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 （開会１４時００分） 

○教育長 ただいまより、平成２８年第８回田川市教育委員会６月定例会を開催いたし

ます。日程第１「平成２８年第７回田川市教育委員会５月定例会会議録の承認につい

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ついて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７回田川市教育委員会５

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いたします。  

次に移ります。日程第２ 議案第１５号「平成２８年度教育費（６月補正）予算要

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 日程第２ 議案第１５号「平成２８年度教育費（６月補正）予算要求につ

いて」ご説明申し上げます。まず１ページの総括表をお願いいたします。歳出につき

ましては、合計７千３５２万２千円の増額補正を要求しております。既決予算額と合

わせると１５億３千４４５万１千円でございます。歳入につきましては、６７４万４

千円の増額補正をしております。既決予算額と合わせると１億７千４３５万４千円で

ございます。歳出につきまして、主なものとしてまず、教育総務課におきましては、

小学校施設維持管理経費では業務が他の課に移管することによる減額補正でございま

す。学校教育課におきましては、小中学校ＩＣＴ教育環境整備事業費による電子黒板、

デジタル教科書などの導入によるものです。学校再編・中学校給食推進室においては、

中学校給食導入事業費です。なお、中学校給食実施に伴う平成２９年度から平成３２

年度の４年間の調理業務委託のための債務負担行為を設定しております。文化生涯学

習課においてはオリンピック・パラリンピックキャンプ地誘致推進事業及び世界記憶

遺産商品開発事業を他の課に移管したことによる減額補正です。以上が歳出の主なも

のでございます。歳入につきましては、電子黒板等購入による県補助金、基金繰入金、

世界記憶遺産活用活性化事業資金貸付金元金収入などが主なものです。詳細につきま

しては、各課からそれぞれ説明をさせていただきたいと思います。以上です。 

○教育総務課長 それでは教育総務課からご説明申し上げます。当課が所管しておりま

す予算のうち６月補正を行うものでございます。５ページをご覧いただきたいと思い

ます。１０款１項２目、事務局管理経費でございます。本件につきましては、平成２
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９年度の中学校給食実施を目指し、当課にて関連経費を予算計上しておりましたが、

