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（開会１４時３０分） 

○教育長 ただいまより、平成３０年第１回田川市教育委員会１月定例会を開会いたし

ます。日程第１「平成２９年第１３回田川市教育委員会１２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、

何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

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） 

○教育長 ご異議なしと認めます。よって、日程第１「平成２９年第１３回田川市教育

委員会１２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１号「田川市教育職員の任用、賃金等に関する規

則の一部改正について」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２ 議案第１号「田川市教育職員の任用、賃金等に関する規則

の一部改正について」でございます。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。２枚

目をお願いいたします。改正点は二点でございます。別表第１の給料相当月額の改正、

それから裏面になりますが、別表第２の特殊勤務手当の額の改正であります。本市に

おきましては、平成２２年度より小中学校における少人数指導を実施するため市費講

師を任用しております。市費講師の給与体型のうち、給料相当月額及び教職員独自の

手当相当額については県に準じて支払うことになっております。今般、福岡県公立学

校職員の給与に関する条例の一部及び福岡県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条

例の一部を改正する条例が平成２９年１２月２６日に公布されました。従いまして、

先程申し述べましたように、市費講師等の給与等を県に準じたものとして改正するた

めに議案として提出するものでございます。３ページ以降につきましては、新旧の対

照表等をつけておりますのでご参照ください。ご審議の程よろしくお願いいたします。

以上でございます。 

○教育長 今の説明に対して何かご質問、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） 

  異議なしと認めます。よって日程第２ 議案第１号「田川市教育職員の任用、賃金
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等に関する規則の一部改正について」は原案のとおり可決いたしました。 

  次に移ります。日程第３ 報告第１号「教育委員会事務局職員の任免について」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３ 報告第１号「教育委員会事務局職員の任免につ

いて」ご説明申し上げます。本案は、教育委員会事務局職員の任免について、田川市

教育委員会事務委任及び臨時代理規則第３条の規定により臨時に代理したため、第４

条第２号の規定により教育委員会に報告するものであります。それでは裏面をご覧く

ださい。平成２９年１２月３日付異動として、教育部文化生涯学習課企画官（文化行

政担当）兼田川市石炭・歴史博物館副館長であった森本弘行を教育部文化生涯学習課

企画官（文化行政担当）兼田川市石炭・歴史博物館長としております。なお、館長と

して職務にあたる期間を平成２９年１２月３日から平成３０年３月３１日までとして

おります。これは田川市石炭・歴史博物館の安蘇龍生館長が、平成２９年１２月２日

にお亡くなりになられたことに伴うもので、後任館長が選任されるまでの緊急かつ臨

時的な措置であります。以上で報告を終わります。 

○教育長 今の説明に対してご質問、ご意見等はありませんか。 

  ないようですので、日程第３ 報告第１号「教育委員会事務局職員の任免について」

は承認することとします。次に移ります。日程第４ 事務報告「中学校給食の異物混

入に関する報告について」を議題とします。事務局に報告を求めます。 

○学校教育課長 中学校給食の異物混入に関する報告でございます。１ぺージをお願い

いたします。先般、１１月の定例教育委員会の中で、中学校給食における異物混入の

収束方法について報告をさせていただいたところでございます。今回は、一応の区切

りとして詳細な部分を含めて報告させていただきます。「１ はじめに」 中学校給

食の異物混入について、生徒、保護者及び関係者各位には多大なる御心配と御迷惑を

おかけしましたことについて、心からお詫び申し上げます。この度、中学校給食にお

ける異物混入問題に関する報告書を取りまとめました。今後も安心・安全な学校給食

の提供に努め、子どもたちが楽しく食べることのできる学校給食を実施してまいりた

いと考えておりますので、御理解御協力のほどお願い申し上げます。今回の異物混入

は、中学校給食の開始にあたり、給食時のルールの徹底・食育指導について、教育委

員会としての指導や取組が不十分であったため、落ち着いて喫食できる状況ではなか

ったことが一番の原因と考えます。また、生徒・保護者に、混入の状況や改善に向け
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た取組状況等の正しい情報提供を行っていれば、不安感や不信感を招くことにならな

