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 （開会１４時００分） 

○教育長 ただいまから平成２８年第７回田川市教育委員会５月定例会を開催いたしま

す。日程第１「平成２８年第６回田川市教育委員会４月定例会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、会議録を承認することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、日程第１「平成２８年第６回田川市教育委員会４

月定例会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。なお、４

月定例会の日程第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」におきまして、委員から追加資料を求められました件につきまし

ては、本日、資料を学校教育課から皆様方の席上に配布しておりますので、確認をお

願いいたします。  

次に移ります。日程第２ 議案第１１号「平成２８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 教育施策方針をご覧ください。私が施策方針と重点施策の前半の部分を説明

します。１ページに書いていますように田川市においては、学力の二極化とか学力低

位層の割合の高さとか不登校の増加、子どもの養育環境の格差等が教育上の大きな課

題となっています。全ての子ども達に最適な教育と進路を保障するためには、学校教

育のさらなる充実、豊かに学べる教育環境の充実、強い絆で結ばれた地域共同体づく

りと地域の子どもを地域で育てる体制づくりを学校・家庭・地域・行政が一体となっ

て進めていくということが大事だということを書いています。次のページの中段には

教育の基本目標４点を挙げておりますのでご覧ください。学校教育の施策方針は目標

理念としては「確かな学力、豊かな人間性、健康・体力、自立心を育む」としていま

す。２ページ、３ページは主に２７年３月に出されました田川市の子ども達の学力向

上に関する有識者会議、福教大の先生とか県立大の先生方に分析をお願いした内容を

まとめて書いております。田川市の小中学校における学力低下の要因ということで何

点かまとめていますのでご覧ください。そこで、それを受けまして４ページですが、

この部分は議会でも説明したのですが、やはり同じことを取り組んでいても同じ結果

しか出ませんので、もちろん継続して進めて行くべき内容もあるのですが、新たにと

いうことで、そこに挙げていますように、ひとつは地域のいろんな課題を考えますと
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地域の教育課題を総合的かつ計画的に解決していくために、教育大綱にもありますが、

０歳から１８歳までの子どもの育成及び自立支援体制づくりを柱とする教育振興基本

計画案の作成に福祉行政、教育行政一緒になって、また地元大学の研究者のお力も借

りて取り組むこと、それからもう４月から早速はじめていますが、隂山英男氏に田川

市学力向上アドバイザーに就任していただき、隂山メソッドを市内小中の学校に導入

して、集中力、学習意欲、基礎学力の向上に取り組むこと。それから不登校の解消は、

スクールソーシャルワーカーを増員して小・中学校だけではなくて、就学前の子ども

まで教育支援を拡大しながら、チームとして不登校及び問題行動の解消に取り組むと

いうこと、それから新たなことは、土曜数英まなび塾に福祉行政、教育行政一緒に取

り組み、内容、規模等を拡大、発展させて行くということ。それから昨年から取り組

んでおります市内の全中学校生徒会代表が一堂に会して、意見交換や討議を行う「田

川市中学校生徒会サミット」を定期的に開催して互いの繋がりとか自主性、自治力を

強化すること。将来的には自主規律づくりやボランティア等、いろいろなところに発

展させたいと考えているのですが、それから県立大との連携は、もちろん、ますます

強化していきたいのですが、青山学院大学との連携強化を英語教育を切り口に進めて

いくということなどを予定しています。５ページは確かな学力、豊かな人間性、健康・

体力・自立心を育む学校教育を推進するということで、教員の授業力をさらに向上を

させることなどが一番大事と思いますので、研修の充実等を挙げております。それか

ら７ページの安全・安心かつ気持ちよく学べる教育環境整備の充実として一番に挙げ

ているのは、よりよい教育環境整備をめざした中学校再編の推進です。まだ、最終答

申ではありませんが、一応具体案ができましたので議会に説明して、また住民説明会

も小学校の体育館で９校区行っていろんな意見をいただいて、田川市でやっと子ども

の教育の論議が湧き起こりかけている。これを丁寧に継続して答申案が出ましたら、

またそういった意見を生かし、盛り込みながら基本計画案を作って、より良い教育環

境づくりに取り組みたいと思っています。スクールソーシャルワーカーでは学校だけ

では難しいので、チームとして取り組むということしかないと思います。それから中

学校給食の面も大阪等ではランチボックス給食はかなり広がっているということで、

福岡県ではまだまだ少ないのですが、新中学校ができるまではランチボックス給食を

早期に実現して、なんとか子ども達の心、体の育ち方、学習意欲の基盤でもあります

ので、食育の充実等のためにも学校給食を早期に実施したいと思っています。特色あ

る教育、田川市ならではの教育は８ページに書いていますが、最初に言いました０歳
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から１８歳までの支援を継続する取組を一番目に挙げています。それから今、小中一

貫教育のモデル校として猪位金学園がいろんな先進的な取り組みを行っています。猪

位金学園のことが中学校再編の論議の中でも話題になっています。同学園のこれまで

の成果と課題を整理する時期にきていますので、それらを行いながら他の学校、校区

も敷地はもちろん小中同一敷地ではありませんが、小中一貫教育の中身については、

猪位金学園の成果を広げていきたいと思っています。そういったことを書いておりま

す。学校教育に関しては以上です。 

○教育部長 社会教育について、説明を申し上げます。施策方針の９ページをお願いし

ます。社会教育の目標理念につきましては、「市民の豊かな心と創造力を育む」、「地域

の歴史・文化を守り育てる」と定めております。田川市第５次総合計画の基本計画に

おきましては、郷土を愛し豊かな心と創造力を育むまちづくりを目指すこととしてお

ります。１０ページをお願いします。平成２８年度社会教育における重点施策として

７つの柱を設定し、取り組むことといたしております。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をつくる。」では、生涯学習の環境づくりのため、校区

活性化協議会を基盤とした自主的な地域活動が推進されるよう支援に努めていきたい

と思っております。１１ページをお願いします。「市民ニーズに応じた学習機会の充実

を図る。」では、今後もいつでもどこでも学べる生涯学習環境を整えるため、公民館を

拠点とした学習活動の推進や子ども達の学習活動支援に努めてまいります。「図書館の

整備充実を図る。」では民間活力の活用による図書館機能のさらなる充実を図っていき

ます。２点目の「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、

地域が連動した青少年健全育成体制の充実を図るため、学校や地域におけるＮＰО法

人等による様々な教育支援活動の取組と連携を深めるとともに家庭教育の充実に努め

ることを考えています。１２ページをお願いします。３点目の「生涯にわたり楽しめ

るスポーツ活動を充実する。」では、社会体育施設整備の充実を図るとともに、市民の

ニーズに応じたスポーツ活動の推進に努めます。また、東京オリンピック・パラリン

ピック開催に伴う国際交流及びスポーツの活性化にも努めてまいります。４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をつくる。」では、人権尊重理念の共

有化を推進し、男女共同参画社会の形成促進に取り組みます。１３ページをお願いし

ます。５点目の「豊かな心を育む芸術文化活動を支援する。」では、市民文化活動の充

実や美術館の整備を図るとともに、田川市文化センターにおいても各種文化事業展開

や芸術文化活動を支援する場として提供していきたいと思っています。６点目の「幅
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広い地域間交流を進める。」では、ふれあい交流活動の推進や国際交流を促進したいと

思っております。７点目の「歴史を受け継ぐ文化遺産を保護・活用をする。」では、石

炭・歴史博物館の整備を図り、適切な保存管理を行い、各関係部局と連携を強化し、

国内外に向けた情報発信、連携、交流事業に取り組みます。また、文化財の保存活用

については、三井田川鉱業所伊田坑跡の調査研究を行い、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達に郷土の誇りと歴史を継承していくための取り組

みを推進していきたいと考えております。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 １５ページをお願いいたします。学校教育課施策及び事業について説

明いたします。学校教育課施策の重点は３点ございます。１５ページの下段に載せて

おります。１６ページをご覧ください。重点施策とその具体化についてご説明させて

いただきます。まず１点目、「確かな学力、豊かな人間性、健康・体力・自立心を育む

学校教育を推進する。」に関して、アの確かな学力の育成では、先程教育長の説明にも

ございました「隂山メソッド」「小河式」を本年度は新たに導入し、市内小中学校全校

で、学習意欲、集中力、基礎学力の向上に取り組んでいきたいと思っております。イ

の教師の授業力の向上に関しましては、１７ページに載せております。アクティブラ

ーニング、田川市教科等研究会における各教科の授業公開を充実させて行く形で取り

組んでいきたいと思っております。ウのキャリア教育につきましては、「田川市キャリ

ア教育計画」を作成し、それに基づいた実践を展開していきたいと思います。また、

エのＩＣＴ教育の推進におきましては、猪位金学園において、新しいＩＣＴ機器を活

用した学習を実施し、その検証を進めていきたいと思っています。１８ページをお願

いします。オの家庭での学習習慣を育成するために、田川市としての「家庭学習の進

め方」のパンフレットを作成し、全校に配布を進めていきたいと思っております。カ

の基本的生活習慣の確立は、特に田川市としては大きな課題の部分でございます。Ｐ

ＴＡとも連携しながら「早寝・早起き・朝ご飯」等の取組をさらに本年度も進めてい

きたいと思っております。また、「お弁当の日」の取組等も併せて実施していくところ

でございます。１９ページをご覧ください。キの人権・同和教育、道徳教育、環境教

育の推進取組で、本年度も社会性と情動の学習（ＳＥＬ－８Ｓ）を実施し、その事業

実施の割合を１００％に目指していきたいと思っています。また、市内における差別

事象等の発生件数を減らしていきたいという目標で取り組んでまいりたいと思ってお

ります。クのいじめを許さない学校文化を構築するに関しては「いじめ防止対策推進
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法」に基づき、いじめを見逃さず、許さず、そして未然に防いでいくという取組を実

