不登校数で全国平均を下回

ることを目標とします。平成２６年度は１６．０人、全国平均は１１．８人、全国

調査の平成２６年度分はまだ公表されておりませんので、平成２５年度を記載させ

ていただいております。重点施策、⑵豊かに学べる教育環境を整備充実するについ

て、方策は２点でございます。１点目、ア 基本的な生活習慣の確立と特別支援教

育の充実を図る。まず、基本的な生活習慣の確立につきましては事業内容をご覧く

ださい。家庭・地域との連携・協力でございますが、特に c でございます。田川市

ＰＴＡ連合会と連携した「早寝早起き朝ごはん」、「スマートフォン使用ルール」、「No 

study Kids 0」を重点として取り組んでまいります。特別支援教育の充実につきま

しては、特別支援教育充実事業及び特別支援学級宿泊研修事業を充実してまいりま
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す。また、b でございますが、特別支援教育支援員を平成２６年度当初の１４名か

ら２３名へ増員して支援を図ってまいります。１６ページをお願いします。目標の

c でございます。特別支援教育に関わりまして個別の教育支援計画、個別の指導計

画を作成している学校の割合を１００％といたします。２点目、イ 教育環境整備

のために田川市の中学校の再編に取り組む。事業内容については、学校適正規模推

進事業で審議会でいただきましたご意見に基づきまして住民説明会を開催いたし

ますとともに「田川市新中学校のあり方審議会」最終答申を受けまして、基本計画

を策定することを目指します。目標といたしましては、平成２８年３月末までに基

本計画の策定を考えております。⑶家庭・地域と連携して学校教育を充実するにつ

いて、方策は４点ございます。１点目、ア 教育機関や地域の連携についてでござ

います。１７ページをお願いします。目標の a「ゲストティーチャー」による指導

を実施した学校の割合を１００％といたします。b スクールソーシャルワーカーの

介入事例の重点化を図ってまいります。c 学校安全に関しては地震に対応した避難

訓練を実施している学校の割合を１００％といたします。２点目、イ 幼稚園、保

育所(園)、小学校との連携でございます。目標の a 就学前学習会を年２回開催をし、

連携を図ってまいります。b 幼稚園、保育所(園)と連携した教育活動を実施した小

学校の割合を１００％といたします。１８ページをお願いします。３点目、ウ 小

学校、中学校の連携についてでございます。事業内容は小中一貫校猪位金学園をモ

デルとした小中教育課程の円滑な接続についてでございます。昨年度開校しました

猪位金学園をモデルに小中の連携の在り方について充実を図ってまいりたいと思

います。目標といたしましては、a 小中研究推進委員会を月１回以上開催した小中

学校の割合を１００％にいたします。また、校区の小中学校教員による授業研究を

実施した小中学校の割合を１００％といたします。４点目、エ 県立大学との連携

でございます。事業内容の a から e に記載した５点について連携を図ってまいりま

す。３ 継続課題及びその関連事業につきましては、⑴社会の変化に対応した推進

並びに⑵田川市放課後児童健全育成事業の実施について、継続して取り組んでまい

ります。説明は以上でございます。 

○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長 続きまして教育研究所です。教育研究所の施策及び事業は２０ペー

ジからです。施策方針は昨年と同様でございます。それでは、今年度の重点施策と

その具体化について説明いたします。⑴学校での教育内容を充実する。ア 教員の指
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導力向上に向けて、研修会の実施とその充実を図る。目的を４点挙げておりますが、

a と b について説明いたします。a 若年教師の指導力の向上と中堅教師のミドルリー

ダーの育成を目指し、各種研究会や研修会への積極的な参加を促す。b 市内小中学

校の全教員参加による教科等研究会をとおして、教師の専門的な指導力の向上を図

る。この２点を特に重点としております。事業内容につきましては、若年とミドル

のリーダーのところで a が教職２年目の教師を市委嘱研究員、教職４年目の教師を

教育実践研究の研究員として委嘱し、教育実践研究の進め方やまとめ方についての

研修をとおして、専門的な力量を向上させる。教科等研は研究サークルの育成や実

技研修等、指導、助言を図る。それから、c 市内の小中学校の全教員を対象に、各

教科に分かれて主に部会長の学校において、教材研究や授業研究を実施する。これ

は公開の授業研究と一緒です。目標に具体的に挙げております。まず、若手教師と

ミドルリーダーの育成のところでは、a２年目の教員が４名おりますので、その先生

方全員に市の委嘱研究に参加していただきます。b 教育実践研究員ですが、これは

筑豊事務所の指導主事に指導していただけます。４年目の教員が７名おりますので、

その先生方全員に参加していただき、指導力を高めていただきます。c 教科等研究

会は年３回実施いたしますが、部会毎に１回以上の公開授業研究を実施し、研究の

成果と課題をまとめていただきます。⑵豊かに学べる教育環境を整備充実する。ア 

教育課題解決の手立ての１つとして、児童生徒や教師に関する実態調査を行う。目

的の a 毎年研究所が実施しております全職員を対象にした運営アンケート調査を行

い、研究所への要望を把握し、教育現場の教育活動推進に生かす。b 児童・生徒や

保護者を対象にしたアンケート調査を行い、学力の基礎となる基本的生活習慣や規

範意識、人間関係などについての実態を把握し、それを教育活動に生かす。事業内

容は a 研究所の運営アンケートですが、４月初旬に市内小中学校の全職員を対象に

運営アンケートをお配りいたしまして、その結果を研究所通信「虹」をとおして先

生方にお知らせし、先生方の要望を本年度の研究所運営に役立てていきます。b 児

童・生徒の実態調査ですが、これは１１月から１２月にかけて小学校４年・６年、

中学校２年を対象にアンケート調査を行い、３月に調査をまとめ、１冊の冊子にい

たしまして、各学校及び関係機関に配布し、教育課題解決のための資料にしていた

だきます。目標です。ａ研究所通信「虹」の購読は７割くらいです。市内の小中学

校の先生方、常勤講師まで含めまして、全員の購読が８０％となるように魅力のあ
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る内容に中身も充実させていきたいと思っております。b 実態調査は今までは各学

校の校長、教頭、それから関係の学年までしかしていなかったのですが、平成２６

年度は規範意識を調査いたしましたので家庭にも関係あります。そのため、これか

らは保護者にも調査をした場合は、ＰＴＡにも１冊ずつ研究のまとめをお渡しして、

会議のある時に見ていただこうと思っております。それから、イ 学校・学級不適応

や生徒指導上の諸問題への対応の充実を図る。数年前から田川市も不登校の児童・

生徒が増えております。例えば、実績報告書から見ました小中合わせての不登校は

平成２４年は２６件、平成２５年は３３件、平成２６年は４２件というふうに増え

ております。昨年度は本当は６２件です。それはサウンドの１３名と県立大の７名

を合わせての２０名が入っております。この子ども達を外しましても４２件という

ことで平成２５年から平成２６年にかけて１０名近くの不登校の子どもが増えてお

ります。今年はまず、充実した生活を送るということで、事業内容の a 田川市総合

体育館の中に適応指導教室があります。指導員２名と子ども達は学習等いろいろな

体験をしておりますので、それを今年も実施します。b 昨年「不登校対策マニュア

ル」を作成いたしました。先程、言いましたように不登校の子ども達が増えており

ますので、不登校の予防、とにかく早期に発見して不登校を未然に防ぐというため

に作成しております。今年は４月の校長会等で、校長、教頭にお願いをして当初か

ら対策マニュアルに沿って活動をしていただくようにしております。目標は a 適応

指導教室は在籍校の教職員との連携を図り、関係の先生方が週１回を目途に適応指

導教室に顔を出して子ども達の様子を見ていただくというふうにしていきたいと思

っております。b 目標は不登校対策マニュアルを４月から活用いたしますので、不

登校児童・生徒数が昨年度の１割減としておりますが、できましたら平成２６年度

よりも各学校１名、不登校の子どもを減らすということを目指したいと思っており

ます。以上です。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 それでは、教育総務課についてご説明いたします。２４ページをお

願いします。まず、施策方針ですが、本市の学校施設は昭和４０年から５０年代に

建築したものが多いことから、定期的に施設や設備の点検を実施し、必要に応じて

改修を行いながら、安全上、保健衛生上及び機能上学校教育の場としても適切な環

境を確保していく必要があると思っております。また、教育の機会均等及び水準を

確保するためにも、幼児・児童・生徒が安全・安心に学校生活を送ることができる
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よう教育環境を整備することが最も大切であるというふうに考えております。２５

