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（開会１４時００分） 

○○○○教育教育教育教育長長長長    ただいまから平成２７年第１１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２７年第「平成２７年第「平成２７年第「平成２７年第１０１０１０１０回田川市回田川市回田川市回田川市教教教教育委員会育委員会育委員会育委員会１０１０１０１０月定例会会議録の月定例会会議録の月定例会会議録の月定例会会議録の

承認について承認について承認について承認について」」」」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、ご質疑ありませんか。    

 ご質疑がないようですので、日程第１「平成２７年第１０回田川市教育委員会１

０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。日程第日程第日程第日程第２２２２    議案第３８号「平成２７年度教育費（１２月補正）議案第３８号「平成２７年度教育費（１２月補正）議案第３８号「平成２７年度教育費（１２月補正）議案第３８号「平成２７年度教育費（１２月補正）予予予予

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

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 日程第２ 議案第３８号「平成２７年度教育費(１２月補正)予算要求に

ついて」ご説明いたします。１ページをお願いします。総括表です。歳入はありま

せん。歳出でございます。学校教育課の事務局関係職員時間外勤務手当１１７万円

につきましては、時間外勤務手当の増によるものでございます。続きまして、生涯

学習課のオリンピック・パラリンピックキャンプ地誘致推進事業費３８万２千円に

つきましては、誘致活動に係る旅費等でございます。続きまして、世界記憶遺産推

進室の石炭・歴史博物館改修事業費１億２５６９万２千円につきましては、改修に

伴う工事請負費等でございます。また、石炭・歴史博物館維持管理費１３２万５千

円につきましては、産業ふれあい館の雨漏り等に係る施設修繕料等でございます。

詳細につきましては、各課から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。２ページをお願いします。１０款１項２目、事務

局関係職員時間外勤務手当でございます。既定額３１９万７千円、補正額１１７万

円でございます。補正の理由といたしましては、平成２７年６月４日(木)の鎮西校

区を皮切りに６月１７日（水）の弓削田校区まで市内８校区で市立中学校再編に関

する住民説明会を開催いたしました。それに伴いまして、職員の時間外勤務が増と

なりました。これは新中学校のあり方審議会の中間答申により実施する運びとなっ

たもので、当初は予算計上をしていなかったものでございます。以上でございます。 

○○○○生涯学習課企画官生涯学習課企画官生涯学習課企画官生涯学習課企画官 続きまして、生涯学習課です。お手元にキャンプ地誘致をめざ

す自治体の現状ということで資料を配布しております。まず、１０月現在で福岡県

内２２の市町村がキャンプ地誘致を希望しております。２番目の福岡市については

スウェーデンの方からキャンプをさせてくれという申し出があっております。全国
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で４件はそういう形になっております。田川市につきましても、国の申請を行って

同じテーブルにはつくつもりですが、ある程度は国を絞り込んで誘致活動をしない

と国内５００以上の市町村がキャンプ地の誘致を目指すということです。３年前の

ロンドンオリンピックの時にはイギリス国内の６００以上の市町村が手を挙げて、

実際にキャンプが実現したのは１００か所だけだということです。確率は６分の１

ということで厳しい現状にあるのではないかと思われます。市長、副市長等と協議

をし、スポーツの日独交流の関係で田川市はドイツを受け入れてきた経過がありま

すので、ドイツに絞り込んで誘致活動をしたいと考えております。今回の１２月補

正につきましては、３８万２千円でドイツへの旅費等でございます。１２月補正承

認後、２月に出向き、オリンピック組織委員会、それから日本で言うスポーツ少年

団、中体連、高体連が一括したスポーツユーゲントというクラブがあります。それ

から、空手道は２０２０年のオリンピックでは野球と共にほぼ確定するということ

で、空手道連盟の事務局にも挨拶をしてこようと思っております。来年の１１月に

ドイツのベルリンで２０２０年に向けての各競技団体が集まる会議がございます。

そこに、私と市長がプレゼンをさせてもらう席を設けてくれましたので、今回はそ

の前にある程度の調整を行うということで旅費を計上しました。以上です。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 続きまして、文化課です。５ページをお願いします。文化課は債務負担

行為についてのみでございます。内容といたしましては、田川文化センタ―及び田

川青少年文化ホールの管理運営を行わせる指定管理委託料でございます。期間は平

成２８年度から平成３２年度まで、限度額といたしましては、金額ではございませ

んで、文言で入れさせていただいております。協定書に定める指定管理委託料の額

とさせていただきます。以上です。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 続きまして、世界記憶遺産推進室です。４ページをお願いします。上段、

