
(意見項目別）

平成27年度

日田市教育懇談会



③

④

前津江中学校

多目的室

【地 　域】合計　13名　　（自治会）4名、（保護者）4名、（一般）5名

【学　 校】松本前津江中学校長、高浪前津江小学校長、村井南地区学校支援センター所長、

　　　　　　伊藤前津江中学校教頭、梶原前津江小学校教頭

【公民館】梶原前津江公民館長、伊藤前津江公民館主事

【地　 域】合計　18名　　（自治会）8名、（保護者）5名、（一般）5名

【学　 校】小野東部中学校長、田代咸宜小学校長、佐藤三芳小学校長、

　　　　　　赤尾東地区学校支援センター所長、

　　　　　　吉野東部中学校教頭、島咸宜小学校教頭、菅原三芳小学校教頭

【公民館】武内咸宜公民館長、椋野三芳公民館長、塚田咸宜公民館主事、廣瀬三芳公民館主事

平成27年7月2日（木）

午後7時30分～午後9時00分

参加者開催場所

東渓小学校

体育館

【地 　域】合計　30名　　（自治会）8名、（保護者）10名、（一般）12名

【学 　校】梅田東渓中学校長、中塚東渓小学校長、赤尾東地区学校支援センター所長、

　　　　　　 内山東渓中学校教頭、伊藤東渓小学校教頭

【公民館】日野天瀬公民館長、神山天瀬公民館主事

修明校

ランチルーム

【地　 域】合計　25名　　（自治会）7名、（保護者）11名、（一般）7名

【学 　校】秋月大明中学校長、梅木大明小学校長、小手川北地区学校支援センター所長、

　　　　　　坂本大明中学校教頭、阿辺山大明小学校教頭

【公民館】巨山大鶴公民館長、藤野夜明公民館長、石田大鶴公民館主事、壁村夜明公民館主事

東部中学校区

平成27年5月27日（水）

午後7時30分～午後9時00分

前津江中学校区

平成27年5月28日（木）

午後7時30分～午後9時00分

東部中学校

体育館

①

②

開催日時開催校区

東渓中学校区

平成27年5月26日（火）

午後7時30分～午後8時40分

大明中学校区



参加者開催場所開催日時開催校区

【教育委員】永山教育委員長、諌本委員、末次委員、田島委員、三笘教育長

【教 育 庁】 髙倉教育次長、髙瀬教育総務課長、中島学校教育課長、田中社会教育課長、財津博物館長、安養寺淡窓図書館長、

　　　　　　　 柴尾文化財保護課長、池田咸宜園教育研究センター所長、池永学校給食課長、伊藤人権・同和教育室長

【事 務 局】 （教育総務課総務企画係）福井、木崎、本松、武内

南部中学校

体育館

【地　 域】合計　16名　　（自治会）5名、（保護者）6名、（一般）5名

【学　 校】小野南部中学校長、興津若宮小学校長、江田高瀬小学校長

　　　　　　村井南地区学校支援センター所長、

　　　　　　佐藤南部中学校教頭、北村若宮小学校教頭、梶原高瀬小学校教頭

【公民館】江藤若宮公民館長、高尾若宮公民館主事、山田高瀬公民館長、小野高瀬公民館主事

⑤ 南部中学校区

市教委参加者

平成27年7月3日（金）

午後7時30分～午後9時00分



NO 項　目 項目数 ページ NO 項　目 項目数 ページ

1 学校施設（体育館、プールほか）の整備について 4 1 21 義務教育と高校との接点について 1 9

2 中学校の統廃合について 3 2 22 地域人材の活用について 1 10

3 中学校の部活動について 1 2 23 地域住民と子ども達との関わりについて 1 10

4 夏休み短縮の取組について 3 2～3 24 放課後子どもプラン事業について 1 10

5 学力向上に向けた取組について 1 3 25 史跡咸宜園跡について 2 10～11

6 日本漢字能力検定について 2 3～4 26 咸宜園の世界遺産登録について 1 11

7 インターネットを活用した授業について 1 4 27 地区公民館の利用（貸館）について 2 11

8 文化財を活用した学習について 1 4 28 公民館の移転について 2 12

9 児童のスポーツクラブの在り方について 2 5～6 29 ヒルクライムレースについて 1 12

10 スポーツ能力測定の実施について 1 6 30 教育委員会制度改革について 1 12

11 運動会の開催時期について 2 6 31 教育委員会での協議内容について 1 13

12 不登校対策について 1 7 32 教育懇談会の参加者について 1 13

13 自己肯定感について 3 7

14 咸宜園教育について 1 8

15 小・中一貫校の体制について 1 8

16 スクールバスの目的外使用について 1 8

17 適正な生徒数・学級規模について 1 9

18 教員の人数確保について 1 9

19 適正な通学距離等について 1 9

20 通学指定校（中学校）の決定について 1 9