ページをお願いします。そこで、教育総務課では今年度における教育環境整備につ

きまして、重点施策を豊かに学べる教育環境の整備とし、児童・生徒が安心して学

べる環境の整備・充実を図ることとしています。具体的な目標としましては、学校

施設の劣化状況や建築年数等を勘案しまして、大規模改造基本計画（案）を策定す

る。次に、災害発生時において避難場所としても重要な役割を果たす場となります

ので、学校施設の防災機能を強化するために屋内運動場の構造体だけではなく、照

明器具等非構造部材の耐震化を図りまして、より安全・安心な施設整備を市内全小・

中学校において行うこととしております。それから、障害のある児童・生徒が学校

での生活や学習での困難を少しでも改善克服できるように施設のバリアフリー化を

図ることとしております。２６ページをお願いします。継続課題及びその他の関連

事業といたしましては、まず、児童・生徒等の安全確保であります。夜間の学校施

設警備に加えまして、本年も小学校児童の下校時には警備会社による巡回警備を実

施するとともに、不審者情報を活用しながら、警備会社や学校教職員等と連携し、

児童・生徒の安全確保を図りたいと思っております。次に、学校施設の有効活用で

す。学校施設は児童・生徒が教育を受ける場としてだけではなく、地域のコミュニ

ティの場所としても重要な役割を担っております。そのため、学校がより地域に開

かれた存在になるよう地域行事への積極的な活用を図ることといたしております。

以上です。 

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 続いて、生涯学習課です。２７ページをお願いします。まず、施策

方針ですが、本市では、「郷土を愛し豊かな心と創造力を育むまちづくり」を第５

次総合計画の基本目標とし、「市民の豊かな心と創造力を育む社会教育」施策を平

成２７年度まで継続して推進することとしております。この施策方針のもと生涯学

習課では本年度も４つの重点施策を設定しております。次に、重点施策とその具体

化についてでございます。２８ページをお願いします。⑴いつでもどこでも学べる

生涯学習環境作りにつきましては、アの校区活性化協議会を基盤とした自主的で充

実した地域活動の推進とイの生涯学習の拠点としての公民館活動の推進を挙げて

おります。アの校区活性化協議会を基盤とした自主的で充実した地域活動の推進で

は、目的としまして住民が自ら考え、自らの手で創意と工夫に満ちた地域活動を展

開し、活力あふれる「生涯学習まちづくり」を目指すこととしています。事業内容
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といたしましては、各校区活性化協議会において、公民館部会・青少年育成部会・

社会福祉部会それぞれの機能を発揮しながら連携協力し、校区住民の自主性・主体

性を生かした事業を展開することとしております。また、目標といたしましては、

各校区において実施した事業の自己評価を行い、活性化協議会の活動に地域性を出

し、レベルアップを図るとともに、各部会における女性の参画や事業実施における

創意工夫、補助金の有効活用を推進し、さらなる発展を目指します。次に、イの生

涯学習拠点としての公民館活動の推進では、目的といたしましては、市民会館では

市民の身近な暮らしや地域社会とつながる活動を展開し、憩いの場、仲間づくりの

場、地域づくりの場として多様な役割を果たし、生涯学習推進の拠点としての使命

を担っており、また、地区公民館は地域住民の課題解決のための学習の場であると

同時に、人間関係を深めるコミュニティの場であることから、公民館活動の活性化

を図り、活力ある地域社会の実現を目指すこととしております。事業内容といたし

ましては、生涯学習に関わる各種事業及び公民館講座の開設、人材バンク事業の推

進などに取り組むとともに、地区公民館や校区における公民館活動の推進を図り、

実践発表の場として「田川市公民館まつり」を開催することとしております。また、

目標といたしましては、事業の一層の充実、発展を図りながら、地域住民と協働し

「いつでも、どこでも学べる生涯学習環境をつくる」を理念に、各種事業を推進す

ることとしております。⑵自分の人権を守り、他者の人権を尊重する地域社会づく

りでは、アの人権・同和問題に関する教育及び啓発に努めることとしております。

目的といたしましては、同和問題をはじめとする様々な人権課題について、市民一

人ひとりが正しく理解し、自らの生き方に関わる事柄として受け止めることができ

るようにすることとしております。事業内容としましては、平成２４年度に実施し

た「人権・同和問題に関する市民意識調査」の結果を踏まえ、関係機関・団体と協

働して、人権・同和問題に関する教育及び啓発を行うこととしております。また、

目標といたしましては、関係機関・団体との連携を密にして、若年層・指導者層を

中心に学習の場を設定し、人権問題に関する関心度７５％を目標とします。２９ペ

ージをお願いします。⑶社会全体で子どもたちを守り、健やかに育む環境をつくる

ではアの青少年の健全育成と家庭教育力向上への支援に努めることとしておりま

す。目的といたしましては、家庭教育力の向上を図り、社会の新たな変化に対応し

た青少年健全育成を推進することとしております。事業内容といたしましては、学
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校、家庭、地域及び関係機関・団体との連携を行い、スマートフォン等の電子機器

の急速な普及による課題解決に取り組むこととしております。また、目標といたし

ましては、課題を抱えた家庭の保護者を中心に市主催事業の参加を呼びかけるよう

努め、前年度を上回る参加者数としております。⑷生涯にわたり楽しめるスポーツ

活動を充実するでは、アの生涯スポーツの振興に努めることとしております。目的

といたしましては、スポーツに親しみや興味を持ち、地域住民のスポーツ活動に関

する意識が高まり、スポーツライフも多様化する中、誰もがそれぞれの年齢、興味、

関心、体力、目的に応じて「いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツを継続的

に親しむことができる環境づくりを目指すこととしております。事業内容といたし

ましては、地域でのスポーツ活動を推進するために、スポーツ推進委員によるニュ

ースポーツ活動指導や少年期におけるスポーツに親しみを持つためのカヌー体験

教室やスポーツ体験教室を実施、地域活動指導者を対象にした研修会やニュースポ

ーツ講習会を行うこととしております。また、目標といたしましては、生涯スポー

ツ社会の実現には、地域におけるスポーツ、学校における体育・スポーツ、競技ス

ポーツ等、市民の多様なスポーツによる自己実現を支援する必要があり、関連する

組織間の連携・協力体制の整備・充実を図ることとしております。３０ページをお

願いします。継続課題及びその関連事業についてでございます。ここでは係ごとに

課題と事業を記載しております。公民館・スポーツ係では課題として、ア 校区活

性化協議会、イ 中央公民館（市民会館）活動、ウ 地区公民館活動、エ 生涯スポ

ーツの普及振興の４項目を挙げており、課題解決に向けての具体的実施事業を項目

別に記載をしております。次に、３１ページをお願いします。学習振興・人権教育

係では課題として、ア 人権・同和教育分野、イ 青少年対策分野、ウ 社会教育分

野、エ 生涯学習分野の４項目を挙げており、課題解決にむけての具体的実施事業

を項目別に記載をしております。以上で、生涯学習課の施策及び事業についての概

要の説明を終わります。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 次に、文化課の説明をいたします。３３ページをお願いします。施策方

針です。人々が心豊かな質の高い生活を送るためには、地域文化の振興、発展が重

要となります。本市においては、ハード面における文化環境、特に施設面において

は他市に比べ整備されておりますが、ソフト面の教育が大変重要になってまいると

考えております。このことから、本市としては学校や家庭、地域の場において、よ
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り多くの市民が優れた芸術文化や伝統文化に接することができ、関心を持ってもら

い、文化活動に参画できるような機会を拡充していく必要があると考えております。

以上のことを施策方針といたしまして、次のページ以降それぞれの事業についての

重点施策について記載をしております。３４ページをお願いします。重点施策の⑴

いつでもどこでも学べる生涯学習環境をつくるでございますが、これは特に図書館

機能の充実整備に努めるということで挙げております。目的といたしましては、幅

広い分野の情報を集め、それを利用しやすい形で提供することで、市民の生活や活

動につなげるということでございますが、それのみならず新たな文化との出会いの

場を提供する活動を行い、本・人・文化がつながるように努めるということでござ

います。事業内容といたしましては、図書館として事業展開しております子どもに

対するブックスタート、読み聞かせボランティアの育成等を挙げております。また、

小・中学校図書館との連携ということを挙げておりますが、特に今年は昨年、学校

図書館法が改正されたことを受けまして、学校図書館司書さんとの連携をこれまで

以上に図りたいと考えております。また、図書資料の充実等については５月１日か

ら新しい図書館システムが導入されます。レファレンス及び予約等につきましてサ

ービスをさらに充実させることができると考えております。図書館の目標でござい

ますが、図書館サービスに対する市民満足度の更なる向上を図るため、本年１０月

１日から指定管理者制度を導入してまいります。指定管理者制度を導入することに

よりまして、開館時間の延長や開館日数の増加、専任の図書館長及び専任スタッフ

を配置することで、これまで以上に機能の充実、整備を目指したいと考えておりま

す。目標入館者数は７万５千人としております。３５ページをお願いします。重点

施策の⑵豊かな心を育む芸術文化活動を支援するということで、ア 市民文化活動の

充実に努めるとしております。これは田川文化センター・田川青少年文化ホールを

活用しながら、市民の文化活動を支援奨励していくという目的を持っております。

事業内容といたしましては、例年開催しております、市民文化祭、芸術文化体験事

業、懐かしの名画祭、こども音楽祭等を開催いたします。それとともに、文化団体

の育成といたしまして、文化振興基金を活用いたしました市民の文化活動の奨励、

また、田川文化連盟と共催を図りながら、地域文化の育成に努めるとしております。

目標といたしましては、今後ともそれぞれのイベントについて参加団体、また、観

客数の増加を目指して、市民に文化活動が定着するように支援していきたいと考え
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ております。３６ページをお願いします。ここは美術館についての記載でございま