８款４項６目、石炭・歴史博物館改修事業費でございます。こちらにつきましては、

市博物館の改修工事を実施すべく関連経費を計上いたしております。１２節、１３

節、１５節とございますが、１５節につきましては本年３月末で完了いたしました

設計金額に基づき金額の設定を行っていますが、全体的な工事請負費の約４割、前

金払いに相当する額を今回、計上いたしております。下段でございます。１０款５

項５目、石炭歴史博物館維持管理費でございます。こちらにつきましては、産業ふ

れあい館が８月の台風１５号におきまして雨漏りをいたしました。専門業者に見て
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いただきましたら、継ぎ目部分等から雨漏りをした可能性があり、その補修の工事

を行う必要があるということで関連経費を計上いたしております。併せまして、現

在、産業ふれあい館で害虫が発生いたしております。これはゴキブリですが、文化

財にとっての害虫ということになりますので、防除すべく委託料を計上いたしてお

ります。６ページをお願いします。先程、ご説明申し上げました博物館の工事請負

費につきまして４割相当額を本年度１２月補正で計上いたしておりますが、残り６

割につきましては来年度の計上となります。一連した契約ということになりますの

で、その相当額を債務負担として設定しているものでございます。以上で説明を終

わります。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご質問、ご意見ありませんか。 

  ないようですので、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第２ 議案第３８号「平成２７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３９号「指定管理者の議案第３９号「指定管理者の議案第３９号「指定管理者の議案第３９号「指定管理者の指指指指定について定について定について定について」」」」を議題と

します。事務局に説明を求めます。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 日程第３ 議案第３９号「指定管理者の指定について」ご説明いたしま

す。本案は、田川文化センター及び田川青少年文化ホールの指定管理者の候補者を

選定したので市議会に提案するにあたり、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理

規則第２条第１０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。次

のページをお願いします。選定された指定管理者候補の住所・名称・指定期間でご

ざいます。住所は、東京都港区虎ノ門２丁目２番５号、名称は、㈱ケイミックス、

代表取締役は橋本鉄司、指定期間は、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１

日までの５年間となっております。次に、２、指定管理者選定委員会の開催につい

てでございます。８月の教育委員会において指定管理者の募集について事務報告を

させていただいておりましたけれども、その時に説明しておりましたスケジュール

のとおり指定管理者の選定委員会を開催いたしまして、指定管理者候補を選定して

おります。選定委員会の開催は平成２７年１０月２６日(月)１３時１５分から、選

定基準及び配点につきましては、別紙１に記載させていただいております。選定の

基準は前回と大きくは変わっていませんが、別紙１の最後の９、地域の活性化や地
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域の人材育成に貢献していること。のところの地域ボランティアとして貢献できる

か、また、その体制が整えられているか。ということを加えております。それによ

って、以前は５点だったものを１０点に配点を変えて選定の資料としたものでござ

います。元のページに戻ります。選定結果でございます。選定結果につきましては

別紙２に挙げております。今回指定管理者の候補となったケイミックス以外に２社

の業者が競合されまして３社での選定となっております。Ａ業者、Ｂ業者、そして、

㈱ケイミックスが最高点をとりまして指定管理者候補として選定をされております。

元のページに戻ります。３、指定管理者候補の概要及び事業計画等についてでござ

います。施設の運営実績につきましては別紙３に挙げております。参考までに見て

いただきたいと思います。文化会館の関係で全国で多くの指定管理の実績を持って

いる業者さんです。次に、サービス向上のための方策といたしましては、現在、ケ

イミックスさんは文化センターと青少年文化ホールの指定管理者として運営をして

おりますので、これまで３年間の運営の中で利用者の声に耳を傾け、ニーズを把握

することで各種サービスを展開してまいりましたが、今後も各種サービスの継続と

恒常的な体制を構築していくということで、次のページにサービス向上策について

努めているところでございます。次のページに①から④までサービス向上策という

ことで挙げております。①接遇の向上によるサービスの向上、②施設利用方法改善

によるサービス向上策、③利用環境改善によるサービス向上策、④障害者、高齢者、

育児世代への具体的配慮策として向上策を挙げているところでございます。次に、

利用者等の要望の把握及び実現策といたしましては、現在でも“利用者の声”の把

握を重要な業務として捉え、“サービス向上”のアイディアとして活用してまいりま

したけれども、今後もこの考えを浸透させ、施設運営及び自主事業の内容に反映さ

せ、利用者満足度と自主事業における満足度を高めていきたいと考えております。

これにつきましては、事業実施計画として別紙４に挙げております。別紙４に５年

間分を挙げているところでございますが、平成２８年度分を紹介させていただきま

す。鑑賞事業として、プレミアムコンサートやファミリー向けのもの、また、文化

講演会を挙げております。これは予定としているところでございます。次のページ

には育成事業として、ＴＡＧＡＷＡゆかりのアーティストシリーズ「ゆかりコンサ

ート」、また、田川市の達人を探そう、というものを挙げておりますが、これは現在

の指定管理の自主事業の中でも実施をしている事業でございまして、引き続き実施



 