平成２８年４月の組織機構の見直しにより、学校再編・中学校給食推進室が新設され

たことに伴い、今回、当該経費を減額するものでございます。９節の普通旅費から１

９節の各種負担金まで計２８万６千円の減額を行っております。続きまして、６ペー

ジをご覧いただきたいと思います。１０款２項１目、小学校施設維持管理経費でござ

います。補正の主な理由といたしましては、８月１日付けで旧猪位金小学校の施設を

市長事務部局に移管することに伴い、本年８月から来年３月分の施設維持管理経費を

減額するものでございます。１１節の電気料から１３節の施設管理保守点検等委託料

まで、計１０８万５千円の減額を行っております。以上で説明を終わります。 

○学校教育課長 それでは学校教育課に係ります平成２８年度６月補正予算について、

説明いたします。資料の７ページ上段をお願いいたします。１０款２項２目、小学校

教育振興各種補助金です。歳出で４０万円の減額補正を行うものです。これは猪位金

小中一貫校教育振興補助金の対象経費を県の補助金を活用できるＩＣＴ教育環境整備

事業の一部に組み替えたことによる減額でございます。つづいて７ページ下段をお願

いいたします。１０款２項２目、小学校ＩＣＴ教育環境整備事業費です。歳出で７３

万６千円の予算計上を行うものです。事業費の内訳は、県の補助金が２４万５千円、

猪位金小中一貫校教育振興補助金より４８万６千円、一般財源５千円となっています。

一箇所訂正があります。「対象」を「中学校生徒、教職員」から「小学校児童、教職員」

に訂正をお願いいたします。この事業は、コンピュータを活用して学習できる環境を

整備し、児童、教職員のＩＣＴ活用能力を育成するために、猪位金小学校に電子黒板、

デジタル教科書をモデル導入し、実証を行うためでございます。次に８ページをお願

いいたします。１０款３項２目、中学校ＩＣＴ教育環境整備事業費です。歳出で７７

万８千円の予算計上を行うものです。事業費の内訳は、県の補助金が２５万９千円、

猪位金小中一貫校教育振興補助金より５１万４千円、一般財源５千円となっています。

この事業は先ほどと同様にコンピュータを活用して学習できる環境を整備し、生徒、

教職員のＩＣＴ活用能力を育成するために猪位金中学校に電子黒板、デジタル教科書

をモデル導入し、実証を行うものでございます。続いて２ページ１段目をご覧くださ

い。１４款２項６目、教育費県補助金でございます。５０万４千円の予算計上となっ

ております。これは県の電子黒板活用実証研究費補助金であり、小学校分７３万５千

６９６円と中学校分７７万７千６００円の３分の１の補助分でございます。２ページ
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の２段目をご覧ください。１７款１項３目、猪位金小中一貫校教育振興基金繰入金で

ございます。既定額４０万、補正額６０万、合計１００万円となります。これは先ほ

ど説明いたしました電子黒板等の購入費の一部に充てるためでございます。説明は以

上でございます。 

○推進室長 つづきまして、学校再編・中学校給食推進室でございます。９ページをお

願いいたします。１０款３項１目、中学校給食導入事業費でございます。これは、平

成２９年４月から中学校の完全給食をランチボックス方式で開始するために、各中学

校の設備整備費等にかける経費でございます。７千８５３万５千円を計上しておりま

す。主なものを説明いたします。１１節、給食費消耗品費につきましては、ランチボ

ックス方式の給食に使用する弁当箱、配膳用の箱等の消耗品費でございます。１３節、 

給食調理業務委託料につきましては、ランチボックス導入直前のリハーサルに係る委

託料です。生徒、教職員に本番同様の給食をリハーサルいたします。その分の委託料

として７７万３千円を計上しております。１８節、給食器具費につきましては、コン

ビオーブンでスチームコンベクションと説明をしておりましたお弁当を温めるための

機器でございますが、コンビオーブン、ラックカート、保冷庫、戸棚等の器具に係る

経費となっております。次に１３ページをお願いいたします。中学校給食調理業務委

託料の債務負担行為の設定を行っております。これは、中学校給食の調理業務を業者

委託するための委託料でございまして、平成２９年度から平成３２年度まで４年間の

限度額を５億９千３７１万９千円としております。この金額につきましては、一食単

価を５５０円と見込んで１年あたりの給食日数をかけ、さらに各年度の生徒数、職員

数をかけたところで４年間を消費税込で計算をしているところでございます。以上で

説明を終わります。 

○文化生涯学習課長 つづいて、文化生涯学習課の６月補正予算について説明させてい

ただきます。生涯学習関係につきましては、私から、文化関係につきましては森本企

画官から説明させていただきます。１０ページをお願いいたします。まず歳出でござ

います。新規事業の地域学校協働活動事業の実施に伴う関係経費で謝礼金や消耗品費

等がその主なものでございます。本事業は学校・家庭・地域が一体となって地域ぐる

みで子どもを育てる体制を整え、特に家庭教育における学習習慣の定着や学習意欲の

喚起を図るため、小学校の１～２年生の希望者２０人程度を対象に平日の放課後、週

１回５０分程度を学校の図書館を利用してプリント学習や読み聞かせ等の学習支援を
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行うもので、今年度は２校区で実施を予定しております。なお、協働体制が整い次第、