す。目的といたしましては、市民一人ひとりがアートと関わり、楽しむことがで

き、市民の生活や活動につながることを目的とし、心豊かな質の高い生活を送れ

るよう努めるとしております。内容といたしましては、例年美術館として活動し

ております企画展事業や貸館事業、教育普及事業、学校教育との連携、他の美術館

との連携等を上げております。目標といたしましては、美術館につきましても１０

月１日から指定管理者制度を導入いたしますので、民間活力を生かした企画展事業

の充実、貸館事業の増大等を考えております。美術館の利用者数の増加をめざすと

いうことが最大の目的、サービスの向上ということが最大の目標でございますので、

目標入館者数につきましても第５次総合計画に挙げております４万５千人として

おります。重点施策の⑶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、文化財の保護と活用について挙げております。「田川市文化財保護条

例」に基づき、市内に現存する有形・無形文化財等の保存、また、埋蔵文化財につ

いては効果的な保護に努めてまいりたいと考えております。事業内容といたしまし

ては、文化財普及事業、文化財保護事業、本年度につきましては、埋蔵文化財発掘

調査受託事業といたしまして西田川高校校舎改築工事に伴う発掘調査を継続して

行ってまいります。目標といたしましては、天然記念物及び古文書等の市指定のも

のにつきまして、また、現在あるもの、指定されているものではなく、今後とも調

査を実施して、指定を具体的に検討してまいりたいと考えております。また、文化

財の活用におきましては、市内文化財の点検等を行い、それが学校教育または観光

担当部局との連携に役立てるようにしてまいりたいと考えております。(イ)国史跡

指定への推進でございますが、これは現在継続して行っております三井田川鉱業所

伊田坑の跡地の調査を継続して行いまして、国指定史跡を目指すものでございます。

今年度が最終年度にあたりますので、予備調査等を行いまして、調査報告書を作成

し、平成２８年度の意見具申に向けて、遅滞なく所要の事務を進めたいと考えてお

ります。４０ページをお願いします。３の継続課題及びその関連事業として、まず、

田川文化センター・田川青少年文化ホールにつきましては、平成１９年度から指定

管理者制度を導入しておりますが、平成２５年度から３期目を迎えることになりま

すので、今年度は次の指定管理者を選定するための調査、選定の事務がございます。

美術館・図書館につきましては、先程、説明いたしましたように１０月１日から指
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定管理者制度導入ということが決まっておりますので、指定管理者制度を導入する

際に関係団体への十分な連絡等を行う必要があると考えております。ただ、図書館

につきましては、「田川市子ども読書推進計画」というものを現在、策定しておりま

すが、本年度は来年の改定に向けて、内容を検討し直す時期に入っておりますので、

それにつきましては文化課が中心となって行いたいと思っております。埋蔵文化財

につきましては、先程、申しましたように平成２８年度の国指定史跡への意見具申

を予定しておりますために、地権者等から同意を得る必要がございますし、様々な

関係機関との協議というものが必要となってまいります。また、４２ページから４

７ページまでにそれぞれの施設が今年度に行う事業について一覧表にしております

ので、ご参照いただきたいと思います。以上で、文化課の説明を終わります。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 続きまして、石炭・歴史博物館の施策方針につきまして、説明申し上げ

ます。３９ページをお願いします。まず、目的といたしまして４つの目的を設定い

たしております。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、

そして、ユネスコ世界記憶遺産「山本作兵衛コレクション」の保存活用についてで

ございます。この４つの目的を持ちまして、平成２７年度におきましては事業内容

を展開していきたいというふうに考えております。まず、博物館機能の充実といた

しまして、付属研究所における調査・研究、博物館展示物の保全と改善、刊行物で

あります「石炭・歴史博物館だより」や「館報」の発行、そして「広報たがわ」ホ

ームページ、ブログ等を活用した博物館情報の発信を事業として行いたいというふ

うに思っております。続きまして、教育普及活動の強化でございます。まず、本年

度特徴のある事業といたしまして、明治日本の産業革命遺産～九州・山口と関連地

域～が本年７月に予定されておりますユネスコ世界遺産委員会におきまして世界文

化遺産に登録された場合におきましては、それを記念いたしまして特別展等を開催

したいというふうに考えております。４０ページをお願いします。その他博物館講

座、作兵衛ゼミナール、博物館研修講座、これは教職員が対象になります年に１回

実施しております講座でございます。後は体験学習等の実施を例年どおり行いたい

というふうに考えております。そして、ユネスコ世界記憶遺産「山本作兵衛コレク

ション」の保存活用といたしまして、今年度は博物館の改修工事を実施したいとい

うふうに考えております。また、文化庁の補助制度を活用いたしました世界記憶遺

産活用活性化事業につきましても、本年度は実施したいと考えております。目標と
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いたしましては、博物館機能の充実、教育普及活動の強化、ユネスコ世界記憶遺産

「山本作兵衛コレクション」の保存活用でそれぞれ目標を立てておりますが、特筆

すべき点といたしまして、博物館機能の充実でございます。入館者増を図るという

ことでございまして、平成２６年度におきましては４万９千人以上という形で入館

者が５万人を切っております。田川市第５次総合計画では入館者年間あたり５万人

という目標を立てておりますので、平成２７年度はいつから工事が着工し、休館に

なるのか、まだ確定できておりませんけれども、年あたりで換算して５万人に到達

できるように努力していきたいというふうに考えております。もう１点といたしま

して教育普及活動の強化です。日々、団体さんがお越しいただくときに必ずといっ

ていいほど解説を希望されます。同時に複数の団体さんが来られた場合に全部の団

体さんにガイドをお付けするということがなかなか難しい状況でございますので、

このガイドとなる方の養成に努めてまいりたいということを考えております。４１

ページをお願いします。継続課題及びその関連事業でございます。平成２３年５月

に博物館所蔵の「山本作兵衛コレクション」が国内で初めてユネスコ世界記憶遺産

に登録されたことにより、博物館や近代化遺産に対する関心が高まるようになって

おりまして、さまざまな課題が浮上していることから、地域住民が一体となり課題

解決に向けた方策を探るとともに、教育委員会を含めた関係各課と連携して課題の

解決にあたってまいりたいと考えております。また、４８、４９ページには文化課

と同様に石炭・歴史博物館における主要事業を取りまとめておりますので、ご参照

いただければと思います。以上でご説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 長く説明していただきましたけれども、ご質問、ご意見ございませんか。 

説明を聞いている途中で、気になった点を質問させていただきます。今回は目的、

事業内容、それから目標と具体的に説明をなさっていただきましたが、例えば、学

校教育課の場合、○○の割合を１００％にするとか、教育区分８つ全部で筑豊地区

の平均点を上回るとか、そういう目標を作っていらっしゃるのですが、これがもし、

達成されなかった場合というのはどういうふうな対処になっ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 そうなりますと新たな施策展開が次年度は必要になってくるかと思

います。達成できなかった原因は何なのかというところを分析いたしまして、次の

年の施策に反映していきたいと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 あながち○○の参加数を全員参加にするとか、○○の割合を１００％にす
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るとか、そう書いてしまうと毎年の恒例のようになってしまうと思いますので、今

年度はそこに歯止めを掛けるような対策をとっていただかないと来年も同じことに

なってしまうような気がしますので、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 達成された目標につきましては、次年度に引き継ぐ必要はないとい

うふうに考えております。目標が達成されましたら、新たな課題といいますか、こ

こから考えられる次の課題というふうに発展していかない限りは子ども達の豊かな

育ちというのは保証されないと思いますので、そうさせていただきます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ぜひ、お願いします。それと、もう一つ気になりましたのは、教育総務課

の２５ページですけれども、⑴のアの事業内容で大規模改造実施計画の策定に取り

組むとありますが、これと中学校がこれから統合していくこととはどのような流れ

でいくのでしょうか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 あくまでも私共が考えている基本計画(案)というのは、老朽化に基

づいてというのが第一になります。本当は年次計画が一番いいのでしょうけど、そ

こまではいっておりませんので、年次計画を作るための基本計画をまず作って、そ

の後に平成何年にはどこの学校とか、平成何年には何校とか、そういうふうに作っ

ていきたいと考えております。 

○委員○委員○委員○委員長長長長 年次計画で行うという流れの中で以前、耐震化問題があったのですが、そ

の時にはすでに統合の具体的な話が出ていた後だったので、その年次計画と統合の

プランとの兼ね合いといいますか、大きなトラブルになってしまった過去がありま

すので、そこら辺のところはやはり慎重になさった方がいいと思います。今度の統

合が流れてしまうのは困りますので、よろしくお願いします。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員    例えば、３ページに学力検査、各種実態調査などの結果から検証を行う

ということを書いておりますが、昨年度、確か市郡合同の校長会の研修会が行われ

たと思います。そして、それを基にして田川市郡の学力についてどうなのかという

ことの検証が行われたのではないかと思うのですが、今年は昨年度の課題を元に研

修会というのは行われるのですか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 昨年が２年目だったと思いますが、最初は田川市郡の教育長が集まって、

そして、小学校校長、中学校校長、学校関係者も集まった中で研修会をしましょう

というのが出ました。昨年は具体的にどんなふうに取り組んでいったらいいのか、

やはりそれを考えていかなければいけないのではないかということで研修会を持ち
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ました。そこでいろいろ出てきたのは、やはり同じようなことを県の教育委員会も