No 項目 内容 担当課 回答

・音楽室など、教室以外の特別教室へのエア

コン設置をお願いしたいです。

教育総務課

・現在、日田市では全小・中学校の普通教室にエアコンを設置しています。保有教室

に対するエアコンの設置割合は６１．２％で、県平均の１７％を大きく上回っている状

況です。特別教室へのエアコン設置については、今後予定している学校施設整備と

の関係（優先度）や財源的な問題などから直ぐには対応ができないのが現状です。

平成３１年を目途に「学校施設の長寿命化計画（←文科省から要請）」を策定予定で

すので、その中で調査等を実施しながら検討したいと考えています。

・体育館の防球ネットが中途半端な位置に設

置されているため、部活動（競技）がしにくい

状況です。設置位置の変更は可能か教えてく

ださい。

教育総務課

・南部中学校体育館の防球ネットについては、授業あるいは部活動の関係上位置の

変更が必要ということであれば、学校からの要望に基づき対応を検討させていただ

きたいと考えています。

・南部中学校のプールの水位が端と端で違う

現象が起きていますが、安全面上問題はない

のか教えてください。

教育総務課

・この件に関しては、以前調査を実施しており、地盤に対するコンクリートの重さが原

因で傾きが生じていると認識しています。この傾きを起因とするプールの崩壊等の

可能性はないため、安全面上問題はないと考えています。

・高瀬小学校校舎の屋根の改修について、昨

年も連合育友会から要望を出しており、一定

の回答はいただいています。具体的な改修時

期及び改修方法が決まっていれば教えてくだ

さい。

教育総務課

・この件に関しては、現地調査を実施しており、屋根の状態も把握しているところで

す。屋根の改修のみでは国の補助を受けられず、市の財政負担が大きくなります。

他の事業との抱合せも含めて、今後策定予定の「学校施設の長寿命化計画」の中

で検討したいと考えています。

1

学校施設（体育館、

プールほか）の整

備について

1

1



No 項目 内容 担当課 回答

・中学校を統廃合し、これ以上学校数を減少さ

せることは、地域の疲弊化に直結します。最

低限、中学校区は残すべきであり、校区の変

更など柔軟な対応をお願いしたいです。

教育総務課 ・ご意見については、参考にさせていただきます。

・生徒数が減少している現況下における中学

校統廃合について、市の考え方を教えてくだ

さい。

教育総務課

・現在１２校ある中学校の統廃合については、現時点では方向性を含め何も意思決

定はしていない状況です。今年度の５中学校区、来年度の７中学校区で開催する教

育懇談会の中で、皆さんから色々なご意見をいただき、その意見を参考にしながら

教育委員会の中で議論していきたいと考えています。

・中学校の統廃合については、非常にデリ

ケートな問題であるため、地域の代表やPTA

など様々な立場の方が集まった中で、もう少し

丁寧な説明をしていただきたいです。

教育総務課

・中学校の統廃合に関する経緯を説明しますと、昨年、一部の地区から「中学校の

統廃合に関する検討」について、要望が出されました。そこで、全中学校区の皆さん

からもご意見をいただき、教育委員会の中で検討を進めるべきかどうかの判断材料

としたいという考えから、本教育懇談会のテーマの一つとして挙げたところです。した

がって、中学校統廃合の今後の方向性については、現時点では、何も意思決定して

いない状況です。

3

中学校の部活動に

ついて

・生徒数が減少する中で、部活動の存続が危

惧される状況にあります。部活動存続に対す

る何らかの支援はないでしょうか。

学校教育課

・生徒数の減少により、部活動の存続が厳しいという現状はありますが、基本的に

は、現在の部活動の種類・数を維持したいと考えています。解決策の一つとして、現

在、合同部活動というシステムを導入し、チームスポーツを行う生徒達の活躍の場

を確保する取組に努めています。

4

夏休み短縮の取組

について

・昨年から夏休みの１週間短縮が始まりました

が、この取組は今後も継続していくのか教え

てください。

学校教育課

・夏休みの短縮については、現在、実施結果を検証しているところです。始まったば

かりの取組ですので、現段階で廃止する予定はありませんが、今後、子ども達の様

子を把握したり、保護者や地域の皆さんの声を聞きながら、より効果的な方法を探っ

ていきたいと考えています。

2

中学校の統廃合に

ついて

2

2



No 項目 内容 担当課 回答

・夏休み短縮の取組から１年が経過しました