 ５

を考えているところでございます。その下のアウトリーチもしくはワークショップ

ということにつきましては、指定期間５年間の中で小学校全９校に出向いて生演奏

を届ける、また、アーティストとのふれあいの時間を設けるという出前授業のよう

な形ですけれども、そういうものを新しい事業として提案しているところでござい

ます。№7 から№10 までは現在行っている事業または教育委員会との共催事業とし

て行っているものでございます。平成２９年度以降につきましても、鑑賞事業はい

ろいろメニューが変わってまいります。育成事業や地域との連携事業につきまして

は、今現在実施している内容を引き続き実施をしたいというような内容になってお

ります。最後になりますが、指定管理委託料の提案額が上がっております。平成２

８年度から３２年度まで概ね３７００万円をベースとして、年度によって金額が加

減しておりますが、その提案額となっています。田川市が設定いたしました指定管

理委託料は４１４５万円でございましたけれども、その大体の基本の提案額につい

て設定額よりも１割ほど減額とした提案額となっております。これにつきましては、

夜間警備を現在、有人警備としておりますけれども、それを機械警備にしても良い

というふうに仕様書を変えているところでございます。ケイミックスは夜間警備を

機械警備にすることによって人件費の減、また、現在、指定管理を行っているので

すが、引き続き光熱費の節減等によって維持管理費の減ができるということで、こ

のような提案額になっているものでございます。以上で説明を終わります。よろし

くご審議のほどお願いいたします。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご質問、ご意見ありませんか。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 別紙２の選定結果表を見ましたら、ケイミックスと他社でそんなに大差

はないのですけれども、どこが違うかというと、収支予算のところがケイミックス

は満点なんです。他社はかなり低くなっていますけれども、別紙１を見ますと収支

予算のところは施設運営に関する収支計画は妥当か、経費の縮減が図られるか、と

いうことです。ケイミックスは実際に３年間運営をしてみて状況がわかっていると

思うのですけれども、他社についてはどのような説明がなされたのでしょうか。も

ちろん公正な選定はされていると思いますけれども、この点について説明をお願い

します。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 募集いたしましたときに、基本となる指定管理委託料というのはお示し

いたしております。今回、教育委員会の方で設定した金額は４１４５万円です。こ
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れにつきましては、過去３年間で自主事業を外したところ、自主事業につきまして

は指定管理委託料としては積算しないというふうになっておりますので、自主事業

を外したところの平均額を出して４１４５万円ということにしました。先程、説明

させていただきましたけれども、ケイミックスさんは仕様書の警備の関係を有人警

備から機械警備に変えるということ、そこで人件費の節減をされております。それ

と光熱費をもっと節減できるという見込みでされておりますので、その辺が実際に

運営をされている業者さんと新たに手を挙げてくれる業者さんでわからない面もあ

ろうかと思います。参考になる数字は出させていただいておりますけれども、そこ

ら辺で少し差が付いたのかなとは思います。他の内容につきましては、確かにＡ、

Ｂの会社さんとケイミックスさんとであまり差がついていないような感じはいたし

ます。文化課は選定委員会を単に傍で見せていただいただけなので、横で見ていた

感想ですけれども、ケイミックスさんが一番平均的にバランスのとれた提案をなさ

っていたのかなとは思います。Ａ、Ｂの会社さんの中の１社は地元業者さんでした

けれども、地域密着型ではありましたが、やはり自主事業の面で少し弱いのかなと

思いました。もう一方の業者さんは市外の業者さんで、全国展開をなさっている業

者さんでしたけれども、自主事業についてはかなり有名な歌手とかのコンサート等

をたくさん持ってくるということで年間に何本も挙げられておりました。実際にそ

れができるのかなと思いましたし、選定委員さんからも実際にそれだけできますか、

田川市という地方の一小都市でそれだけのお客さんの動員ができますか、というご

質問はありました。その業者さんはかなり強気にやり方によってはできますと言わ

れていましたけれども、今までの経験からいうと、この地方都市にお客さんを動員

するというのは少し厳しい面もありますので、そこら辺は現在、運営をなさってい

るケイミックスさんはそれをわかった上でそれでもそういうコンサート等も入れな

いとせっかく民間が指定管理するのでということでそこら辺を入れ、なおかつ地域

との共催事業とか、地域に密着した事業というのをご提案なさっているように感じ

ました。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 収支予算の部分でいうと、やはり実績のあるところが一番わかっている

