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（開会１４時００分） 

○教育長 ただいまから平成２８年第６回田川市教育委員会４月定例会を開催いたし

ます。日程第１「平成２８年第４回田川市教育委員会３月定例会議録等の承認につ

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

ご質疑ありませんか。 

  ご質疑はないようですので、日程第１「平成２８年第４回田川市教育委員会３月

定例会議録等の承認について」は、これを承認することといたします。 

  次に移ります。日程第２ 議案第８号「田川市スポーツ推進委員の委嘱について」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 それでは日程第２ 議案第８号「田川市スポーツ推進委員の委

嘱について」ご説明いたします。本案は、各委員の任期が平成２８年３月３１日を

もって満了となるため、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。次のページをお願い

いたします。田川市スポーツ推進委員の案でございます。スポーツ推進委員２０名

に委嘱をしております。今回の任期は平成２８年４月１日から平成３０年３月３１

日まででございます。なお、推進委員名簿の下から４名が今回新たにスポーツ推進

委員に委嘱を予定しているものでございます。よろしくご審議の程お願い申し上げ

ます。 

○教育長 今の説明に何か質問、ご意見等ありましたらお願いします。 

  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） 

  異議なしと認めます。よって、日程第２ 議案第８号「田川市スポーツ推進委員

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３ 議案第９号「田川市文化財専門委員会委員の委嘱につ

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 それでは日程第３ 議案第９号「田川市文化財専門委員会

委員の委嘱について」ご説明いたします。本案は、田川市文化財専門委員会委員の

任期が平成２８年３月３１日をもって満了となるため、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あ

ります。次のページをお願いいたします。田川市文化財専門委員会委員の名簿案で
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ございます。任期は本年４月１日から平成３０年３月３１日までの２年間です。今

回、石炭関係のところで新しく鞍手町文化財保存審議員会委員で同町の歴史民俗博

物館運営協議会委員でもあります井手川泰子さんに新しく入っていただこうと思っ

ております。井手川さんは炭坑や地域文学などを研究されている方でございます。

他の委員の皆さんに関しましては継続でございます。以上です。よろしくご審議の

程お願い申し上げます。 

○教育長 今の説明に何か質問、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ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  異議なしと認めます。よって日程第３ 議案第９号「田川市文化財専門委員会委

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 議案第１０号「田川市指定文化財（天然記念物）の指

定について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課企画官 日程第４ 議案第１０号「田川市指定文化財（天然記念物）

の指定について」をご説明いたします。本案は田川市文化財専門委員会にて答申さ

れたため、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あります。１ページをお願いします。答申され

ましたのは猪国にあります白鳥神社のクスノキであります。員数は２本、指定区分

は天然記念物です。神社に向かって参道右側のものが樹高約３９メートル、幹囲６．

０５メートル、左側のものが樹高約５０．１メートル、幹囲約５．９メートルとな

っております。白鳥神社のクスノキは全県的に見ると決して大きなものではないと

いうことですが、田川市では最大級のものである上に地元の人達にもとても大切に

されてきたこともありまして、今後保護していくべきものと判断されたものであり

ます。なお詳細につきましては答申書を添付しております。説明は以上です。 

○教育長 資料等も添付しておりますが、何か質問、ご意見等ありませんか。 

○毛利委員 樹齢とかいうのはわかるのですか。 

○文化生涯学習課企画官 はい、そういうこともあろうかと思いまして、本日学芸員

を同席させています。 

○文化生涯学習課主任 樹齢はおよそですけれども４００年ということで考えており

ますが、専門の先生にご意見いただきますと、樹齢というのは定かではないもので
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すので、およそ４００年ということでご理解いただきたいと思います。 

