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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５回田川市教育委員会５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「平成平成平成平成２７２７２７２７年第年第年第年第４４４４回田川市教育委員会回田川市教育委員会回田川市教育委員会回田川市教育委員会４４４４月定例会会議録の承認につ月定例会会議録の承認につ月定例会会議録の承認につ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４回田川市教育委員会４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１７号「田川市就議案第１７号「田川市就議案第１７号「田川市就議案第１７号「田川市就学指導委員会規則の一部改正学指導委員会規則の一部改正学指導委員会規則の一部改正学指導委員会規則の一部改正

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２ 議案第１７号「田川市就学指導委員会規則の一部改正に

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。平成２５年１０月文部科学省の通知「障害のある児童生徒等に対す

る早期からの一貫した支援について」に基づきまして、障害のある児童・生徒に対

する早期からの教育相談、支援や就学先決定後の支援の継続をより充実させる観点

が強調されました。そこで今回就学指導委員会の名称をその趣旨に基づきまして、

変更するものでございます。読み上げます。田川市就学指導委員会規則の一部を改

正する規則、田川市就学指導委員会規則（昭和５４年教育委員会規則第３号）の一

部を次のように改正する。題名を次のように改める。田川市教育支援委員会規則、 

第１条中「田川市就学指導委員会」を「田川市教育支援委員会」に改める。附則、 

この規則は平成２７年６月１日から施行する。次のページには新旧対照表を添付さ

せていただいておりますので、ご参照ください。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。 

  早い時期からというのは、どのくらいからですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 できるかぎり早い時期ということでございましょうから、例えば、

就学前教育の対象である保育所に通われている子どもさんがいれば、その段階から、

あるいは３歳児検診でわかった時点から、とかです。個人によって差は出てこよう

かと思いますが、できるだけ早い時期からということで、例えば、福岡就学サポー

トノート等を利用しながら、継続的な支援ができるようにということを今後、考え

ていきたいというふうに考えているところです。 
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○委員長○委員長○委員長○委員長 それは、あくまで教育委員会の管轄の中でということでよろしいのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 どういうふうな支援ができるかという発想を学校教育の中でとい

うことでございますので、私どもが担当するのは、学校教育の中でどういう支援が

できるかということを検討するために早期から支援をしていきたいということで

ございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 発達障害をお持ちの園児さんとかが、今、いろいろな支援を受けているか

もしれないのですけれども、そういったものと連携しながら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 そのとおりでございます。この規則が変わることによって、新しい

支援ができるというよりも、現在、支援は連携していっておりますので、よりその

性格を明確にするために、就学指導ではなくて教育支援なんだよ、という考え方を

持ち込もうということがございます。 

○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２ 議案第１７号「田川市就学指導委員

会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１８号「田川市教育支援委員会委員の委嘱につ議案第１８号「田川市教育支援委員会委員の委嘱につ議案第１８号「田川市教育支援委員会委員の委嘱につ議案第１８号「田川市教育支援委員会委員の委嘱につ

いて」いて」いて」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３ 議案第１８号「田川市教育支援委員会委員の委嘱につい

て」ご説明いたします。本案は、平成２７年５月３１日をもって田川市就学指導委

員会委員の任期が終了することに伴い、新たな委員を委嘱する必要があるため、田

川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１２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。議案第１７号で可

決いただきましたとおり、就学指導委員会の名称を教育支援委員会と改めましたの

で、その委員の名簿でございます。委嘱予定の委員は記載のとおりでございます。

任期は平成２７年６月１日から平成２８年５月３１まででございます。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。 

ないようですので、原案のとおりに可決することにご異議はございませんか。 
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（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１８号「田川市教育支援委員

会委員の委嘱について」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    事事事事務報告「務報告「務報告「務報告「『『『『田川市立小学校及び中学校に設置する防田川市立小学校及び中学校に設置する防田川市立小学校及び中学校に設置する防田川市立小学校及び中学校に設置する防

犯カメラの管理及び運用に関する要綱犯カメラの管理及び運用に関する要綱犯カメラの管理及び運用に関する要綱犯カメラの管理及び運用に関する要綱』及び』及び』及び』及び『『『『田川市石炭・歴史博物館に設置する田川市石炭・歴史博物館に設置する田川市石炭・歴史博物館に設置する田川市石炭・歴史博物館に設置する

防犯カメラの管理及び運用に関する要綱防犯カメラの管理及び運用に関する要綱防犯カメラの管理及び運用に関する要綱防犯カメラの管理及び運用に関する要綱』』』』の制定についての制定についての制定についての制定について」」」」を議題とします。事務

局に説明を求めます。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 初めに教育総務課から「田川市立小学校及び中学校に設置する防犯