かったと反省しております。今後、生徒が安心して喫食できる中学校給食を提供でき

るよう、調理事業者と継続的に安全対策を講じていくとともに、保護者にも試食会の

開催や毎月の「食育だより」による情報提供を行っていきます。「２ 異物混入問題

の原因調査」の「⑴ 調理業者の業務改善」でございます。本年４月に髪の毛の混入

等の報告が教育委員会にありましたので、４月２５日に栄養教諭を含め、教育委員会

が当該業者の調理施設の立ち入り検査を行い、食材の搬入・調理・弁当詰め・配送ま

での全工程を確認しました。その際、調理中にマスクを着用してなかったり、容器の

蓋の確認が不十分であること等について、改善を求めました。その後、当該業者は５

月に第三者機関である外部の専門コンサルタント会社に原因究明並びに改善方策等

の調査を依頼しました。そして、調査報告書に基づき、当該業者は、８月までに以下

の点を改善し、８月２４日の２度目の立ち入り検査を行い、改善状況を確認しました。

ア 調理釜等の全面再加工、イ 粘着マットの設置、ウ 防虫カーテンと防虫捕虫器

の設置、また、２学期からは、以下の点を改善しています。エ 工場入場ルールの手

順の徹底強化、オ より肌に密着したヘアネットに変更、カ 身だしなみ点検の徹底

強化、キ 水洗い工程の追加、ク すべてのコンテナに蓋を設置しての搬送、ケ 清

掃回数の増加 「⑵ 混入異物の検体検査（カテラーゼ検査）」でございます。４月

当初から中学校において異物が混入する事案が発生していましたが、１学期の段階で

混入原因については、特定ができていませんでした。そこで、教育委員会では、２学

期以降（期間１０月１２日～１１月２４日）、原因究明のための検体検査等を行いま

した。検体検査であるカテラーゼ検査は、生体内に存在する酵素（カテラーゼ）の活

性を調べるものですが、この酵素（カテラーゼ）は、加熱または、時間の経過によっ

て活性を失う性質があります。つまり、本市の中学校教給食においては、給食を配膳

室で再加熱していることから、カテラーゼ検査は、混入場所の把握が一定程度可能な

検査です。今回検査した毛髪のうち、陽性つまり酵素の活性が認められたものは 

７１％、陰性つまり酵素の活性が認められなかったものが２９％でした。小虫につい

ては、弁当箱の中にあったもの、弁当箱の外側に付着していたものがありましたが、

検体検査の結果は陽性であり、工場・配膳室で加熱処理したものではありませんでし

た。また、学校から報告があった髪の毛等については、ほとんどがふわりと上にのっ

ている状態のものでした。ほこり等異物ではない物についての報告もあり、生徒が過
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敏になっている状況がありました。このように、精査した結果からは、毛髪の場合、

混入経路の特定は難しいものの、異物が調理施設内・校内の配膳室で混入したもので

はなく、多くは学校内で混入した可能性があると考えられます。また、田川保健福祉

事務所に調査依頼した結果、学校の窓サッシの溝や教室の床にある毛髪やほこり等に

ついて指摘を受けました。さらに、教育委員会職員の給食状況確認において、給食準

備や食事中落ち着いた環境の中で給食ができていた学級では、異物混入の報告が少な

い傾向がありました。従って、今回の異物混入は、学校での給食指導が十分に行える

ように教育委員会として指導できなかったことが一番の原因と考えます。「３ 今回の

問題点」では、今回の異物混入事案に対する問題点については、以下の４点であると

考えます。「⑴ 初期対応の不徹底」です。４月当初は、異物混入があった場合、その

都度、調理事業者に現物を渡し、確認してもらい、衛生管理の徹底等を指導してきま

した。教育委員会としては、学校側に異物混入の概要報告と写真の提出を依頼し、集

約したものを調理事業者にも提供し、改善を求めるに留まっていました。つまり、教

育委員会の職員が学校現場に直接立入り、直接現物を確認したり、混入の原因や要因

を探ったりすることができていませんでした。このことが、結果として、異物混入の

原因究明や対応の遅れにつながりました。「⑵ 給食指導の不徹底」です。中学校給食

の開始までに、アレルギー対応や基本的な給食の流れ等については、事前に研修や会

議等を開催し、学校及び教育委員会が必要な対応が取れるようにしてきました。しか

し、それ以外の給食時のルールの徹底・食育指導については、教育委員会としての指

導や取組が不十分であり、結果的に十分な給食指導が現場で行われなかったことにつ

ながりました。「⑶ 保護者や関係機関への情報提供の不足」です。４月当初異物混入

が発生した段階で、対応等について、田川保健福祉事務所や筑豊教育事務所に相談し、

具体的な対応策を講じておけば、早期の改善ができたのではないかと考えられます。

また、生徒・保護者等に対し、混入の状況や取組状況等の正しい情報提供ができてい

れば、不安感や不信感を招くことにならなかったと考えられます。「⑷ 異物の定義の

曖昧さ」です。異物混入に関する「マニュアル」について、生命の危険・健康被害に

つながる「危険異物」と健康被害の影響が少ない「非危険異物」の区分が曖昧な状況

にありました。このため、非危険異物に対する過敏な反応が生まれることになったこ

とも、今回の問題が発生する一因となりました。「４ 異物の考え方」の「⑴ 異物の

定義」です。１０月以降は、教育委員会の職員が学校現場から現物を持ち帰り、混入
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の状況、環境の確認、生徒の状況を詳しく確認し、検体検査も行ってきました。食品