○教育長 私から聞きたいのですが、市の指定文化財というのは７ページに書いてい

ますが、これが全てですか。 

○文化生涯学習課主任 市の指定文化財につきましては、７ページの１０件がありま

して、そのほかの県指定文化財が田川市で８件、国の登録文化財が５件、指定文化

財としては以上です。 

○教育長 そういった国とか県の指定文化財の場所や名称についての資料は手に入る

のでしょうか。 

○文化生涯学習課企画官 一覧表がございます。またお配りいたします。 

○教育長 お願いします。他にございませんか。 

  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４ 議案第１０号「田川市指定文化財（天

然記念物）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５ 報告第１号「平成２８年度田川市教育委員会職員の任

免異動について」を議題といたします。事務局に説明を求めます。 

○教育総務課長 日程第５ 報告第１号「平成２８年度田川市教育委員会職員の任免

異動について」ご説明申し上げます。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、第４条第２項の規定により教育委員会に報告するものであります。それで

は、１ぺージをご覧いただきたいと思います。平成２８年度教育委員会職員任免異

動総括表でございます。まず、平成２８年３月３１日発令の退職人員は３名でござ

います。また平成２８年４月１日発令の採用及び異動等につきまして計３８人とい

うことでございまして、内訳につきましては、そちらの表の記載のとおりでござい

ます。またこれに併せまして平成２８年４月１日発令の臨時職員、嘱託職員の任用

が合計１２０人、平成２８年４月６日発令の臨時職員、嘱託職員の任用が計２３名

でございます。なおこの表の２、平成２８年４月１日発令の採用及び異動等につき

ましては次のページ、２ページ以降にそれぞれ当該職員の氏名、新旧の職を記載し

てございます。説明は割愛させていただきます。以上で報告を終わります。 

○教育長 説明がありましたが、何か質問等ありませんか。学校現場にいた自分の感
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想では、異動が結構多いというか、沢山変わられるのだなというイメージを持ちま

した。質問等はございませんか。 

  ないようですので日程第５ 報告第１号「平成２８年度田川市教育委員会職員の

任免異動について」は承認することとします。 

  次に移ります。日程第６ 報告第２号「平成２８年度田川市立小・中学校、校長・

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 日程第６ 報告第２号「平成２８年度田川市立小・中学校、校長・

教頭の任免異動について」報告させていただきます。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

育機関の職員の任命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

するものであります。２枚目をご覧ください。まず校長の昇任については小学校２

名、中学校２名、教頭の昇任につきましては、小学校２名、中学校２名となってお

ります。３点目の交流人事異動等についての転出は４名、次のページをお願いいた

します。転入につきましては３名となっています。校長の異動につきましては小学

校、中学校それぞれ氏名、学校､前任校等を書いております。５番目、教頭の異動に

つきましては、小学校、次のページをご覧ください。それから中学校という形にな

っております。詳細について説明は省略いたします。以上、報告いたします。 

○教育長 今、説明がありましたが、何か質問ご意見等ありませんか。 

○毛利委員 昨年度は、新しくなった校長、教頭、主幹教諭、転出した人達の年齢と

か、履歴、それから現在の住所等を具体的に示されていました。ひとりひとりの履

歴等が出ている資料をいただきましたので、このような資料もいただきたかったと

いう気がしました。 

○学校教育課長 今日はその資料の準備ができておりませんので、次回、詳細につい

てはお示ししたいと思います。よろしいでしょうか。 

○教育長 では、次回に是非お願いします。ほかに、ご意見等ございませんか。 

  ないようですので日程第６ 報告第２号「平成２８年度田川市立小・中学校、校

長・教頭の任免異動について」は承認することといたします。 

次に移ります。日程第７ 事務報告「平成２８年度田川市立小・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。 

○学校教育課長 日程第７「平成２８年度田川市立小・中学校教職員人事異動の総括
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について」事務報告をいたします。１ページ目をご覧ください。平成２８年度田川