カメラの管理及び運用に関する要綱」について、報告いたします。１ページをお願

いします。これは、これまで防犯カメラの管理運用について詳細な取り決めがなさ

れていなかったことから、本年１月に防犯カメラ取扱要綱制定に向けた関係部課長

会議が開催されました。その中で４月から施設ごとの目的に応じた取扱要綱を制定

するということが決定されましたので、それを受けまして今回、教育総務課と世界

記憶遺産推進室において要綱を制定いたしました。教育総務課では現在３台の防犯

カメラを所有していることから、要綱を制定いたしました。施行期日は平成２７年

４月１５日でございます。２ページをお願いします。田川市立小学校及び中学校に

設置する防犯カメラの管理及び運用に関する要綱です。（趣旨）第１条 この要綱

は、田川市立小学校及び中学校に設置する防犯カメラの取扱いに関し必要な事項を

定めることにより、防犯カメラの適正な設置、管理及び運用を図り、もって児童生

徒及び施設等の安全安心を確保することを目的とする。から、（定義）第２条、（画

像データに係る部分の適用）第３条、（管理責任者の設置）第４条、（管理責任者の

責務）第５条、（防犯カメラの設置基準）第６条、（防犯カメラの設置に係る措置）

第７条、（画像データの保存方法及び保存期間）第８条、（画像データの複製の制限）

第９条、（委任）第１０条より定めております。以上が、田川市立小学校及び中学

校に設置する防犯カメラの管理及び運用に関する要綱であります。次に、田川市石

炭・歴史博物館に設置する防犯カメラの管理及び運用に関する要綱の制定につきま

して、世界記憶遺産推進室からご報告いたします。 

○○○○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 「田川市石炭・歴史博物館に設置する防犯カメラの管理及び運

用に関する要綱」につきまして、ご説明申し上げます。４ページをご覧ください。

先程、教育総務課長の方からご説明申し上げましたとおり世界記憶遺産推進室が所
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管する博物館におきましても防犯カメラの取り扱いに関する定めを設ける必要が

ございまして、今回このような要綱の設置に至ったものであります。第１条の（趣

旨）から第９条の（委任）までの９条により構成されております。内容につきまし

ては割愛させていただきます。第５条の（防犯カメラの設置に係る措置）のところ

で資料の６ページと７ページをご覧ください。こちらに田川市石炭・歴史博物館の

平面図を記載してございます。そちらに設置済と四角囲みで書かれている箇所と設

置予定と書かれている箇所、２種類ございます。設置済につきましては、現在、既

に設置を終えているものでありまして、館内、館外含めまして合計７台でございま

す。予算措置を行いまして今年度中に設置を予定しているものが５台ございます。

これらの計１２台の防犯カメラの運用等につきまして、この要綱の定めにより、今

後、運用に努めてまいりたいというふうに考えております。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。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 小・中学校の要綱の第８条です。保存期間について、最低２日間の範囲

で保存するものとする、というふうにあるのですが、博物館は最低２週間保存する

ように書いてありますが、学校の方は２日間だけで大丈夫なのでしょうか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 これはすべて重ね撮りといいますか、時間の間隔によって上書きさ

れていくような状況になっておりますので、最低２日間は残すということです。そ

して、また新しいところを記録していくと考えています。 

○教育総務○教育総務○教育総務○教育総務課課課課課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐 補足させていただきます。防犯カメラのチップの中に内蔵す

る容量がありまして、それが一番良い画像で保存できるのが最低２日間です。今、

現在は保存できるのが４日から５日間の形で設定していますけれども、一番良い画

像で保存した場合は最低２日間しかできませんので、その旨でこの要綱には規定し

ているわけです。現在、運用していますのは４日から５日ですが、これは自由に伸

ばせます。要綱には設定するにあたり一番短い期間でどのくらいかということにし

ておかないといけませんので、一番短い期間で設定できるのが２日間ですので、最

低２日間という言葉で示しています。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 何か起きたときに、やはりそれを見て判断材料にされると思うので２日

間で大丈夫かなと思いました。 

○教育総務課○教育総務課○教育総務課○教育総務課課課課課長補佐長補佐長補佐長補佐 今は休みの日が土曜日、日曜日と２日間ですので、その辺を
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勘案して４日間ぐらいで設定しています。１週間くらいの設定もできますが、そう

しますと画像が粗くなって見にくい状態になります。先生達のいない期間が土曜、

日曜ですので、それを勘案して今の段階では４日間で設定しているような状況です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ゴールデンウィークとか、そういうときにはどうするのですか。 

○教育○教育○教育○教育総務課総務課総務課総務課課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐 その時は期間を伸ばす設定もできます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 それは、各学校で状況に応じて調整するというようなマニュアルがあるの

ですか。 

○教育総務○教育総務○教育総務○教育総務課課課課課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐 今、教育総務課が持っているカメラは３台しかありませんの

で、常時設定するような防犯カメラではありません。学校の要請に基づいて設定す

るような形を取っていますので、学校がこの時期に設置してほしいということであ

れば設置するような形を取っていますので、その時に設定を決めて設置するような

形にしております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今のお話を聞きますと、必要に応じてのみ防犯カメラを設置するというこ