施していきたいと思っております。２０ページをご覧ください。ケの郷土愛を育成す

ることに関しましては、地域の良さを実感する学習、あるいは「田川みらい学習」等

の充実に取り組んでいきたいと思っております。コの田川市立教育研修所の機能強化

ということで、その中で特に不登校対策委員会を開催し、本年度より３名の増員をい

ただいたスクールソーシャルワーカーを活用しながら不登校の解消、対応等について

充実してまいりたいと思っております。２１ページをご覧ください。２点目、「安全・

安心かつ気持ちよく学べる教育環境の整備充実を図る。」について、アの不登校・問題

行動を解消するために、先ほど述べましたようにスクールソーシャルワーカー３名に

ついて、小学校にそれぞれ分担を決めて配置し、学校だけでは解決し得ないような家

庭や地域の環境改善に取り組んでいきたいと思っております。イの土曜数英まなび塾

に関してですが、本年度から福祉行政との連携ということで、生活支援課と連携しな

がら充実した内容で月３回の実施を目指しているところでございます。２２ページを

ご覧ください。ウの特別支援教育の充実については、２３名の特別支援教育支援員を

配置いただいております。この支援員の資質向上ということで研修会を本年度２回実

施して、内容の充実を図っていきたいと思っております。エの中学校給食におきまし

ては、２９年度の中学校のランチボックス給食開始に向けて公会計化に向けた準備を

本年度中に行ない、取組を進めていきたいと思っております。２３ページをご覧くだ

さい。３点目、「田川ならではの教育（特色ある教育や魅力ある学校づくり）の推進」

ということについて、アでは、先ほど教育長からの話にありましたように、０歳から

１８歳までの子どもの見守り、自立の継続的な支援を行うための教育行政、福祉行政

の一体的なシステムを構築するといった計画案を作成していきたいと思っております。

イの地域社会に主体的に参画する子どもの育成では、「田川市５０００人ボランティア

活動」等とも連携しながら、そういった中での地域活動に参加する子ども達の割合の

アップを目指していきたいと思っております。２４ページ、ウの地域のよさを取り入

れた教育活動及びエの保・幼・小の連携強化、オの中１ギャップの取り組み等はご覧

ください。２５ページ、カの福岡県立大学、青山学院大学との連携につきましては、

大学教授による英語科学習指導の講義を実施し、またテキスト「ＳＥＥＤ ＢＯＯＫＳ」

を各学年に１冊ずつ配布して、それらの活用も図っていきたいと思っております。そ

れからキの中学校の生徒会サミットにつきましても、本年度はさらに昨年度の発足を

受けて２回実施し、よりよい人間関係づくり、自主的、実践的な態度の育成を図って
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いきたいと思っています。２７ページに継続課題及びその関連事業を載せております。

ご覧になってください。以上でございます。 

○教育研究所長 今、学校教育課からの施策方針の説明がありましたので、それを基に

研究所より具体策を説明させていただきます。昨年度と大きく変わったもののみ説明

させていただきます。まず２９ページ、⑴の「確かな学力、豊かな人間性、健康・体

力・自立心を育む学校教育を推進する。」のアでは、教員の授業力のさらなる向上を図

るなどの事業内容の中で、先程お話がありましたけれども、田川市教科等研究会に関

する事業で主題は昨年度まで「学ぶ意欲を高め、確かな学力を育む授業づくり」とし

ていましたが、これは変更しておりません。ただ、副主題は本年度、「アクティブラー

ニング」に変更しました。昨年度まで、「言語活動の充実」でしたが、今、この「アク

ティブラーニング」というのは非常に教育現場で注目されている言葉です。どういう

ことかといいますと、子どもが主体的に問題を発見し、解答を見出して能動的な学習

をしていくという考える力、思考力を活性化させるという学習形態です。これについ

て、２０部会の教科等研究会の中で理論研究や事業実践を進めて行くようにしており

ます。次に３１ページのイですが、家庭での学習習慣を育成するという授業内容で、

市内小中学校及びその保護者を対象に「隂山メソッド」、それから「小河式」の効果検

証を兼ねた基本的な生活習慣の実体調査を行うようにしております。やはり、生活習

慣と学力効果は相関関係が大いにありますので、この調査を取り組むようにしており

ます。それから３２ページの⑵に掲載しておりますが、「安全・安心かつ気持ちよく学

べる教育環境の整備充実を図る。」のア「不登校・問題行動を解消する。」のうち不登

校対策委員会に関する事業では、不登校児童が大変増加している状況にありますので、

この不登校児童・生徒に関わる件について、先ほど説明にありましたけれども、スク

ールソーシャルワーカーが３人配置されましたので、学校と親密な連携をとりながら

不登校の早期発見、早期対応、指導対策についてスクールソーシャルワーカーと協議

しつつ解消に努めていくようにしております。それから３４ページの３に継続課題及

び関連事業があります。⑴の「夏休み自由研究展」がございますが、本年度は場所を

変えて市民会館の講堂で開催するようにしました。やはり、市民会館には市民がたく

さん来訪されますし、幅広く子ども達の作品を観覧していただけますので、市民会館

講堂を会場に致しました。以上でございます。 

○教育総務課長 教育総務課につきまして、ご説明申し上げます。３５ページをご覧い

ただきたいと思います。まず、施策の方針でございます。学校施設、市内小中学校の
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施設につきましては、大変経年劣化が進んでおります。必要に応じ、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適切な環境を確保していく必

要がございます。また、近年増加傾向にあります非常災害時には地域住民を受け入れ

るといった避難施設としての機能も求められておりますので、そういった地域住民等

の安全安心を十分に確保したものにしないといけないという考え方がございます。ま

た、教育の機会均等及び推進を確保するためにも、児童生徒が安全安心に学校生活を

送ることができるよう教育環境を整備することが必要であると考えます。こういった

ような基本的な施策方針に基づき、次のページから重点施策につきましてご説明申し

上げます。教育総務課所管分につきましては、１点でございます。安全・安心かつ気

持ちよく学べる教育環境の整備充実を図るということで、学校施設を維持管理し、児

童生徒が安心して学べる環境の整備及び充実を図るというものでございます。上表の

事業内容といたしまして、老朽化が進んでおりますので、安全確保及び機能回復を図

るため、長寿命化年次計画に基づきまして、本年度は、２校の小学校トイレ改修設計

に取り組むということにいたしております。下表は、小中学校から必要となる施設の

改善依頼に応じ、改修等行いまして施設のバリアフリー化を含めた環境整備の充実を

図るというものでございます。３７ページをご覧いただきたいと思います。継続課題

及びその関連事業といたしまして２点掲げております。１点目は児童生徒等の安全確

保、２点目が学校施設の有効活用についてでございます。説明は割愛させていただき

ます。以上で説明を終わります。 

○学校再編・中学校給食推進室長 続きまして学校再編・中学校給食推進室の施策方針

でございます。３８ページをお願いいたします。学校再編・中学校給食推進室は本年

度新たに設置されました。本室の事務分掌は次の２点でございます。これは市の教育

委員会の長年の重点課題となっているものでございます。１点目は、「中学校再編に関

すること。」２点目は、「中学校給食の実施及び企画立案に関すること。」でございます。

平成１８年に田川市立学校適正規模審議会により答申を受けましたが、既に１０年が

経過しておりまして、当時の状況と異なってきたものが出てまいりまして、現在、中

学校のあり方に関する審議会におきまして議論を行っている状況でございます。今回

の中学校の再編は今、市民が一つとなって乗り越えていかなければならない重要かつ

喫緊の課題であると考えております。また、中学校給食につきましては、昭和５７年

９月に「中学校生徒への給食実施に関する請願」が採択されまして、すでに３０年以

上が経過しております。今まで幾度となく中学校給食の実施について検討しておりま
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したが、実施に至っておりませんでした。しかし、すでに３０年が経過し、その当時