ので強いと思いますけれども、これから先、いろいろな業者さんが手を上げられた

時に、さらに良い業者さんに変わっていくことができるような体制作りというのは

少し見とおして選定というものに関わっていただきたいと思います。よろしくお願
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いします。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 収支予算のところですけれども、ケイミックスさんは経費を削減するだ

けではなく、利益を上げることができるという強みがあるところなのですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 利益を上げるということは今の利用率をもっと上げてというところに関

わってきます。それにつきましては、ケイミックスさんが受けられている平成２５

年度から平成２７年度というのは、ちょうど２５、２６年度が文化センターと青少

年文化ホールの改修工事等が入りましたので、利用率についてはなかなか伸ばすこ

とができなかったという点がございましたけれども、次の選定時期はそういう大き

な改修工事等は入らない予定でございますので、そこら辺で利用率も高めて、当然

収入も増えるという見込みで計算をされていると思います。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 Ａ社とＢ社と比べるとかなり収支においては点数が高いのですが、大物

歌手とか、芸能人とかを呼ぶというようなことに関係するのですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 そういうことではないです。これは単に指定管理の選定委員会の事務局

である行革の方で教育委員会が考えました４１５０万という規定の数字よりプラス

何％だったらプラス何点とか、マイナスだったら何点とか、そういうような段階が

ありまして、それで機械的に点数を付けるようになっております。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ほかに、ご質問等ありませんか。 

  ないようですので、原案どおり可決することにご異議はありませんか。 

（異議なしの声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、日程第３ 議案第３９号「指定管理者の指定に

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４日程第４日程第４日程第４    事務報告事務報告事務報告事務報告「旧猪位金小学校跡地の活用について」「旧猪位金小学校跡地の活用について」「旧猪位金小学校跡地の活用について」「旧猪位金小学校跡地の活用について」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４「旧猪位金小学校跡地の活用について」報告させていただ

きます。平成２６年４月に田川市立小中一貫校猪位金学園の開校に伴いまして、学

校施設として廃止されました猪位金小学校の校舎、屋内運動場、グラウンドや平成

２６年度に廃園しました猪位金幼稚園の園舎、園庭等が未活用のままとなっており

ました。そこで、教育委員会では平成２６年７月から２７年の３月にかけまして、

教育部長を長として４課の課長、課長補佐で「旧猪位金小学校・幼稚園施設利活用

方法検討会議」を組織し、教育用財産としての利活用方法の検討を行いました。し
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かしながら、費用対効果が多く見込めないことから教育用財産としての有効的な利

活用は難しいと判断をいたしました。そこで、今後の活用につきましては、跡地は

田川市民全体の財産であることから、総合政策課を窓口とする市長部局とともに、

企業誘致や産業・農業振興、また定住化促進などの総合的な視点から市全体での有

効的な利活用策を検討していくことになりました。資料には施設の概要と旧猪位金

小学校の敷地図を添付しております。以上でございます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご質問、ご意見ありませんか。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 そのまま置いておくにしても警備をしたりとか、管理をしたりとか、台

風等で壊れたら補修もしないといけないでしょう。ある程度はそういった予算もか

かると思うのですけれども、普段のランニングコストとしては通年いくらくらいか

かるのですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 だいたい３００万円くらいです。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 その予算は教育委員会の予算になるのですか。 

○教育総務課○教育総務課○教育総務課○教育総務課長長長長 そうです。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 資料を見ると、以前使用していたアスレチックがありますが、今も利用

価値はあるのですか。利用できるのですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 今は使っていないです。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 はずしてしまったのですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 はい。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 この敷地図はあるところで描いているのですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 あったときの図面です。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 添田町にめんべいの工場がありますが、そういう使い方をする可能性も

あるということですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 今までは少なくとも教育用財産として利用できないかということで

考えておりましたが、今後は市長部局と一緒ですから、今、委員さんが言われたよ

うな使い方も案としては出てくるのかなというふうには思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ほかに、ご質問等ありませんか。 

  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「プロジェクトチーム（中事務報告「プロジェクトチーム（中事務報告「プロジェクトチーム（中事務報告「プロジェクトチーム（中

学校給食・再編）の設置について」学校給食・再編）の設置について」学校給食・再編）の設置について」学校給食・再編）の設置について」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５「プロジェクトチーム（中学校給食・再編）の設置につい
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て」報告をいたします。給食につきましては、学校給食法の趣旨から考えますと、