となのですけれども、この頃できました保育所や幼稚園に関しては、常に防犯カメ

ラが稼働しているような状況ですけれども、小・中学校というのはその必要は全く

ないのでしょうか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 今は３台ということであって、一度に全部揃えていないということ

です。必要に応じて台数を増やしていくということになれば、徐々にでも増やして

いきたいという考えは持っております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 家も要所、要所にカメラを配しておりますけれども、一箇所で裏や表で何

か起こっていないかというのを画面で確認することができますので、先生がとても

少なくなっている中学校などでは、とても便利な機械ということになるのではない

かと思います。プライバシーの問題なども言い出したらきりがありませんけれども、

安全のために必要であれば検討していただくのもいいかと思います。もちろん暗く

ても写るように赤外線ですよね。 

○教育○教育○教育○教育総務課総務課総務課総務課課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐 赤外線のサーチも付いております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 赤外線対応のカメラで夜もきちんと撮れるとか、実際に使ってみて思いま

すのは安心でございます。私個人の意見ですけれども、そういうふうな形でこれか

らも子ども達の安全、また、建物を守るという意味でも推進していただければと感

じてはいます。 
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○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ３台というのは各学校に３台という意味ですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 全体で３台しかないということです。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 一箇所に３台しかないということですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 普通だったら各学校に一つ付いていてもおかしくはないのかもし

れませんが、１校に３台を持っていくような形です。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 今日はこの学校が要請したから、その３台をその学校につけようという

形になるのですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 １日、１日交替するという訳にはいきませんので、ある程度の期間

を設けてということになります。また、カメラ撮影中ということをきちんと表示し

ておかなければいけない時代ですので、その辺は学校とも充分連絡を取り合って対

応しております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 全校、体育館にカメラが付いていますが、そのカメラはそれに使えない

のですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 保存の機能がないと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ズームはできましたが、保存の機能は多分ないでしょうね。一般市民も

見ようと思ったら見られるのですが、教育委員会なり、学校なりがシャットアウト

したら見られません。それが使えるのなら、録画ができればいいなと思ったのです

けれども、あまり性能は良くないのかもしれませんね。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 以前、見たことがあるのですが、体育館の一箇所だけが写るような状態で

す。人が居ても、居なくても、ずっと写っているだけのものでした。ただ、私は以

前、ＤＶの方を保護する活動をしたことがあるのですが、○○小学校の体育館にそ

の子が写っているとか、そういうことになると、逆にちょっと怖いかなということ

もありますので、何年も前にそのことについてご提案したことはあるのですけれど

も、その後、カメラは写りっぱなしなのですか。 

○○○○学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長 そういうご要請をいただいておりますので、学校側でスイッチのオ

ン・オフができますから、儀式的行事のときにオンにするというような対応を取ら

せていただいています。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 この頃、八幡町でも防犯カメラを見るようになってきましたけれども、

通学路はどうなっていますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 現在のところ、学校教育課なり教育総務課が通学路に防犯カメラを
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設置しているということはございません。通常付いている防犯カメラに子どもが写

るということはあり得るとは思いますが、それはあくまでも通常付けられているも

のであって、通学路対策ではございません。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 それは必要ではないのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 必要ないということはないと思います。子ども達の安全を確保する

ために一つの手立てだとは思いますが、現在、各校区では地域の方に出ていただい

て見守り活動等もされておりますので、それで子ども達の安全は一定確保できてい

るのではないか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 伊田校区などはコンビニがかなりありますから、それで代替することは

できるかもしれませんけれども、中心の部分から離れた学校からでもその取り組み

をする必要があるような気はいたします。そろそろご検討しておかなければならな

い時期ではないでしょうか。例えば、１台設置するのにどのくらい費用がかかるの

ですか。 

○教育総務○教育総務○教育総務○教育総務課課課課課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐 防犯カメラはピンからキリまでありますが、屋外に付けるよ

うな品物になりますと雨、風をしのげるような物になりますので、１台が１５万か

１６万くらいになると思います。また、それをどこに飛ばすかということもありま

す。基地局を設けてそこでハードディスクに録画するのか、カメラ自体にその機能

を持たせて、チップがありますのでそれに録画するのかによっても変わります。今

の教育総務課が持っているのはチップに入れるような形になりますけれども、そう

いったことで金額的にはかなり差が出てきます。そして、カメラ自体も３６０度見

えるようなカメラもあれば、１点を押さえて１２０度くらいしか写らないものもあ

りますので、いろいろなタイプのカメラがあって金額的にはいくらとは言いにくい

ところもあります。現在、教育総務課が使っているのは１台１５万円くらいかかっ

ております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 校区の再編などに伴って通学路が遠距離になってきたり、部活で朝早かっ