市小・中学校教職員人事異動の総括でございます。まず２８年度の田川市立小・中

学校県費負担教職員人事異動方針により、それぞれ取り決めを行ってきました。具

体的な配慮につきましては①から⑥に挙げておりますような内容でございます。異

動の概要について説明をさせていただきます。児童生徒数、学級数、４月１日現在

の２８年度における児童生徒数及び学級数推計は、小学校児童数は２,６３５名、学

級数は１１０学級。中学校生徒数は１,１５１名、学級数は５６学級でございます。

２７年度と比較いたしますと小学校児童数は１名増で、学級数は１学級増。中学校

生徒数は６１名減で、学級数は１学級増になっております。小中合わせての設置学

級数は２学級増でございます。特別支援学級の配置は、小学校では鎮西小、弓削田

小、大藪小、金川小、猪位金小、後藤寺小、大浦小、田川小、伊田小の計９校、２

３学級に配置され、前年度に比して３学級増でございます。中学校では猪位金中、

弓削田中、後藤寺中、田川中、鎮西中、金川中、伊田中、中央中の計８校、１４学

級に措置され、前年度に比して１学級増でございます。小中合わせての設置学級数

は昨年度に比べて４学級増でございます。退職者につきましては定年退職者７名で

ございます。次のページをご覧ください。学校名、職名、氏名等はそこにお示しし

ているとおりでございます。早期退職者は５名でございます。学校名、職名、氏名

は表のとおりでございます。割愛退職が３名でございます。同一ブロック、他ブロ

ック及び管外異動につきましては他ブロックが管理職２、転入の方につきましては

管理職３、一般教職員１ということでございます。転出者が２名、転入者が４名に

ついてはそこに示している学校、職名、氏名のとおりでございます。昇任等の状況

は校長が、４名でございます。次のページをご覧ください。教頭につきましては５

名の昇任があります。主幹教諭及び指導教諭については４名が昇任ということにな

っております。主幹につきましては伊田中の事務官が主幹に昇任しております。続

きまして採用の方ですけれども総計で２１名採用になっております。管理職は３名、

教諭が１６名。学校、氏名等についてはご覧のとおりでございます。養護教諭につ

いては１名、次のページをご覧ください。主事については金川中、１名。その他の

分で基準外定数につきましては、指導方法工夫改善、小学校９校、中学校８校で計

２４名。初任研対応が小学校３校、中学校１校で計４名、充て指導主事が小学校２

校、中学校１校で計３名、補導が中学校８校で８名、児童生徒支援加配が小学校６
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校、中学校６校で合わせて１２名、日本語指導が中学校１校で１名、通級指導が小

学校１校で１名、長期研修が小学校２校、中学校１校で計３名、県指定が中学校１

校で１名、いじめ不登校が小学校２校、中学校１校で計３名、小学校２年生３６人

以上学級解消として小学校１校で１名というふうになっております。総計基準外定

数は、小学校９校、中学校８校で計１７校６１名でございます。学校外勤務者につ

きましては、そこに充て指導主事３名を挙げております。小学校の定数欠２０名、

中学校定数欠３３名でございます。教科欠は中学校２校でございます。今年度の異

動件数は総数、小学校４３件、中学校３０件、合わせて７３件になります。昨年度

と比べて１６件の増となっていますが、新規採用者の分が影響しているところでご

ざいます。教職員の概要は、小学校１９０名、昨年度と比べてプラス５、中学校は

１５４名でプラス１、総計３４４名で昨年度と比べてプラス６名となっております。

少人数学級、少人数指導教員については、県費措置が田川小１年生、大藪小１年生、

伊田小１年生にされております。また２年生の分につきましては大藪小の２年生が

１校のみ措置となっております。市費の措置につきましては、そこの表をご覧くだ

さい。弓削田小から金川小までの分で市費の配置があっております。ただし、まだ

市費講師が３名分埋まってないところがあります。以上報告終わります。 

○教育長 今の総括についての説明で何か質問、ご意見等ございませんか。 

○毛利委員 来年度に向けて１点だけお願いしたいのですが、後藤寺小学校の人事異

動については、非常に厳しかったと思います。教頭、主幹教諭、研究主任が出てし

まい、残っているのは校長だけなのですね。自分が一番頼りにしたいなという人が

みんな出てしまっているので、できればそんなことがないように、誰か一人でも残

ってもらえたら良かったと思います。研究を進めようにも研究主任がいなくなった

とかいう事がありますから。自分がその校長の当事者になったらたまらないなと思

うような気がしますから、その点を来年度から少し考慮していただきたいなと思い

ます。 

○学校教育課長 その点につきましては、後藤寺小学校の校長とも先日具体的に人事

の状況について、どういった厳しさがあるかということをお聞きしまして、次年度

に向けて研究体制等確立しなくてはいけないということの校長会具申もいただいて

おります。その辺りを考慮しながら、学校の充実ということを図っていけるような

事を考慮しながら人事を考えていきたいとふうに思っているところでございます。
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ありがとうございました。 