小中学校共に実施されるべきものではありますが、本市においては財政上の問題等

によって中学校の給食は現在まで実施されずにまいりました。しかし、新市長の意

向から、現在中学校給食の早期実現に向けた検討を進めているところであります。

また、中学校の再編につきましては、学校教育課の学校適正規模推進室が小中学校

を含めた適正規模による統廃合の業務を担当しておりましたが、中学校の小規模化

が先に顕在化してきたために、現在は中学校に焦点を当てまして新中学校の再編に

取り組んでおります。昨年１０月に「田川市新中学校のあり方に関する審議会」を

設置しまして、今年度末には最終答申が出される予定となっております。学校の施

設につきましては、これまで教育総務課がハード面、学校教育課がソフト面を担当

してまいりました。しかし、この中学校の給食と再編という二つの課題につきまし

ては、特に密接な関連性があり、情報を集約しながら手戻りすることなく、かつ迅

速に推進していく必要があるということから教育委員会の職員４名と新ごみ処理施

設建設室の技術官の計５名による検討チームを先月組織した次第でございます。な

お、任期は平成２８年３月３１日までとなっております。以上です。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご質問、ご意見ありませんか。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 中学校の給食について教育長にお尋ねしたいのですが、中学校給食はど

のような形で行われるのがよろしいと思っておられますか。どういう理想をお持ち

ですか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 給食が早期にできた方がいいなと思う理由の一つは今の子ども達の食生活

の課題です。朝ご飯を食べてこないとか、そういう実態がありますし、学力実態調

査にも出ています。そういったことから言えば、一番大事な成長期に栄養バランス

が取れて、しかも、給食を通して食育といいますか、子ども達自身で自分の健康作

りとか、そういったことを行っていく力を付けていく一つの体験にもなります。そ

ういった意味で早期に市長が実現したいということはぜひ、教育委員会も同じ路線

で進んでいきたいと思っています。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 今、検討されているのは自校式とか、センター方式とか、親子方式とか、

いろいろあると思いますが、教育長はどういった形がよろしいと思いますか。 

○○○○教育長教育長教育長教育長 できれば小学校でやっているような各学校で調理師さんが子ども達の顔が

見えて、愛情を込めて作っていくという形が望ましいとは思います。しかし、自分
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はよくわからなかったのですが、ドライ化のこととか、今小学校で実施している給

食のシステムをやり変えないといけないという課題もあって、いろいろと費用面の

こととか、その辺りで検討しないといけないところです。だから、それこそプロジ

ェクトでいろいろなところの地域を学びながら、田川市はどの方式が一番いいのか。

子どもにとっても、また、財政面にとっても、そういうところで進めているところ

です。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 やはりどうしても自校式という保護者の方も多いと思います。議員のみ

なさんも自校式というお声が上がるかもしれません。そうなると、なかなか時間が

かかっていくことになると思います。５年前とか、１０年前とかでしたら、自校式

は作っている先生方の顔が見えてとか、そういう話になりますけれども今は教室に

タブレット１枚あれば栄養士さんとリアルタイムで動画でやり取りをしたりとか、

この給食はこういう栄養があってとか、この給食は行事食でこういうものですよと

か、タブレットで見せながらの説明というのもすべての教室にリアルタイムで行き

渡らせることができます。例えば、保護者の方もメールを登録しておけば盛りつけ

が済んだ給食を画像付きで配信してもらったりすることもできます。そうすると、

お母さんはお昼休みに職場等で確認をして、今日、子ども達はこういうものを食べ

ているのねとか、明日の献立の材料はこれだからアレルギーは大丈夫だわとか、そ

ういうようなこともテクノロジーが進んできたらできる時代になってきています。

昔は給食センターから運ばれてくる給食は、まずい、ぬるい、麺がのびているとか、

そういう感じでしたけれども随分と道具類も変わってきていますので、そこら辺も

検討してみて、最先端のところを視察して考えてみるのもいいのではないかと思い

ます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 自分も川崎町でセンター方式の食事をとったことがあるのですけど、正直

いって当時は子ども達に不評ということはありました。実際にあれから時代が進ん

で技術面とか、いろいろな面で変わってきているということなので、今度は鳥栖市

に市長や副市長と一緒に行きます。だから、兄弟方式のところなり、センター方式

の最先端のところなりを十分検討した上で田川市の子ども達にとって、また保護者

にも理解してもらえるようなといいますか、そういう中身で、そして、あまり時間

をかけないで実施したいと思っています。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 時間をかけないでということでしたけれども、河底委員さんが先日して
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いたお話を聞かせてもらえませんか。今日は実際にパンを買ってきましたので、お