たり、夕方遅くなったりという動きも考えられますので、これから先はそういう件

も考えてはいかがでしょうか。 

○教育○教育○教育○教育総務課総務課総務課総務課課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐 一番難しいのは個人情報関係です。不特定多数の人に関わり

ますのでどこでも設置していいかというと、その辺は法的にクリアにするのがなか

なか難しいところが出てきたりはします。もし、通学路等に設置となれば、その辺
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をどうするかという形になるのではないかとは考えられます。商店街も勝手には付

けられないと思いますので、コンビニは自分の敷地内を写して、たまたま向こう側

に公道が写るような形になりますが、通学路になりますと公道を写すような形にな

ります。その辺が法的にどうなるかといいますと、勉強しなくてはいけなくなると

思います。                                                                                

○○○○委員長委員長委員長委員長 再編が進むと子ども達がある一定の場所でスクールバスを待つとか、そう

いったポイント、ポイントができるようになると思いますので、そういったところ

では安全のためという理由で、もしかしたら、取り入れることができるかもしれま

せん。今後、検討なさる時にこのご意見を活かしていただけたらと思います。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 今ある３台のカメラは、どういうときに設置するのかということを、も

う一度教えていただいてよろしいですか。 

○教育総務課○教育総務課○教育総務課○教育総務課長長長長 学校から要請があった時です。例えば、頻繁に不自然なことが起こ

っているだとか、いたずらが激しいだとか、学校によって、いろいろあるとは思い

ますが、人がいない時にはカメラということになると思いますから、その要請に基

づいて取り付けるということになります。 

○星野委○星野委○星野委○星野委員員員員 この要綱を見たときは、各学校にカメラがあるのかと思いました。学校

からの要請ということですね。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 学校の中で付けるのは特に規制はないのですか。 

○教育総務○教育総務○教育総務○教育総務課課課課課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐 やはり個人情報がありますので、付けるにあたっては、要請

があった場合、ＰＴＡ総会などでこういう理由でカメラを付けますということを報

告してもらいます。その報告をＰＴＡの方々が納得されたら、教育総務課に要請が

来て、設置場所を決めてということになります。また、そこには防犯カメラ作動中

の表示を必ずしなくてはいけませんので、必ずその表示をするような形をとってい

ます。そういうことも、この要綱には規定されています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ＰＴＡの方が納得されるというのは、どういったことで納得されたという

ことになるのですか。 

○教育総務課○教育総務課○教育総務課○教育総務課課課課課長補佐長補佐長補佐長補佐 子ども達が写る可能性がありますので、学校がカメラを付け

たい意思を保護者に説明し、その辺を認識してもらうために承諾を得てもらうとい

うことです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 お知らせをすればいいということですね。 



 

 ９

○教育総務課○教育総務課○教育総務課○教育総務課課課課課長補佐長補佐長補佐長補佐 お知らせをというより、こういう理由でと学校が保護者に説

明をして納得していただけるような形を取ってもらうような形は取っております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 意義がなければということですね。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 何校か付けているところがありますよね。 

○教育総務○教育総務○教育総務○教育総務課課課課課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐 学校独自でＰＴＡの方々の寄附によって付けている学校は

私が聞いているだけで２校ほどあります。これは教育委員会が付けているのではな

く、ＰＴＡの方たちの寄附によってビデオカメラを買って付けています。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 学校の敷地内ですから、教育委員会も許可しているはずです。そうする

と、これから先はこれに準じていくのですか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 最初にカメラを付けたのはＰＴＡの方で、靴がなくなるとか、そういった

ことだったと思います。その頃は学校が大変な状況で、先生方も授業をするよりも

警備や外に出ていく子ども達を安全に校内に留めるのが仕事になっているような

状況でありましたので、その時はこういうルールもなく、切羽詰まった状態で付け

られたのではなかったかと思います。 

○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長 私が現職の校長の時に大阪の池田小の事件がありました。安全なは

ずの学校の中に突然、人が入ってきてという、あの事件の時に学校敷地内も安全で

はないということで玄関とか、裏口とか、いろいろなところに防犯カメラを設置し

たり、職員がパトロールするとか、そういうことを始めました。その時期から防犯

カメラは安心よねということで、子ども達の様子というよりも外部からの不審者を

早く発見するということで防犯カメラ等を取り付けたような記憶があります。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 今、おっしゃられたとおり漠然と不安に感じております。それぞれの学

校に不審者が侵入するのを防御する１つの方法であることは間違いないと思いま

す。だから、正門なら正門のところに子どもさんのプライバシーに触れないように

配慮しながら、制御の効果を発揮するよう考える時期になりつつあると思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 今、付けている学校について、どういう状況で運用しているのかも含めて

実態調査をしていただきたいと思います。田川市としてこういう要綱を作ったから、

それに合うようにしていかなければいけないと思いますので、ビデオ撮りができる

のか、それとも、ただ監視するためだけの物なのかとか、いろいろあると思うので

すが、そこも含めて調べてみてください。 

○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。 
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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「教科用図書採択につい事務報告「教科用図書採択につい事務報告「教科用図書採択につい事務報告「教科用図書採択につい

