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（開会１４時００分） 

○教育長 ただいまより、平成２８年第１２回田川市教育委員会１０月定例会を開催い

たします。まず会議に先立ち報告があります。教育委員の河底誠二氏及び神崎陽子氏

の任期満了に伴い、９月２３日に開催された平成２８第４回田川市議会９月定例会に

おいて引き続き河底誠二氏を教育委員に、神崎陽子氏の後任として加治誠子氏を新た

に教育委員に任命することが同意されました。また、これを受け１０月１日付けで市

長から教育委員会委員に任命されましたので報告いたします。それではここで再任さ

れました河底委員に一言ご挨拶をいただきたいと思います。お願いします。 

○河底委員 １０月１日に再任されました、今後も教育委員会の中で教育委員として田

川市の子ども達のためにいろんな意見を述べたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○教育長 続きまして、新たに任命された加治委員より就任にあたりご挨拶をいただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

○加治委員 皆様、はじめまして、加治誠子と申します。この度このようなお仕事をい

ただき、正直、私に務まるかなとは思いますけれども、こういうチャンスをいただい

たので、子ども達のために、そして田川市のために何ができるかということを一生懸

命考えて、私なりにがんばらせていただきたいと思います。本当に音楽をやってばか

りいますので、多分いろいろと常識的な事に関しては、ご迷惑をおかけしたりするこ

とが多いのではないかと思いますけれども、精一杯、勉強させていただきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○教育長 ありがとうございました。では日程第１「議席の指定について」を議題とし

ます。事務局に説明を求めます。 

○教育総務課長 それでは、日程第１「議席の指定について」ご説明申し上げます。平

成２８年１０月１日付けで新たに教育委員が任命されましたので田川市教育委員会会

議規則第２条「委員の議席は、委員の任命があった都度教育長が会議にはかってこれ

を定める。」この規定に基づきまして議席の指定について、お諮りするものであります。

日程第１の資料をご覧いただきたいと思います。教育委員の議席番号につきましては、

これまで慣例として教育委員にご就任いただいた順としており、資料の図のとおり、

お座りいただいております。ただいま仮議席として先ほどご説明申し上げました順番

でお座りいただいているところであります。以上で説明を終わります。 
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○教育長 では、今お座りいただいている仮議席をそのまま本議席として決定したいと

思いますがよろしいでしょうか。では、異議がありませんので現在座っていただいて

いるとおりに議席を決定させていただきます。 

次に移ります。日程第２「平成２８年第１１回田川市教育委員会９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。 

○星野委員 子育て支援課所管の幼稚園が、台風とか大雨、大雪等のときも開園すると

いうことに決まったということに関して、ひとつ確認をさせていただきたいことがあ

ります。例えばもう台風の時などは、玄関を出た時点から子どもを車に乗せるまでに、

まず危険にさらすことになりますし園に着くまでの移動中、大変な危険を伴う状況に

なろうかと思いますが、そういった事故とか、それに巻き込まれたとか、怪我とか、

そういったものは保護者との間できちんとした承認、承諾されたものなのでしょうか。

幼稚園は文科省の指導要領に沿って、保育園は厚労省の指針によってということで書

いていましたが、以前から保育園は開園しているということですが、保育園は、どう

いうふうにその辺りをされてきていたのでしょうか。それが気になりましたのでお聞

かせ下さい。 

○教育総務課長 それにつきましては、子育て支援課が所管しておりますのでどういう

形になっているのかというのは、確認させていただきたいと思います。あくまでも前

回報告があっておりましたのは、開園をしているということですので必ず登園しない

といけないということでは、なかったと思うんですが。あくまでも開園しているとい

うことなのですが、その辺りは親御さんとどういった取り決めをされているのか、あ

るいはそういった規定があるのか、そういったところも含めて確認はさせていただき

たいと思います。 

○星野委員 保育園でそういった取り決めがあるのであれば、幼稚園の方も当てはまる

のではないかと思いまして、そういったところもきちんと確認していたほうがいいの

ではと思いました。 

○教育総務課長 次回でもその説明ができるように準備したいと思います。 

○教育長 とても大事な事なので確認を子育て支援課、学校教育課等を中心にきちんと

してもらいたいと思います。よろしくお願いします。 

他にございませんか。 
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  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２「平成２８年第１１回田川市教育委員会

９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３ 議案第２５号「平成２８年度田川市教育功労者の選考に

ついて」を議題とします。本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４

条第７項及び田川市教育委員会会議規則第１２条の規定により非公開としたいと思い

ますがよろしいですか。 

（異議なしの声あり） 

○教育長 異議がないようですので、この案件については非公開といたします。 

・ 

・ 

・ 

次に移ります。ここからは、通常のとおり公開とします。日程第４ 事務報告「平

成２８年度全国学力・学習状況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 それでは、日程第４ 事務報告「平成２８年度全国学力・学習状況調

査結果の概要について」報告させていただきます。まず資料についてですが、本日、

４部お付けしております。一つはＢ４版の一枚のもので「田川市小中学校の保護者の

みなさまへ」という資料がございます。資料①として「全国学力・学習状況調査にお

ける全国平均との差の推移」ということで３か年分の表とグラフを載せた小学校と中

学校の分が二つ目の資料でございます。そしてかなりの枚数がございますのが、資料

②として各学校別のグラフ、表でございます。最後に資料③としてホームページ公開

用ということで平成２８年度全国学力・学習状況調査結果（田川市教育委員会）と書

いているものを置いております。本日は、この資料③を元に概要を報告、説明させて

いただきたいと思います。資料の準備をお願いします。平成２８年度全国学力・学習

状況調査結果（田川市教育委員会）調査の概要でございます。全国学力・学習状況調

査は、児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、

その改善を図るとともに学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善

等に役立てることを目的として実施しております。調査は、小学校６年生と中学校３
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年生を対象とし、国語科と算数・数学科の２教科で行います。それぞれの教科につい