なるべく早い時期に全小学校で実施したいと考えております。１１ページをお願いい

たします。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でございますが、

本事業は４月の機構改革に伴い、たがわ魅力向上課に業務を移管したことから、当初

予算で計上しておりました２５２万７千円を全額減額するものでございます。続いて

歳入でございます。３ページをお願いいたします。先ほど歳出で説明いたしました地

域学校協働活動事業の実施に伴い、参加者から徴収する保険料を雑入として、３万２

千円増額補正するものでございます。以上が生涯学習関係の６月補正予算の説明でご

ざいます。 

○文化生涯学習課企画官 続きまして、文化生涯学習課文化係に係ります平成２８年度

６月補正予算要求額の概要について説明をいたします。１２ページをお願いいたしま

す。歳出でございます。上段２款１項１４目、世界記憶遺産団体等支援事業費です。

これは、世界記憶遺産の保存・活用等に係る取組を行う団体等に対して支援を行うた

めの事業費です。平成２８年度文化庁補助事業に申請しておりました田川市世界記憶

遺産活用活性化事業３事業のうち、山本作兵衛コレクション多言語化事業、炭坑記録

画ナレーション作成事業が採択されましたので、田川市世界記憶遺産活用活性化推進

委員会に対する補助金、２千２１０万２千円の中から５６０万８千円を減額し、これ

を同推進委員会に対する貸付金として補正をお願いするものであります。次に下段 

１０款５項９目、世界記憶遺産商品開発事業費です。これは博物館オリジナル商品作

成委託料でございますが、本年４月の機構改革により、世界記憶遺産商品開発事業が

たがわ魅力向上課へ移管となりましたので、委託料２５０万６千円を減額補正するも

のでございます。４ページにお戻りください。歳入でございます。世界記憶遺産活用

活性化事業資金貸付金元金収入、５６０万８千円です。これは最初のところで説明い

たしましたが、田川市世界記憶遺産活用活性化推進委員会に対する貸付金返済に伴う

歳入としての補正でございます。以上で文化生涯学習課文化課に係ります本年度６月

補正予算の説明を終了いたします。 

○教育長 予算要求に関する説明に何か質問、意見等ありませんか。 

○神崎委員 学校教育課におたずねします。７ページに猪位金小学校に電子黒板やデジ

タル教科書の導入ということが挙がっているのですが、どのように業者が選定されて、

その電子黒板の機種が選定され、またデジタル教科書が選ばれたのかということを教



 

 ５ 

えていただきたいです。 

○学校教育課長 デジタル黒板、デジタル教科書の選定につきましては、特にソフト面

のデジタル教科書については、猪位金学園の意向等も聞きながら、どういったものが

一番効果的にタブレットを使いながら電子黒板で活用できるかを挙げていただき、理

科の４、５、６年生のデジタル教科書を購入することといたしました。機種等につき

ましては、６０型、７０型というように大きさの違いもありますが、一応今回は６０

型で移動型の方が活用しやすいだろうということで購入しております。選定の細かな

件については、今、手持ちの資料がございませんので、そういったところでしかお答

えできません。 

○神崎委員 電子黒板にもいろんな製造メーカーがあると思いますが、そのメーカーを

選んだ理由や、その教科書を選んだ具体的な理由などがあったら説明していただける

と皆さんに納得していただけるのはないかと思います。 

○学校教育課長 それについては、詳しくこちらの方で調査して次回お答えさせていた

だきたいと思います。 

○教育長 では、次回に回答をお願いします。 

  他にありませんか。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２ 議案第１５号「平成２８年度教育費（６

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 議案第１６号「平成２８年度田川市立学校学校評議員の

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１６号「平成２８年度田川市立学校学校評議員の委

嘱について」説明いたします。田川市立学校学校評議員の委嘱については、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

求めるものでございます。次のページをお願いします。平成２８年度の田川市立学校

学校評議員の小学校、それから中学校の名簿であります。網掛けの部分が新しく委員

になられた方でございます。新しい方のみ紹介させていただきます。まず、後藤寺小

学校、角銅様です。元栄養教諭で小学校の職員として教育に関する関心が高く、学校

や地域に積極的に関わっていただいている方でございます。２ページ目をお願いいた
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します。伊田小学校、牧野様です。主任児童委員をしておられ、地域の実情に詳しく、

学校の実態を踏まえた意見をいただけるということで推薦いただいております。次に

４ページをご覧ください。金川中学校、山田様、元ＰＴＡ会長です。公民館、育成会、

福祉部会と連携し、地域の校区の発展に尽力されている方でございます。最後に中央

中学校、穗山様、元ＰＴＡ会長をしていただいた方でございます。小中でＰＴＡ役員

を経験され、民生児童委員でもあり、地域の情報や校区の生徒に詳しく、女性の立場

からの提言をいただけるということで推薦いただいております。以上、平成２８年度

の学校評議員についてのご説明を終わります。 

○教育長 学校評議委員の委嘱についての説明がありましたが、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３ 議案第１６号「平成２８年度田川市立