よりもなお、今の中学生の食事に関する状況につきましては、かなり見過ごすことの

できない大きな問題となってきております。このような食事環境におかれている生徒

に対し、心身の成長期においてはもとより、生涯を通じて健康に過ごすための食生活

について理解を深めさせていくため、できる限り早期に中学校給食を実施したいと考

えているところでございます。次に４０ページに重点施策と具体化について記載をし

ております。アが中学校再編の推進を図ることでございまして、目的はそこに記載の

とおりでございます。目標といたしまして、小学校校区ごとに審議会の答申案につい

て住民説明会を開催したところでございますが、今後、平成２９年３月末までに「新

中学校創設基本計画（仮称）」の策定をめざすという目標を掲げているものでございま

す。次にイの中学校給食の早期実現と安全安心な学校給食を実施するということにつ

きましては、何よりも中学校給食を早期に実施するということが、大前提の目標でご

ざいます。中学校給食の目標として掲げておりますのは、平成２９年４月から猪位金

学園を除いたところでランチボックス方式による完全給食の実施を目指すというふう

に考えております。その際に栄養バランスの確保とともに独自メニューを取り入れた

給食の実施をめざしたいとしているところでございます。以上でございます。 

○文化生涯学習課長 つづいて、文化生涯学習課の施策方針について説明いたします。

なお、生涯学習事業につきましては私の方から、文化事業につきましては、森本企画

官の方からご説明をさせていただきたいと思います。４１ページをお願いいたします。

まず、施策方針ですが、平成２８年度からスタートしました「第５次総合計画後期基

本計画」に合わせまして、「市民の豊かな心と創造力を育む」を目標理念とし、推進す

ることとしており、４２ページに記載のとおり、⑴の「いつでもどこでも学べる生涯

学習環境をつくる。」から⑺の「歴史を受け継ぐ文化遺産を保護・活用する。」まで７

つの重点施策を掲げております。４３ページをお願いいたします。重点施策とその具

体化でございます。⑴の「いつでもどこでも学べる生涯学習環境をつくる。」では、ア

の「生涯学習の環境づくりに努める。」こととしております。地域コミュニティの中心

的組織であります校区活性化協議会の活動支援を通じまして、住民が自ら考え自らの

手で創意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めざす

こととしております。次にイの「市民ニーズに応じた学習機会の充実を図る。」では、

生涯学習推進の拠点である市民会館と地域住民の学習の場である地区公民館と連携し、

いつでも、どこでも学べる生涯学習環境をつくることを理念に、各種事業を推進する
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こととしております。４４ページをお願いいたします。⑵の「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、まず、アの「地域が連動した青少年健全

育成体制の充実を図る。」こととしております。関係機関や団体との連携を深め、地域

住民などの協力を得ながら、学校、家庭、地域が一体となって子どもたちの安全確保

と健全育成を図ることとしております。４５ページをお願いいたします。⑶の「生涯

にわたり楽しめるスポーツ活動を充実する。」では、まず、アの「社会体育施設の整備

充実を図る。」こととしております。老朽化した施設を計画的に改修・改善を行うこと

や体育施設の効果的、効率的な施設運営を行うことで、スポーツ環境を整備し、スポ

ーツ活動の充実を図っていくこととしております。４６ページをお願いいたします。

次にイの「市民ニーズに応じたスポーツ活動に努める。」では、スポーツ推進員等の人

材を活用しまして、スポーツ体験教室を行うことなどにより、市民がいつでも、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。またウの「東京オリンピック、パラリンピック開催に伴う国際交流及

びスポーツの活性化に努める。」では、オリンピック等の事前キャンプを誘致し、トッ

プアスリートと子どもたちとの交流事業等を通じて、スポーツに親しむとともに運動

や健康づくりへの関心を高めることとしております。⑷「自分の人権を守り、他者の

人権を尊重する地域社会をつくる。」では、まず、アの「人権尊重理念の共有化を推進

する。」こととしております。人権・同和教育講座等の実施等を通じて、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。４７ペ

ージをお願いします。次に、イ「男女共同参画社会の形成促進に取り組む。」では、人

権同和対策課と連携して、男女参画をテーマとした人権・同和教育講座を実施するこ

とで女性も男性もお互いにその人権を尊重しながら、責任を分かち合い、性別に関わ

りなく、その個性と能力を十分に発揮できる市民社会の実現をめざすこととしており

ます。最後になりますが、継続課題及びその関連事業につきましては、公民館・スポ

ーツ係、学習振興・人権教育係別に、５３ページから５６ページにかけて記載をして

おりますのでご参照ください。以上で生涯学習事業に関する説明を終わります。 

○文化生涯学習課企画官 それでは、文化事業について説明いたします。４１ページに

お戻りください。文化事業につきましては、学校や家庭、地域の場においてより多く

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ことに努めることとしております。さら
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に、先人たちの努力によって培われてきた貴重な文化遺産を受け継ぎ、大切に守り育

て、次世代に伝えていくことも必要と考えております。４３ページをお願いいたしま

す。⑴「いつでもどこでも学べる生涯学習環境をつくる。」のところでウ「図書館の整

備充実を図る。」です。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、人と人とをつなぐ活動、美術館や石炭・歴史博物館と連携して新たな文化との

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こととして、

子どもに対する読書対策等、各種事業を推進することとしております。４７ページを

お願いいたします。⑸「豊かな心を育む芸術文化活動を支援する。」です。ア「市民文

化活動の充実を促進する。」の田川文化センター・田川青少年文化ホールでは、心豊か

な質の高い文化的な生活を営むことができる状態にし、市民の文化活動を支援奨励し

ていくことを目的に市民文化祭等、各種事業を推進することとしております。４８ペ

ージをお願いいたします。田川市美術館では、美術館が身近に感じられ、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、市民が心豊かな質の高い生活を送れることを理念に英展をはじめとする企画展

事業等、各種事業を推進することとしております。４９ページをお願いいたします。

⑹「幅広い地域間交流を進める。」ア「ふれあい交流活動を推進する。」では、文化、

歴史等地域性を生かした交流計画を推進し、地域や世代を越えた交流機会の拡大を図

ることとしております。５０ページをお願いいたします。イ「国際交流を推進する。」

では、石炭・歴史博物館が中心となって、ユネスコ世界記憶遺産「山本作兵衛コレク

ション」をはじめとする本市の炭坑文化を世界に発信することとし、台湾・新北市の

博物館等と連携し、台湾において炭坑文化の交流事業を実施いたします。⑺「歴史を

受け継ぐ文化遺産を保護・活用する。」ア「石炭・歴史博物館の整備充実を図る。」で

は、山本作兵衛コレクションの適切な保存、展示環境を整備し、活用策を図ることと

しております。また、山本作兵衛コレクションや全国及び筑豊の石炭産業、田川地域

の歴史など幅広い調査研究活動を行い、研究成果を広く市民へ還元することとしてお

ります。５１ページをお願いいたします。イ「文化財の保存と活用をする。」では、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、民俗文化財、天然

記念物等を指定して保存し、埋蔵文化財については効果的な保護に努める。また、県・

市指定文化財を中心に、文化財を学校教育、生涯学習及び観光資源・学術資料として

の活用を図ることとし、各種事業を推進することとしております。文化財の活用につ

きましては、市内文化財の点検を再度行い、市ホームページや案内看板等の基盤を整
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備することで学校及び観光担当部局との連携に役立てることとしております。５２ペ

ージをお願いします。「国史跡指定への推進」につきましては、日本の近代化に多大な

貢献を果たしました筑豊の中核という価値を評価して、伊田竪坑及び伊田斜坑を含む

一帯の保存活用を図り、国、県及び関係市と連携して国史跡指定をめざしていくこと

としております。継続課題及びその関連事業につきましては、５３ページから６２ペ

ージまで主要事業を記載しておりますので、あとでご覧になっていただきたいと思っ

ております。以上です。 

○教育長 今、平成２８年度の教育施策方針を説明してもらいましたが、何か質問等あ

りましたら、お願いします。 

○神崎委員 学校教育課に質問をさせていただきたいのですが、２０ページの中段に「郷

土を愛する心を育成する。」とありますけれども、「田川に生まれた良いところを知っ

て、田川を愛する人になりましょう。」というような趣旨だと思うのですが、実際に私

たちは、ずっと田川にいれば気づかないけれども、外に出てみて田川ってやっぱりこ

ういうところがいけなかったとかいうことに気が付くと思います。そういったことも

やはり学ぶ必要があるのではないかと思います。それを知らないままずっと、子ども

のころから大人になって、お年寄りになるまで田川にいる人には、田川ってこういう

ものだと思っているかもしれないけど、実はよそはもう少し違うような状況にあるか

もしれません。これは、田川の良くないところかもしれません。そういうところも知

ることによって、今抱えている田川の問題というのは、この子どもたちが大人になっ

た時に解決できる糸口になるような教育というのも必要ではないかと思います。そし

てまた、事業内容の（イ）のところに「生活科、社会科及び総合的な学習の時間等に

おいて・・・」とありますが、その中で一人前になるとはどういうことなのかという

ことです。「自分で稼いで何らかの税金を納めて生きていくということも一人前になる

ことですよ、道だって学校だって税金でできているのです。」というようなことを子ど

ものころから教えていくということがキャリア教育にもつながっていくのではないか

と思いますので、そのあたりのところをもっと具体的に先生方に下ろしていただけた

らありがたいです。 

○学校教育課長 今、神崎委員からご意見いただいたとおり、自分たちの身近な足元、

地域の良さにも目を向けきれていない状況がまずあります。そこに低学年のうちに生

活科でどう気づかせていくのか、自然との出会い、文化との出会い、家族との出会い、

そして中学年になりますと地域との出会いということで自分たちが住んでいる校区、



 