が、取組の検証結果を教えてください。

学校教育課

・夏休み短縮の取組については、年度末にアンケート調査を実施したところです。１

週間の短縮により生み出された３０時間の使い方については、約６０％が「学習の時

間」に、２０％強が「学校行事やクラス活動」に、残りの２０％弱が「子どもと向き合う

時間」に充てられていました。この結果については、各学校から保護者の皆さんに報

告し、様々なご意見をいただいたところです。いただいたご意見を参考にしながら、

改善できるものは改善し、２年目の取組に入りたいと考えています。

・夏休みの短縮ではなく、土曜日の午前中に

授業を行う方法は考えられませんか。

学校教育課

・学習指導要領の改正に伴う学習内容の増加により、授業時間（日数）を確保する

目的で始まった取組であり、実施までには２年間の話し合いを重ねてきました。話し

合いの中では土曜授業の案も出ましたが、学校週５日制の趣旨や先生方の勤務時

間の関係などから、最終的には夏休み短縮による取組に決定したところです。

5

学力向上に向けた

取組について

・福井県は、子どもの学力が非常に高いと聞

きました。福井県を視察し、その取組やノウハ

ウを学び、保護者等に報告していただきたい

です。

学校教育課

・福井県へは、昨年度視察に行っており、先生方の講座の中で報告する予定です。

また、秋田県も学力が高いことで知られており、以前、先生方が視察に行った経緯

があります。全ての取組やノウハウを日田市に還元することは難しいと思いますが、

効果的なものについては、市内全校に広げていきたいと考えています。

6

日本漢字能力検定

について

・合格・不合格の結果は、どのようにして知ら

されるのか教えてください。また、不合格者へ

の２回目以降の助成はあるのか教えてくださ

い。

学校教育課

・日本漢字能力検定については、今年度から原則小学４年生全員が受検することと

し、受検料の助成を開始したところです。合格者には合格証書が授与され、合格しな

かった場合にも「がんばり賞」などの賞状を渡す予定にしています。なお、２回目以

降の公費による助成は予定していません。

4

夏休み短縮の取組

について

3

3



No 項目 内容 担当課 回答

6

日本漢字能力検定

について

・漢字検定について、今回、高瀬小学校から

受検した６年生は１０名程度と聞いています。

今回、４年生は受検料全額公費負担でした

が、５・６年生についても補助率のアップなど、

受検しやすい環境を作っていただけないでしょ

うか。

学校教育課

・４年生は、小学校６年間の中間に位置する学年であり、漢字検定を受検することに

より、３年生までに学ぶ漢字のつまずきを防ぎ、確実な習得に向けての学び直しを

することができる学年です。また、受検し自分自身の漢字の力を試すことにより、合

格による達成感などでやる気を高め、小学校後半に向けて学習意欲の向上を図る

ことができると考え、４年生の受検料全額公費負担を決めたところです。できれば５・

６年生についても全額助成したいところですが、財政にも限りがありますのでご了解

いただければと思います。

7

インターネットを活

用した授業につい

て

・インターネットを活用した授業が、どの程度

行われているのか教えてください。

学校教育課

・現在、各学校にコンピュータールームが設置され、インターネット環境が整備されて

います。インターネットについては、調べ学習やその他様々な教科で活用されていま

すが、その頻度は各学校・各先生によって違いがあります。

8

文化財を活用した

学習について

・日田市には、１６５件の指定等文化財がある

とのことですが、子ども達がこの貴重な文化財

と触れ合う場を提供していただきたいです。

教育総務課

大明小学校

（教育総務課）

・子ども達が、日田の歴史や文化財について学習する手段として、咸宜園見学や埋

蔵文化財センターを開放しての体験活動などを行っています。また、「日田の歴史も

のがたり」という歴史本を作成し、市内の全小学４年生に配布した経緯もあります。

（大明小学校）

・「日田の歴史ものがたり」は、社会科の授業の中で活用しています。また、埋蔵文

化財センターでの現地学習や文化財を借りて学校でも活用しており、できる限り子ど

も達が文化財と触れ合う機会を設けたいと考えています。

4

4



No 項目 内容 担当課 回答

9

児童のスポーツク

ラブの在り方につ

いて

【事前質問】

・児童の健全育成の上からもスポーツクラブ

は好ましいことです。しかし、勝つことのみに

偏ってはいないでしょうか。

　例えば、町内の子ども会活動には参加せ