学校学校評議員の委嘱について」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１７号「田川市社会教育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４ 議案第１７号「田川市社会教育委員の委嘱

について」ご説明いたします。本案は、本市社会教育委員の任期が平成２８年５月３

１日をもって満了することに伴い、新たに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。次のページをお願いいたします。田川市社会教育委員名

簿の案でございます。今回の委嘱では各団体からの推薦等を受けまして、名簿案のと

おり委嘱を行うもので再任７名、新任３名の計１０名でございます。任期は平成２８

年６月１日から平成３０年５月３１日まででございます。以上で説明を終わります。 

○教育長 何かご質問、ご意見等ありましたらお願いします。 

  ないようですので、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１７号「田川市社会教育委員の委

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１８号「田川市公民館運営審議会委員の委嘱につ
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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 日程第５ 議案第１８号「田川市公民館運営審議会委員の委嘱に

ついて」でございます。本案は、委員の任期が平成２８年５月３１日で満了となるた

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。田川市公民

館運営審議会員名簿の案でございます。今回の委嘱では各団体からの推薦等を受けま

して名簿案のとおり委嘱を行うもので、再任が４名、新任３名、計７名で任期は平成

２８年６月１日から平成３０年５月３１日までの２年間でございます。以上で説明を

終わります。 

○教育長 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５ 議案第１８号「田川市公民館運営審議会

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６ 議案第１９号「田川市図書館協議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 日程第６ 議案第１９号「田川市図書館協議会委員の委嘱に

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５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。

新任２人、再任８人の計１０人となっております。任期は本年６月１日から平成３０

年５月３１日までとなっております。以上です。よろしくお願いいたします。 

○教育長 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６ 議案第１９号「田川市図書館協議会委員

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７ 議案第２０号「田川市美術館協議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７ 議案第２０号「田川市美術館協議会委員
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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５月３１日

をもって満了するため、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。美術館協議会の委員の案でございますが、新任４人、再任６人の計１０人とな

っております。任期といたしましては、本年６月１日から平成３０年５月３１日まで

となっております。以上です。よろしくお願いいたします。 

○教育長 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７ 議案第２０号「田川市美術館協議会委員

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８ 議案第２１号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会委

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 日程第８ 議案第２１号「田川市石炭・歴史博物館等運営協

議会委員の委嘱について」説明いたします。本案は、各委員の任期が平成２８年５月

３１日をもって満了するため、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。石炭・歴史博物館等の協議会委員案でございます。すべて再任の１３名

で構成されております。任期は本年６月１日から平成３０年の５月３１日までの２年

間となっております。よろしくお願いいたします。 

○教育長 ご質問、ご意見ありませんか。 

○神崎委員 石炭・歴史博物館の運営協議会は、年に何回くらい開催されるものなので

しょうか。 

○文化生涯学習課企画官 以前は２、３回程度でしたが、最近は５回ほど開催させてい

ただいております。 

○神崎委員 その度に東京の先生にもお越しいただいているのでしょうか。 

○文化生涯学習課企画官 はい、そのとおりです。 

○神崎委員 ありがとうございます。 

○教育長 他にありませんか。 

  ないようですので、原案のとおり可決することにご異議はありませんか。 
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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８ 議案第２１号「田川市石炭・歴史博物

館等運営協議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９ 事務報告「田川市中学校給食調理事業者選定委員会設置

要綱の制定について」を議題といたします。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「田川市中学校給食調理事業者選定委員会