 １２ 

あるいは４年生になると、県と福岡県の中でも様々な海沿いの地域、内陸部、田川と

の違い等々に捉えさせていく。そして高学年においては、日本の中で、あるいは６年

生になって世界の中の日本はというような形、そして中学校につないでいくというよ

うな形、発達段階に応じた形で、内面だけでなく、外からの部分で田川市はどうなん

だろう、自分たちはどうなんだろうということ、最後に意見をいただいたようにキャ

リア教育という中で、やはり世の中に出ていくときに「こういう生き方がとっても大

事なんだよとか、君たちの良さはこういうところがあるけれども、もう少しこういう

ところをしっかり見据えて、頑張っていこうね。」というようなことは子ども達だけで

は、なかなか気づかない。教科書だけでは見えてこないところがあると思いますので、

そういった観点も含めながらキャリア教育の部分を充実していけるような形で検討し

て行きたいと思っています。 

○神崎委員 よろしくお願いいたします。 

○毛利委員 まず、学校教育におたずねします。４ページの⑷の上に土曜数英まなび塾

を拡大・発展させるとありますが、クラスを増やすということじゃないかなと思うの

ですが、何回か授業をさせていただいたんですが、終わりのころだったから、きちっ

と子どもたちは真面目に授業を受けておりました。ただ、これから先、クラスを拡大

すれば、指導者の確保もいるでしょうね。それからもうひとつは、やはり人数が多け

ればそれだけ本当に勉強したい子ども、もちろん福祉行政との連携ですから、なかな

か塾にはいけないという、できるだけこういうところで学習を進めたいという子ども

も入るのでしょうが、それならば、やはり学習意欲も持たせながら勉強したいという

ことで、ここにずっと参加できるような子ども達に進めていかなくてはならないので

はないかなと思っております。ひとつは、今の１クラスを２クラスにするのかどうか

ということです。もうひとつは、学力向上のことについてのプロジェクトのことで、

１７ぺージに書いていますが、今まで学力向上プロジェクトという報告会をしていた

のが、今年から無くなったということです。これは、やはりいろいろ結果的に報告の

中に問題点があるのではないかということもあったのですが。この報告会のいいとこ

ろはどんなところかというと、やはり発表会をするということは、それだけ先生たち

が子どもたちをどのようにして理解させるか、どういうことをしていったらいいかと

いうことを日頃ずっと研究をして、そこに向かっていく指導案を作って、授業に進ん

でいくということについては十分意義があったんじゃないかということですね。だか

ら、これが無くなったということは、これから先の発表会はどういう形に持っていく
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んだろうか、教科等研究会というのはあるでしょうが、これは教科としての教科等研

究会であって、それもひとつの大きな意義があるのですが、全体としての発表会とい

うことは、今後どういう方向にいくのだろうかというのがひとつあります。それから

もうひとつは、１７ページに隂山メソッドと小河式を大浦小学校と弓削田小学校と中

央中学校を検証校として取り組むという内容があるのですが、これは、どういう方向

に今後取り組んで、全小中学校でも実施するということですが、その成果というのは

どういう形で見ていくのか、学力で見ていくのか、授業で見ていくのか、そこのとこ

ろも一緒に教えていただきたいと思います。 

○学校教育課長 まず、４ページに関係して、土曜数英まなび塾についてのご質問です

が、本年度から福祉行政との連携ということでその中身を充実させていこうというこ

とで、まず、授業自体についてはクラスを今までと同様の部分、またそれ以上の部分

ということで、細かく習熟に応じたクラス別にしていこうとしています。例えば、数

学においてＡＢＣクラスを作り、そしてさらに厳しい子がいれば、別のクラスを作る

というようなことでの対応を準備しているところでございます。そしてご指摘のあっ

たように、学ぶ意欲とかその子なりの学習の価値づけとかいう事をどう高めていくか

と、これについても市民生活部とも計画しながら年間に３回程度は、いろんな活動を

組んでいきたいということで計画しています。第１回目は６月にひとり芝居をなさる

福永様を呼んで、そして「学校」というひとり芝居を上演していただきながら、学校

そのものの価値とか意義付けをそこで学ばせる予定です。ちょうど定期考査前ですの

で、そこで学習の意欲付けをして、わからないところの質問を行うような形で、６月

に進めて行こうかと考えております。二学期、三学期についても、そういったことの

単なる来てなんとなく勉強するのではなくて、意欲を持って、目的を持ってというこ

とも併せて入れながら土曜数英まなび塾を充実をしていこうという計画でございます。 

○教育長 今の点で補足しますが、拡大という意味は、人数を増やすということではな

くて、今まで月２回が原則だったものを月３回に回数を増やすという意味の拡大だと

思います。 

○学校教育課長 ありがとうございます。２点目の１７ページに関してでございます。

学力向上プロジェクトについては、報告校を２校ずつ設定しながら、報告校の実践の

中にそれぞれ学びを深めていました。委員ご指摘のとおり、授業をつくっていく、み

んなで協力をしながら、あるいは小中の共通の課題を明らかにしながら授業の中でど

う生かしていくのかというような授業場面が今年は学力向上プロジェクトの報告とし
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てはございません。今後におきましては、校区ごとに特徴ある授業実践あるいは取組

を生かしながら、例えば鎮西におきましては、県の重点課題の３年目ということで、

全員が授業を公開してその中で県の参観をしながらやっていく、そしてある校区では

人権同和の教材の「かがやき」の部分の検証校としての授業をしながらやっていく、

ある校区では、県の国語、教育研究会の小学校の分で、県大会を開催してその中で授

業公開して授業実践を出していくというような形でそれぞれ特色を持たせながら授業

を充実させていきます。ただ、先ほど言われたように、それが計画的にずっと、どの

校区でもどの学校でも発表会、その授業づくりの部分の検証が進んでいくような状況

が今後続けていけるかということについてですけれど、これについては、どんな形で

一日の授業づくりを大事にしていくかが重要になります。先日、隂山先生に来ていた

だいた時に、年間で１本大きな授業をするだけでは駄目だということをおっしゃられ

ていました。日々の授業実践、日々の授業をどう生かしていくか、その辺りは隂山メ

ソッド、小河式を含めて授業検証をしていきたいと先ほども説明しましたが、弓削田

小学校、大浦小学校が今年の隂山メソッドの検証校、中央中学校を小河式の検証校と

して実施しております。その中でも検証の中身をそれぞれ持ち寄る中で授業としてど

う変わっていったのか、集中力、学習意欲がどう高まっていったのか、基礎力を高め

るための授業づくりはどうあるべきか等々についての検証を広げていきながらやって

いくというように考えております。今後の成果についてですが、弓削田小学校と大浦

小学校だけやっているわけではなくて、取組自体は、全小学校でやっています。小河

式についても全中学校でやっています。そういうものをより効果的な部分、小河先生、

それから隂山先生に入っていただきながら、検証と具体的なアドバイスを受けながら、

二学期、三学期という形で取り組みを進めていこうというように思っているところで

ございます。 

○教育長 私から補足しますと、学力向上プロジェクトの発表会自体はマンネリ化も含

めていろんな課題があって、今年やめたのですが、前任の学校教育課長等と話をして、

今出た例えば鎮西校区の言語活動等を中心とした研究発表といったものを大体年数的

に割り当てていって、そして大体年間に２校なり３校なりに発表がうまく回っていく

ような形を考えて、それについては全教職員が行ってそこの成果を学ぶというか、そ

ういった形を取っていく。それで、もし必要であれば次回にでも今のところの計画み

たいなものを学校教育課の方で準備してもらおうと思います。それから２点目は、４

月２７日に隂山先生が実践指導を行いました。その時に各学校の校長、もしくは校長
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と学力向上担当が大浦小学校、弓削田小学校に行って実際に協議会にも入って学ぶと

いった形で実施しました。６月１日の講演会は、案内等があるかと思いますが、隂山

先生がまだ正式にではありませんが、示範授業を２校で実施する予定です。もしかす

ると１校だけになるかもしれませんが、大浦小学校、弓削田小学校で実施するときに

は他の学校から必ず校長、学力向上担当が行って、そして実際に学ぶという形を取り、

成果とか課題がある程度見えてきた部分があれば、それをなんらかの形で広げていく

工夫を学校教育課で少し検討してもらおうと思っております。 

○毛利委員 ひとつ希望があるのですが、先ほどいろんなところで、発表会の話が出て

いますが、あまりこの案内状をいただいたことがないので、できれば行く、行かない

に関わらず、案内をいただけたら大変ありがたいです。 

○教育長 隂山先生の案内も早めにお渡しいたします。 

他にありませんか。 

○神崎委員 今のお話の腰を折る様で大変申し訳ないのですが、このような話は学力向

上プロジェクトにしても十何年前から、一生懸命学校で取り組もうとして、いろいろ改

善をしてまいりました。そして、いろんな手立てを一生懸命考えて校長会にも一生懸命

頑張ってもらって、それなりに実践してきた割には全然結果が出ていないというのが現

状です。学力は向上していないのは、なぜだろうと感じていました。４月２７日の隂山

メソッドの日、私は案内をいただいてなかったのですが、何かの片隅に書いてあったの

で３時ごろ青少年文化ホールに行きまして、早すぎたので真ん中くらいの席に座ってい

たんですけれども、まず先生方が集まってこられて、「そろそろ始まりますので携帯の電

源を切ってください。」と言ったら普通は静かになるはずなのに、まだ私語が続いており

ました。隂山先生もご登壇なさって、教育委員会のご挨拶が始まっても、まだ私語が治

まっておりませんでした。途中からは静かになったのですが、隂山先生のお話が始まっ

て、私はわざわざどんな話があるのかと思い、これは田川にとってリーサルウェポン（最

終兵器）だと思って駆けつけた訳ですけれども、ふと見ると、ひとりおいた隣の先生は

寝てらっしゃるのですね。もっと向こうも寝てらっしゃる。こちら側には、新人らしき

リクルートスーツを着た若い女性の先生が座っていて、ふと見たらもう寝ているんです

ね。前の方も髪の毛を揺らしながら寝ていました。席は後ろから埋まるので、遅れて入

ってきた先生は前に座らなくてはいけません。私はとても恥ずかしくてできませんけど、

教育長にやってみてもらいたいんですが、左の膝の上に右のくるぶしをのせて両腕を椅

子の後ろに回してイナバウアーのような感じで隂山先生の話を聞いているのです。もし、
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これがあなたのクラスで何人か寝ていて、前の方でイナバウアーのように座っている生