○毛利委員 ありがとうございます。 

○教育長 他にご質問、ご意見等ありましたらお願いします。 

  ないようですので次に移ります。日程第８ 事務報告「平成２８年度教育委員学

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 日程第８ 事務報告「平成２８年度教育委員学校訪問の実施につい

て」ご報告いたします。２枚目をご覧ください。別紙に示しておりますとおり、本

年度の定例学校訪問対象校及び期日については、まず５月１３日に金川小学校、田

川中学校。５月１９日に大浦小学校、後藤寺小学校。５月２６日に猪位金学園、金

川中学校の予定で組んでおります。それぞれ時間については表をご覧のとおりでご

ざいます。次のページをご覧ください。目的についてはそこに挙げておりますとお

りでございます。日程的なものにつきましては、まず授業参観、校内巡視、児童生

徒の状況観察で約５０分程度を考えております。そのあと学校経営、生徒指導の状

況説明及び懇談・指導助言で９０分程度を考えております。給食試食があるところ

につきましては小学校３校で実施し、６０分程度を予定しています。そういった日

程で考えているところでございます。残りの資料につきましては、詳細の時間や内

容等になっておりますのでご覧ください。以上でございます。 

○教育長 学校訪問の説明がありましたが、何か質問や意見等ありましたらお願いし

ます。 

  ないようですので次に移ります。 日程第９ 事務報告「金川校区の中学校存続

（小中一貫校化）に関する請願について」を議題とします。事務局に説明を求めま

す。 

○推進室長 それでは日程第９ 事務報告「金川校区の中学校存続（小中一貫校化）

に関する請願について」ご説明いたします。資料１ページをお願いします。１ 金

川校区の中学存続（小中一貫校化）に関する請願でございます。⑴ 提出日は「平

成２８年３月２３日（水）」でございます。⑵ 提出者は「金川校区の中学校統合・

再編を考える会代表 花岡成二氏、金川校区区長会会長 吉武精稔氏」でございます。

⑶ 請願の趣旨でございます。「金川校区については、田川市の中学校統合・再編と

切り離し、小中一貫校の形で地域密着型の学校運営を継続することを請願します。」

ということでございました。⑷ 請願の理由でございます。「ア 子供会活動や地域
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の祭りなどを通し、地域住民が子どもたちの成長を温かく見守っている。」「イ ま