ず、クラブの試合や練習を優先。中には学校

の運動会を欠席し、クラブの試合を優先する

児童もいるという話を聞きます。

①教育委員会はスポーツクラブについて、ど

のような基本的な考えをもっているのか。

②どのように指導しているのか。

③クラブの指導者（監督）などの会議を開いて

いるのか。

上記３点について教えてください。

社会教育課

　現在、教育委員会が把握している児童のスポーツクラブ数は、バドミントン、剣道、

野球、サッカーなど８競技５５団体です。

　このうち、１９団体については、青少年のスポーツの振興・心身の健全な育成を目

指すことを目的として、昭和６１年に組織した「日田市スポーツ少年団」に加入し、競

技種目ごとの単位少年団が行う日常練習や他団体との練習試合、公式大会への参

加、体力測定、指導者及びリーダーの養成講習会、少年少女交流駅伝競走大会等

に取り組んでいます。

①子どもの頃にスポーツに取り組むことは、心身の健全な発達はもとより、仲間との

協調性を育み、生涯を通してスポーツに親しむ能力を身につける上で、大きな役割

を果たしていると考えています。このため、本市においては、先に説明しましたス

ポーツ少年団への加入を呼びかけているところです。

②スポーツクラブ活動以外にも、習い事の発表会等が授業参観日と重なった場合

に、子どもを参加させたいという考えをお持ちの保護者がいらっしゃるかと思いま

す。

　いずれの場合においても、市教委としては、学校行事を優先するものと考えていま

すので、指導は行っていない状況です。最終的には学校長と相談の上、保護者、指

導者など関係者による自主的な判断に基づき、決定していただくことが適切な方法

であると考えています。

　また、地域行事についても、同様に考えています。

　なお、スポーツ少年団については、学校行事との重複を解消するためにも、年度

当初にスポーツ少年団主催の各種大会の開催時期に関する情報提供を行っていま

す。

③最初に説明した５５のスポーツクラブの内、１９のスポーツ少年団については、社

会教育課が所管し、総会や研修会等を開催しています。

　ご質問いただきました地域行事についても、スポーツ少年団は「スポーツで人々を

つなぎ、地域づくりに貢献する」を活動理念の一つとしているように、地域との良好な

関係の構築を目標にもしていることから、この点についてもご理解いただいているも

のと考えますが、今後、総会や研修会の場にて、改めて、説明させていただきます。

　なお、スポーツ少年団に未加入のスポーツクラブについては、現在、指導者を対象

とした会議を開催する予定はありませんが、今後、日田市体育協会並びに協会傘下

の種目団体と連携を図っていきたいと考えます。

5
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No 項目 内容 担当課 回答

9

児童のスポーツク

ラブの在り方につ

いて

・スポーツ活動の中で、子ども自身にプロ選手

を目指す意志がある場合でも、教育委員会と

しては学校行事を優先させるのか教えてくださ

い。

社会教育課

学校教育課

（社会教育課）

・教育委員会としては、あくまで学校行事及び地域行事を大切にしていただきたいと

考えています。しかし、ご質問のプロ選手を目指すなど個々のケースがあると思いま

すので、学校長、指導者、保護者、地域の方々等で解決策を見つけていただくのが

ベストの方法であると考えています。

（学校教育課）

・小学校６年間、中学校３年間は義務教育ですので、その間は学校行事を優先して

いただきたいと考えています。その先については、本人や保護者等の思いや考えが

あると思いますので、自分の特徴などを見極め、進路を選択していただければと思

います。

10

スポーツ能力測定

の実施について

・トップアスリートを招いて、子どものスポーツ

能力測定を実施している自治体があります

が、今後、日田市でも実施する予定があるか

教えてください。

社会教育課

・市の主催で、今年度若しくは来年度に実施する予定はありませんが、自分に合っ

たスポーツ種目を早い段階で把握することは、子ども達にとって大切なことだと認識

していますので、市体育協会や県の関係課等と連携しながら検討していきたいと考

えています。

・後日県に確認したところ、今年度、県が「チーム大分ジュニアアスリート発掘事業」

を実施する計画となっています。

・高瀬小学校では毎年６月に運動会が開催さ

れますが、過去にスポーツクラブの大会と日

程が重なり、５・６年生の数名が運動会を欠席

するケースがありました。こうしたケースを避

けるためにも、他校と同様に１０月の統一日に