て」て」て」て」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○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「教科用図書採択について」ご説明いたします。本件は、

平成２７年が中学校の教科用図書の採択の年であることから、その手続きについて

報告するものでございます。１ページをお願いします。田川市が属します第１２地

区の教科用図書の選定方針について、ご説明いたします。１ 中学校学習指導要領

の趣旨に則り、各教科の目標の達成に適したものであり、教科の特色が明確になる

ような選定を行う。２ 途中省略しまして、見本図書の調査研究を充分に行うこと

とする。３ 前半を省略いたしまして、教科の学力向上に寄与するものを選定する。

４ 各教科の調査研究部会の調査研究結果や学校から提出される学校意見書等を柱

として、これを十分に参考にしながら選定をする。５ 教科用図書の種目ごとに、

原則として３種以上の教科用図書の選定をする。６ 選定の結果は、採択協議会が

定める様式によって期日までに提出をする。以上が選定方針でございます。２ペー

ジからは第１２地区教科用図書採択協議会の規約でございますが、説明は省略させ

ていただきます。５ページをお願いします。教科書採択に関する情報の公開につい

てでございますが、教科用図書採択前と採択後に分けて記載させていただいており

ます。ご覧になってお分かりのように、教科書採択前につきましては、協議会委員

以外はすべて非公開です。公開は教科書採択後となります。教科用図書の採択の公

平を期するためでございます。６ページをお願いします。教科用図書採択協議会の

組織図でございます。筑豊管内には第１１地区、第１２地区と２つの地区がござい

ます。左が第１１地区、右が私どもの属します第１２地区でございます。右側の第

１２地区のところをご覧ください。採択地区は教科用図書採択協議会上段に記載さ

せていただいております。中段にあります教科用図書選定委員会、そして、意見書

を提出していただく各学校による構成となっております。中段の教科用図書選定委

員会は２つの部会から構成をされておりまして、１つが総括部会、もう１つが選定

部会でございます。まず、選定部会でございますが、教科ごとに部会長、副部会長、

それから、部会員が各教科４名ずつ、９教科ございますので３６名から構成をされ

ます。ここで種目ごとに３種以上の選定を行います。その際、学校からの意見書及

び筑豊教育事務所が所管する教科用図書調査研究協議会の報告書を参考にし、同時

にこの部会で実際に教科書を研究しながら選定を進めてまいります。結果は各選定
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部会の部長、副部長と学識経験者１名、ＰＴＡの代表１名で構成する総括部会で報

告、承認を受け、上の採択協議会に答申を行います。答申を受け、採択協議会で選

定をいただくという手順になります。なお、最終的な採択はそれぞれの市町村教育

委員会が行うこととされております。７ページをお願いします。３つ目の教員割の

ところをご覧ください。現在、田川市郡の教職員の割合が表のようになっておりま

す。ほぼ２対３ということで、田川市から２、田川郡から３の割合になるように選

定部会の委員について構成させていただいているところでございます。８ページを

お願いします。第１２地区をご参照いただきますと現在使用している教科書が記載

されています。なお、どの市町村がどの地区に該当するかは左下の採択地区構成地

域をご覧ください。９ページをお願いします。教科書の検定、採択、使用開始は表

のとおりでございます。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、ご質問はございませんか。 

  実際問題としてこの採択協議会を経ることによって、例えば、田川市で使われて

いる教科書の出版元が変わったりしたことはありますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 はい、ございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 それはどういう頻度で起こるのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 教科書の完全改訂は学習指導要領が改定された時期、それから一部

改訂と申しまして、部分改訂が行われるのは４年に１回でございますから、教科書

が変わる頻度といたしましては、最短で４年に１回でございます 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ４年後に同じ出版元の教科書ではなく、違う出版元の教科書を採択すると

いうこともあるわけですね。そういった時の変更の理由というのはどういったこと

があったのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 過去の例で申し上げますと、例えば、国語科は言語の教育でござい

ますので文学科ではございません。文学教材に力を入れている教科書と日本語教育

に力をいれている教科書がございます。本地区は割と文学教育に重きを置いている

教科書を使ってきたのですが、その年はやはり言語の教育というところで考えてい

くべきなのではないかといって、出版社が変わったという経緯がございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この仕組みはとても慎重に公平に審議されるような仕組みになっている

と思うのですけれども、選定委員会のメンバーとか、協議会のメンバーとかはその

都度といいますか、４年前とは入れ替わっていくのでしょうか。 
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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 まったく新しいメンバーということではないとは思います。一部は