徒さんがいたら、そのクラスはどんなクラスなんでしょうか。担任の指導力が足りない

とか言われるんじゃないでしょうか。教育施策方針の中にも、子どもに対する規範意識

が欠けているとか、子どもをちゃんと指導しなくちゃいけないとかいろいろ書いてある

んですけれども、これはまさに教育委員会の徹底が足りないということではないでしょ

うか。きちんと座っている方も、もちろんいましたけれども、そういう大体スーツを着

た方は、恐らく管理職で、そういう方たちはきちんと意欲を持ってワクワクしながら来

られたんだと思います。部屋着のような感じの格好の先生方の一部は、やらされ感で一

応来たような印象を受けました。この状況は保護者が見たら怒ると思います。これは、

この隂山先生の会に限ったことではなくて、私が教育委員になった時から既に子ども達

を早く帰して、どこかの学校や講堂で研修会や講演会があったりする時に、必ず寝てい

る方がたくさんいました。昔からそのまんまなんですよね。隂山先生もその講演の中で、

子どもに徹底することが大切だとおっしゃいましたけれども、やはり生徒にもそうだけ

れども先生にもそういうところを分かっていただいていないと、この十何年の学力向上

プロジェクトが実を結んでいないのもやはりそこらへんの所に原因があったんじゃない

かなという気がしてならないんです。 

○学校教育課長 今の話については非常に学校現場として、またそれを指導する立場の

委員会としての大きな反省点の一つだと思っています。例えば、夏場になって研修に

参加するスタイルが半ズボンであったりとか、靴がしっかり履けてなかったりとかそ

ういうことも常々その都度、校長会とか職員に呼びかけるというような形では話した

り指導しておりますけれども、今、神崎委員が言われたように徹底という部分ができ

ていない。今回の件についても再度、各学校長とも話し合いをしていきたい。どこに

そういう指導が入らない要因があって、どうやったらすんなり入っていくような形が

本当にできてくるのかと、そういう研修に臨む態度とか意欲とかいう事をきちんとす

るためにも、まずは、一つひとつの成果を出していくという部分、それからきちっと

した指導を出していく部分の二本立てが必要だと私自身は思っております。小河式、

隂山式に取り組んでいく中で、やっぱり授業をやって変わっていった「手応えがある

ぞ。よしさらに頑張っていこう。」という意欲をつくる部分。それだけでは服装が良く

なったり、意識が一気にと変わるわけではないので、やはり服務に関する部分等につ

いては再度、学校の中で研修、あるいは全体を通していろんな場で研修していきたい

と思っております。５月の校長会でも研修に対する臨み方等については各学校にお願
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いしたところなんですけれども、より徹底するような部分も現場の意見を聞きながら

対応していきたいと思っています。 

○神崎委員 よろしくお願いします。 

○毛利委員 ２点あります、１点目は１７、１８ページの所にあります「ＩＣＴ機器を

活用した授業」というところなんですが、この猪位金学園での導入で学力状況２ポイ

ントアップを目指すということですが、私はこの機器を利用したからアップというこ

とはそれでいいのかという気がするんですね。やはり、授業を見るとパソコンを利用

した授業はその利用が目的であって、授業が目的ではないということが往々にしてあ

るんですね。それで機器を利用することによって、子どもの理解力がアップしてとい

うことの方向に持っていかないと単なる利用だけで終わるような形になってはいけな

いと思うんですね。それともうひとつは、ＩＣＴ機器は入った時に、それはもう中古

なんですね。次から次にどんどんと新しいものが入ってくるから、これから入れる時

には、ここを参考にして次の一歩、次の次を入れておかないと遅くなるという気が私

はします。それからもう１点は、校区活性化協議会のことについてなんですが、これ

は後ろにありますけれども、徐々に小学校校区を中心とした活性化協議会に持ってい

かないと再編のことが引っかかって問題が出てくる可能性がありますから、可能性と

いうよりも再編は進めていきますから、大浦校区の活性化協議会を少しずつ作るよう

な方向に持って行った方がいいんじゃないかなという気がします。以上です。 

○学校教育課長 ＩＣＴの部分についてですけれども、先行的に猪位金学園では、ＩＣ

Ｔ機器、具体的にはタブレットを使って授業の中に取り入れてやっていこうと考えて

おります。ご指摘のように技術だけを覚えて、やり方だけができて、それで授業の質

とか中身が変わらなければ使う意味が本当にないということですので、機器を使って

授業をどう高めていくのか、子どもの集中をどう高めていくのか、定着の部分として

の努力をどう行っていくのか、あるいは授業の中でタブレットを使った部分でどう効

果的に思考力、表現力、判断力を深めていくのか、そういったことについて、重点的

に取り組んでいただこうということで、先ほどの学力アップも目指していくことでご

ざいます。タブレットを使ったからじゃなくて、授業の中身を高めていくということ

が主体の部分ということでご理解いただければと思っております。 

○教育長 今のところで、また補足いたします。これも前課長のときから話をしていた

のですが、猪位金がまず先行的に今年入れます。猪位金学園は幸い小中の検証ができ

ますから、今年そのことも受けて、ＩＣＴをその他全市的にも導入していくというこ
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とで検討委員会をしていくので、その際に今言われた「ただ猪位金学園に入れたもの

をそのまま」とかではなくて、もっと検証の結果を受けて市全体に導入していくとき

には、より良いものというか、より進んだものという視点で実際に導入していく中身

を検討していこうということは話をしています。 

○文化生涯学習課長 今、毛利委員から校区活性化協議会の関係のお話がありましたの

で、お話させていただきますけど、後ほどまた、第二回目の校区住民説明会の中でも

出てくるかと思うんですが、私も参加をさせていただいていた中で、校区活性化のあ

り方、再編に伴う意見も住民の方からいただいております。校区活性化協議会は、平

成１０年に行政主導で各中学校単位で組織をしたという経過があるんですけれども、

これはあくまでも自主組織、自主コミュニティの組織であります。既に校区活性化協

議会、事務局長会議の中でも中学校再編に伴う今後の活性化の組織のあり方について

は意見交換を始めております。と言いますのは、やはり、学校を中心として地域コミ

ュニティというのはできておりますし、今回の再編では小学校はそのままということ

でありますので、会長、事務局長の会議の中では、小学校単位に再編をしていけばい

いのではないかという意見は多くいただいておりますけれども、これはあくまでも今

後、審議会あるいはそれを受けて教育委員会の基本計画等が具体的になる中で、また

活性化協議会の中で議論をしていただくような形になろうかと思います。基本的には

校区活性化というのは、地域を活性化するための組織ですので、そういった視点に立

っていただいて、どういった組織のあり方がいいのかというところを議論していただ

けるのではないだろうかと思っておりますので、まあそういったところで、校区活性

化の方はどういった結論になっていくのか、そういったところも文化生涯学習課とし

ても連携しながら探っていきたいと考えております。 

○教育長 他にありませんか。 

○神崎委員 ちょっとよろしいですか。今の校区活性化協議会のことなんですけれども、

必ず校区といえば活性化と常套句のようにカップリングで出てくる言葉なんですけれ

ども、この活性化ができたころは、もう十何年も前で地域に老人会があって、婦人会

があって子供育成会があってというような時代で活性化の方とそれぞれの代表の方が

深く同一の組織の人がトップにいたりとかして、絡み合っていろんな地域の力を総合

できていた時代だったと思うんですけれども、この間の総合教育会議の時も市長とお

話をしたんですけれども、老人会がなくなっている地域とか婦人会が消滅している地

域とか子ども会をなくしてしまったところとかもありますので、前みたいに活性化が
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あれば地域は全ての地域が網羅できるかというところも、教育委員会の仕事ではない

でしょうけれども、やはりそこら辺の所ももう一度考えながら、この再編に向けて市

長事務部局のお力をお借りできればと思います。それから、２５ページの学校教育課

から説明いただいた大学との連携というところで、県立大学と青山学院大学との連携

というのは明示していますね。やはり教育といえば福岡教育大学の力も借りなければ、

英語は青山学院大学だろうし、福祉や小さい子どもの方なんかは県立大学でわかるか

もしれませんけど、やはり学習の指導に関しては一番権威のある福岡教育大学、九州

大学等もこの対象に入れていただきたいなと思いますけれども、これはどうなんでし

ょうか。 

○学校教育課長 例えば福岡教育大学につきましては小泉令三先生にＳＥＬ－８Ｓ等の

取組についてご指導をいただいてきた経過があります。それで他の部分については県

大の先生等にもご相談していくことがございますので、また、どんな中身でどう特色

化を進めていくかということも関連させながら、福教大の先生との連携も探っていき

たいと思っております。 

○教育長 福岡教育大学自体も各自治体のというか学校との連携を深めたいという意向

は持っているようなので、そこをうまく本市の教育課題とセッティングできるところ

を探りましょう。他に何か質問、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１１号「平成２８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３ 議案第１２号「田川市教育支援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。 