開催することはできないでしょうか。

高瀬小学校

・まず、この時期に運動会を開催するようになった経緯ですが、２０数年前に校舎を

建て替えた際にグラウンドが使用できなくなったことが始まりです。実施してみると、

子ども達もしっかりと取り組むことができ、成果が上がりましたので、育友会の役員さ

ん方から、「運動会はこの時期に実施し、気候の良い秋にしっかり勉強したらどうか」

という意見があり、現在まで継続している状況です。また、平成１７年に開催時期等

に関するアンケートを実施しましたが、現在の時期での開催を希望する意見が多い

結果となりました。しかし、前回のアンケート実施から１０年が経過していることから、

再度アンケートを実施するなど、色々な部分を勘案しながら検討していきたいと考え

ています。

・スポーツクラブ等の指導者及び保護者に対

し、運動会への参加を優先させるような働き

かけをしているのか教えてください。

高瀬小学校

・保護者に対しては、学校行事を優先していただくようお願いしています。しかし、ス

ポーツクラブ等の指導者に対しては、直接依頼などはしていない状況です。

11

運動会の開催時期

について

6
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No 項目 内容 担当課 回答

12

不登校対策につい

て

・資料の中で、「地域不登校防止推進教員を

活用しての未然防止」とありますが、具体的な

取組内容を教えてください。

学校教育課

・現在、地域不登校防止推進教員を教育センターに配置し、定期的に各学校を訪問

し状況を把握するとともに、各学校の不登校対策教員にアドバイスをするなどの取

組を行うことで、市内全校をつなぐ役割を果たしています。また、教育センターには、

不登校の子ども達が学校に行くための準備をする「やまびこ学級（適応指導教室）」

を設置しており、様々な手段を活用しながら不登校対策に取り組んでいます。こうし

た取組により、平成２３年に最大で９８名いた不登校の児童・生徒が昨年は５８名と、

少しずつではありますが効果が出てきていると考えています。

・日田市の小・中学生は、自己肯定感が低い

との説明がありましたが、その原因を教えてく

ださい。

人権・同和教

育室

・日田市では、小学６年生及び中学３年生の卒業段階にアンケート調査を実施して

おり、「自分の中に好きなところがある」と答えた割合は、小学６年生で７５％、中学３

年生では６０％という結果でした。自己肯定感が低い原因は、各学校によって違い

があるため、現在、各学校で原因の検証や自己肯定感の定義付けなど、学校教育

の中での自己肯定感の向上に向けた取組に努めています。

・前津江村時代には「子褒め条例」があり、地

域住民が子どもを褒めて自尊心を養成する取

組を行っていました。地域で子育てする際の

参考にしてください。

人権・同和教

育室

・ご意見については、参考にさせていただきます。

・日田市の小・中学生は、自己肯定感が低い

との説明がありましたが、問題解決に向けて

私達地域住民がお手伝いできることがあれば

教えてください。

人権・同和教

育室

・日田市では、小学６年生及び中学３年生の卒業段階でアンケート調査を実施して

おり、「自分の中に好きなところがありますか？」との質問に対し、小学６年生は７

５％が、中学３年生は６０％が肯定的な回答という結果でした。自己肯定感の向上に

は、「自己決定をする場」「自己存在感を感じる場」「共感的な人間関係を作る場」を

与えることが重要であるため、家庭での生活や地域での活動の中で、その点を意識

していただければありがたいです。また、自己肯定感の育成を目的としたコンサート

（生まれてきてくれてありがとうコンサート）を年3回実施していますので、是非参加し

ていただればと思います。

13

自己肯定感につい

て

7
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No 項目 内容 担当課 回答

14

咸宜園教育につい

て

・中学校まで行う咸宜園教育を高校まで継続

することで郷土愛が育まれ、人口流出対策の

一助になると思いますが、このことについての

市の考えを教えてください。

咸宜園教育研

究センター

・小・中学校の取組として、毎年２月２３日を「咸宜園の日」と定め、その前後にパトリ

アのギャラリーにおいて各学校の取組を発表しています。しかし、高校での継続的な

教育に関しては、市としても一つの課題として捉えているところです。咸宜園自体

が、高校生位の年齢の門下生が多く学んでいた私塾でもありますので、そうした観