設置要綱の制定について」説明いたします。１ページをお願いいたします。田川市中

学校給食調理事業者選定委員会設置要綱の制定についてですが、「⑴ 中学校給食の調

理事業者の選定方法について」の「ア 選定方法」につきましては、総合評価方式、プ

ロポーザル方式による選定にしたいと考えております。「イ 理由」でございますが、

本市の学校給食調理業務を受託する事業者には、学校給食調理業務等の大量調理の実

績があり、学校給食の理念や意義を十分理解しているとともに、温かく美味しい給食

を提供できる調理技術、安全衛生管理等の優れたノウハウを有する事業者で、従業員

教育も徹底していることを求めたいと考えております。また安定した給食を提供する

ためには、事業者の経営状況等も安定し、調理員を始めとする従業員の安定的な雇用

も求めるものでございます。以上のことから、地方自治法施行令第１６７条の１０の

２第１項の規定により総合評価方式による選定としたいと考えております。次に「ウ 

選定の実施主体」でございます。これを田川市中学校給食調理事業者選定委員会とし

て組織したいと考えております。最後に「エ 選定方法の審議・決定」につきましては、

総合評価方式による選定を採用する場合は、事前に田川市建設業者等選定委員会に諮

り、その適否や審査方法の是非について審議・決定を受ける必要がございます。次に、

「⑵ 田川市中学校給食調理事業者選定委員会設置要綱」についてです。別紙１にその

案を付けております。まず、最初に「ア 設置理由（第１条関係）」でございます。「田

川市立中学校(猪位金学園を除く。)におけるランチボックス方式の給食の実施に関し、

調理業者の選定を公正かつ適正に行うため、田川市中学校給食調理事業者選定委員会

（以下「選定委員会」という。）を設置する。」としております。次に、「イ 所掌事務

（第２条関係）」でございます。「選定委員会は、次に掲げる事項について調査及び審

議を行う。」としております。「(ア) 募集基準及び選定基準の決定に関すること。」「(イ) 

提案書その他選定に必要な事項の審査に関すること。」「(ウ) その他選定に関し必要な

事項」に関することでございます。次に、「ウ 組織（第３条関係）」でございます。「選
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定委員会は、委員８人で組織し、次に掲げる職にある者をもって充てる。」としており

ます。教育長、教育部長、教育部教育総務課長、教育部学校教育課長、教育部学校再

編・中学校給食推進室長、田川市立中学校校長会会長、田川市立中学校校長会副会長、

田川市立鎮西小学校栄養教諭の８名をもって組織したいと考えております。「エ 田川

市中学校給食調理事業者選定委員会設置要綱（案）」につきましては、今、ご覧になっ

ていただいたとおりでございます。次に「⑶ 事務報告の理由」でございます。本日、

事務報告とさせていただいた理由でございますが、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。別紙２に調理事業者の選定スケジュール案を挙げております。そこのスケジ

ュール案にありますように、７月１日に補正予算の議決をいただく予定としておりま

す。今回、この中学校給食に関するものにつきましては、６月補正で計上させていた

だいております。その時に調理事業者を選定するための債務負担行為も設定している

ところでございます。それを７月１日に議決をいただいてからでなければ、実際の選

定事務は進められませんので、その関係で７月６日予定の建設業者等の選定委員会に

この募集のための資料、募集要項等をお諮りしないといけませんので、その前に第１

回選定委員会を開催したいと考えております。しかし、その間に教育委員会を臨時で

開催する暇がないことから、本日事務報告とさせていただき、７月１日の議決をいた

だいたあと、教育長の決裁をもって議決とさせていただきたいと考えているところで

ございます。別紙２の「調理事業者の選定スケジュール（案）」について、もう少し説

明させていただきます。定例教育委員会の開催日が、７月７日のスケジュール案より

も少し遅れた場合、７月１日に補正予算の議決をいただいたあと、教育長の決裁をも

ってこの要綱を議決したといたしまして、４日に選定委員会を開催いたします。その

後、６日に建設業者等選定委員会を開催したあと、仕様書募集要項等の確認をしてい

ただきまして、その後７月の定例教育委員会で報告させていただき、業者の募集等を

進めたいと考えております。ですので、このスケジュール案よりは少し募集に関する

募集内容等の公表、説明会の開催、質問事項の受付等の日程がずれてくるかと思いま

す。ただ、８月のスケジュール案に挙げております申請書の受付期間開始や現地調査

の実施、また２３日に予定をしております第２回の選定委員会の開催、ここでは業者

の選定、プレゼンを受けて業者の選定をしたいと考えておりますが、この８月のスケ

ジュール案については、このとおり進めたいと考えております。以上で事務報告につ
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いての説明を終わります。 