重なっているとは思います。例えば、表の中にありますように筑豊教育事務所の所

管する調査研究協議会と選定は兼ねられないということがありますので、前に選定

委員会にいた方でも今回は調査研究の方にいくとか、そういうこともありますから、

かなりメンバーは入れ替わっているとは思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 一連の採択に関わる流れのどれかに４年後また関わっているということ

はあるわけですね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 職員の数からしますと、それは充分に考えられます。特に、中学校

の場合、教科で分かれてしまいますのであり得ます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 以前、教職員をしていらっしゃった方から、やはり以前に教えていた教科

書を踏襲するのがやり易いからという理由ではないだろうかと伺ったことがあり

ます。もっといい教科書があると思うのだけれども、やはり前のままの方がやり易

いからという流れになっているのではないだろうかという疑問を持っていらっし

ゃる方もおられましたので、そういったようなお声が出ないように、子どものため

になるような採択になればいいなと思います。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 部会の中には複数のメンバーがおりますので、そこで合議していき

ますから、そういうご心配がございますでしょうが、そういう意見は消されていく

のではないかというふうに考えています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そういった皆さん方の真摯な態度に期待していきたいと思っております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 選定部会の構成ですが、主幹・指導教諭のところに田川市が全くいない

のですが、主幹・指導教諭、教諭と合わせて数えると田川市は７人ですね。そのト

ータルの中で７人は選んだと考えていいものか、それとも、主幹・指導教諭は田川

市は選ぶまいといったのか、そこのところはどうなのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 言われたように主幹・指導教諭と教諭はひとかたまりというふうに

考えております。こういうふうな表記になりましたのは、主幹と指導教諭はライン

上は同じ職、上下があるわけではございませんので、主幹・指導教諭、教諭という

ふうに分けさせていただきました。例えば、国語課でございましたら、主幹教諭・

指導教諭でも結構であるということでございます。 

○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６日程第６日程第６日程第６    事務報告「新中学校設立に関する事務報告「新中学校設立に関する事務報告「新中学校設立に関する事務報告「新中学校設立に関する
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校区説明会の開催について」校区説明会の開催について」校区説明会の開催について」校区説明会の開催について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育○学校教育○学校教育○学校教育課長課長課長課長 日程第６ 事務報告「新中学校設立に関する校区説明会の開催につ

いて」ご説明いたします。１ページをお願いします。平成２７年３月９日、田川市

教育委員会は、田川市立中学校の再編を議論している「田川市新中学校のあり方に

関する審議会」から中間答申をいただきました。この答申の中で、中学校再編の必

要性について広く市民に情報を提供するように提言があったため、下記のとおり説

明会を開催するものでございます。１．説明会のスケジュールでございますが、現

段階では案の段階でございます。しかし、お示しすべきと判断いたしましたので、

記載をさせていただいております。２．説明方法につきましては、スライドショー

約２５分間でご説明をし、その後、質疑応答を受けます。３.説明の内容につきま

しては、アンケート調査の結果、再編の目的、中学生の学力の実態、小規模校の課

題、再編の効果、今後求められる学力と学習形態、生徒数の推移、再編校の規模、

再編で生じる課題でございます。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 これは広く市民に知らせなくてはならないと思うのですが、どういう形

で広報するのですか。 

○適正規模推進室長○適正規模推進室長○適正規模推進室長○適正規模推進室長 現在の計画では６月１日号の広報紙配布時にチラシでお知ら

せさせていただきたいと考えております。さらには幼稚園、保育所あたりに、その

チラシの配布を依頼してまいりたいと考えております。また、３点目といたしまし

てはホームページに掲載をしてまいりたいというふうに考えているところでござ

います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 スライドというのはもうでき上がっているのですか。 

○○○○適正規模推進室長適正規模推進室長適正規模推進室長適正規模推進室長 できております。この会議終了後にでもご覧いただけるのであ

れば、３０分程度は掛かりますが、上映することも検討いたしております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 せっかくの機会ですので、ご覧になれる方は見てはいかがですか。（委員、

了承の声あり）それでは、上映をお願いします。 

説明の内容、また、質問をお受けするときなど、そろそろ具体的になってくるの

で、いろいろな方面からのご意見というのがあがってくると思うのですけど、どの

ようになさる予定ですか。 

○適正規模推進室長○適正規模推進室長○適正規模推進室長○適正規模推進室長 説明に関しましては、先程申し上げましたようにスライドで説
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明をさせていただきます。その後、市民の方からご意見等を頂戴いたします。ある

程度はＱ＆Ａといいますか、統一した見解を述べてまいりたいと思っております。

その中で一番苦慮しておりますのは、本日、委員さん方にもご意見を頂戴いたした

いのですけれども、猪位金学園の取り扱いについて、教育委員会として、今後、ど

ういうふうにしていくのかという質問がたぶん出されるのではなかろうかという

ふうに考えております。従いまして、ある程度教育委員会の中で猪位金学園の取り

扱いについて現時点における一定の方向性なりを出していただければありがたい

なというふうに考えております。更には、もう１点でございますが、小学校の再編

について、今後、教育委員会としてどう考えるのかという質問もあるのかなという

ふうに考えております。ここの辺りはある程度の方針が必要になってくるのかなと、

事務レベルでの回答でいいのだろうかというふうに危惧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 猪位金学園設立に当たって、何か特別なそういった取り決めはありました