点からも高校生が咸宜園について学ぶ機会が増える環境づくりを検討していきたい

と考えています。

15

小・中一貫校の体

制について

・現在、中学校・小学校それぞれに校長先生

が配置されていますが、何年後に校長１名体

制になるのか教えてください。

教育総務課

・現段階では、具体的な時期は決まっていません。保護者や地域の皆さんとの学校

統廃合に関する協議の中では、「当分の間、２名体制で運営していく。」と説明させて

いただいています。

16

スクールバスの目

的外使用について

【事前質問】

①体育祭など、地区主催の催しの参加者（児

童及び地区住民）の送迎に使用できません

か。

②帰りのバスで、自宅以外の地区（例．天瀬B

＆Gでのスポーツクラブ活動）の送迎に使用で

きませんか。

教育総務課

①現在、スクールバスの目的外使用は、学校行事及び公民館行事に限定している

ため、地区主催の行事への使用はできません。

【根拠 １】

・バス及び運転手の数に限りがある以上、利用範囲をある程度限定する必要があり

ます。

【根拠 ２】

・乗車する地区住民から運行手数料を徴収する方法が考えられますが、スクールバ

スでの営業行為は禁止されているため、法律に抵触する可能性があります。

②スクールバスでの送迎は、特殊な事情がない限り、学校⇔自宅方面のみと規定さ

れているため、自宅方面以外の送迎はできません。

【根拠 １】

・スクールバスの運行地域外との公平性が保てなくなります。

【根拠 ２】

・毎年度末に座席数の調整を行いますが、スポーツクラブ活動等に伴う送迎方面の

変更があれば、座席数不足が発生する可能性があります。また、乗り遅れ・乗り間

違い等のトラブルの原因となることが考えられます。

8
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No 項目 内容 担当課 回答

17

適正な生徒数・学

級規模について

・小学校・中学校の適正な生徒数及び学級規

模を教えてください。

教育次長

・適正規模検討委員会による答申（平成２１年度）の中では、「小学校では、１クラス

２０～３０人、１学年１クラス以上構成できる学校が望ましい」、「中学校では、１年度

ごとにクラス替えができる学校規模が望ましい」となっています。しかし、これは平成

２１年度時点の考え方ですので、児童・生徒数の減少が進んでいる現時点において

は、若干のずれが生じてきているものと考えています。

18

教員の人数確保に

ついて

・今後、ますます生徒数が減少することが予

想されますが、先生の人数は確保できるのか

教えてください。

学校教育課

・県の規定により、中学校では複式学級を設置しないことになっているため、今後も

現在の３学年制が継続されます。先生方の配置については、学級数を基準に決定

するため、現在の人数は確保されます。

19

適正な通学距離等

について

・遠距離通学者への支援及びバスでの適正な

通学時間について教えてください。

教育総務課

・統廃合の対象となった学校については、保護者の方々との話し合いに基づきス

クールバスでの送迎を行っています。それ以外にも、通学距離が小学校で４キロ以

上、中学校で６キロ以上の児童・生徒に対する定期券の現物支給などの補助事業も

行っています。また、バスでの適正な通学時間については、文部科学省の基準で

「おおむね１時間以内を目安とする」と定められています。

20

通学指定校（中学

校）の決定につい

て

・日隈小学校で金管バンドに所属していた児

童が吹奏楽を継続するために、居住地域に関

わらず三隈中学校に通うケースがあると伺い

ました。通学指定校（中学校）を部活動によっ

て選択することが可能なのか教えてください。

学校教育課

・日田市では、「学校通学区域設定規則」に基づき、住所地に応じて通学区域を設定

し、決められた通学区域の中で指定校を決定していますので、部活動によって通学

指定校を選択することはできません。

21

義務教育と高校と

の接点について

・例えば、高校でも咸宜園教育を継続するな

ど、義務教育と高校との接続の強化が必要で

あると考えます。そこで、義務教育と高校の垣

根を越えて協議できる場を設定すべきと考え

ます。

学校教育課 ・ご意見については、参考にさせていただきます。

9
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No 項目 内容 担当課 回答

22

地域人材の活用に

ついて

・一昨年は、大明小学校４年生を対象とした社

会教育の講師として呼ばれた経緯がありま