○教育長 この事務報告に何かご質問、ご意見等ございましたらお願いします。 

○神崎委員 今の説明には直接関係ないかもしれませんが、各学校で試食会が行われる

と思います。地域の方から聞かれたのは、「中学の給食が導入されたら一食いくら払っ

たらいいのでしょうか。４００円だったら、子どもが２人いれば１日に８００円にな

るのでしょうか。」というような心配をしていらっしゃいましたので、そのあたりのと

ころを今、説明していただきたいのですが、学校での説明会のときにも保護者の方に

ご説明いただけたらありがたいと思っています。 

○推進室長 猪位金学園で既に給食を実施しております。実際、給食費としていただく

のは食材費のみでございますので、猪位金学園で今一食あたり２２８円をいただいて

おります。その金額と同額で給食費をいただきたいと考えております。その件につい

ては、学校での保護者の方の試食会においても説明をさせていただいております。 

○神崎委員 ありがとうございます。 

○教育長 私も他の保護者から同じような心配の声を聞きましたので、保護者に徹底で

きるような配慮をお願いします。 

  他にありませんか。  

  ないようですので次に移ります。 

（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。「７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 ７月の定例会の日程案でございますが、７月１１日（月）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、７月の定例会は７月１１日（月）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。 

○神崎委員 先日から隂山先生、小河先生の講演や授業がたくさんありましたけれど、

それについて教育長が何かお感じになったことがあれば教えてください。 

○教育長 ありがとうございます。ちょうど、その事を報告しようと思っていました。

実は田川市の学力向上アドバイザーになっていただいて、小学校現場、中学校現場に

少しずつ良い動きが出てきました。しかし、やはり学校現場にプラス保護者そして市
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民全体の意識が高まっていかないと、なかなか成果が出てこないと思います。他の地

域の状況を見ますと、大体、行政、学校、市民挙げて取り組んでいるところが、本当

にすばらしい成果を出しています。そこで、６月１日に田川市挙げての学力向上講演

会を開催することにしました。１,２００人が収容できる会場を準備していましたが、

「教育講演会でそんなにたくさんの参加者を集めることができるのだろうか。難しい

のではないか。」と心配していたのですが、教育委員会の職員や田川市の他の部署の職

員の協力等をいただき、８００人を超えるたくさんの方に参加していただき大変盛り

上がりました。有難かったのは、隂山先生が午前中は大浦小学校、昼からは弓削田小

学校で示範授業をされた後、引き続き夜に素晴らしい講演をしていただいたことです。

教育委員、市長、副市長、議長等にも参加していただき、本当に市を挙げて取り組ん

で行く姿が見えました。また、１９時からの講演会で二場市長からの挨拶では、「教育

を大事にするんだ。田川市は今から教育改革を中心に据えるんだ。」という意志表明を

していただきました。また、議長からも熱い挨拶をいただきました。荒木コーディネ

イターの話によると、「隂山英男先生も日頃よりも一段と熱が入っていたようです。聞

きに来られた皆様の思いというか、企画する側の思いを受けて一段と田川の学力向上

に自分も貢献したいという強い意志を感じられた。」ということです。この講演会は、

当日運動会等があった学校からもかなりたくさんの先生が参加されており、保護者、

地域の方、行政の職員等、みんなが結集して、「田川市で新しい風を教育で巻き起こそ

う。これからの田川市は教育でまちづくりを進めて行こう。」という、スタートになっ

たと思います。これからが大事なので教職員の意識、行政側の意識、保護者の意識、

市民の意識、みんなが高まって繋がるような形をこれからまた創り上げたいと思いま

すので、教育委員の皆さんも、ご協力をよろしくお願いします。以上です。 

  では、以上を持ちまして平成２８年第８回田川市教育委員会６月定例会を閉会いた

します。 

（閉会１４時５５分） 