それぞれ手立てについて考えているので、県の教育委員会とそれぞれの教育委員会

が連携をして、その一つ、ひとつをしっかり取り組んでいくことが大事なのではな

いかというふうなことで反省は上がってきました。だから、また今年度もそういう

全体での研修会を持たなければいけないということになっていますけれども、どう

いうふうな目標で、どんな手立てを考えて研修会を持とうかというのは、これから

になります。だいたい毎年１回は必ず集まってやるということにはなっています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 土曜まなび塾のことですが、今年は少し内容を濃くしていくということで

すけれども、ここに来られる子どもは限られたお子さんだけで、本当に補充してい

ただきたいお子さんはなかなか参加しないのではないかと思われます。ある一定の

子どもだけが受けられるというシステムではないかと思います。どこでもだれでも

学べるという考え方からいきますと、各学校とか、東区とか、西区とかで受けられ

るような状況かもしれません。課題を抱えている子ども達に補充ができるような形

にして、底上げをしていくというのはとても大事なことだと思うのですが、そこら

辺の対策をこの中に表した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    その件については検討いたしました。現在の中学校のあり様と同じ

で、最終的に行き着くところは学校数が多すぎる。ですから、講師を確保しように

も８中学校校区分の講師を数学と英語で子どもの求めに応じて配置するとなります

と、これは本当に人が足りません。先程、言われましたように西区、東区のような

学校規模になりましたら、学校の中で開催することも将来的には可能になってこよ

うかというふうには考えているところでございます。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 春休みに知っている中学校１年生が宿題に困っているということで一緒

に勉強したのですが、正八面体とか、正十二面体とか、そういう問題はすらすら解

けるんです。以前、割合は小学校５年生で勉強をすると聞いていましたが、割合の

ところの一次方程式になったら、式を立てる前に日本語の式がまずたてられない状

態なんです。そうだったら、小学校５年生のテストを受けたときにもできなかった

はずだから、テストを返す時に先生からの説明を受けていないのではないかという

気がするのですが、いかがですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 各学校では補充の時間と言いまして、テストの前に未定着なところ

は時間をとって指導するようにはしています。ただ、それで１００％のところまで
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にしているかと言われますと、そうではないことが考えられると思います。実は今

年度は徹底というのをキーワードにしたところはそこのところです。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員    ２年生になれば連立方程式になると思うのですけど、文章問題で式がた

てられない状態のまま、上の学年に上がってしまうと、この状態では困るなと思っ

ています。もちろん成績がいいだけが素晴らしいことではないと思いますが、本当

に数学が不得手なら、そういう正十二面体の頂点の数とか、そんなところを覚えて

いるとは私の感覚では思えないのです。なのに、何でそこだけができないのだろう

と、それは中学校の先生だけの問題ではなく、小学校の５年、６年の先生方との連

携が必要な気がしてなりません。ぜひ、ご検討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 まさにおっしゃるとおりでございまして、特に算数、数学科は系統

性の高い教科でございますので、小中の連携というのはカリキュラム上も重要にな

ってまいります。小・中９年間を通しまして、一度学習した中身が出てこないとい

うことは現実としてあります、それが内容として発展して繰り返されている、スパ

イラル型になっていくというのが、教育の仕組みでございますので、どこで躓くの

か、それと、もう一点重要なのはその学年でキーになる内容がございます。そこを

落とさないというのは先程ご指摘いただきましたように大変重要であろうと思いま

す。例を申し上げますと、小学校２年生の掛け算九九は定着をします。何故かとい

うと、教員全員がこれは今後、算数科、数学科を学習する上で重要なキーになると

いうことが自覚できているからなんです。それと同じように３年生でもあるんです。

４年生でもあるんです。掛け算九九ほどキーとして位置づけられているかどうかと

いうところの見直しが小・中で図られて、９年間のカリキュラムを見通して、ここ

でこうしておかないと中学校のこの単元のここで躓くよということが明らかになっ

て指導が充実していくというところを目指していかなければいけないというふうに

考えております。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 重ねてもう一つだけお願いがあるのですけれども、世の中にはいろいろ

な教育があると思います。高校もありますし、大学もあります、あるいは資格試験

を受ける教育もありますけれども、最もやり直しが効きにくいのは、この義務教育

だと思うのです。その思いで、もちろん親御さんもですけど、先生方にも本当に一

生懸命その思いを持っていただいているかどうかをぜひ、啓蒙していただきたいと

思います。 
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○委員長○委員長○委員長○委員長 最近読んだ本の中で、公教育が充実していないというのは文化的に低い地

域であると言わざるを得ないというようなことが書いてありました。まさに私達の

努力が足りないのではないだろうかと、ミッションという意識が非常に少ないので

はないだろうかと思いました。それで、やはりミッションであるという気持ちを全

員で共有していくこと、徹底していくことが第一の目標ではないかと感じた次第で

す。それから、蛇足ではありますが、先日、新幹線に乗っておりましたら、Ａ３の

少し分厚い春休みの宿題というプリントを一生懸命やっている少年がおりました。

少し気になってちらっと見ましたら、同じ名前の○○小学校○○中学校合同春休み

宿題というタイトルでした。そして、その子は別の冊子も見ているんですけれども、

同じくらいの厚さの詳しく解説した解答も本人に渡されていました。分からないと

ころはその回答を見ながら、一生懸命自分で学習していました。小中合同でという

共通の意識を持っている学校なんだなと思いまして、田川市にはそういう宿題があ

るのかなと思ったところです。 

○学校教○学校教○学校教○学校教育課長育課長育課長育課長 そこまでシステム化したものはございませんが、本市でも小学校６

年生にもちろん宿題は出しますし、それを中学校の先生は見てくださっています。

小学校のことは小学校、中学校のことは中学校ではなくて、いわゆる中一ギャップ

を防ぐために小学校でやったことを中学校が見るんだよというようなやり方という

のは徐々に定着してきております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    それと説明を聞いているときに気になったのですが、生涯学習課の２９ペ

ージです。⑵のアの目標ですが、人権問題に関する関心度７５％を目標とする、と

いう数値目標が出ているのですけど、これはどういうふうにして７５％を把握する

のかなと思いました。 

○生涯学習課○生涯学習課○生涯学習課○生涯学習課長長長長 下に書いておりますように５年ごとに人権同和対策課が市民意識調

査を実施するようにしております。その調査での数値を目標に掲げているというこ

とです 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この関心度というのはその調査のどういったところからわかりますか。 

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 やはり関心が高いほどこの問題に対する理解、認識が高い。もちろ

ん、今までずっと人権問題に関する研修、啓発をやってきている訳ですけれども、

その中ではっきり言えるのは研修に参加した回数を重ねるほど、人権意識が高いと

いう数値が表れております。それと、もう一つは先程もご説明しましたが、若年層
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の方の理解が乏しい。これは同和問題が学校教育・社会教育の中でなされていると

ころですので、本来でありますと若年層の方というのは意識が高いはずであるはず

なのに、なかなかその辺りが結果としてでてきてない。それは大きな課題だろうと

いうことで、この意識調査の結果を基に今まで研修等に参加できていなかった若年

層の方たちにできる限り参加をしていただくということで、この問題に対する理解

を深めていきたいということを考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今、学校では人権問題というのは主に何の時間にやっているのですか。道

徳ですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 そうです、道徳の時間を中心にしております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    それなら同和問題だけではなく、いじめ問題とか、外国人に対する問題と

か、いろいろな方に対する思いやりを持ちましょうとか、そういう形ですよね。人

権問題の取り組み方も昔とは変わってきているのでしょうが、学校での理解という

のが少なくなっているということなのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 今、生涯学習課長が申しました若年層の課題というのは、２０歳か

ら３０歳までです。ですから、学校教育を受けてから５年以上経過していますので、

学校での中身が薄くなっているとは言い切れないのではないかということは考えま

す。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 その方たちが学校教育を受けたころがそうでもなかったということになる

のですか。それとも社会に出て忘れてしまったということになるのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 学校教育の範疇でいいますと、人権を大切にしましょうと人権を大

切にすることの中身そのものについては洩れなくできているというふうに考えま

す。それ以降、学校を卒業した以降は申し訳ありませんが、私どもが追跡できると

ころではございませんが、例えば、その方々、お一人お一人が生きていく過程にお

いて、それを実感できる社会がまだ実現されていなかったりすることによって、誤

った情報が入ってきて、認識がそちらの方にとか、そういうことがあるのではない

かと思います。そこは学校教育から離れますので、そうではないかというところに

留めさせていただきますが、そういうふうに考えられると思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 それにはメディアの問題も関係していると思いますけれども、学校教育で

メディアに関する問題も取り組まれるのですよね。これからの人たちはそういった

ことに漏れがないような優しい気持ちを持った人、学力も必要ですけれどもやはり
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人間としての思いやりとか、がんばる力とか、そういうことも大切だということが

一番の目標でしょうから、そこら辺のところはよろしくお願いします。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 研究所の２２ページのイですが、この生徒指導上の諸問題については、