衛生法による異物とは、「人の健康を損なう恐れのあるもの」と示されていますが、  

１０月以降、報告があったものの中に人の健康を損なうような危険物は確認されてい

ません。しかし、今後、そういった混入がないとは断言できないことから、ちりやほ

こり、毛髪等、健康被害の恐れのないものと健康被害を起こす可能性のあるものを分

けて対応していくことが、生徒たちの過敏な反応を減らし、楽しく食べる給食環境に

つながるものと考えます。「ア 危険異物（生命・健康への影響大）」金属やガラス等

人体に危険と思われる異物、衛生害虫と思われる異物や異臭等、健康への影響が大き

いと思われる異物 「イ 非危険異物（健康への影響小）」毛髪や食材に付着していた

虫、食材の包装材料の切れ端と思われる異物等 「⑵ 異物混入時の対応方法につい

て」は、別紙「異物混入対応マニュアル」のとおりでございます。「⑶ 保護者等への

報告方法」は、「食育だより」を発行し、危険異物混入等の状況について、情報公開を

行っていきます。「５ 今後の給食の実施について」では、市として異物混入への対応

を明確にし、今後は生徒が安心して喫食できる完全給食を続けていけるよう、調理事

業者と共に継続して安全対策には万全を期してまいります。ただし、体質的または生

理的な拒否反応等による「給食を全く喫食できない生徒」については、学校長に申請

書を提出の上、校内給食委員会で審議後、学校長が特に認める場合には、限定的な措

置として、弁当持参などの対応を行うこととします。「６ 安全に安心して喫食するた

めの対応」の「⑴ 安全性確立のための方策」「ア これまでの取組」(ｱ) 食品衛生

法第２８条による福岡市南区保健福祉センターの立入調査⇒指摘事項なし。(ｲ) 田川

市保健福祉事務所の指摘事項及び改善策と具体的対処⇒学校内の清掃の徹底、配膳室

の掃除道具の保管方法について対応済。  (ｳ) 学校給食の衛生管理の指導についての

通知及び教育委員会職員による喫食状況の確認⇒喫食のマナーやルールの徹底を指導

した結果、異物混入件数が減少しました。(ｴ) 教育委員会職員による検食⇒１０月は

教育委員会の課長職以上で、１１月以降学校給食係で検食した結果、問題はありませ

んでした。(ｵ) 総合衛生管理専門コンサルティングによる環境改善調査・点検、対象

施設は、㈱はたなか調理施設・田川市立中学校７校配膳室、異物混入の危険性調査、

昆虫類の生息状況の調査 (ｶ) 給食点検期間の取組…１１月・１２月、㈱はたなかで

の社内研修の実施、施設再点検、物資納入業者への指導等の依頼 (ｷ) 筑豊教育事務

所による各種記録簿の点検や確認…１１月 (ｸ) 保護者対象試食会…１１月実施、市
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議会議員の試食会の実施…１１月・１２月、「イ 継続的な取組」(ｱ) 工場立入検査