つり金川や小学校・中学校合同で行う地域懇談会・人権学習などの行事が活発で、

学校・保護者・地域が協力して子どもを育てる環境が整っている。」「ウ 金川地域

の繋がりに根差した特色豊かな学校運営が失われてしまうことが十分考えられる。」

ということが主な理由でございます。⑸ 署名数につきましては「２,２８２人」で

ございました。⑹ 請願の宛先でございます。宛先につきましては、田川市長、教

育長、また田川市新中学校のあり方に関する審議会の会長宛になっております。⑺ 

の請願の写しにつきましては、次のページに写しを添付しています。以上で説明を

終わります。 

○教育長 今の説明に補足をします。新聞報道等もありましたから教育委員方もご存

知と思いますが、先日、教育長室の方に署名を持って来られました。私も全部目を

通しましたが、やはり校区の方が中心ですが、校区以外の方、また元金川に住んで

おられた方で市外に出られた方とか、たくさんの方からのものです。花岡氏が言わ

れていた中で印象に残っていることは、金川で小中一貫校を作ることができた場合、

金川校区に住んでいる子ども達の中で、大きな集団で部活動や勉強やいろんな行事

等を希望する子どもは、今度再編でできるいわゆる大規模な学校に行き、また別の

校区、金川校区以外でも地域密着型の金川の特色ある小中一貫校を希望する子ども

が金川の小中一貫校に通学できるような、そういった学校を自分たちは望んでいる

というようなことです。それから吉武区長は、いろんなお話をされましたので付け

加えておきます。例えば、２０年くらい前に学力向上の校区事業という県の指定を

校区として受け、学校・家庭・地域が協力して課題を決めて子どもたちの自信がつ

くようないろんな取り組みを積み重ねてきて、やっと外部からも評価されるような

学校になった。そういう今の繋がりとか成果をより維持していくためにも是非、地

元の一貫校としていきたいという趣旨のお話がありました。 

○河底委員 金川校区は、がんばって全国表彰もされていますし、いろんな学校から

研修に来られて、いろんなアイディアを持って帰ったりしています。本当にいい学

校で地域と保護者と子ども達と繋がっていて、金川校区の方が小中一貫化したいと

いう気持ちはわかるのですが、他の校区でもやはり、小中学校と保護者と地域と活

性化とで盛り上がって行事があると思います。もし、田川市、教育委員会として小

中一貫校化を許した時に、それなら、既にモデル校の猪位金学園があるように全部
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を一貫校にすればいいんじゃないかというふうになった時には大変な事になるのか

と思いますし、やはり中学校の子ども達が少ない学校は部活も十分にできていない

状態なのですよね。だから学校を二つにして、いろんなことを沢山の子ども達の中

で経験させて、いろんなことに気付いて、目標を持ってほしいという思いはありま

す。ただ、金川校区の一貫校も残してやりたいというか、子ども達の選択肢の一つ

として集団の大きい学校ではなく地域密着型の学校も残してやれたらいいなとも思

います。やはり、今一番初めに考えるのは少子化の問題で、５年後、１０年後の田

川市の子ども達の人数は今よりも減るだろうし、その時にその子ども達はどんなふ

うにできるのかなという問題があるので、そこらへんは今から話していってもらい

たいと思います。 

○教育長 ありがとうございます。もし、ほかにあればお願いします。 

○毛利委員 私が卒業式で金川中学に行った時に、野球部が田川地区で優勝したとい

うことで校長室に大きな優勝旗があり、ここは野球部が伝統的に強いという話をし

ました。金川には野球部はあるけれども、よその学校はどうなのかというと、例え

ば、中央中は一昨年までは猪位金と合同で１チーム作った。ところが去年はもう全

くできなくなった。そしてどちらかというと生徒数が多い方の鎮西中でさえ、バレ

ー部が存続出来なくて、よその学校と合同で１チームを作るというように、どちら

かというと田川市では大きい方の学校でもそういう状況であるから、これから先は

いろんなところでやはり同じような状況はどんどん出てくるのではないかと思いま

す。単独でするということができなくなって、練習もなかなか合同ではできないと

かですね、部活というのは生徒指導の大きな一つの中身であるということを先生方

から良く聞きますけれど、それがなかなかできない状況で先生と子ども達との繋が

りというのが、そこで切れてしまうような状況が出ているのです。だから、金川で

もこれから先は野球部はできるけれど、他の部活はできないとういうような状況は

いろいろと出てくるのではないかと思いますので、そのへんも含めて考えていかな

ければならないのではないかと私は思いますね。 

○星野委員 金川小中一貫校を目指しているということですけれど、金川地区という

のは、猪位金のようにかなり地域密着型で、地域との繋がりが濃く深いところであ

るというのは皆さんから聞いています。猪位金もそうですが、小中一貫校にした場

合、１０年、２０年後を想定した時に、ぎりぎり１クラス２０人程度の人数でやっ
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ていけるというのを考えた上での請願なのかなという疑問があります。どの辺まで