○学校教育課長  日程第３ 議案第１２号「田川市教育支援委員会委員の委嘱につい

て」このことについて別紙のとおり提出いたします。理由 本件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。２枚目をご覧ください。２８年度の田川市教育支援委員会委員名簿で

ございます。委員につきましては、昨年度と変更がある部分は、教育研究所の道陽子

所長が新任という形で変わっております。あとの委員は、昨年と同じでございます。

以上でございます。 

○教育長 他に何か質問等ございませんか。 



 

 ２０ 

  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でんか。 

（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１２号「田川市教育支援委員会

委員の委嘱について」は原案とおり可決いたします。    

次に移ります。 日程第４ 議案第１３号「田川市育英資金委員会委員の委嘱につい

て」を議題といたします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長 日程第４ 議案第１３号「田川市育英資金委員会委員の委嘱について」

このことについて別紙のとおり提出いたします。理由 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。２枚目をご覧ください。今年度新たに委嘱する者といたしまして福岡県立東鷹高

等学校校長の原田幸蔵様にお願いしております。前任者は同校長の佐藤博英様でござ

いました。転出等により新たに委嘱をしているところでございます。他の委員さんに

関しては昨年と同じ委員にお願いしております。任期につきましては、平成２７年７

月１日から２９年６月３０日の２年間ということになります。以上です。 

○教育長 このことに関して、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１３号「田川市育英資金委員会

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５ 議案第１４号「田川市スポーツ推進審議会委員の任命に

ついて」を議題といたします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第５ 議案第１４号「田川市スポーツ推進審議会委員の任命

について」でございます。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。田川市スポーツ推進審議会委員に

次のものを任命するものでございます。箕田政一郎氏、新任でございます。医師会か

らの推薦によるものでございます。香月泰比古氏、同じく新任でございます。田川市

体育協会からの推薦でございます。梶原健氏、再任でございます。元中学校ＰＴＡの

会長でございます。萬久一美氏、再任でございます。田川市スポーツ推進委員も兼務

されております。平畑尚史氏、再任でございます。社会福祉協議会からの推薦でござ

います。なお任期につきましては平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日でご
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ざいます。以上で説明を終わります。 

○教育長 今の説明に質問、ご意見等ありませんか。 

  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５ 議案第１４号「田川市スポーツ推進審

議会委員の任命について」は原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第６ 事務報告「第２回市立中学校再編に関する住民説明会の

実施報告について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 それでは日程第６ 事務報告「第２回市立中学校再編に関する住民説明会

の実施報告について」ご説明させていただきます。１ページをお願いいたします。第

２回住民説明会の実施状況でございます。経緯につきましては、住民説明会開催前の

教育委員会で事務報告をさせていただいておりますので、説明を省略させていただき

ます。実施状況の結果でございます。市内小学校の全９会場で実施をいたしました４

月１２日の火曜日から４月２７日の水曜日まででございます。参加人数は延べで５６４

名でございました。これは、受付名簿から集計しております。次に２ページをお願い

いたします。参加していただきました方の世代別の状況でございます。今回１０代の

方が６名で１％弱いらっしゃいましたが、アンケートの提出をされてない方も４分の

１程度ございましたので、アンケートを提出していただいた中で、世代別で分けてい

るような状況でございます。２０代から４０代の子育て世代と考えられる方は合計で

２３１名、５０代から７０代の方が１８２名というような形になっております。アン

ケートを提出されてない方がいらっしゃいますので、きちんとした世代の統計は出て

おりませんけれども、全体として保護者の参加が少ないような印象がございます。次

に３ページをお願いいたします。３ページにそのアンケートの原文を掲載しておりま

す。４ページがアンケートの回答結果でございますが、これにつきましては、「現在、

中学生以下の子どもさんがいらっしゃいますか。」というアンケートの設問でございま

す。これは複数で回答していただいておりますので、中学生以下の子どもさんがいら

っしゃって、また小学生、未就学の子どもさんがいれば重複してチェックを付けてい

ただく形になっておりますので、合計人数は４２０人を超えるかたちになっておりま

す。その下に校区の別を示しているところでございます。次に５ページをお願いいた

します。５ページはそのアンケートの４の設問でございますが、「審議会が考える再編

案の資料やスライドの説明はわかりましたか。」ということについて上段で示しており



 

 ２２ 

ます。下の方は「審議会が考える新中学校の学校づくりの説明はわかりましたか。」と

いう設問に対しての回答でございます。ただ、設問には「再編に賛成か反対かを問う

質問ではありません。」ということを併記しております。したがって、審議会の再編案

や新中学校の学校づくりが「わかった」という回答者が必ずしも再編に賛成と考えて

いるわけではございません。ただ説明につきましては「わかった」、「まあまあわかっ

た」という方が上の再編案の説明につきましては８４．８％、下の審議会が考える学

校づくりについての説明につきましては、７５．８％の方が、「わかった」、「まあまあ

わかった」というようなお答えをいただいているところです。６ページにつきまして

は、地区ごとの回答結果を示しているものでございます。７ページをお願いいたしま

す。説明会の会場での質問、意見及びアンケートで、自由記述をしていただいており

ましたので、その自由記述の主な内容を挙げさせていただいております。これにつき

ましては、全て読み上げて説明をさせていただきたいと思います。まず「１．再編案

に関すること」についてです。「⑴ 学校が遠くなると、外への流出が増える」「⑵ 段

階的に再編していくことはできないのか」「⑶ ３校再編案も検討してほしい」「⑷ 再

編ではなく小中一貫校を設置してほしい」「⑸ 猪位金学園も含めて再編を考えるべき

である」「⑹ 猪位金学園を残すことは再編議論と矛盾している」「⑺ 猪位金学園の通

学校区を他校区からも通えるように広げてほしい」「⑻ 金川校区の小中一貫校設置を

求める請願をどのように取り扱うのか」「⑼ 金川の請願の結果次第で、再編の全体像

がかわるのではないか」「⑽ 学校施設の整備は、市の財政状況が厳しいので実現でき

ないのではないか」「⑾ 再編時の３年生は落ち着いて勉強ができないのではないか」

「⑿ 再編時の２年３年生は、在籍していた中学校で卒業させてほしい」「⒀ 再編前の

学校間交流はどのように計画しているのか」「⒁ 再編のメリットだけでなく、デメリ

ットも説明してほしい」「⒂ 再編について現場の教員の意見も聞きたい」「⒃ 再度ア

ンケート調査をしてほしい」というご意見でございます。次に「２．通学方法等に関

すること」でございます。「⑴ 通学路の安全を確保するために道路整備や街灯整備を

してほしい」「⑵ 自転車通学は心配だ」「⑶ 徒歩４㎞は子どもの負担が大きい」「⑷ 徒

歩４㎞では親の送迎が増えて道路の混雑や事故が心配だ」「⑸ 通学距離が長いと親の

負担が増える。（送り迎え、朝早い等）」「⑹ 通学時間が長いと統合のメリットが減る

のではないか」「⑺ 自転車通学を許可する場合、購入費の補助も検討してほしい」「⑻

バス通学は部活動後に乗れるかが心配」「⑼ バス通学は費用負担が発生するのか」「⑽

運動会などの行事の際に駐車場を確保できるのか」「⑾ 隣の校区の学校のほうが近い
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地域は、学校を選べるようにしてほしい」というようなことでございます。次に８ペ

ージ、「３．地域コミュニティやまちづくりに関すること」に対するご意見等でござい

ます。「⑴ 学校が廃校となったら避難場所が減るので心配だ」「⑵ 廃校となった校舎

や跡地の利用方法は決まっているのか」「⑶ 地域の交流や取り組みが減るのが心配だ」

「⑷ 再編後の校区活性化協議会のあり方をどのように考えているのか」「⑸ 人口を増

やす施策に取り組むことも必要だ」次に「４．学校教育に関することについて」のご

意見等です。「⑴ スライドの説明どおりに教育環境が整えば理想的だ」「⑵ 学力の向

上を期待したい」「⑶ 教員数が増えることはよいことだ」「⑷ 習熟度別授業（習熟度

によるグループ分け）は、子どもが意欲を無くすのではないか」「⑸ 学力の向上や格

差縮小に繋がるとは思えない」「⑹ 学力向上や生徒指導の問題は、教員の数より力量

の問題だ」「⑺ 部活動が活発な学校になることを期待したい」「⑻ 部活が増えるのは

いいが、教員の負担も増えるのではないか」「⑼ 再編で部員が増えると試合に出る機

会が減る（レギュラーになるのが難しい）」「⑽ 学級数が増えて活気ある学校になるの

はよいことだ」「⑾ 生徒が大人数になるので、子どもの人間関係などに不安を感じる」

最後に「５．説明会に関すること」についてご意見等をいただいています。「⑴ 対象

となる保護者や若い世代の参加が少ない」「⑵ 説明会の規模が大きすぎて、発言しづ

らい」「⑶ 当事者である保護者から意見を聞けるような説明会を設定してほしい」「⑷ 

参加者が増えるように呼びかけを工夫してほしい」「⑸ 会場での託児を検討してほし

い」「⑹ 給食に関する説明もしてほしかった」というような様々なご質問、ご意見、

アンケートでのご意見等をいただいているところでございます。校区ごとの質問、意

見につきましては、後日、田川市のホームページに掲載したいと考えております。で

は、９ページをお願いいたします。説明会を終えまして、今後についてでございます。

いただいた意見の取り扱いについてです。今回の説明会は昨年の住民説明会において

再編論議を進めてほしいという市民の皆さんの要望に応えて今回第２回ということで

開催したものでございます。ご参加いただいた皆さんからは中学校が抱える問題や再

編の必要性を共有していただきつつ、様々な角度からご意見をいただくことができた

と考えております。また、今後、基本計画を策定するまでに理解を得る必要がある点

も鮮明になってきたと考えております。ただし、今回説明した内容は審議会答申の原

案であり、その案に対する意見は市教委が直接的に検討する段階にはありません。集

約した意見は、今後審議会に報告し、最終答申に向けた議論をしていただきます。市

教委は、最終答申後、基本計画案を策定していく中で今回の説明会の意見を踏まえて
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再編を検討していくことになると考えております。そのうえで今後の課題として考え