て「身に付けておく必要のある知識・技能などを中心とした出題」をするＡ問題（国

語Ａ、算数Ａ、数学Ａ）、「知識・技能等を実生活の場面で活用する力などに関わる内

容を中心とする出題」するＢ問題、（国語Ｂ、算数Ｂ、数学Ｂ）の４つの調査で構成さ

れています。本年度、本市では小学校６年生約４１０名、中学校３年生約３７０名を

対象に実施されました。調査結果の概要でございます。７教科区分で昨年度より改善

されました。「数と計算」に重点化した学力向上策に成果があるというふうに考えてお

ります。本年度の調査結果は、全国平均と比較すると小学校では５ポイント下回って

おり、中学校では約１０ポイント下回る結果となっております。しかし、過去３か年

の推移、グラフ１－１、１－２からもわかるように学力は上昇傾向にあります。平成

２８年度の状況は、平成２７年度と比較すると全国の平均正答率との差が、小中学校

８教科区分中７教科区分で縮まりました。小学校では、国語Ａ問題以外でその差が縮

まり、全国平均正答率との差は５ポイント以内となりました。中学校では全ての教科

区分で差が縮まり、全国平均正答率との差が１０ポイント以内となりました。本市で

はこれまで、小中学校とも算数・数学で全国との差が大きく、特に学習指導要領に示

されている中の「数と計算」という分野が大きな課題となりました。そこで一昨年度

より、各学校において「数と計算」に重点化した基礎・基本の定着を図る学力向上策

に田川市全体で取り組んできました。「数と計算」は、その結果グラフ２-１、２-２の

とおり、昨年度は中学校で、本年度は小中学校共に「数と計算」の分野での得点率が

上がり、それに伴い算数・数学全体の得点率が伸びてきました。また、「数と計算」の

基礎・基本の定着に向けて取り組んだ結果、Ａ問題のみならず基礎・基本の活用を図

るＢ問題の得点率も伸びています。このことは、各学校での重点化し徹底した取組や

家庭での支援や励まし、地域での協力が成果として現れたことによるものと受け止め

ています。一方で小学校では、国語の基礎・基本の定着に課題が見られること、小学

校・中学校とも改善傾向にあるものの、全国平均にあと一歩という状況であり、今後

も学力向上に向けて改善すべき課題がございます。「早寝・早起き・朝ごはん」家庭の

ルール作りで学校と一体となった取組の必要な状況でございます。本市の子ども達は、

「普段の日の就寝時刻が１１時以降の割合が多い」、「朝食を毎日食べていない子ども

の割合が多い」など、毎日の生活習慣に課題が見られます。それは、１日当たりのテ

レビやビデオの視聴時間が長いことや１日当たりの携帯電話やスマートフォンでのメ
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ールやインターネットをする時間が長いこととも密接な関わりがございます。当然、

平日１日あたりの学習時間も全国平均と比較して少なく、土曜日・日曜日の学習時間

では、全く勉強しない子どもは、全国平均の２倍以上となっています。テレビを見る

時間やゲームをする時間、携帯やスマホをする時間など家庭でのルールを作り、「早

寝・早起き・朝ごはん」を心がけることにより、子ども達の学習に対する集中力や意

欲は高まります。学校と家庭が一体となって取り組むことが必要です。隂山メソッド

（小学校）、小河式（中学校）による基礎・基本の徹底、そしてアクティブラーニング

による子どもが自ら考え、判断し、表現する力の育成を目指す必要があります。自分

の考えを説明したり書いたりするなど表現することを苦手としている子どもが、全国

平均に比べて多く、子どもの思考力・判断力・表現力の育成が課題であると言えます。

本市では平成２８年度から、「集中力」「学習意欲」「基礎学力」を高めるために小学校

では「隂山メソッド（読み・書き・計算の徹底反復）」、中学校では「小河式（子ども

の実態把握による基礎基本の繰返し指導）」を導入し、市全体で学力向上に向けて取り

組んでいます。隂山メソッド・小河式の取組は子ども達に「わかる・できる」ことを

体感させ、そのことが、勉強が「楽しい・面白い」につながります。今、子どもが主

体的に対話をして学びを深めていくアクティブ・ラーニングによる授業が注目されて

います。隂山メソッド・小河式で培う「集中力」「学習意欲」「基礎学力」を土台とし、

アクティブラーニングによる日常の授業改善を図ることにより、子ども達の思考力・

判断力・表現力の育成を目指す必要があります。今後も学校・家庭・地域・行政が一

体となって学力向上に取り組んでいくことが必要でございます。以上、資料③を元に

本市の全国学力・学習状況調査結果の概要について報告させていただきました。以上

です。 

○教育長 今の説明に対して質問、意見等ありませんか。 

○毛利委員 資料①②も一緒に見ながら考えたんですが、確かに今年は今の説明のとお

り若干調査結果が上がってきているのはわかるんですが、まだ全国平均は下回るとい

うことですよね。それで多分、学校の先生方も一生懸命にがんばっているのではない

かと思うんですが、例えば、ある学校が荒れている、荒れていたということが、原因

のひとつでもあるのではないかと思います。１、２年前に荒れていたことが中３にな

って、成績に現われるとか。そうすると小学校でもある学年が、少し荒れてそれが６

年生になって結果に現れるということは、十分考えられるんじゃないかと思います。
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今、荒れている学校は、そこをどう学習の方に向かわせるかということについては先