学校教育については総じて心の教育等いろいろと取り組めば、これは解決というこ

とかなと思いながら、どこにあるのかなと思って見ていました。例えば、今の生徒

指導上の諸問題について、研究所の目的、事業内容、目標を見ても不登校対策につ

いてはここに出てきているのですが、生徒指導上の諸問題にはどういう対応をする

のかというようなことはここには出てきていません。今の研究所なり、教育委員会

としては補導主事主任研として各学校から出てきて会議を行っていると思うのです

が、諸問題の対応というのはどういう形になるのだろうかと思って、抜けているの

かなと思って見ていました。 

○○○○教育教育教育教育研究所長研究所長研究所長研究所長 生徒指導は補導主事主任研もあっておりますし、研究所でも毎月、

各学校のいろいろな児童・生徒の問題等も月例報告として集約しております。報告

ではわからないところは学校に問い合わせたり、学校教育課と相談したりしながら

必ずしております。その他にも自由研究展とか、従来やっているサークル研とか、

先生方の研修や生徒指導関係等は引き続きやりますが、重点と思ったものですから

今回は載せていませんでした。生徒指導等も絡んできますけれども不登校が増えて

いるものですから、そちらをクローズアップさせていただきました。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    その点については学校教育も同じことが言えまして、もちろん学校

教育課の事業を全て網羅的に書き込んではおりません。今年度、何をするかという

ことの重点のところを書かせていただいておりますので、例えば、１４ページをご

覧ください。生徒指導上の問題で言えば、豊かな心の育成のところがそれにあたり

ます。a と b のところですが、例えば、b でＳＥＬ－８Ｓです。昨年は実施で止め

ましたから、本年度は充実をします。この充実の中身が何かといいますと、ＳＥＬ

―８Ｓは１０時間くらいのプログラムをきちんとやると効果が出てくるのはわかっ

てまいりましたので、単発的にやるのではなくて充実してくださいということ。そ

れから、今年の重点の試みは、もちろん道徳でもたくさんありますが、今年田川市

の子ども達にやるのは思いやりと感謝。この二つに重点化したいという意味で書き

込ませていただいておりますので、申し訳ありませんが、網羅的に全ての事業を書

き上げているのではないということをご承知いただければと思います。 
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○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 今、スマートフォンの使用について大変課題が出てきていますね。数年

前にはこんな問題は全く出てきていなかったのが、スマートフォンが急激に普及し

たものですから、電車に乗っても、バスに乗っても、歩いていても、とにかくいろ

いろなところで大人でも、子どもでも手に持っているんですよね。それがどう効果

があるのか、また害があるのかなど思いながら、いつも見ています。１５ページに

テレビゲームとか、スマートフォンの使用時間等について書いていますが、これは

何らかの課題として学校は取り組まなくてはいけない課題ではないかと思っていま

す。もちろん、もう取り組んでいるだろうとは思います。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 スマホにつきましては、昨年度田川市ＰＴＡ連合会と連携をいたし

まして、例えば、保護者に呼びかけのレベルなんですけれども、１０時以降の使用

は控えさせましょうとしております。そういうふうに時間の区切りをつけますと、

子ども達の中に若干安心感が生まれます。特に、ＬＩＮＥではすぐにレスポンスし

ないと友達ではないというのが子ども達の中にあるのですけれども、１０時以降は

だめって決められたからごめんね、と言えるようになるとか、そういうことがあり

ます。また、小・中学生でございますので、スマホの契約者は保護者です。ここは

はっきり申し上げたのですけれども、トラブルが起こった時の責任は契約者です。

子どもではありません、契約した人です、ということも含めて、ＰＴＡと連携をし

て、今、取り組みを強化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 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はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第３ 議案第１４号「平成２７年度教育施

策方針について」は原案のとおり可決いたします。 

次に移ります。日程第４。日程第４。日程第４。日程第４    議案第１５号「田川市議案第１５号「田川市議案第１５号「田川市議案第１５号「田川市教育教育教育教育職員の任用、賃金等に関す職員の任用、賃金等に関す職員の任用、賃金等に関す職員の任用、賃金等に関す

る規則の一部改正について」る規則の一部改正について」る規則の一部改正について」る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。 

○○○○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１５号「田川市教育職員の任用、賃金等に関する

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。１ページをお願いします。新旧対照表が出てまいりますが、その前に若干

説明を付け加えさせていただきます。現在、市内小・中学校において少人数学級を
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実現するために、田川市教職員、田川市教育職員、この後は市費講師ということに

します、を任用しています。市費講師の給与体系は平成２２年３月２５日付の田川

市教育職員の任用、賃金等に関する規則の制定によって、給料相当月額及び教職員

独自の手当相当額、教員調整手当等を指しますが、これについては県の給与体系と

して、職員手当相当、通勤手当等につきましては田川市の給与体系としています。

実は、平成２６年９月３０日に福岡県教育委員会は人事院の勧告を受けまして、国

家公務員の俸給引き下げに準じて、平成２７年４月以降に福岡県の公立学校教職員

の給与に関する条例の水準を平均２％引き下げるように勧告を行ったところです。

この勧告に従いまして、県が２７年４月１日から学校職員の給与に関する条例の一

部改正を行いましたことに伴いまして、本市の関係規則を県の給与体系に基づき改

正するものでございます。２ページに新しい給与体系が出てまいります。左側が新、

右側が旧でございます。新のところ左側の給料相当月額のところに下線を引いてい

るところが、今回この給与体系の改正に基づきまして影響があるところでございま

す。例えば、経験年数で言いますと４年以上５年未満の方以上の方から影響が出て

くることになります。説明は以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、原案のとおり可決することにご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第４ 議案第１５号「田川市教育職員の任

用、賃金等に関する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５日程第５日程第５日程第５    議案第１６号「田川市特定教育・保育施設及び特定地議案第１６号「田川市特定教育・保育施設及び特定地議案第１６号「田川市特定教育・保育施設及び特定地議案第１６号「田川市特定教育・保育施設及び特定地

域型域型域型域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の制定について保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の制定について保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の制定について保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の制定について」」」」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１６号「田川市特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の制定について」ご説明いたしま

す。本案は、平成２４年８月に成立した「子ども・子育て関連３法」に基づく「子

ども・子育て支援新制度」が平成２７年４月に本格施行したことに伴い、田川市特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する額につ

いて必要な事項を定めるため制定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８号の規定により教育委員会の議決を求めるものでご
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ざいます。子ども・子育て支援制度が平成２７年４月、スタートになりました。こ

の新制度に対応するため、田川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利

用者負担額を決める条例が３月議会で議決をいただきました。その中に必要な事項

は規則で定めるとされていることから、今回議決をお願いするものです。なお、新

制度は利用者負担額を幼稚園、保育所、両方について合わせて一つの条例で制定す

ることとなっておりますが、ここでは学校教育が主管いたします幼稚園につきまし

てご説明させていただきます。本日配布させていただきました資料に基づいて説明

させていただきますので、資料の３ページをお願いします。公立幼稚園と私立幼稚

園につきまして、今までの制度と新制度を比較しながらご説明いたします。まず、

上段が公立幼稚園でございます。今までは利用者負担額につきましては４階層区分

がございました。そこに記載のとおり生活保護世帯、それから市町村民税非課税世

帯、それから市町村民税所得割非課税世帯、そして課税世帯の４区分でございまし

たが、新制度となりますと市町村民税非課税世帯と市町村民税所得割非課税世帯と

を一括して市町村民税非課税世帯と扱うようになっております。それで、利用者負

担額につきましては、その区分につきましては旧制度の市町村民税非課税世帯の授

業料３０００円に合わせまして３０００円と設定させていただいております。一番

上に記載の階層につきましては記載のとおりです。また、一番下の市町村民税課税

世帯につきましては、今まで授業料６０００円を徴収しておりましたが、入園料は

５０００円でありました。この入園料を廃止することによりまして、入園料を割り

崩した額を付加させていただいて、１月分で計算をして６５００円と設定させてい

ただきました。下段が私立幼稚園でございます。私立幼稚園につきましては、現在

までは各幼稚園において授業料、入園料等を設定しておりました。新制度になりま

すと利用者負担の中で（）で囲まれているものが国が定める上限額ということにな

ります。それで、本市においての考え方でございますが、現在本市に居住する園児

を５０名以上複数年に亘り受入れを行ってくださっていますカトリック幼稚園、そ

れから、ひらばる幼稚園の平成２７年度の階層別利用者負担額の平均値を出させて

いただきまして、それで設定いたしました。こうすることによって、現在の保護者

さんの負担額が大きな増とならないよう配慮したところでございます。上段に書か

れてあります数字が本市が設定する額でございます。なお、公立幼稚園につきまし

ては、平成２７年度からのスタートでございますので必ずこの利用者負担額を適用
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しなければなりませんが、私立幼稚園につきましては平成３１年度までに移行する

ことという猶予措置が設けられております。すぐにこの利用者負担額を適用するか

どうかということについては、各私立幼稚園が判断することとなります。説明は以

上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問、ご意見等ございませんか。 

  ないようですので、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

(異議なしの声あり) 

ご異議なしと認めます。よって、日程第５ 議案第１６号「田川市特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の制定につい

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    報告第１号「平成２７年度田川市教育委員会職員の任報告第１号「平成２７年度田川市教育委員会職員の任報告第１号「平成２７年度田川市教育委員会職員の任報告第１号「平成２７年度田川市教育委員会職員の任