昼にパンを食べている子ども達の話を皆さんに聞いていただきたいんです。 

○河底委員○河底委員○河底委員○河底委員 中学校給食は早く実施してほしいという思いがあります。実際の中学生

の話ですが、朝も食べてなくて、お昼もパンで、夜もお母さんが帰ってきたり来な

かったりでラーメンとかパンばかりなんです。それで、結局、栄養失調になって１

か月くらい入院しました。その後、学校に帰ってはきたのですが、お母さんが子育

てを放棄しているみたいな感じだったので、結局、その子は養護施設に入って学校

を転校しました。その時に地域の人からでた声は、お昼だけでも栄養のあるものを

ちゃんと食べさせてあげたいというものでした。地域のお祭りなどのときは、みん

なでご飯を食べます。その時にその子はすごく嬉しそうにおいしそうに食べるんで

す。その子の家庭は小学校の時も同じ状況だったのかもしれませんが、学校に行け

ばお昼はちゃんとした栄養のあるものを食べられて、その日一日がんばれるという、

そんな感じだったと思うんです。だから、中学校給食は厳しい家庭の子ども達には

本当に早くしてほしいという思いだと思うんです。中学校給食についてはずっと何

年も前から田川市は予算がないからということで切り捨てられていたのですが、市

長が変わって給食が大事だという方針なら早く実施してほしいです。例えば、旧猪

位金小学校の跡地に給食センターを作って、そこで試験的に半分でもいいので給食

を始めるとか、最初から全部できればいいのですけど、とりあえず猪位金からだか

ら後藤寺方面の半分だけ実施してみて結果が出たら全部するとか、とにかく子ども

達が楽しく学校に来られて勉強ができて栄養も取られるなら、そういうふうにして

あげたいなと思います。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 このパンはコンビニでこれだけで１００円なんです。学校に行ったら牛

乳がもらえるので、お昼はこの１００円のパンと学校の牛乳だけで済ませている、

そんな子ども達はたくさんいるんです。私が教育委員になったときは柏村委員さん

もおられまして、本当に一日も早く給食を実施したいと市長さんに何度もお話はし

たのですが、どうしても家庭の中でしっかり食べさせるという方針を作りなさいと

いうことでした。母親や養育するものがきちんと子どもの食べるものに責任を持ち

なさい、そういう体制を作ることが大切だというお考えだったので、中学校給食は

三十数年経ちましたけれども予算がないだとか、母親がきちんと子どもにご飯を食

べさせるものなのだというような考え方だとか、そういういろいろなお考えがあり
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まして実施に至りませんでした。年配の方々もきっとそう思っていらっしゃると思

いますけれども、どうしてもそれができない家庭というのがどの時代もあります。

お弁当を持って来られなくて、パンを買うお金もなくてお友達の弁当を取って、取

っても取り返されるので昼休みになるとすぐにお友達のお弁当の中につばを入れて

自分のものにしてしまうとか、そうまでしてでも食べないといけない子ども達がこ

れまでにもたくさんいました。そのバックヤードにはそれに近い子ども達がいるは

ずです。現在もです。ユニセフの給食の始まりは食べられない子どものためにとい

う発想があったと思いますので、実際に田川にもそういうお子さんがいらっしゃる

ということを認識して、地域の皆さんとか、お年寄りの皆さんとか、議員の皆さん

達にこういった現状を説明して理解していただきたいと思います。今度のプロジェ

クトチームはそのためには力強い一歩だと思いますので、ぜひともお願いします。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 私は初めて聞いたのですが、今後、給食センターを作るとなった場合、

猪位金小学校の跡地というのは候補に挙げられているのでしょうか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 教育委員会が所有しているといいますか、持っている土地で提供で

きると土地といいますか、こういう土地がありますよという候補では教育委員会の

中では持っております。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 船尾小学校の跡地もですよね。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 はい、その２校です。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 今、候補に挙がっているのですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 挙がっているというよりも教育委員会としては持っております。方

式を決めて、場所を決めてという段取りがあると思いますので、それに合わせて教

育委員会内では今は一番いい土地だというふうには思っておりますけど、まだ決ま

っているわけではありません。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 資料の下から８行目ですが、中学校給食の完全実施と中学校再編は、教

育委員会の重要施策であるばかりか田川市の将来を見通しても確実に実施しておか

なければならない重要事項であると給食について書いてあるのですけれども、これ

がわからない人というのがたくさんいらっしゃいます。弁当でいいじゃないか、愛

情のこもった弁当でいいじゃないか、みんなが弁当を作ってくればいいじゃないか、

弁当を親が作れないのなら自分で作って持ってくればいいじゃないかと、でも、家

にはお米もない、冷蔵庫にはタマゴもない。もしかしたら、炊飯器もないというお
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宅もあるということを皆さんにわかっていただきたいと思うのです。お願いします。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 かなり前ですが、古賀町のときに給食センターの見学に行ったことがあ