生方もがんばってらっしゃるでしょうが、やはり何校かには荒れていた時の影響があ

ると思います。どうなんでしょうか。 

○学校教育課長 毛利職務代理のご指摘のとおり、学校の落ち着きが学力に影響を及ぼ

すということは、明らかな状況ではないかなと思います。個別的に学校の状況で聞い

て今年ちょっと状況がふるわないという学校に尋ねますと、やっぱり「中学年の時に

落ち着かない状況がありました。今は回復して、しっかり学べる状況ができています

よ。」ということでした。それが４月の段階では十分に学力向上までには届かなかった

ということも聞いている学校もございます。中学校でも、生徒指導的に対応が難しい

学校については、現在でもかなり、そういう状況が厳しい結果につながっているとい

うようなことがございます。そこで、例えばチーム学校ということで学校だけではな

く、いろんな外部の力、教育的な支援もいただきながら学校を支えて行って、そして

落ち着いていく土壌を作る。そして学習に向かっていく状況を作っていくというのが、

何よりも大事かなと思っているところでございます。そういったことについて、本年

度もまずは一つの指標として「不登校の生徒・児童の出現率はどうなのか。」、「そこに

対する学校の取組はどうなのか。」などをひとつの指標にしながら各学校の現状や対応

を聞いていって、そしてスクールソーシャルワーカーが関われるところは、しっかり

関わっていただく。学校長として体制を取っていけるところは、しっかり取っていた

だくというような形を委員会としても個別の状況に応じて支援を受けていきながら、

まずは落ち着いて取り組める環境を作っていこうということをしております。また、

そればかりでなく隂山式・小河式そのものを入れていくということが、生徒指導にも

密接に繋がってくると。今まであまり学習中やる気を示さなかった生徒指導でも厳し

い状況のお子さんでも、それをやることによって自分が自信を持って、「よし、がんば

ってやっていけるぞ。」ということになりますので、学習・生活両面合わせて委員会と

しても取り組んでいくことが大事かなということで本年度行っているところでござい

ます。 

○教育長 今の課長の発言に付け加えますが、隂山式、小河式の両メソッドは、子ども

達に「わかる、できる。自分が伸びている。」と体感させ自信を持たせることで基礎学

力をつけていくものですが、それと同時にそれが生徒指導というか学級づくりにもつ

ながっていくものです。現に検証校になっている小学校で、すごく厳しかったある高
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学年のクラスが、隂山メソッドを入れて、担任の先生、学校全体、学校ぐるみで取り

組むことで、１００マス計算の成果が出て参りました。その学級自体も、学級として

とても落ち着いてきています。小河式でもそうなんです。小１から中３までの全部の

漢字や計算の系統性をもった実態調査を行っていて、どこでつまずいているかをつか

み、「自分はダメだ。」とあきらめかけている子ども達を「いや、できるんだよ。」と自

分の力で進んでいくことを教え、学力向上に取り組むことで生徒指導にも成果を出す

というのが小河式なんです。そういう意味でいうと毛利職務代理が言われているよう

なことに対して、今まで仲間作りや生徒指導の観点が強かったところを教育委員会と

しては、学力向上の取組を生徒指導の方にも繋げていくということにすごく力を入れ

ているというか期待をしているということが今の課長の説明でお判りだと思います。

私も先生たちの集まりがあったときに次のようにお話をさせてもらっています。「今回

の基礎基本の徹底で２年間続けて学力の点数を上げて全国平均にかなり近づいてきた。

学習時間や朝ご飯、テレビ、スマホ、ゲームの時間などは、相変わらず厳しい状況で

す。それでも学力を上げたのがなぜかというと、先生達と子ども達のがんばりだから

自信を持とうよ。」と。やはり先生達が自分たちの指導の手応えを今回、感じています。

今、課長が言った小河式、隂山式を入れることで来年どこまで上げられるかが勝負と

思っています。小学校のＡ問題は、もう全国平均に手が届いてきているので、来年も

しも一つでもその全国の平均正答率を超えたら、本当に手応えを感じて自信がつきま

す。それに向けて、９月に隂山先生からの実態調査を小学校全校で実施しました。１

学期は小河式の実態調査をしましたので、隂山式は来年１月に問題を入れ替えて、ま

た検証のテストを全校で実施し、３月にまた手を入れたあと再び検証テストを実施し

ます。同様に小河式も１１月、１月に実施する予定です。そんなふうにして、学校ぐ

るみで先生達が本気で取り組もうとしています。教育委員会としては、有識者会議の

提言どおりに教育委員会が主導で「これをやりますよ。個人技ではダメなので集団で

学校ぐるみで田川市ぐるみでやりますよ。」というように今、進めているところです。

以上です。 

○毛利委員 中学校の再編の説明の時にも思ったのですが、しっかりした先生が異動を

すると、異動先はきちっとなるけれども、ひょっとするとこちらが荒れてくるかもし

れないという説明を２回目も３回目も確かしましたよね。あれを聞いたら、それでい

いのかと何か気になってですね。そうなると、こちら側はどうするのか、どうしたら
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いいのかという気持ちがあったのですが、ただ、それは指導者が問題だということを