免免免免異動異動異動異動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。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 日程第６ 報告第１号「平成２７年度田川市教育委員会職員の任免

異動について」ご説明いたします。本案は、田川市教育委員会事務委任及び臨時代

理規則第３条の規定に基づき、教育委員会職員の任免異動について臨時に代理した

ため、同条ただし書の規定により教育委員会に報告するものでございます。１ペー

ジをお願いします。平成２７年度教育委員会職員任免異動総括表でございます。平

成２７年３月３１日発令の退職者４人、平成２７年４月１日発令の退職者１人、平

成２７年４月１日発令の採用及び異動でございますが、異動者、市長部局へ出向１

人、教育委員会へ出向２人、教育委員会内部異動が６人、割愛採用者１人、新規採

用者２人、再任用者の新規１人、再任用者の継続６人となっております。異動の詳

細につきましては２ページ以降に記載してありますので、ここでは省略させていた

だきます。次に、平成２７年４月１日発令の任用につきましては、新規任用の臨時

職員４人、嘱託職員１１人、継続任用の嘱託職員１１１人の合計１２６人でありま

す。平成２７年４月６日発令の任用につきましては、新規任用の嘱託職員１３人、

継続任用の嘱託職員１０人の合計２３人であります。以上で説明を終わります。 

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

  ないようですので、日程第６ 報告第１号「平成２７年度田川市教育委員会職員

の任免異動について」は承認することといたします。 

  次に移ります。日程第７日程第７日程第７日程第７    報告第２号「平成２７年度田川市立小・中学校、校長・報告第２号「平成２７年度田川市立小・中学校、校長・報告第２号「平成２７年度田川市立小・中学校、校長・報告第２号「平成２７年度田川市立小・中学校、校長・



 

 ２６ 

教頭の任免異動について」教頭の任免異動について」教頭の任免異動について」教頭の任免異動について」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 報告第２号「平成２７年度田川市立小・中学校、校長・

教頭の任免異動について」ご報告いたします。本報告は、田川市教育委員会事務委

任及び臨時代理規則第３条の規定に基づき、教育委員会及び学校その他の教育機関

の職員の任免その他の人事に関して臨時に代理したため、教育委員会に報告するも

のでございます。１ページをお願いします。１ 校長の昇任につきましては、小学校

２名、中学校１名の計３名でございます。２ 教頭の昇任につきましては、小学校１

名でございます。３ 交流人事につきましては、⑴転出につきましては、中学校教頭

１名、割愛による学校教育課課長補佐就任でございます。⑵転入につきましては、

校長１名、教頭２名の計３名でございます。４ 校長の異動につきましては、⑴小学

校で市内教頭からの昇任１名、他ブロック教頭からの昇任１名でございます。⑵中

学校で市内教頭からの昇任１名、転任１名、県行政からの採用１名でございます。

５ 教頭の異動につきましては、⑴小学校で市内からの転任が３名、他ブロックから

の昇任が１名でございます。⑵中学校で他ブロックからの転入が１名、同一ブロッ

クからの転入が１名でございます。ご報告は以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    ご質問、ご意見等ございませんか。 

  ないようですので、日程第７ 報告第２号「平成２７年度田川市立小・中学校、

校長・教頭の任免異動について」は承認することとします。 

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「田川市の子ども達の学力向上に関する有識事務報告「田川市の子ども達の学力向上に関する有識事務報告「田川市の子ども達の学力向上に関する有識事務報告「田川市の子ども達の学力向上に関する有識

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

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 日程第８ 事務報告「田川市の子ども達の学力向上に関する有識者

会議について」ご報告いたします。この有識者会議は本市の子ども達の学力向上に

関し、専門的見地からの意見を徴することを目的として設置したものでございます。

委員構成としましては、福岡教育大学大学院教育学研究科の小泉令三教授を委員長

といたしまして、福岡教育大学大学院教育学研究科の大竹晋吾准教授、それから、

福岡県立大学人間社会学部の文屋俊子教授、藤澤健一准教授、田川市立教育研究所

の皆川待子所長の５名でございます。次に、審議経過でございますが、平成２６年

９月１７日の第１回目から平成２７年２月１７日まで５回の会議を開催し、平成２

７年３月１８日に教育委員会へ報告書を提出しております。審議内容につきまして

は学校教育課からご説明いたします。 



 

 ２７ 

○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、田川市の子ども達の学力向上に関する有識者会議報告書

に基づきましてご説明いたします。１ページをお願いします。今、教育総務課長が

ご報告しましたことについては割愛をさせていただいて報告させていただきます。

まず、Ⅰ有識者会議の設立の趣旨でございますが、これに関しましてはこれまでの

田川市の取り組みと２ページの２  全国学力学習状況調査における田川市の結果を

対比し、より効果的な学力向上策について専門的な見地からご意見をいただくとい

うことを考えておりました。５ページをお願いします。３ 田川市の小・中学生にお

ける学力低下の要因については記載のとおりでございまして、ここまでは事務局が

提示したデータでございます。６ページをお願いします。Ⅱ有識者会議においてご

指摘いただいた課題と意見についてご報告いたします。７ページをお願いします。

簡単にご説明させていただきます。ご指摘をいただいたのは７点でございます。１、

学力向上に関して考えるにあたり田川市としてどのような社会人に育てていくの

か。学力向上は地域振興や産業振興にも関わる視点から考えていかなければならな

いというご指摘でございます。２、学力だけを指標にするのか。このことにつきま

しては学校教育は生きる力の育成を目指しているが、それは決して学力以外が重要

であるということではない。ただ、学力テストの当該学年だけを問題にするのでは

なく保育所、幼稚園の段階や小学校１年生から５年生であるいは中学校の２年生、

３年生でどのような取り組みがなされ、どのような分析がなされという議論がされ

ていることが重要であるというご指摘をいただいております。８ページをお願いし

ます。３、子ども達の過ごし方についてでございます。従来子ども達は人との関わ

り方を日常的な家庭生活の中で身に着けてきていたが、現在ではその機会が失われ

ている。そのため対人関係能力を育成する学習が必要であるというご意見をいただ

きました。この対人関係能力の育成はシステム化し、集中的に力を入れて取り組め

ば２～３年で結果は必ず出るというご指導もいただいております。また、情報メデ

ィアへの接続時間が長いことが課題となっているが、絶対に改善が必要な事項につ

いては各学校だけではなく、教育委員会の指導力を発揮しなければならないという

ご意見をいただきました。さらに、校区の協議会等やＰＴA 活動に多くの人を巻き

込むこともとても重要で、その活動が盛んな地域のほうがそうでない地域と比べて

学力が高いというご指摘をいただきました。４、子どもと教員の関わり方について

でございます。９ページをお願いします。最後から２段落目です。これから１０年



 

 ２８ 

ぐらいの間に若年教員が急増する。指導力向上の必要からも子どものどこを見て、

どんな計画を立て、どんな指導方法にし、そのために教員自身がどんな力をつけな

ければならないかという、より戦略的かつシステマティックな方策が必要になって

くるだろうというご指摘です。５、教育委員会が主導して各学校で共通に取り組む

方策についてでございます。私共の施策についてご説明させていただいたことに関

するご意見でございます。教育委員会が全校で共通にやるという方針を出して決定

していくことは、全校一緒に取り組むため励みになるのではないかと考える。何ポ

イントかでも子ども達が伸びていけば、教員は少々厳しくてもがんばればできると

いう気持ちになると考える、と言う肯定的なご意見をいただいた反面、しかし、一

方で教師の負担感はどうか、不公平感はないのか等を検討する必要があるというご

意見もいただいております。１０ページをお願いします。６、現在進めている適正

規模を踏まえた学校の在り方について及び７、一部事務組合立中学校につきまして

は記載のとおりでございますので、説明は省略させていただきます。簡単でござい

ますが、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。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員    １０ページの７に田川高等学校の今後の方向性を併せて検討する必要が

あり、とありますが、具体的に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 ここにつきましては、例えば、一部事務組合立中学校は現在では中

高一貫校の設立を目指すということになりました。そうなりますと、どの学校と、

ということになろうかと思いますが、あくまでこれは有識者会議のご意見でござい

ます。例えば、田川高校と連携をするのであれば県立学校でございますから、福岡

県教育委員会が主管でありますので、そこと連携をしながら田川高校と中高一貫校

が実現できるのかということを指しているのだというふうに思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ８ページの４、子どもと教員の関わり方についてのところに「指導が入

らない」とあるのですが、入らない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    この報告書は委員さんが言われたことを基本に作りましたので、そ

の時の会議から推測をいたしますと、教員が指導をします、その中身が子どもに定

着しない、あるいは子どもが指導を受け入れない、ということを指して、指導が入

らないというふうに使われたと記憶しております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 わかりました。 



 