ります。近くではこの１、２年の間に大任町にできましたし、川崎町にも新しく大

きなセンターができていますので、最近できたところなら、それだけ進歩的な発展

的なものができていると思います。どのくらい能率的にできているのか。運営はど

うしているのか。近くにありますから、そんなところを見る必要があると思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 意見にもありましたように、今、新聞等でも子どもの貧困の問題は頻繁に

出ていますので、早急に給食をという思いはあります。また、今まで学校では栄養

士さんや調理師さんがいろいろと食育に関わっています。そういったことがセンタ

ーでも可能なのかとか、兄弟方式で可能なのかとか、どうすれば今の良さも残しな

がら一日も早くできるのかという視点でプロジェクトで論議をしてもらいたいと思

っています。市長、副市長ともに早急に給食をという思いを持っていますので進め

ていきたいと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 プロジェクトチーム（中学校給食・再編）と書いていますが、この再編

というのは給食の再編ですか。それとも、学校も含めての再編ですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 今、中学校を２校にすると考えているほうの再編です。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 その再編もこのプロジェクトチームに入っているのですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 センター方式にしろ、自校方式にしろ、今の中学校の数ではなくて

２校になるということから、また、その再編の時期も急ぐというところから、どの

くらいの数になるのかという情報を交換し合いながら、給食の実施と学校の数の再

編と一緒に検討していった方が効率的にいいのではないだろうかと考えております。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ほかに、ご意見等ありませんか。 

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「平成２７年度福岡県学事務報告「平成２７年度福岡県学事務報告「平成２７年度福岡県学事務報告「平成２７年度福岡県学

力調査結果の概要について」力調査結果の概要について」力調査結果の概要について」力調査結果の概要について」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６「平成２７年度福岡県学力調査結果の概要について」ご報

告いたします。１ページをお願いします。調査の目的でございます。３点から述べ

させていただいております。１つ目は県教育委員会、２つ目は市長村教育委員会、

３つ目は各学校という書き分けをさせていただいております。まず１つ目、県教育

委員会は各地区における児童生徒の学力の状況をきめ細かく把握・分析することに

より、教育及び教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。２つ目、市町村
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教育委員会は県の状況との関係において自らの教育及び教育施策の成果と課題を把

握し、その改善を図るとともに、取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サ

イクルを確立する。３つ目、各学校は、各児童生徒の学力の状況を把握し、児童生

徒への教育指導や学習状況の改善等に役立てる、でございます。実施日は平成２７

年６月２３日(火)でございました。実施教科は、小学校は国語、算数、中学校は国

語、数学でございます。対象学年は、小学校第５学年、中学校第２学年でございま

す。調査方法につきましては、悉皆による調査です。２ページをお願いします。小

学校の結果でございます。青の塗りつぶしが県平均を上回ったもの、緑の塗りつぶ

しが筑豊地区平均を上回ったものでございます。上段の２段目、田川市平均のとこ

ろをご覧ください。まず、国語科です。国語は筑豊地区平均、県平均共に下回って

いることがわかります。中段の２段目は算数科です。算数は筑豊地区平均を上回り、

県平均を下回っている状況でございます。下段、成果指標でございます。平成２７

年度成果指標は、すべての教科領域で筑豊地区平均を上回るとさせていただいてお

りましたから、それから見ますと４つの教科区分中２つで上回っている状況でござ

いまして、目標は達成されておりません。３ページをお願いします。中学校の結果

でございます。上段の２段目は国語科です。国語は筑豊平均を上回り、県平均を下

回っている状況でございます。中段の２段目は数学科です。数学は筑豊地区、県平

均と共に下回っております。下段、成果指標でございます。４つの教科区分中２つ

が上回っている状況でございますので、目標は達成されておりません。しかしなが

ら、小学校、中学校ともに小学校６年生、中学校３年生が対象でありました今年度

の学力・学習状況調査と比べ確実な改善傾向が見られます。１０月定例会でもご報

告いたしましたが、今後も算数Ａ、数学Ａを重点区分として基礎基本の徹底、繰り

返し学習の充実により、学力の土台をしっかりしたものにしてまいりたいと考えて

おります。報告は以上でございます。 

○教育○教育○教育○教育長長長長 ご質問、ご意見ありませんか。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 全国学力・学習状況調査と今回の福岡県学力調査は時期的にはどのくら

い時間が空いたのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 全国学力・学習状況調査は４月末でございますので、ちょうど２か