言いたかったんだろうと思います。しっかりした指導者ですね。指導者も教科を中心

とした指導者と生徒指導を中心とした指導者の両者が重なり合ってうまくいくんだろ

うと思いますが。平均正答率よりマイナス１０やマイナス２０というのは、特にマイ

ナス２０となるととんでもない数字ですよね。１人につきマイナス２０というと全体

になってくると相当大きな数字が出てきます。だから、それをいかに０に近づけるか

というのをいろいろとこれから考えなくてはならないと思います。今、教育長が言わ

れた「自信を持つ」ということは、私も大事なことではないかと思います。多分、マ

イナス２０ということは、白紙提出が多いのではないかと私は思っています。以前ち

ょっと聞いたことがあるんですが、「できるけど面倒だからしない」と白紙で提出する

子どもがいるのではないかなと思います。一つでも少しでも食らいつこうという力を

持たせるとか自信を持たせてそこに進んでいくというのは、隂山メソッドもその一つ

の中身だろうと思いますが、底上げをすることでかなり変わってくるんじゃないかと

思います。あきらめて白紙というのが多いのではないかと思います。 

○学校教育課長 今、言っていただいた点が田川市の今までの大きな課題であったんだ

ろうと思います。文章量の多い「全国学力・学習状況調査」を見たときに、それだけ

で自分は無理だと思い、面倒くさくてなかなか詳しく読もうとしない、理解はできる

力があるのにそれが発揮できていないというお子さんたちが多かったというのは、現

場の声でございます。また再び隂山・小河式に戻るんですけれども、今年度中学校で

小河式の授業で基礎問題に取り組んでいるときに明らかに勉強については集中できな

いかもしれないなという感じのお子さんが、問題を解いているときに一生懸命やって

いるんです。落ち着いてがんばったら１０秒、２０秒どんどん記録が縮まっていると

いうことに自信を持って、やっぱりあきらめずにがんばっている姿が見てとれていま

す。そういった言葉が教師の力量の差ではなくて、１年目の先生でも１０年目の先生

でも２０年目のベテランの先生でもみんな同じシステムを入れれば同じような状況で

できるということで、学校ぐるみ、そして田川市全体でということで今取り組んでい

こう、徹底を図っていこうということでやっている状況です。その中で子ども達の意

欲が絶対高まってくると思っていますので、本年度の取組を今後も見届けていただけ

ればと思っております。 

○毛利委員 家庭との連絡で、「早寝、早起き、朝ごはん」ともう一つ、携帯、スマート
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フォンについて家庭の方で対応することで、かなり変化が出てくるのではないかと思

います。この前、ある小学校に中学校再編の説明会で行きました。前で説明している

のに、私の前にいた３、４人は、私語をずっと続けて、説明を聞いていませんでした。

これが田川の実態かと思い歯痒い思いで意見をしようかと思うぐらいでした。親がそ

ういうことをするので子どももきちんと聞かないということがあるのかと思いました。

人が話をしているときは、きちんと聞くという、聞く力を持つということが必要では

ないかとつくづく思いました。以上です。 

○学校教育課長 ずっと家庭の教育力という部分で全国学力学習状況調査が始まってか

ら出ている課題なんですが、本年度分、学力の伸びはあるんですけど決して生活状況

調査がグンと変わったからとかいう状況ではないんですよね。だから、どちらから先

に行くかということなんでしょうけど、まずは学力を上げて「お子さん方がすごくで

きてますよ。自信を持っていいんですよ。もう少しこうしたところが良くなったらグ

ンと上がりますよ。」という形でアプローチして行けば、親御さんたちもドンドン入っ

ていくんじゃないかと。今のままで、「あれはダメ、これはダメ、もっとこうしないか

ら学力が伸びません」という親の責任とか、家庭地域の責任ばかり言ったところで、

子ども達が伸びなければ、親も協力はない。やっぱり協力を得るためには、まず学校

から状況を変えていくことなのかなと思っていますので、そのあたりも力を入れてい

きたいと思います。 

○毛利委員 よろしくお願いします。 

○教育長 今、課長が言ったように、この２年で学力を上げたので、「学校が、子どもが、

先生が、がんばったのだから、お父さん、お母さん、もっと応援してください。」と言

えるようになりました。本当に今年が勝負だと思っています。生徒会サミットで生徒

会役員の子ども達が集まって、ボランティアのことや新しい中学校に関する意見を集

約したりなどいろんな取組をしているんですが、この次は一つは、スマホです。いろ

んな事件が起こっていますし、そこも子ども達に自主規律で考えてもらって、そして

子ども達自身がスマホや携帯とかについて自分達なりの取組をしてほしいと考えてい

ます。それは、市Ｐ連の方からも保護者だけでは、なかなか変えることは難しいとい

う意見が出ていますので、学校での取組プラス家庭・地域、そしてＰＴＡを巻き込ん

で、生徒会役員がまた生徒会全体で渦を作ることで、成果を出していきたいと考えて

います。 
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○毛利委員 少しでも上がるからうれしいですね。 