 ２９ 

○委員長○委員長○委員長○委員長 全体として本当にありがたいご指摘を受けていると思いますけれども、私

が想定しておりましたよりも随分優しい内容になっていると思います。もう少し手

厳しいご指摘をされているのではないかと思っておりましたが、ずいぶん気を使っ

てまとめてくださっているのだろうなというお心遣いを感じております。先日お亡

くなりになりました筑豊教育事務所長と懇談しました際に、学力向上プロジェクト

というのは本当に役に立っているのでしょうかという話をしました。１０年以上も

取り組んでいるのに０.何ポイント上がったとか、下がったとかの世界で、今年は結

局また元の木阿弥になったというような感じですよね。これは役に立っているので

しょうかという話をしましたら、志としてはいいのだろうけれども、やり方に問題

があるのではないでしょうかというご指摘を受けまして、ずっと考えていたところ

です。長い間取り組んでいるから継続していかなければならないというのも一つの

考え方でしょうけれども、この取り組みに関して、もう一度検討する、斬新に視点

を改めてみるということをやってもいい頃ではないかと思うのです。気を使ってく

ださっているのでそういうご指摘は出てこなかったと思いますが、とても特化した

お考えの方はそういう目のつけどころをなさっていたのは確かでございます。そう

ですので、私達も前の方がやっていたのでそれを受け継いでもっと良くしていかな

くてはという気持ちもございますけれども、効果があまり出ていないのならば、や

りかたを変える、視点を変えるというのも私達の任務ではないかと思います。その

辺も含めたところで、有識者会議のご意見を参考にしていきたいと思っています。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 学校教育課もそこは考えました。それで、今年は教科領域を絞り込

んでここに重点化をしましょうというふうにご提議をしたところです。また、まさ

に有識者会議でいただいたご意見をそのまま使わせていただいて校長会にも提供さ

せていただいたのですが、徹底というキーワードは最近、学力向上の施策をとって

いる自治体はどこも使うようになりました。ただし、秋田とそれ以外のところでは

徹底の意味が違うと言われました。秋田は例外の職員を作らないといいますか、例

外の職員はいないといわれました。これが徹底なんだなということがありましたの

で、早速校長会でそのこともお話をして、とにかく全員でやりましょう、例外を作

らないようにしましょう、ということも提供させていただいたところです。ですか

ら、この有識者会議を受けまして、やはりやるべきことを絞り込む。そして、例外

を作らないということは各学校に直ぐ提議ができましたので、私共にとりましても



 

 ３０ 

大変ありがたい会議だった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 私のつたない体験から申しますと、確かに手応えのあるアクションを取っ

ていくというのは励みになるというお言葉はとてもありがたいと思います。それも

１つの考え方ですけれども、３５年前に私は短大を出てメーカーに就職しました。

当時は B５の書類だったのですけれども、輸出商品が多い会社でしたので国際基準

にということで A４に一気に変えないといけないということで、総務課から１か月

後にキャビネットを半分にしますので、それまでにすべての書類を A４に切り替え

てくださいと言われました。全ての業務の書類を A４に切り替えて、キャビネット

を半分にするという指示がでたのですけれども、それは表面的な指示でありました。

当時、体育館のようなマザーコンピュータにパンチカードを打って、データを入力

しているという時代でしたので、それぞれの端末を各部署に投入しないと業務が最

新化できないということが裏にあったんです。それで、キャビネットがたくさんあ

るとそれぞれの人が見たい資料をそこに入れていて、コンピュータでの業務に移行

しないというのが裏にあったんです。会社としては過渡期であったので、何かの形

でそれを推進しなくてはいけないということで、キャビネットを無くすとコンピュ

ータを使って仕事をしてくれるということが裏にあったんだなと思いました。それ

を機に、各部署にあったデータをパンチカードに打つ機械が端末に代わりました。

そして、２年くらい経つと、その端末が各職員の机の上のパソコンに代わってきま

した。そのきっかけを作ったのはキャビネットを減らすということと、書類のフォ

ームを変えますということだったんです。ですから、何かを変えないといけない時

というのは、やはり大きな苦労もそれぞれがしないといけませんけれども、それに

よって一気にことが推進されるといいますか、好転していくということがあるので

す。今になって思えば、あれはすごいことだったと思っておりますので、私達もそ

ういう時期に立っているのではないかと思います。ですから、大変でしょうけれど

も何かのきっかけといいますか、仕組みづくりをしていただけると、ひょっとした

ら早い好転が臨まれるのではないかと思いますので、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９日程第９日程第９日程第９    事務報告「平成２７年度田川市立事務報告「平成２７年度田川市立事務報告「平成２７年度田川市立事務報告「平成２７年度田川市立

小・中学校教職員人事異動の総括について」小・中学校教職員人事異動の総括について」小・中学校教職員人事異動の総括について」小・中学校教職員人事異動の総括について」を議題とします。事務局に説明を求め

ます。 



 

 ３１ 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 「平成２７年度田川市立小・中学校教職員人事異動の総括について」

ご報告いたします。１ページをお願いします。教職員人事異動の総括でございます。

平成２７年度田川市立小・中学校県費負担教職員人事異動方針に基づきまして、具

体的に申しますと具体的配慮事項の①から⑤までに配慮しながら異動を進めてまい

りました。２ 異動概要をご覧ください。⑴児童生徒数、学級数でございますが、４

月１日現在、小学校児童数は２６３４名、学級数は１１１学級でございます。中学

校生徒数は１２１０名、学級数は５５学級でございます。２６年度と比較いたしま

すと、小学校児童数は８名減で学級数は５学級増、中学校生徒数は２４名減で学級

数は２学級増でございます。小中合わせての設置学級数は７学級増でございます。

この原因として大きいのは特別支援学級の設置数でございます。小学校９校で２０

学級に措置をされ、前年度に比べまして５学級増でございます。中学校８校で１３

学級に措置をされ、前年度に比べまして１学級増でございます。小中合わせて特別

支援学級の設置学級数は昨年度と比べて６学級増でございます。⑵退職者につきま

しては、定年退職者が記載のとおり３名でございます。次のページをお願いします。

続きまして、早期退職者は記載のとおり８名、割愛退職者が２名、１名は学校教育

課へ、もう１名は筑豊教育事務所社会教育室へでございます。⑶同一ブロック・他

ブロック及び管外移動につきましては表にございますように、転出が管理職はござ

いません。一般教職員が同一ブロックに１、他ブロックに１、管外に３の合わせて

５名でございます。同一ブロックは筑豊教育事務所管内のいわゆる田川地区、田川

市郡を指します。他ブロックは筑豊教育事務所管内の嘉飯桂地区を指します。管外

は筑豊教育事務所外でございます。転入につきましては、管理職は同一ブロックが

１、他ブロックが３の合わせて４名でございます。一般教職員が同一ブロック１、

他ブロック１の計２名でございます。なお、氏名は以下に記載しておりますので、

ご参照ください。⑷昇任等の状況につきましては、日程第７でご説明いたしました

ので省略をさせていただきます。次のページをお願いします。主幹教諭への昇任で

ございますが、今年度はございませんでした。指導教諭から職名変更者が１名おり

ます。続きまして、事務主査への昇任が１名でございました。⑸採用につきまして

は７名でございます。内訳につきましては記載しておりますように、県行政からの

管理職が１名、教諭の採用は小学校３名、中学校１名の計４名でございます。主事

つまり学校事務職員の採用は２名でございます。⑹その他といたしまして、基準外
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の定数でございます。指導方法工夫改善教員は昨年と変わらず小学校９校、中学校

８校で計２４名でございます。下に(新)と書かれてある新たな定数といたしまして、

平成２７年度小学校２年生３６人以上学級の解消定数といたしまして、小学校２校

で計２名がつきました。また、英語教育推進事業に係る加配といたしまして、小学

校１校で１名いただいております。合わせまして基準外定数は１７校で５７名でご

ざいます。学校外勤務者でございます。日本人学校に１名でございます。次のペー

ジをお願いします。学校外勤務者といたしまして、充て指導主事２名、１名が県教

育委員会へ、１名が県教育庁筑豊教育事務所へでございます。それから、長期研修

員は今年度は残念ながらございませんでした。中央研修に１名でございます。次代

を担う人材育成のため今年度、要請はさらに強めてまいりたいと考えておるところ

です。⑺定数欠の状況でございますが、定数欠解消には努力をいたしましたが、小

学校で定数欠１４名、中学校で定数欠２８名でございます。平成２６年度は２５名

でありましたので３人定数欠が増えたという状況です。これは、先程申し上げまし

た特別支援学級の増に伴いまして、保留の状況が続きました。それで、なかなか正

規職員を任用することができなかったということでございます。⑻異動の件数でご

ざいます。小学校３２件、中学校２５件の合わせて５７件でございまして、これは

昨年度とまったく同じ数字でございました。ということで、⑼田川市教職員の概要

でございますが、基準外定数を含めまして小学校１８５名、中学校１５３名の計３

３８名の教員数でございます。３ 少人数学級、少人数指導教員についてでございま

す。県費措置は小学校１年生については法制化されておりますので、必要数３が措

置をされました。また、先程申し上げましたように、今年度から小学校２年生につ

きまして、２学級を上限に県費より措置がされていますので、ここがついておりま

す。その他、１学級あたり３６人以上となる学級につきましては学力向上のために

市費講師を配置しております。配置状況につきましては表のとおりでございます。

空白になっているところは始業式時点で未定でございましたが、４番、５番につき

ましては決定をいたしております。ということで、２番、８番が今のところまだ未

定でございます。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 中学校は教科全部は埋まったのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 現在、市費講師１名が未定でございます。 
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○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 この中央中学校ですか。 