月ずれがございます。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 改善が見られたとおっしゃいましたけれども、そういうところは関係し
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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 といいますか、継続的な取り組みというのはやはり大きいと思いま

す。もちろん、新学年になりまして２か月が経過した後のテストですから、１か月

が経過した調査とは違うのかもしれません。それよりも昨年の１０月から続けてき

ていたことが成果となって表れてきているというふうに私どもは分析しております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 全国学力・学習状況調査は何年生が対象ですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 全国学力・学習状況調査の対象学年は小学校が第６学年、中学校が

第３学年でございます。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ２校ほど小学校と中学校の格差が大きいところがあるのですが、それは

教師の指導力ともう一つは学級、学校の荒れとの関係だろうと思うのですが、その

ほかに何か理由というのはあるのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 今、委員さんがおっしゃった２点が一番大きいというふうに考えて

おります。さらに、原因を探すとなりますと、それはやはり指導力のところに帰結

されてしまうのではないかと思います。私どもの進めました基礎基本の徹底が徹底

に至っているか、すべての教室で確実に行われているかということであろうと思い

ます。これはやはり繰り返しになりますが、指導力のところに帰結されていくので

はないかというふうに考えております。 

○○○○毛利委員毛利委員毛利委員毛利委員 もちろん視点は違うのですが、国がした調査と県がした調査で学校によ

ってはこちらは良いけど、こちらは悪いという、そういう結果が出ています。両方

とも同じなら良いけれども、違うのはどこからどう表れているのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 そこはまさに私も一番感じている課題でございまして、学年集団に

よって差はございます。この学年は良いけど、この学年は厳しいとか、そういうこ

とは学校によってございますが、学校の教育システムが効果的に作用しているなら

ば、その差はやはり小さくなってくるものではないかというふうに考えます。それ

が学年によって上がり下がりがあまりにも大きい、つまりＷ型を大きく描くという

ことはまだまだ学校のシステムが効果のあるものになっていないというふうに考え

て、そこの徹底、基礎基本の徹底というのを本当に隅々の教室まで届けるというこ

とが大切になってこようかと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ということは、これから先、母集団がどう変わろうと少しずつでも全体

が伸びていく形が一番いい方向なんですね。そうなるように先生方も努力をして、
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指導法で力を付けてもらわないといけないし、教育委員会としてもそこのところを

各学校にお願いしなくてはいけないのではないかと思います。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 もう学校教育課長は十分に去年から手をつけていらっしゃるところです

から、改めて申し上げるまでもないのですけれども、子ども達の基礎基本の徹底と

いうのももちろんですけれども、これは働いている先生達にとっても同じことがい

えると思います。私達もある程度の品質以上の仕事をするためにはトップに秀でた

人よりもボトムをアップしていくというのがきちんとできていないと、ある一定の

仕事ができないというのでボトムの部分を必ずこれ以上の品質の仕事をするように

しましょうということでフォローアップもしますし、チェックリストなり、なんな

りで必ず追いかけていきます。きっと学校教育課長はそれを始めておられると思う

のですけれども、中小企業でしたら目は行き届きますけれども、学校は校長先生が

やはり指揮を執られるのでしょうから、そこら辺のところはどういうふうにお考え

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 学校を回らせていただきまして、かなり組織化は進んできていると

いうふうに評価はします。それぞれの先生方が子ども達の学力を高めるという本気

度を感じます。最近、特にそれを感じます。ですから、今は校長先生にお任せをし

て、その本気度を確かなものにしていただくところでいけるというふうに考えます。

ただし、私どもの狙いといたしましては今年度は領域まで限定をしました。例えば、

小学校では数と計算、中学校では数と式、しかし、来年度はそれを広げて基礎基本

つまり全国学力・学習状況調査でいいますと、Ａ問題くらいにまで広げて、つまり、

少し幅を広げてもいけるのではないかというふうに考えております。やはり同じこ

とをしていても同じことしか起こりませんので、少しずつ広げていくことも考えて

おります。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ほかに、ご意見、ご質問ありませんか。 

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「１１月行事予定につ「１１月行事予定につ「１１月行事予定につ「１１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） 

○教育長○教育長○教育長○教育長 次に移ります。「「「「１２月定例会の日程案について１２月定例会の日程案について１２月定例会の日程案について１２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 １２月定例会でございますが、１２月１０日（木）の１４時からで
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いかがでしょうか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご異議ないようですので、１２月の定例会は１２月１０日（木）の１４時

からに決定します。 

  ほかに、ご質問、ご意見等ありませんか。 

ないようですので、以上を持ちまして平成２７年第１１回田川市教育委員会１１

月定例会を閉会いたします。 

（閉会１５時１５分） 

 

 