○教育長 他に率直にいろんなご意見いただきたいですが、何かありませんか。 

○星野委員 私も先ほどの課長のお話を聞いて、子どもの学力向上が目に見えるようで

あれば大半の保護者の方は、やっぱり生活面で家庭でもきちんとしてあげないといけ

ないという親としての気持ちが芽生えるのは当然じゃないかなと思いますので、そう

いった保護者の方が増えることを私も期待したいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○教育長 他にございませんか。 

  ないようですので、次に移りたいと思います。日程第５ 事務報告「学校給食にお

ける食物アレルギー対応の基本方針について」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５ 事務報告「学校給食における食物アレルギー対応の基本方

針について」ご報告させていただきます。資料の２枚目からお願いします。 

 基本方針につきましては、全体として９項目で作っております。まず、「１ はじめに」 

「２ 学校給食における食物アレルギーの大原則」、「３ 田川市小学校給食のアレルギ

ー対応ガイドライン」、「４ 田川市中学校給食のアレルギー対応ガイドライン」、「５ 

食物アレルギーに対する学校給食での対応」、「６ 個人情報の管理について」、「７ 食

物アレルギー対応における教職員の役割について」、それぞれ校長、学級担任、養護教

諭、栄養教諭という形で挙げております。「８ アレルギー対応食実施までのながれに

ついて」、「９ 食物アレルギー対応委員会について」、資料として「学校生活管理指導

表」、いわゆるアレルギー疾患の対応についての医師の証明をいただいている書類、そ

して最後に小学校の今後の取組の資料を付けています。本日は、このアレルギー対応

の基本方針の骨格となります項目の１から４までについて、詳しく説明をさせていた

だきます。資料の冒頭をご覧ください。学校給食における食物アレルギー対応の基本

方針 「１ はじめに」ですが、学校給食における食物アレルギーについては、文部科

学省監修の下、平成２０年に公益財団法人日本学校保健会が発行した「学校のアレル

ギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づく対応を行ってきました。しかしな

がら、東京都調布市において平成２４年１２月、食物アレルギーを有する児童が、学

校給食終了後にアナフィラキシーショックの疑いにより亡くなるという事故が発生し

ました。この事故を受け、文部科学省は「学校給食における食物アレルギー対応指針」
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を平成２７年３月に公表し、学校や調理場における食物アレルギー事故防止の取組促

進を働きかけています。本市教育委員会としても、今後も安全安心な給食を実施する

ため、また平成２９年４月から中学校において完全給食を実施することに伴い、さら

には同対応指針において「教育委員会等は食物アレルギー対応について一定の方針を

示すとともに各学校の取組を支援する。」ことが大原則として示されているということ

から、食物アレルギーに対する基本方針を定めることといたしました。「２ 学校給食

における食物アレルギーの大原則」「⑴ 食物アレルギーを有する児童生徒にも給食を

提供する。そのためにも安全性を最優先とする。」「⑵ 校内食物アレルギー対応委員会

等により組織的に行う。」「⑶ 「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」

に基づき、医師の診断による「学校生活管理指導表」の提出を必須とする。」「⑷ 安全

性確保のため、原因食物の完全除去対応（提供するかしないか）を原則とする。」「⑸ 学

校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み無理な（過度に複雑な）対応は行わない。」「⑹

教育委員会は食物アレルギー対応について一定の方針を示すとともに、各学校の取組

を支援する。」この大原則でございますけれど、今までも小学校は当然給食が実施され、

中学校でも食物に対するアレルギー対応ということで、いろんな形で流用しながら取

り組んできたところでございますが、全てが徹底して例えばそこにありますように学

校生活管理指導表を全部の学校が求めて対応しているかというと、保護者だけの意見

からで対応を考えていたといったこともございますので、そういうことを今後は徹底

していく。あるいは、アレルギー対応委員会を小学校・中学校全てに設置し、そして

組織的な対応をもれなくやっていくということを今回改めて基本方針の中に折り込ま

せてもらったことでございます。続きまして、「３ 田川市小学校給食のアレルギー対

応ガイドライン」後に中学校も出てきますが、ほぼ同じ内容でございます。「⑴ 基本 」

田川市は、平成２０年に公益財団法人日本学校保健会が発行した「学校のアレルギー

疾患に対する取り組みガイドライン」及び平成２７年３月に文部科学省が出した「学

校給食における食物アレルギー対応指針」に沿ったアレルギー対応を実施する。 

「⑵ 対応」学校は、食物アレルギーで通常の給食を食べるがことができない児童がい

る場合、原因食材及び種類・症状の強弱などについて「学校生活管理指導表」を基に

保護者と個別面談を通じて、個別にその児童の状況に応じて、現状で行うことのでき

る最良の対応を講じる。「⑶ 給食実施日における４段階の個別対応」①給食実施日ご

との使用食品のわかる資料（使用食品一覧・アレルゲン使用状況記入献立表）を提示
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する。②給食実施日の献立において、可能な限りアレルゲンを除去する。③給食実施