○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、そこのみでございます。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 この教科は何ですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 技術科です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 先生方の定数といいますか、割振りは決まっていると思いますけれども、

この中には体調の悪い先生もいらっしゃると思うのですが、どんな感じでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 現在、病気休暇が継続している職員はいなかったというふうに記憶

しております。休職をとられていた先生も復帰をいたしましたし、学校で正常に勤

務ができているというふうに伺っております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この人数で、実質稼働しているということですね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ４月３日の時点であったと記憶しておりますが、学級担任の配置等

につきまして、各学校にできているかということを調査させていただきましたとこ

ろ、きちんと埋まっておりましたので、始業式段階のスタートは切れております。 

○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。 

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    事務報告「平成２７年度教育委事務報告「平成２７年度教育委事務報告「平成２７年度教育委事務報告「平成２７年度教育委

員学校訪問の実施について員学校訪問の実施について員学校訪問の実施について員学校訪問の実施について」」」」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１０「平成２７年度教育委員学校訪問の実施について」ご説

明いたします。１ページをお願いします。１ 教育委員学校訪問の目的でございます。

各学校における学校経営の諸課題を的確に把握するとともに、改善に向けた方向性

等について協議及び所要の指導・助言を行い、もって教育活動の充実・発展を図る

ことです。具体的には記載のとおり、下記の目的で実施させていただきます。２ 過

去の学校訪問実施状況でございますが、最終ページに添付させていただいておりま

すので、後程ご覧いただきたいと思います。３ 本年度の訪問対象校でございます。

訪問対象校は弓削田小学校、伊田小学校、後藤寺中学校、鎮西中学校、大藪小学校、

中央中学校の６校でございます。なお、新任校長につきましては備考に記載をさせ

ていただいております。⑵内容につきましては、後程出てまいりますので省略させ

ていただきます。次のページをお願いします。４ 実施日及び日程でございますが、

各学校と調整をさせていただきまして日程を決定いたしました。ご覧のように今年

度は同一校種が重なっている日がございます。５月１２日が小学校・小学校、５月

２６日が中学校・中学校でございます。５月２６日に小学校を組みますと、直後は
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運動会でございますので運動会の準備に力を注ぎたいという学校の希望がございま

して、こういう配置にさせていただいております。それでは第１日目、５月１２日

(火)をご覧ください。市民会館集合は９時２０分で弓削田小学校に９時３０分到着

予定でございます。授業参観、それから協議を終えまして、弓削田小学校で給食試

食を実施していただいて、伊田小学校へ移動いたします。伊田小学校で授業参観、

それから協議という流れになります。第２日目、５月２６日(火)です。市民会館集

合は９時３０分で、後藤寺中学校にまいります。この日に限りましては、中学校、

中学校の組み合わせですから給食がございません。それで各自で昼食をとっていた

だきまして、鎮西中学校に１３時４０分に再度ご集合いただきたいと思います。第

３日目、５月２７日(水)です。市民会館集合は９時２０分で、大藪小学校にまいり

ます。大藪小学校で給食後、中央中学校へ移動いたします。市民会館への集合時間

が２日目のみ９時３０分となっておりますのでご留意ください。また、２日目につ

きましては繰り返しになりますが、給食がございませんので各自で昼食をおとりい

ただいて、次の学校への集合とさせていただいておりますので、よろしくお願いし

ます。それでは次のぺージをお願いします。５ 準備資料のところでございますが、

これまでと変更をいたしました。準備いただく資料の量をぐっと減らしました。理

由は教職員の超過勤務の縮減に向けて、教育委員会でも協力できるところがないか

と考えまして、必要なものをご準備いただき、それ以外のものにつきましてはでき

るだけ簡素化しようということで少なくさせていただいております。６ 備考につい

ては昨年度と変わっておりませんので、ご参照ください。以上で説明を終わります。 

○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。 

  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    事務報告事務報告事務報告事務報告「田「田「田「田川市立図書館及び川市立図書館及び川市立図書館及び川市立図書館及び

田川市美術館の指定管理者候補の選定日程について田川市美術館の指定管理者候補の選定日程について田川市美術館の指定管理者候補の選定日程について田川市美術館の指定管理者候補の選定日程について」」」」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    日程第１１ 事務報告「田川市立図書館及び田川市美術館の指定管理者

候補の選定日程について」説明いたします。１ページをお願いします。田川市立図

書館及び田川市美術館の指定管理者候補の選定日程についてです。本日、教育委員

会におきまして事務報告を行いまして、来週４月１５日(水)から募集要項等の配布

を開始いたします。募集要項の配布につきましては、図書館事務室内におきまして

現物を配布すると同時にホームページにもアップいたしますし、広報たがわにも掲
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載をいたします。そして、４月２１日(火)、図書館視聴覚室内におきまして１５時

から説明会と施設視察を行います。この日から質問事項の受付を開始いたします。

そして、１週間質問を受け付けまして２８日が質問事項の受付終了となっておりま

す。そして、実際に業者さんの申請受け付けは５月７日(木)から開始いたします。

そして、１週間後の５月１４日(木)が申請受付の終了となっております。この後、

５月末か６月初旬に指定管理者選定委員会を開催する予定でございます。日程はま

だ確定しておりません。その後、６月定例教育委員会におきまして指定管理者選定

委員会で選定されました候補者(案)について事務報告をさせていただきます。そし

て、その後６月議会におきまして指定管理者の指定議案を上程させていただきます。

そこで、指定議案が議決されましたら、その業者さんは正式な指定管理者となりま

す。以上で説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご意見、ご質問等ございませんか。 

  応募される業者の方はだいたい手をあげていらっしゃるのですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 まだ全然です。１５日から募集要項等を正式に発表いたしますので、そ

れをご覧になって、そして、２１日に説明会をいたしますので、そのときに業者さ

んがどれくらい集まるのか。ただ、説明会にいらっしゃっても実際に申請されるか

どうかはわかりませんので、今までの指定管理者導入のケースを見ますと、説明会

にはかなりの業者さんはいらっしゃるようです。ただ、実際に申請をなさる業者さ

んというのはそんなに多くはないのかなと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 どの業者さんかは必ず申請するようになるのですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 一応、申請をするのではないかと把握している業者さんはおりますが、

業者さんに確認をする訳にもまいりませんので、はっきりは言えないのですが、２、

３の業者さんは申請をされる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 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。日程日程日程日程第１２第１２第１２第１２    事務報告「田川市立図書館の臨事務報告「田川市立図書館の臨事務報告「田川市立図書館の臨事務報告「田川市立図書館の臨

時休館について」時休館について」時休館について」時休館について」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 日程第１２ 事務報告「田川市立図書館の臨時休館について」説明させ

ていただきます。１ページをお願いします。臨時休館の目的でございますが、現在、

図書館システムの老朽化に伴い、新システムの構築作業を行っております。新シス

テムの稼働日を本年５月１日(金)としております。その準備作業としてパソコン等
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の機器の設置、動作確認を行うとともに、旧システムから新システムにデータを移

行するために休館が必要となってまいりますので、次にありますように４月２４日

から４月３０日までの１週間を休館といたします。休館前の利用者のサービス対応

といたしましては、休館中は図書の貸し出しはもちろん、いろいろなレファレンス

等も図書館の方で受けることができません。休館を前に現在、貸し出しの冊数を図

書は５冊、視聴覚資料は２点と規則で定めておりますが、図書につきましては４月

１０日から、視聴覚資料につきましては４月１７日から無制限等で貸し出しをする

ことといたしております。以上で説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 新システムに変わることによって、サービス内容は変わってきますか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 現在、予約等につきましては利用者の方がインターネット等を使って、

直接予約をすることはできないのですけれども、新しいシステムになりましたら、

所蔵がある図書についてですけれども、そういうことも可能になってまいりますし、

旧システムよりも新システムの方が当然バージョンアップいたしておりますので、

統計資料等、いろいろな面で利便性が良くなってくるということでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 学校図書館とのシステムの連携というのはあるのでしょうか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 それは、まだできておりません。学校とシステムの連携をするとなると、

学校とつながないといけないので、そこまでの予算がございません。また、現在、

学校図書館は嘱託職員さん等で対応なさっていると思いますが、学校司書さんと図

書館との連携についても、今まではなかなかきっちり図られていない状態がござい

ましたので、まず、そこから入っていって、いろいろな学校の実態等を調査し、連

携を取りながら、将来的には図書館システムと学校が直接つながるようなことを考

えていきたいと思います。 

○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。 

  ないようですので、次に移ります。日程第１３日程第１３日程第１３日程第１３    諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告「４月行事予定につ「４月行事予定につ「４月行事予定につ「４月行事予定につ

いて」いて」いて」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。「５月定例会の日程案について」「５月定例会の日程案について」「５月定例会の日程案について」「５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 ５月定例会でございますが、５月１３日（水）の１４時からでいか

がでしょうか。ただし、臨時議会と重なった場合は５月１１日（月）の１４時から
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ということでいかがでしょうか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご異議ないようですので、５月定例会は５月１３日（水）の１４時から、

臨時議会がございましたら、５月１１日（月）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２７年第４回田川市教育委員会４月定

例会を閉会いたします。 

（閉会１６時３０分） 

 