す。昨年は要請がありませんでしたが、その

理由を教えてください。（学校側からの要請が

あれば、できる限り支援したいと考えていま

す。）

大明小学校

学校教育課

社会教育課

（大明小学校）

・昨年は、「丸山の森」の散策を計画していましたが、整備中という事情から見送った

ところです。学校側としては、条件が揃えば、いつでも地域の皆さんと連携した取組

を行いたいと考えています。

（学校教育課）

・現在、「学校・地域・家庭が一体となって、子どもを育てていく」という方針のもとで学

校教育を進めていますので、体験活動や総合的な学習の中で、地域の皆さんにご

協力いただくことは大変ありがたく思っています。

（社会教育課）

・現在、「地域学校支援人材バンク」という制度を実施しており、その登録者に、歴史

や家庭科、書道などの授業の支援をしていただいています。また、同様の取り組み

を地区公民館主体でも実施しており、今後も地域の皆さんと子ども達とが触れ合う

機会を作り出していきたいと考えています。

23

地域住民と子ども

達との関わりにつ

いて

・少子化が深刻化する中、学校と地域が一体

となった教育環境づくりが重要であると考えま

すが、何か具体的な取組があれば教えてくだ

さい。

学校教育課

・現在、大明小・中学校は、県から「目標協働達成校」の指定を受けています。これ

は、教育目標を学校だけではなく、地域や家庭にも共有していただき、それぞれの

立場で目標達成に向けた取組を行うものです。２年の指定期間中、平成２６年度

は、「気持ちの良いあいさつをしましょう」という目標を掲げ、学校・地域・家庭が一体

となった取組を行ったところです。

24

放課後子どもプラン

事業について

・「放課後子どもプラン事業」について、具体的

な事業内容を教えてください。

社会教育課

・家庭学習の支援及び子どもが地域社会の中で心豊かに育つ環境づくりを目的に、

地域住民の方々のご協力を得て、補充学習やスポーツ・体験活動等の取組を実施

するものです。現在は、１０の任意団体等が地区の公民館や集会所を利用して実施

しています。

25

史跡咸宜園跡につ

いて

・説明資料の中で「史跡の一体的な整備活用

を図るため、西塾跡の用地公有化に取り組

む。」とありますが、西塾跡の場所を教えてく

ださい。

文化財保護課

・現在、九州労働金庫日田支店（日田市淡窓２丁目４−３６）が立地している場所にな

ります。

10
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No 項目 内容 担当課 回答

25

史跡咸宜園跡につ

いて

・説明資料の中で「史跡の一体的な整備活用

を図るため、西塾跡の用地公有化に取り組

む。」とありますが、西塾跡の場所及び現在の

進捗状況を教えてください。

文化財保護課

・現在、九州労働金庫日田支店（日田市淡窓２丁目４−３６）が立地している場所にな

ります。今年度に入り、九州労働金庫日田支店及び２階に入っている労働団体と、

移転場所などについて協議・検討を重ねている状況です。

26

咸宜園の世界遺産

登録について

・咸宜園の世界遺産登録には、市民や地域の

盛り上がりが必要であると考えますが、このこ

とについての市の考えを教えてください。

世界遺産推進

室

・咸宜園の世界文化遺産登録の実現には、地域や市民の皆さんのご協力が必要不

可欠であると考えています。年間１５回程度実施している出前講座でも、世界遺産に

関するテーマを準備し、地域の皆さんと一緒に勉強させていただいています。また、

咸宜園平成門下生之会の協力を得て、世界文化遺産の登録に向けた取組も行って

います。

・市内２０地区公民館の管理・運営を委託して

いる「公民館運営事業団」とは、どのような組

織か教えてください。

社会教育課

・地区公民館の効率的な管理・運営を目的に、その委託先として、平成２３年度に市

が出資して設置した一般財団法人です。事務局内には、常務１名、公民館主事２名

を配置しています。

・地区公民館の利用について、「利用者の半

数以上が地区外の住民の場合、貸館扱いと

なり利用料が発生する」と伺いました。中央公

民館改修に伴い生涯学習関係の講座がなく

なった状況の中、この取扱いは、市が進めよ

うとしている「生涯学習の充実」と逆行するも

のと感じますが、市の考えを教えてください。

社会教育課

・地区公民館（公共施設）の利用にあたっては、原則として「公民館を使用する場合

は使用料が発生する」と条例で定められています。しかし、当該地区の方が利用す

る講座・教室等に関しては、地区住民が公民館を運営しているとの観点から、公民