日の献立の主食や主菜（主なおかず）がアレルゲンの場合は、除去が困難なため、そ

れに代わるものを一部家庭より持参してもらう。④給食実施日の献立において、調理

過程で除去困難な場合は、自宅から弁当等を持参してもらう。「⑷ その他」学校は「学

校生活管理指導表」に基づき、食物アレルギーを持つ児童を把握する。対応について

は、児童の症状の変化や学校の対応可能範囲が年々変化することから、年度ごとに見

直し決定する。「４ 田川市中学校給食のアレルギー対応ガイドライン」のうち、⑴、

⑵は３番と同じでございます。「⑶ 給食実施日における３段階の個別対応」①給食実

施日ごとの使用食品のわかる資料を提示する。②給食実施日の献立において、アレル

ゲンを含まない給食を選択する。③給食実施日の献立において、アレルギー対応食に

おいてもアレルゲンを含む場合は、自宅から弁当等を持参してもらう。⑷も同じでご

ざいます。大きくはこの４番までの状況に応じて、５以下の学校での対応の具体的な

方針、給食室の対応の部分、それから個人情報の取扱い、教職員それぞれの役割、日

程、そういったものを定めているところでございます。以上、報告を終わります。 

○教育長 今の事務報告に質問等がありましたらお願いします。 

○毛利委員 今までもアレルギーをお持ちのお子さんはいたはずですよね。だから、こ

こまできちんと基本方針としては出てないけれども各学校は、これに沿うようなとい

うか記録に残しているかどうかちょっとわかりませんが、そういう形はしてきてたん

でしょう。 

○学校教育課長 もちろん先ほど初めにも述べましたように、平成２０年に出されまし

た「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」これが基本ベースで取り

組んでおりましたし、平成２７年度に再度、文科省から出された「学校給食における

食物アレルギー対応指針」についても各学校でそれを基にやってこられたという状況

であります。しかし先ほど説明しましたように、全て学校生活環境が、ある学校では、

提示してもらっているが、ある学校ではしてもらってないといったところがございま

したので、そこをこの機に揃えて行こうと。それからアレルギーの対応委員会は、も

う既に設置していた学校もあるんですけれども、他の保健委員会等で代わりにしてい

たというような部分もあって、名称的にもきちんと「アレルギー」という部分を入れ

た委員会を立ち上げていただこうということで、より徹底ということも含めて考えて

いるところでございます。今までも各学校でもしてこられたというのは当然のことで
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ございます。 

○星野委員 ５の⑷のウ、中学校の代替食のことなんですが、「中学校の給食実施日の献

立において、通常食の給食のほかに『表示義務のある食品７品目』が全て入らないも

の、『卵・乳及び乳製品』が入らないアレルギー対応食を１種類準備する。」というふ

うに書かれていますが、表示義務のある食品、７品目が全て入らないものというのは、

それぞれの子どものアレルギーに応じて、食品を除いたものが用意されるということ

ですか。 

○学校教育課長 表示義務のある食品、例えば小麦、ソバ、ピーナッツ等そういったア

レルギーが多い食物については、表示義務が必ずあります。必ず表示しておかないと

アレルギー反応を起こす可能性があるという部分での義務のある食品、７品目、それ

を除去した分の代替食を今回ランチボックス方式で、準備していただく。または、は

じめからこの７品目に該当するお子さんについては、代替食のお弁当という形で利用

していただくという形に、月ごとの分であらかじめ保護者から出していただいた連絡

書類等をもとに対応していくという形になります。 

○星野委員 ということはお弁当の除去されたものというのは、それぞれ子どもに対応

しているということですね。わかりました。 

○毛利委員 このアレルギーとは全く違うのですが、私の福岡市の知人が保育園園長か

ら聞いた話です。アレルギーではなくて、宗教的な理由で食べられないもの、食べな

いものがありますよね。九大の留学生が家族と一緒に福岡市に来ていたのですが、彼

らの場合は、豚でした。気を付けていたのですが、食品のエキス等に豚の成分が使わ

れていて、そのことがわかり、ちょっと大きな問題になり、とうとう家族は帰国して

しまったということです。そういうこともこれからは気を付けた方がいいのでは。と

思いながら私はその話をききました。 

○学校教育課長 アレルギー対応でも限界はございます。例えば油でエビを揚げました。

その同じ油で、何か別の食品を揚げました。それだけでアレルギー反応を示すお子さ

んとかもおられます。あるいはダシの中に魚介類のダシが混じっている。それだけで

もアレルギーが出るお子さんがおられるので、今の宗教的なことも同じですが全く目

には見えないけれどもダシの中に、あるいは成分として混じっているんじゃないかと

いうことの事例だったと思いますけど、個別にその辺りは対応しています。やはりで

きる範囲が決まっておりますので、そういったところについては、お弁当を家庭から
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持ってきていただくというようなことも対応の最終的な一つの方針として考えていか