考えているのかわかりませんが、地域との繋がりが大きいということでお気持ちは

よくわかりますが、今現在、再編案ではやっと２校にしぼられて、大体バランスよ

く分けているという説明を聞いたばかりですので、金川校区が一貫校にした場合は、

そのバランスをまたどういうふうにとって、何校にされるのかという疑問もありま

す。それで今、絶対にこうというふうには言えませんけれども、またいろんな問題

があるかなと思います。 

○教育長 私も最初に言いましたが、ちょうど校区事業等が学校、家庭、地域、行政

も一緒にということで取り組む前に学校現場にいまして、そのちょうど取り掛かり

の時に学校を変わったのですが、当時いた教員がもう一度５年か１０年経って戻っ

てくると子ども達が確かに落ち着いたと言っていました。残念ながら、一時は少し

生徒指導面も含めて、なかなか教師の指導が入りにくいという面もあったのですが、

やはり学校・家庭・地域が同じ方向を向いていろんな取り組みを進めていった成果

が子どもの姿に具体的に表れたので、いろんなところから視察等があっていると思

います。そういった面では、先程委員からの意見にもありましたが、金川校区の方

がせっかくがんばって作ってきた今の状況を残していきたい、発展させたいという

お気持ちはとても良くわかるのですが、その反面で田川の子ども達に必要な力、学

力もそうですが、もう一つは広い視野でがんばる社会性というか、広い世界を見て

挑戦していくような、２１世紀を生き抜くような、そういう力を付けていかなくて

はならない。どちらかというと内向きに田川全体が経済的基盤を失ったということ

もあるのですが、そういった側面があるので、金川の学校、家庭、地域の繋がりを

持った素晴らしい取り組みを他の校区と交流して広げていくということが一つのテ

ーマかなということと、子ども達の側面でいえば、猪位金と同じ課題なのでどうす

るか考えなければいけないのですが、同じ金川校区という固定された中で、保育所、

小学校、中学校同じメンバーで将来は１クラスになるかもしれませんね。やはり、

たくさんの出会いや刺激、競い合い、助け合い等の中でたくさんの先生の影響を受

けながら子ども達が育つ。金川校区の願いはわかるのですが、そういった面からい

うと本当の意味の子どもの育ちを考えたときに審議会がそれをどう審議されるかわ

かりませんが、教育委員会としては、しっかり議論してどう受け止めてどうしてい

くかということを決めていく必要があるのではないかと思います。１９日に審議会
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の答申案の住民説明会を金川小で開催し、そこで推進室が事務局として説明を行い

ますので、提出された請願の考えや、ひょっとするとまた別の意見もたくさん出さ

れる可能性もあります。そこでいただいた意見を整理して、田川の子ども達、金川

の子ども達みんなの事を本当に考えてどうあるべきかを、次回５月の定例会におい

て本日欠席の神崎委員も含めて一緒に議論を進めていきたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

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。「４月行事予定について」を議題とします。 

(各課長が教育長及び各課の行事予定を説明) 

（教育研究所より資料の説明） 

  次に移ります。「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 ５月の定例会日程案についてご提案申し上げます。田川市教育委員

会会議規則第３条の規定によりまして、定例会は毎月７日に招集するという規定が

ございますが５月７日は土曜日に当たりますので、以上のことを踏まえて日程調整

をいたしました結果、５月１２日（木）でいかがでしょうか。  

○教育長 ご異議ないようですので、５月の定例会は５月１２日（木）１４時開会に

決定いたします。 

  ほかに全体をとおして、ご意見、ご質問等はありませんか。 

○星野委員 日程第２ 議案第８号「田川市スポーツ推進委員の委嘱について」です

が、今選ばれている方は、この種目でコーチをされたりしている方達が選ばれてい

るのでしょうか。 

○文化生涯学習課長 関わりを持って、それぞれいろんな技能をお持ちの方ですが、

主な技能を備考欄に掲載しております。実際はスポーツ推進委員の皆さんは、年間

どういった形でスポーツの推進に関わっていただいているかといいますと、例えば

スポーツ推進委員の協議会というものがありまして、自らのそういった活動もそう

なのですが、私どもが実施しているカヌー教室、体験教室等の指導、あるいはスポ

ーツレクリエーション講習会等、そういったところへの指導、小学校の低学年を対

象とした水泳教室だとか、あるいはスポーツクラブへの指導者の派遣だとかそうい

った形で得意な分野の推進委員を中心に派遣していますし、得意なスポーツだけに

関わらず、総合的な関わりを持っていただいているというような活動の状況でござ



 