館の主催行事と位置付けて、特例として無料で使用していただいている状況です。

地区公民館の利用

（貸館）について

27
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No 項目 内容 担当課 回答

・前津江公民館の移転（解体）に伴い、トイレも

無くなったことで不便を感じています。トイレの

新設はできないでしょうか。

社会教育課

・昨年４月に、前津江公民館が保健センターに移転したことに伴い、前公民館は解

体したところです。解体に伴いトイレが無くなったことで、ご不便をお掛けして申し訳

ありませんが、トイレの新設は予定していませんので、ご了承をお願いします。

・県道沿いに、新前津江公民館（保健センター

内）の案内看板を設置していただきたいです。

社会教育課

・前津江振興局と設置場所を相談し、９月上旬に公民館入口道路沿いに案内看板を

設置しました。

29

ヒルクライムレース

について

・昨年は日程調整も含め、準備段階での市担

当課・振興局・自治会の連携がうまくいきませ

んでした。今年度は、前回の反省を生かし、実

行委員会を設置して調整を行っていただきた

いです。

社会教育課

・前回は第１回目ということで、日程調整を含め、前津江地区の皆さんには色々とご

迷惑をお掛けしました。今年度は、前回の反省を踏まえ、実行委員会を立ち上げ、

地元のご協力も得ながら、日程調整やコース選定を進めているところです。今回は、

前回の３００人規模から４００人規模の大会にバージョンアップし、少しでも地域活性

化につなげていきたいと考えていますので、地元の皆さんとの情報共有を大切にし

ながら、また、連携を密にしながら大会を作り上げていきたいと考えています。

30

教育委員会制度改

革について

・教育委員会制度改革、及び、市長と教育長

の関係について教えてください。

教育総務課

・今年4月から施行された新教育委員会制度の特徴としては、市長と教育委員が同

じテーブルで教育行政について議論する「総合教育会議」の設置・開催が義務付け

られていることです。このことで、これまで以上に市長と教育長を含む教育委員との

連携が強化されると考えています。

公民館の移転につ

いて

28

12
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31

教育委員会での協

議内容について

・定例の教育委員会での協議内容について

は、学力向上など学校教育に関することがか

なりのウエイトを占めると思いますが、文化・

芸術や生涯学習など他分野についても対等

に取扱っていただきたいと考えますが、市の

考えを教えてください。

教育委員長

教育長

（教育委員長）

・確かに、学校教育の分野に関しては予算や政策など市民の皆さんに見えやすい形

での情報提供が多いですが、ご指摘のあった他分野についてはなかなか伝わりにく

い部分があろうかと思います。しかし、定例の教育委員会や勉強会の中では、学校

教育に限らず多分野に渡り話し合いをしていますし、今後も広い視野を持って議論し

ていきたいと考えています。

（教育長）

・教育委員会の役割として、学校教育はもちろんですが、社会教育、文化・芸術、ス

ポーツ、人権・同和など、幅広い分野を担っていると認識しています。子どもは、日田

市の未来そのものですので、学校教育に関しては今後も大切にしていきたいと考え

ていますが、定例の教育委員会の話し合いの中では、他分野の議題も多く、委員さ

ん方からも多くの分野に関する様々な意見をいただいてるのが現状です。

32

教育懇談会の参加

者について

・教育懇談会の参加者について、学校や育友

会を通じて案内をするなど、参加者増加に向

けた工夫が必要かと思いますが、市の考えを

教えてください。

教育総務課

・教育懇談会の開催案内については、小・中学校を通じて全保護者に案内文を送付

するとともに、自治会には班回覧をお願いし周知を行ったところです。また、それ以

外にも広報や市ホームページでもお知らせをしたところです。反省点としては、開催

時期を変更したことに伴う周知期間の不足が挙げられます。例年は秋口に開催して

いましたが、市長部局や議会が開催する懇談会と時期が重なるため、住民の皆さん

のご負担を少しでも減らそうとこの時期に開催したことでの周知期間の不足が要因

の一つと考えています。今後は、案内文の内容を工夫したり、幼稚園・保育園の保

護者にも周知するなど、少しずつ改善していければと考えています。
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