でしょうか。 

○適正規模推進室長○適正規模推進室長○適正規模推進室長○適正規模推進室長 猪位金学園に関しましては、平成１８年の有識者会議で検討し

た結果、短期的、中期的、長期的なものの答申が出されております。その中で猪位

金学園につきましては、中期目標といたしまして、小中一貫校を検討するというふ

うなことで出されております。そこまででございますので、それではその後の再編

等に関してどうするのかというような方針は当時は出されておりませんでした。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 当時は何年くらいを中期ということで取り組んでいたのでしょうか。 

○適正規模推進室長○適正規模推進室長○適正規模推進室長○適正規模推進室長 短期、中期、長期ですが、期日については書かれてはおりませ

んでした。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 実際問題として、全体的に少子化しているということで猪位金も特別では

ないということですので、そこら辺のバランスも考えなくてはならないでしょう。

小中一貫校設立というときに地域の方々や関係の皆さんとどのような相互理解が

あったかということを再度確認しないといけないのではないかと思います。そうい

う制約がなかったという理解の仕方もあるかもしれませんが、猪位金学園設立にあ

たってご尽力なさった方々はそういうつもりではなかったとお思いになるかもし

れません。そういった皆さん方に今後、少子化が進むと小中一貫校でも難しい教育

状況になりますよということもご説明しながら、やり取りをしていくというのは必
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要なのではないかと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 今回のこの説明会は、要はアンケート結果から中学の再編についての必要

性だとか、田川市の状況がまだ市民の皆さんに分かってもらってなかったというこ

とが分かったから、まず、そこをきちんと市民の方に知ってもらうというのが、今

回の説明会の一番の目的だと思うのです。だから、それ以外のこれから先の再編と

か、校区割とか、そういうふうなことは、まだ審議会での審議がこれから行われて

いくわけです。審議会としては、２７年度中に基本計画を出したいという目標で、

これから先の審議が行われようとしていますということなので、小学校を扱うかも

しれませんとか、また猪位金校区の再編を考えるかもわかりませんとか、そういう

ふうなことは今の段階では言えないと思うのです。だから、これから先、小学校は

どうなるのですかとか、猪位金はどうなるのですかとか、そういう質問が出たとき

は、審議会の基本計画を作るにあたって、その話し合いの中でいろいろと検討がさ

れるかもわかりません。だから、それはまたその時に皆さんにお知らせをします。

今回はこういうふうな中学校の再編の必要性をわかってもらいたくて説明会をし

ましたということで話をした方がよさそうな気がしますけど、どうでしょうか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 結果的にはそうするしかないと思いますが、例えば、私に幼稚園くらいの

子どもがいたとして、この子が中学校に行くときはどうなるのだろうかと思った時

に、もしかしたら、東区と西区に１校ずつくらいになったその中学校に行かせるの

か、それとも県立の中高一貫校にやるのか、それとも私立にやるのか、それとも猪

位金の小中一貫校に通わせるのかと、いろいろな選択肢を思い描きながら、小学校

時代の教育、受験の対応なりをやっていくわけです。実際問題として、今は何とも

言えないかもしれないのですけれども、そういった可能性もあるとか、ないとか、

もちろんそういう情報も欲しいですし、子どものことですから分かることは全部教

えてほしいというのは、親として当然なことだと思います。だから、なるべく早め

に方針をきちんと決めるというのが必要なことだと思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 この前のアンケートの回収率はあまりかんばしくなかったですよね。で

も、そのことについてはあまり悲観していません。資料が足りなかったから分から

ないと言う見方も確かにあるけれども、考えてもどっちがいいか分からない、小規

模のままがいいのか、規模を大きくした方がいいのか、考えても分からなかったか

ら出していないという話も周りで多く聞きます。だから、やはり市民の方はかなり
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考えていますよ。そういう意味で私はそんなに悲観はしていません。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 委員長が心配されていたことについては、審議会としてもそういうふうな

ものを念頭にこれから検討していきましょうというふうには話し合っているんで

すよ。それで、事務局として住民説明会で回答するときには、そういうことしか回

答できないのではないかと思います。それを飛び越えて、どうこうと言うわけには

いきません。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 現実の問題として、保護者や市民の方が関心があるのは、中学校を再編