ているものでございます。まず、「１．小中一貫校と再編問題の整理」についてです。

猪位金学園は、平成２６年４月に小中一貫校として開校しております。猪位金校区に

小中一貫校を設置したのは、当時の近隣中学校までの距離が当時、文部科学省の基準

に適合せず再編の対象からは外されたという経緯があります。今回の再編を進めるに

あたりまして、市教委は、小中一貫校では小規模校の課題が解決できないため、その

設置を議論の軸にしないという方針を出しております。しかし、金川校区におきまし

て小中一貫校設置を望む強い要望があり、市長、教育長、審議会長宛に請願が提出さ

れているところです。今後、猪位金学園の成果を検証し、再編の中での位置付けを整

理して議論を進めていく必要があると考えております。金川校区の請願の取り扱いに

ついてもあわせて議論していきたいと考えております。「２．意見集約と説明会の方法

の検討」についてです。再編の対象となる保護者の参加が少なく、さらなる意見集約

に努める必要があると考えております。また、校区単位の説明会では発言しづらかっ

たという意見もございました。今後は、小規模な単位での説明会の開催や集まりやす

い会場設定の検討が必要と考えております。「３．市長部局との推進体制の整備」につ

いてです。今後は、学校の整備、通学手段、跡地利用など財源が絡む諸問題の検討が

必要となってまいります。そのため、市長部局と庁内検討委員会を設置し、具体的な

協議を行っていきたいと考えております。事務局といたしましては今後の課題として

この３つを受け止めているところでございますが、これについて教育委員さん方のご

意見をいただいて、さらに今後の方向性ということについて考えていきたいと思って

おります。よろしくお願いいたします。 

○教育長 今の説明に質問、意見等ありましたらお願いします。 

○毛利委員 数地区に参加させていただきましたが、確かに自分と同じような高齢者が

多かったですね。それで若い人が少ないなと思いました。特に校区によっては若い人

がいくらかいるところがありましたけど、なんか年を取った人が多かったなというよ

うな気がしてですね、それならやはり、ここの意見にあるように小規模で小学校の子

ども達がいる世代との説明会が必要かなと思いながら、これも読ませていただきまし

た。 

○神崎委員 金川校区から地域の方々で学校を盛り立てて地域の子ども達を守っている

という請願が出ているようですけれども、私は２校ほどを除いてすべての校区に回ら

せていただいたんですけれども、各地域の皆様方のご意見をうかがっておりますと、
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やはり、どの地域の方も地域の子どものために多大な協力をされて学校と連携をして、

それぞれ努力をなさっているというのは同じように感じることができました。それで

もなお、子どもの数が減少しているということを踏まえて、これは避けて通れないの

ではないだろうかということで、大変気になってお話を聞きに来てくださったんだろ

うなという印象を持ちました。それぞれの地区の方は、自分の学校がとても大切に思

っていらっしゃるのは、もちろんなんですけれども、やはり将来のことを考えてどう

やって自分の地区の子ども達を育て守って一人前にしていくかということに、目を向

けて行かなければならないなということを教育委員会として、この話を進めていくた

めに、そういった視点からやはり冷静に考えていかなければならないなという印象を

持ちました。 

○教育長 他にございませんか。 

○星野委員 私は、今回２校しか回れてないんですけれども、アンケートを見せていた

だいて、今後、再編を進めるために一応２校ということで案を挙げておりますけれど

も、それを金川校区のこともありますので、もう一度２校からまた３校というのも視

野に入れて考えて行くというのは、あるのかどうかという疑問があるんですけれども、

そのあたりはどうなのでしょうか。もう２校でこのまま進めて行くのでしょうか。 

○推進室長 住民説明会でいただいたご意見やいろんな質問が出て、こういう意見が特

に多かったということをまず審議会にご報告をします。特に猪位金学園のことについ

ては、教育委員会が諮問をしたときに猪位金学園はまだ開校して２年ということで、

とりあえず今回の再編から外した形で２校を基本に再編案を考えてくださいという諮

問の仕方を教育委員会としておりますので、審議会としても猪位金学園のことについ

ては、あまり深く踏み込まない形で自由選択制とかも取り入れながらということは、

少しそういうことに言及はされていますけど、あまり踏み込んだ形ではせずに２校で

再編ということを考えられています。ただ説明会でいろいろ回った中で、猪位金学園

を小規模校という問題が残ったままで今後どうしていくのかということは、かなり意

見に出てまいりましたし、猪位金地区からもそういうご意見が出たところですので、

そこら辺を踏まえて審議会にお返しをしないといけないと思います。審議会も当初５

月末に答申をいただく予定でしたけど、その部分は、すぐには結論は出ないのではな

いかなと思います。だから審議会でも十分審議をしていただいて答申をいただいたあ

とに、また考え今後、基本計画を考えていくうえで議論していかないといけないと思

いますので、現時点ではなんとも申し上げられないような状況です。 
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○星野委員 猪位金学園のことなんですけれども、猪位金学園を再編に組み込んでまた

３校とか、何校になるかわかりませんけれども、再編を考える場合に、どうしても猪

位金学園の場所、通学の問題なんかを考えると、今挙がっている学校に通わせるとい

うのはかなり難しいかなという気はするんですよ。距離も６㎞以上にはなると思いま

すけれども、猪位金学園を残すというのであれば通学範囲を広げるということも考え

ていくのが必要なんじゃないかなと思います。 

○推進室長 もとも と審議会の方も、とりあえず猪位金学園は外した形で今回２校に再

編というような答申案でしたので、猪位金学園については当然、猪位金学園のキャパ

がありますので、ある程度制限しないと受入れが厳しいので、そこはあるけれども、

説明会の中のスライドでも、ある程度、学校の特色が出た時点で自由選択制というよ

うな案も入れておりました。 

○星野委員 通学範囲を広げるのと自由選択制というのではちょっと意味合いが違うと

思うんですけれども、自由選択制を取り入れるのであれば、定員何人というふうにし

ないと定員内で希望が収まればいいですけども、これ以上超えた場合には、抽選等を

しているところもあるみたいですので、そういったところも考えていただきたいかな

と思います。自由選択制については、私はまだピンと来てないのですが。 

○推進室長 いずれにしても、それぞれの学校のある程度規模がありますので、自由選

択制を入れるにしても、ある程度の制限というか、そういうのは出てくるとは思いま

す。 

○教育長 一応、２段階あるというか、住民説明会、議会を含めればこれだけのこうい

った意見出たわけですね、一応審議会にこういう意見が出ましたよということで、こ

のことを全部審議会が審議するかどうかわかりませんが、この中からポイントという

か、この点については審議会の検討が不十分な部分があったので、もう一度十分検討

されると思います。だから猪位金学園のこととか、金川のことも審議されると思うの

ですが、最終答申が多分１回の論議で済むような事ではないので、もう少し審議会の

回数が１回から２回に増えるかもしれませんが、一応最終答申が５月下旬というのは

当然間に合わないというか遅れると思います。その後答申が出たら、また教育委員会

事務局で総括したり、検討したり、また教育委員会で検討したりそれから市長部局と

一緒に検討したり、総合教育会議で検討したり、庁内の検討委員会も作りますので、

そういった中で今言われたような猪位金や金川のことも、２校とか３校とかいうこと

も、そこでやはり最終的に基本計画を作りますので、今回はまずこれを審議会にこう
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いう意見が出ましたということをお渡しするという段階になると思います。 

○星野委員 かなり前にもらった中間答申の資料とかを見ていたのですが、国が進めて

いる１２から１８のクラスについては、今の案から行くとどうなりますか。 

○推進室長 ２校にすると１８クラス前後ですね。 

○星野委員 資料の下の方に「地域の状況によってこの限りではない」という文があり

ましたが、３校にしたらどうなりますか。 

○推進室長 ３校にしても９学級以上にはなります。２０年後くらいまではぎりぎり９

学級が維持できるかもしれない。ただ、そのあたりがギリギリ出来るか出来ないかと

いうような感じですね。 

○星野委員 絶対にその２校に絞らなくてもいいのかなと思ったんですが、いろんな要

素を踏まえてのことでしょうから、やはり猪位金が一番、クラス数的にはすごく厳し

いんですよね。 

○教育長 ２校を基本とするとか目指すとかいう言葉は、教育委員会の何で決めている

のですか。策定方針ですか。 

○推進室長 基本計画の策定方針です。 

○教育長 基本計画の策定方針は、この場で一応確認というか決定をして、それを諮問

したので、長期的に適正規模が維持できるようにというところで、審議会は２校にし

ているんですよね。しかし、住民からの意見等が審議会の案に関して沢山出ていて、

そのうちには３校でどうかとか、もう少し段階的に減らしていくということの方がい

いんじゃないかという意見があるので、それも含めて基本計画の段階では検討するこ

とは十分必要だし、また余地はあると思います。そこで今のような意見もみなさんで

話し合いましょう。 

  他にございませんか。 

○神崎委員 広報たがわ５月１日号に中高一貫教育校のご案内が出ていましたが、教育

委員会としては、やはり田川市でできることは、今進めているお話でございますので、

またこの一部事務組合になるか県立になるか、わかりませんけれども、こういう中高

一貫教育校ができるかもしれないということで、一番気になってらっしゃるのは小さ

いお子さんをお持ちの方だと思いますね。自分の子どもはどういうふうになるのかな

ということで、そういった不安が将来選択するときに困らないように。やはり両方の

話がうまくいくような学校のあり方というのを考えていく必要があるのではないかな

と思いますけれども。 
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○教育長 他にご質問、ご意見はありませんか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第７ 事務報告「金川校区の中学存続（小