ないと調理現場で全てこれが対応できるかというと難しいところがあると思いますの

で、個別にそこは落とさないように対応を考えていきたいと思っております。 

○教育長 他にありませんか。 

○星野委員 「６ 個人情報の管理について」というところの⑶のエピペンの所持情報と

いうのがあるんですが、エピペンとはアレルギーを抑えるものというふうに聞いてい

るんですが、エピペンについてよかったら詳しく教えていただけますか。 

○学校教育課長 今日、この中に資料は付けておりませんけれども、基本方針に基づい

た形の対応マニュアルというのを今作っているところです。１０月いっぱいには全部

出来上がると思うんですが、その中では今ご質問のありましたエピペンの使用方法な

り、基本的なことも載せておりますが、いわゆるアナフィラキシーショックが疑われ

る場合に、すぐに使う薬品でございます。万が一、アナフィラキシーショックでなく

ても、疑わしきは使っていった方がその子の命を守る上でも必要だというような薬品

でございます。それは各個人が医師から処方をされて持っている分を学校にも持って

来させてという形になります。 

○教育長 他にありませんか。 

  ３５年間、実現できなかった中学校での完全給食が、やっと来年の４月から実施し

ていくことになり、議会にも承認していただきました。事故等があっては何にもなり

ませんので、これを機会に小学校も含めて再度こういういろいろなアレルギー対応等

についても見直しをしようということで今事務方は進めてくれています。その際にど

うしても専門家の力が必要です。医師会とか、学校保健会という組織がありますので、

それらとも連携して、医師会、薬剤師会、みんなでより良い学校給食に取り組みたい

と思っております。 

では、次に移ります。日程第６ 事務報告「田川市立新中学校開設庁内検討委員会

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。 

○推進室長 それでは、日程第６「田川市立新中学校開設庁内検討委員会の設置につい

て」ご報告いたします。資料の１ページをお願いします。田川市立新中学校開設庁内

検討委員会の設置について、「⑴ 設置理由」でございます。本市が新たに設置する田

川市立新中学校（以下、「新中学校」という）について、田川市総合教育会議で協議及

び調整を行う田川市新中学校創設基本計画案を行財政面から検討するとともに、新中



 

１５ 

 

学校の開設準備を推進するための措置でございます。これにつきましては、先月９月

２０日の総合教育会議におきまして、庁内検討委員会の位置付けについて説明をさせ

ていただいたところでございます。次に「⑵ 田川市立新中学校開設庁内検討委員会（以

下「検討委員会」という。）の所掌事務」についてです。「ア 田川市新中学校創設基本

計画案の行財政面からの検討に関すること。」「イ 新中学校の開設準備の推進に関する

こと。」「ウ その他新中学校の開設に必要な事項に関すること。」でございます。次に

「⑶ 検討委員会の委員」についてです。そこにありますように市長が委員長、副市長

が副委員長となります。教育長、総務部長、市民生活部長、建設経済部長、教育部長、

総務部総合政策課企画官、以上８名の委員で構成をされています。「⑷ 委員の任期」

でございますが、委員の任期は就任の日から新中学校の開設日までとしております。

「⑸ 設置要綱」につきましては、３ページ、４ページに記載をしております。５ペー

ジに委員の名簿を挙げているところでございます。「⑹ 設置要綱の施行日」は平成  

２８年９月２９日でございます。次に「⑺ 先進地視察」でございますが、早速この

検討委員会のメンバーで先進地視察に行ってまいりました。平成２８年１０月３日の

月曜日午後からです。視察先は宮若市の宮若東中学校でございます。宮若市は、平成

１８年に旧宮田町と旧若宮町が合併して市制を施行されております。そしてそこに視

察先の概要として挙がっておりますが、この宮若東中学校は平成２５年４月に宮田中

学校と宮田光陵中学校が学校再編により開校しました。その時、同時に宮若西中学校

というのも宮田西中学校と若宮中学校が統合されまして、宮若市の中学校は４校が２

校に再編され、現在は宮若東中学校と宮若西中学校の２校になっております。視察に

まいりました宮若東中学校の方の校区につきましては、そこにありますように宮田南

小学校、宮田北小学校、宮田小学校、宮田東小学校ということで旧宮田町の地域の小

学校が宮若東中学校に進学するという状況でございます。そこに生徒数を今年の４月

１日現在で挙げております。各学年、４クラスから５クラスで生徒総数が４６２名と

いうことで、現在、田川市新中学校のあり方に関する審議会から答申を受けておりま

す審議会が考えられた田川市の北中学校、南中学校という区切りよりも少し人数が少

ない学級数、生徒数でございます。宮若市の人口が、現在２万８千６１７名でござい

ますので人口も田川市とはかなり違っておりますので生徒数もそれくらいです。それ

でも宮若東の方が少し人数が多いです。この視察についてでございますが、視察から

まだ日にちがあまり経っておりませんので、詳しいまとめができておりませんが、ま
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ず宮若市の教育委員会から宮若市の学校等の整備計画策定の経過についてご説明をい