 １２ 

います。 

○星野委員 野球やバスケットボールは推進員がいますが、猪位金地区の事を言わせ

ていただくと、ソフトテニスは数少ない部活で、やっている学校が少ないのですが、

そこで長年一生懸命指導なさっている方がいらっしゃいます。そういった方はこの

ような推進委員になられるような方とは、選ばれ方が違うのでしょうか。これを見

たときにソフトテニスが入ってないと思いましたので。 

○教育長 どういう基準で選ばれているのかがわかるといいのですが。 

○文化生涯学習課長 これは今言うスポーツ推進委員のそれぞれの人脈だとか、福祉

行政自体がそういった活動をしていただいている方をいろいろと探したりしていま

すが、大体継続していただいている方がほとんどです。定員２０人という枠を設け

ておりますので、その中で例えば仕事の都合だとか家庭的な事情等でどうしても活

動が十分できないということで、今回はご辞退いただいたところを補充していると

いうことですので、そういった人材がいらっしゃれば、また次回補充があった時に

そういったものも参考にしながら委嘱をしていきたいと考えています。 

○教育長 例えば星野委員がこういう方がおられるから推薦したいということは文化

生涯学習課に伝えていけば、次年度なりに考えていくということですね。逆に例え

ば弓削田の子ども会等が「こういったことをするので、指導してもらえませんか。」

というような希望をした場合は、文化生涯学習課に事前に申し込みを行い、日程が

合えば可能なのでしょうか。 

○文化生涯学習課長 それも十分可能かと思います。ただ、推進委員の都合等もある

でしょうから、そういった行事にも指導していただけるような体制はとりたいと思

います。 

○教育長 文化生涯学習課が窓口になるのですね。 

○文化生涯学習課長 はい。 

○教育長 私から、１点よろしいですか。住民説明会で、隂山先生の講演会チラシが

あったのですが、隂山メソッドは読み書き計算の徹底反復で集中力を付けて脳の活

性化をしていくのですが、もう一つの柱は、脳を活性化させるための生活改善とい

うか生活習慣、朝ごはんとかそういった食生活を含めて家庭と連携してやっていく

ということで、いろんな地域で知能指数が上がっていますから、成果をあげている

のですが、田川市の場合も師範授業といって職員に見せたり授業を見て指導をした
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りとか、講演会等も含めてあります。６月１日は保護者向けという形になっていま

すが、教職員の方も是非一緒に保護者と聞いてくださいねという声掛けと同時に、

市民向けにも啓発というか市民の皆さんの参加にも力を入れようと思っています。

何故かというと成果が上がっているところは市長も教育長も全市挙げてとか、全行

政と教育委員会、学校現場、家庭、地域一緒になって取り組んだところが、本当に

素晴らしい成果を挙げているので、今回のものは広報たがわにも載せてもらうつも

りで頼んだのですが、そういった声掛けを広げていくというか田川市全体で自立で

きる力を持つ子どもの育成をというような教育委員会の意気込みを見せたいと思い

ます。また、学校再編はその中に繋がっていきますので、ビラの準備等は今から計

画を練っていこうと思います。教育委員からもいろんな場面で声掛けをお願いしま

す。会場は、文化センターを借りていますので、是非満員になるくらいにしたいと

思います。先生達だけ、保護者だけはもったいないので、実施する以上は隂山さん

について新聞社等にも情報提供し、全体に広げたいと思っていますので、ご理解を

よろしくお願いいたします。 

  ほかに、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２８年第６回田川市教育委員会４月定

例会を閉会いたします。 

（閉会１５時００分） 