するとすれば何校にするのか、場所はどこになるのかということだろうと思います。

そういう質問が出るだろうと予想されるのですけれども、それはいかがですか。 

○適正規模推進室長○適正規模推進室長○適正規模推進室長○適正規模推進室長 先程、教育長がおっしゃったように端的に言いますと、今回は

情報不足でしたので情報提供を行うということが目的であること。それから、中学

校再編の必要性についてご理解をいただくということが、主な説明の内容でござい

ます。委員がおっしゃられた場所とか、数とか、そういうことに関しましては、今

後、審議会の中で検討していただくというふうになってこようかと思います。ただ

し、校数につきましては教育委員会としての方針を出していただいておりますので、

基本として２校を目指すという形でご説明してまいりたいと思っております。なぜ

２校なのかというのは、スライドの中で説明をさせていただきます。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 それでは今回の説明会の一番の目的は現状の説明ということですか。 

○適正規模推進室長○適正規模推進室長○適正規模推進室長○適正規模推進室長 現状の説明となぜ再編が必要なのかということをご理解いた

だくということでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 船尾小学校の統合の時にもこうして説明会をしました。細かい地区ごとに

説明会をしたのですけれども、その説明会の内容といいますのが、答申の内容の説

明ということで、教育委員会としてはそうせざるを得ないような状況でしたので開

催したのですが、説明会に来られている方というのは具体的にどうなるかという情

報が欲しくて、それを聞きたくて来られるんです。ですから、そこの温度差と言い

ますか、そういうことが今回の説明会でも必ず生じると思いますので、そこら辺を

どうするのか。以前うまくいかなかった理由の一つに、答申の説明をさせていただ

いているだけですからとか、一辺倒で乗り切ろうとしたところが地域の皆さん方の

ご希望に添えない、がっかりなさったというところでしたから、そういうことにな

らないように皆さんのお気持ちに沿った説明会ができたらいいなと思います。 
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○適○適○適○適正規模推進室長正規模推進室長正規模推進室長正規模推進室長 言葉足らずで申し訳ございませんでした。今回が最初の説明会

でございます。ご意見等を頂いた後に審議会でいろいろな意見が出されたりすると

思いますので検討していただく。そして、先程おっしゃったような一番興味のある

場所、場所まで特定するかどうかは分かりませんが、場所とか、校数とか、そうい

ったものの肉付けをしてまいるというふうになっております。その結果につきまし

ても、年度内には必ず市民の方にはご説明に上がら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 この説明会には審議会の方は同席なさるのですか。 

○○○○適正規模適正規模適正規模適正規模推進室長推進室長推進室長推進室長 神谷委員長はできる限り出席したいとおっしゃっていました。 

○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７日程第７日程第７日程第７    諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告「５月行事予定につい「５月行事予定につい「５月行事予定につい「５月行事予定につい

て」て」て」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） 

 世界記憶遺産推進室にお伺いしたいのですが、今回の世界遺産登録について、田

川の記憶遺産も何かキャンペーンなどはされるのですか。 

○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 状況等につきましては新聞報道もあっていますのでご承知いた

だいているかと思いますけれども、先日 ICOMOS という UNESCO の諮問機関にな

りますけれども、その組織が今回の明治日本産業革命遺産について登録の勧告を行

ったということでございます。韓国がかなり反対を表明されていらっしゃいますの

で、今月末にも日本と韓国で協議がなされるという報道もあっておりますけれども、

これまで ICOMOS の勧告が登録であって、それがひっくり返って登録されなかっ

たという事例は私が知る限りにおきましてございませんので６月２８日からドイツ

のボンで世界遺産委員会がありますけれども、登録の最終決定がなされるのではな

いかというふうに考えております。今、一部新聞報道等で７月３、４、５日くらい

に決定がなされるのではないかということでございます。そもそも山本作兵衛コレ

クションが世界記憶遺産に登録される最初の経緯は明治日本産業革命の構成資産と

して二本煙突と竪坑櫓を世界遺産にしようという市民を初めとした産官学民の活動

の一環で海外の専門家の方に田川にお越しいただきまして、その方々に参考資料と

いう形で山本作兵衛さんの絵をご覧になっていただいて、その価値を見いだしてい
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ただき、世界記憶遺産に登録されたというような、非常に関係性が深い遺産でござ

いますので、二本煙突、竪坑櫓はいずれも構成資産からは漏れましたけれども、明

治日本産業革命遺産関連資産として位置づけていただいております。私どももでき

る限り登録をお祝いする形でさまざまなイベント等を行いたいというふうに思って

おります。いくつかの事業の柱がございますが、基本的には登録を記念いたしまし

て、山本作兵衛さんの原画展を登録が決定されて可能な限り速やかに開催したいと

いうふうに考えております。その他関連のイベントを今年度は特に行いたいという

ふうに思っておりますので、関連経費につきましては６月補正で予算計上したいと

いうふうに考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 次に移ります。「「「「６６６６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。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 ６月定例会でございますが、６月９日(火)の１４時からでいかがで

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、６月定例会は６月９日(火)の１４時からに決定

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５回田川市教育委員会５月定

例会を閉会いたします。                                                                                             

（閉会１５時２０分） 

 

 