ただきました。そのあと宮若東中学校の校長先生から、開校から４年目を迎えており

ますので開校の年に入ってきた新一年生が、卒業してちょうど一巡しましたという状

況で現在の学校の状況、またご苦労なさったこと、教育環境が整ったことで変わった

こと等のお話を伺ったところでございます。敷地はとても広くて公称５万㎡を超すよ

うな広い敷地でございますが、実際は、ちょっと法面等がございますので、公表され

ている敷地よりも実際の有効面積は少し違うんじゃないかということで、その点につ

いてもう一度お問い合わせをしているところでございます。いろいろお話を伺って今

後の検討委員会の検討にあたりまして大いに参考にしたいと考えているところでござ

います。最後に「⑻ その他」で挙げておりますが、検討委員会での検討内容及び検討

状況につきましては、本教育委員会に逐次、報告するとともに教育委員会委員の意見

を検討委員会に反映したいと考えているところでございます。以上で「田川市立新中

学校開設庁内検討委員会の設置について」事務報告を終わります。 

○教育長 ご質問、ご意見はございませんか。 

  私は、宮田町出身で、宮田は私のふるさとです。まさか自分の出身校がなくなると

は夢にも思わなかったです。宮田光陵中学校というのは一度再編しています。炭坑の

学校が大之浦中学校と宮田東中学校ともう１校あったかもしれません。３校か２校か

がやっぱり全盛期はどの学校も７クラスか８クラスあった頃があって、それが一気に

減って一度光陵中に再編されました。二度目の本格的な再編により、旧宮田町の中学

校は１校となりました。ついでに付け加えると鞍手商業高等学校の敷地だから宮田で

いうと千石寄りの端なんですよ。はじめはバス通学とか、やっぱり通学の事が保護者

の方からいろんな要望が出ていた。通学バスを使う分は市から補助が全額出ていまし

たが、だんだん減っていって多分、今年からはなくなったのかなと思います。それで

自転車通学について聞いたら４６２人中２００人ちょっとでかなり自転車通学が多い。

駐輪場が足りなくなったので増設すると言っていました。事故等は起きていませんが、

初めの間は車で送ってくる、雨の日とかでしょうね。坂道で危ないところなので、初

めの間は先生達が総出での通学指導などが大変だったという話をされてました。学校

は大変落ち着いて、野球場も運動場も二つあって、広いし、武道館があって、その上

にプールがあって、体育館とか広くてしかも空調設備があって、すごいという感じで

すが。「施設的には恵まれていて、生徒も落ち着いて学力も直鞍のトップクラスになり
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ました。」と校長がとてもやりがいを感じていて生徒も充実した学校生活を送っている

とのことでした。ただし、初めは宮田と光陵中の文化が違うので、親の考え方も違っ

て、大変だったという苦労話をしていました。 

  他にありませんか。 

ないようですので次に移ります。日程第７「教育委員会に係る９月議会の一般質問

について」を議題とします。 

○教育部長 それでは、日程第７「教育委員会に係る９月議会の一般質問について」報

告いたします。教育委員会に係る９月議会の一般質問において２名の議員からご質問

があっております。まず小林議員からは、児童生徒の学力の状況と今後の取り組みに

ついて、学校教育のあり方についてのご質問があっております。今後も徹底反復指導

に取り組み、学力の土台をしっかり固めていきながら並行して日常の授業改善を図り、

子ども達の思考力、判断力、表現力を伸ばしていきたいと答弁しております。また教

育の質を高めるため、教員の指導力向上を始め教育委員会主導で学力向上を高める取

り組みを目指していくと答弁しております。石松議員からは食育推進の取組について、

栄養教諭の役割について、各中学校の配膳室の整備についてのご質問があっておりま

す。中学校給食における教育的取組については四季を通じて温かい給食を提供する。

献立は市の栄養教諭が確認、調製する。全員喫食とするため、食物アレルギーのある

生徒にも十分配慮する。食育推進のため、できる限り田川産、福岡県産の食材の活用

を進めたいと答弁しております。栄養教諭の役割は児童生徒の栄養指導及び管理を司

るものであるとともに家庭・地域と連携した食に対する指導を推進するものでありま

す。今後、教育委員会といたしましては、食育推進の観点からも家庭での食育につい

ても推進していきたいと答弁しております。各中学校の配膳室等については、衛生管

理面や安全面を考慮し、設置箇所を検討するようにと議員からの要請があっておりま

す。以上で報告を終わります。 

○教育長 説明について質問等ありませんか。 

  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） 

○教育長 次に移ります。「１１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 それでは、１１月の定例会の日程につきましては、１１月１０日木曜

日ということでいかかでしょうか。 
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○教育長 ご異議ないようですので、１１月の定例会は１１月１０日木曜日、１４時 

開会に決定いたします。 

○教育総務課長 なお、この日に平成２８年度田川市教育功労者表彰式を同日開催した

いと思っておりますので、１３時１０分に市民会館講堂に集合いただき、１３時１５

分から田川市教育功労者の表彰式を執り行いたいと思います。終了後に表彰者との記

念写真撮影を行いたいと思いますので何卒よろしくお願いいたします。 

○教育長 全体で何かご質問、ご意見等ありませんか。 

  ひとつ私から付け加えです。諫山課長から学力向上推進強化市町村連絡協議会で田

川市の取組を報告するということでしたが、実は全国学力テストの公開がある少し前

に県教委の義務教育課長から電話がありました。福岡県の中学校の学力が、なかなか

伸びない中、田川市が２年続けて伸ばしているので、成果の出ている事例として田川

市を紹介したいというお話をいただきました。私は、全国平均を超えてからという気

持ちはあったんですが、去年も言われたし、なかなか中学校で伸びたところが少ない

のでと言われましたし、先生たちも励みになるのでお受けしました。そしたら今度は、

筑豊教育事務所の副所長なども別の日に来られて、小学校も２年続けて上昇傾向にあ

り、小中一緒にそういう事例の報告をするようお願いしたいということを言われまし

た。それも全市的に１年目は「数と計算」にしぼって、２年目は算数・数学の基礎基

本にしぼって、徹底反復をがんばってやったことの手応えだということで報告をさせ

てもらおうと思っていますので、お知らせします。 

  では他にないようですので、以上を持ちまして平成２８年第１２回田川市教育委員

会１０月定例会を閉会いたします。 

（閉会１５時３０分） 

 

 

後日、１１月定例会及び田川市教育功労者表彰式の開催時間が次のとおり変更になった。  

 

 

 

・１１月定例教育委員会開催日時  １１月１０日（木）１４時→１４時３０分 

・田川市教育功労者表彰式開催日時 １１月１０日（木）１３時１５分→１３時４５分 

（集合時間１３時４０分） 