中一貫校化）に関する請願について（継続）」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７「金川校区の中学存続（小中一貫校化）に関する請願に

ついて(継続)」ご説明いたします。これにつきましては、前回４月１４日の定例教育

委員会で事務報告をさせていただいたものでございます。その際ご意見をうかがった

ところでございますが、なかなか一回の議論では難しい問題でございます。また、先

ほど住民説明会の事務報告の中でも触れましたが、猪位金学園の小中一貫校について

学校再編の中での位置づけを整理して、併せて金川校区の請願の取り扱いについても

議論していきたいという考えがございますので、事務報告の継続という形でさせてい

ただいております。１ページをお願いいたします。おさらいになりますが、もう一度

金川校区の中学存続請願について説明させていただきます。提出日は平成２８年３月

２３日でございました。提出者は金川校区の中学校統合・再編を考える会の代表の花

岡成二氏と金川校区区長会の会長、吉武精稔氏でございました。請願の趣旨でござい

ます。「金川校区につきましては、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す。

請願の理由といたしましては、以下３点挙げておられますが、「ア 子ども会活動や地

域の祭りなどを通し、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

ようなことが理由でございます。署名数といたしましては、２,２８２名。請願の宛先

は市長、教育長、新中学校のあり方に関する審議会の会長宛てとなっております。請

願の写しにつきましては、別紙のとおりでございます。実際この４月１４日に教育委

員会でご報告をさせていただきまして、委員方からいただきました意見といたしまし

ては、金川校区は本当に地域と保護者と子ども達が繋がって、小中一貫校にしたいと

いう気持ちは非常にわかるけれども、再編案の中で学校を２校にして、いろんなこと

を沢山子ども達の中で経験させていろんなことに気づいて目標を持ってほしいという

ような思いがあるということ。やっぱり少子化ということを考えれば５年後、１０年

後、その時に子ども達はどんなふうになるかという問題があるというお考え、また中
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学校の部活については、今、部活がなかなかどの学校でも厳しい状況になっておりま

す。しかし、部活というのは生徒指導の大きな中身であるので、それができなくなっ

ているということについては、非常に問題があるというご意見。また、金川校区は猪

位金のように地域密着型で、地域との繋がりが深いということを聞いているので、お

気持ちは非常にわかるけれども小中一貫校の場合、１０年後、２０年後を想定した時

に、小人数でやっていけるのかなということを考えた上でのご請願かなという疑問は

あるということです。今、再編案で２校に絞られて、だいたいバランスよく分けられ

ていると考えられますけど、それをまた一貫校を別に作った場合、そのバランスがど

ういうふうになるのか、そのあたりの問題がでるのではないかというようなご意見を

いただいたところです。また、教育長も金川校区の今の状況をせっかくがんばって作

ってきた状況を残し、発展させたいという気持ちは非常にわかるけれども、その反面

で今の田川の子ども達に必要な力、学力もそうですけど広い視野でがんばる社会性と

いうか、世界に挑戦していくというような２１世紀を生き抜くというような、そうい

う力を付けていかないといけない。金川のそういう素晴らしい取組を他の校区と合流

して広げていくことも、非常に重要ではないかなということです。やっぱり子ども達

の側面から見ても同じ校区の中で保育所から中学生まで同じメンバーでずっといくよ

うなこと、狭い地域の中で育っていくというよりも、やはりたくさんの出会いや刺激、

競い合い、助け合いの中でいろんな人と出会って、影響を受けながら子どもが育って

いくということが、本当の意味の子どもの育ちではないのだろうかというようなご意

見が出たところでございます。そのあと４月１９日の金川校区の住民説明会におきま

しては、やはり地区の会場での意見というのは、ほとんど小中一貫校を進めてほしい

というようなご意見、それに関するご意見がやはり大部分を占めておりました。ただ、

そのあとアンケートを取らせていただきましたので、アンケートの自由記述の意見に

おきましては、やはり少数ではありますけど再編に賛成するようなご意見、実際中学

校を大きく２校に分けて素晴らしい学校を作っていこうというような案の中で、金川

校区を小中一貫校にすることで、かえって金川は取り残されるのではないかというよ

うなご意見もアンケートの中にはございました。 

○教育長 今、説明がありましたが何かご意見、ご質問ありませんか。 

○神崎委員 本当に随分前の金川校区は大変な校区であって、地域の皆さん方が果敢に

手を取り合って、子ども達のために身を粉にして力を合わせてここまで持って来られ

たすばらしい校区だと思います。このまま残って、もっともっと地域の子ども達を良
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くしたいという思いは本当にそのとおりだと思っております。ただ、言われましたよ

うに課題というものは、やはり残っていくわけでありまして、もし新しい体制になっ

たとしても、この金川校区の地域の皆さんならば、新しい体制に順応した子ども達の

見守りとか協力体制というのは、必ずどこの地区よりも素早く作ることができるよう

な力のある方ばかりが、たくさんノウハウをお持ちでいらっしゃいますので、このあ

たりの検討もなさってみてはいかがかなと思います。部活もできて、そして今まで以

上の地域の見守りの力も得られてということになりましたら、これは本当に金川の子

ども達にとっての未来が明るいものになるでしょうから、そういうポイントからも子

ども達を見ていただけたら、ありがたいなと思っています。 

○教育長 他にありませんか。まとめの中にもありましたけど、金川は２００人近く集

まり、保護者の数も多かったんですが、やっぱり該当するというか実際に子どもを新

中学校に通わせる層の保護者の参加が少ないとか、それから住民説明会に参加したん

だけど、やっぱり地域の活動をしている方の意見が多くて、時間的なものもあったん

でしょうが、保護者の意見や質問等がなかなかできなかったとかいうようなこともあ

りましたので、委員さんからも意見が出ていましたけれど、出来れば保護者とかに限

定したような説明会をもう少し小規模で丁寧にやってもらえないかということは、会

場でも聞きましたので、どの時期にどんな形でするかというのは検討が必要です。是

非、最終答申が出た後なり、いい時期に金川校区だけでなく他の校区含めて開催する

ように推進室を中心に検討していきたいと思います。他にご質問、ご意見はありませ

んか。 

  ないようですので、この件については、最終答申が出るまで継続審議とさせていた

だきます。 

  次に移ります。日程第８ 事務報告「田川市子ども読書推進計画（三訂版）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８ 事務報告「田川市子ども読書推進計画

（三訂版）について」の説明をさせていただきます。１ページをお願いします。田川

市子ども読書推進計画（三訂版）策定にいたる経緯でございます。国は、平成１３年

に「子どもの読書活動の推進に関する法律」を制定し、これに基づく子どもの読書活

動の推進に関する基本的な計画の策定により、さまざまな取組を行ってきました。福

岡県においては、平成１６年２月に「福岡県子ども読書推進計画」を策定し、子ども

の読書活動の推進を福岡県における教育行政施策として明確に位置づけ、基本理念や
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施策推進のための基本方針を示しました。田川市におきましても、国・県の動向を踏

まえ、平成１８年８月「田川市子ども読書推進計画」を策定し、これに基づいてすべ

ての子どもが読書の楽しさを知り、自主的に読書活動を進めることができるよう読書

環境の整備に取り組んできました。改訂版を平成２３年６月に策定しておりますが、

今回、この改訂版後の成果と課題を踏まえ、子どもの読書をめぐる状況や国等の動向、

本市の現況等を反映させた「田川市子ども読書推進計画」（三訂版）の策定に着手をし

ました。三訂版策定の経過については、次のとおりでございます。おもな変更点とし

ましては読書活動の推進に有効な手立てとして「うちどく」「小学生読書リーダー養成

講座」の実施を盛り込んだこと、市立図書館が指定管理者制度へ移行し、さらなるサ

ービスの向上を目指すことを盛り込んだこと、市立図書館と学校図書館等との連携に

おいて、学校図書館司書員やＰＴＡ図書委員への研修を実施することを盛り込んだと

いうことの３点でございます。以上で報告を終わります。 

○教育長 今の読書推進計画の説明に関して質問、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。「５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。「６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 ６月の定例会の日程案でございますが、６月７日（火）１４時から開

会でいかがでしょうか。 

○教育長 ご異議ないようですので、６月の定例会は６月７日（火）１４時開会に決定

いたします。 

  他にご質問、ご意見等ございませんか。 

  ないようですので、以上を持ちまして平成２８年第７回田川市教育委員会５月定例

会を閉会いたします。 

（閉会１６時１０分） 