…学期に１回程度（教育委員会） (ｲ) 検体調査…成分が不明な異物 (ｳ) 保健所の

確認…学期に１回程度（田川保健福祉事務所・南区保健福祉センター）(ｴ) 教育委員

会の学校立寄及び検食…１月～３月 (ｵ) 各種記録簿の点検や確認…学期に１回程

度 「ウ 食育指導の実施」栄養教諭による食育研修会における食育指導の実施（食

育６観点に係る断続的指導等）「⑵ 安心感醸成のための対策」「ア 毎月の食育だよ

り発行」（異物混入状況や試食会の感想、業者の声、生徒の声等）「イ 保護者試食会

の実施」（現小学校６年の保護者…３学期実施）「ウ 食育推進委員会としての取組」

（中学校職員向け研修会の実施、調理師交流、日常指導資料提供等）「エ 残量調査」

「７ まとめ」食べることは、命を育むこと。「食」に関する正しい知識を学び、栄養

バランスのとれた望ましい食習慣を身につけることは、健やかな成長の基本となりま

す。学校給食は、教育の一貫としてその大切さを学び、生徒の健康に寄与する、生き

た教材となるものです。田川市食育推進委員会において出された意見の中では、朝食

を食べてきていない生徒や昼食にパンばかり食べていたような家庭環境の厳しい生徒

たちの「顔色がよくなった」「痩せていた子がふっくらとしてきた」等、健康面が改善

された事例が報告されています。食に対する安心が、学力向上に寄与することが期待

されることから、本市においては、４月から開始した完全給食を今後も継続していき

ます。そのために、衛生管理の徹底によって「安全・安心」な食事を提供するための

取組みを徹底していくことや、子ども達に「食べる」ことの楽しさ、喜びを感じても

らえるように常に献立の改善も継続して取り組みます。１２月に実施したアンケート

の結果では、４０．９％が「１学期に比べて美味しくなった」と回答しています。こ

れは、給食事業者と各学校の養護教諭、栄養教諭で組織する「中学校給食献立等検討

委員会」を毎月開催し、学校現場からの要望を献立に反映する取組みが、少しずつで

はありますが、実を結んでいる成果であると考えます。今後は、調理事業者と生徒の

交流ができるような取組みや、小学校給食の調理師との共同作業で、小学校給食の人

気メニューを中学校給食に取り入れるなど、おいしく、楽しい給食の提供を行ってい

きます。また、保護者を対象とした試食会についても、積極的に開催していくことで、

献立面・安全面を確認していただくようにしていきます。給食の時間の指導内容とし

ては、小学校においては楽しく食事をすること、健康に良い食事のとり方、給食時の

清潔、食事環境の整備、自然への恩恵などへの感謝、食文化、食糧事情などを指導し
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ます。中学校では、楽しく食事をすること、栄養の偏りのない食事のとり方、食中毒

の予防にかかわる衛生管理の在り方、共同作業を通して奉仕や協力・協調の精神を養

うこと、自然の恩恵などへの感謝、食文化、食糧事情などを指導します。今後、教育

委員会では、管理職者、学級担任をはじめとする全教職員が栄養教諭を中心とした食

育推進体制について認識を深めるための取組を行っていきます。７ページ以降につき

ましては、福岡市南区保健福祉センター検査結果、福岡県田川保健福祉事務所検査結

果、異物混入対応マニュアル、異物の種類ごとの件数、１２ページ以降につきまして

は、中学校現場での喫食時における教育委員会の指導に関する指摘事項でございます。

その他、㈱はたなかからの業務改善報告書の資料もつけております。以上で報告を終

わります。  

○教育長 今、学校教育課長から、中学校給食異物混入に関する報告について説明があ

りましたが、ご質問やご意見は、ありませんか。  

○毛利委員 残食の検査ということですが、残量についてはどのような状況ですか。  

○学校教育課長 １０月頃から金川中学校をサンプル校といたしまして、残量調査を行

ってきました。当初は、おかずとごはんを合わせて２８％と、３０％近くの残量があ

ったのですが、だんだん減ってまいりまして、１１月頃には１８％台程度の状況にな

っています。これは、あくまでサンプル校の事例ですので３学期以降については、各

中学校の中で残量を量ります。学校によって差が出てくると思いますのでそのあたり

は食育指導を徹底することで改善していきたいと考えているところでございます。  

○毛利委員 ６ページに書かれているように１２月に実施されたアンケートで「１学期

に比べておいしくなった」との回答が多くあったということですが、これは２学期の

献立は子ども達の希望によって少しずつ変化していったということなんでしょうね。 

○学校教育課長 先程、ご報告いたしましたように中学校給食の献立等検討委員会を毎

月行っています。その際には、各中学校の給食担当者に日々の生徒からの聞き取り等

の意見を持ってきていただきます。「このおかずは、ちょっと食べづらかった」とか、

逆に「このメニューは人気があって良かった」等の意見を毎月集約するようにしてい

ます。当然、その場には工場長、栄養士等を含めた業者の方にも一緒に入っていただ

いています。直接聞き取りをして、改善していただけることは、していただくという

形になっていますので、４月、５月の状況から比べると、随分、献立内容、調理の部

分も含め大きく改善は図られたと思います。しかし、まだまだ子ども達にとって「完
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全においしくなった」というところまでは至っていないと思いますので、今後も改善

を進めていく必要はあろうかと考えております。  

○毛利委員 ありがとうございました。  

○教育長 私からいくつか聞きたいことと意見があります。毎月の「食育だより」の発

行で、業者の方々の願いや苦労の声、また生徒たちの願いや思いの声を出していくと

いうのはとても大事なことだと思います。それと同時に小学校の場合は、例えば、ふ

れあい給食や地域の方を招待する給食会等の時に調理師の方がみんなの前で紹介さ

れ思いを伝えたり、栄養士から調理師の願いや苦労などについてのプレゼンがあった

りもします。直接子ども達の声も入ってくるし、先生達の声も入ってくるのですが、

福岡の業者は、子ども達の生の声ではなく献立委員会で間接的に聞くことしかできま

せん。直接の交流をしていきたいと書いてあるのですが、それをいつからどういった

形で行うのかという具体的な見通しを聞きたいというのが一点目、それから、これは

私からの要望ですが、一番大切なのは、小中一貫した給食教育だと思います。小学校

で１年生から６年生まで指導してきたことが中学校につながっていかないと意味が

ないと思っています。私が考えているのは、中学校の給食担当の先生や担任等が、小

学校での給食指導の様子や成果、課題をしっかり研修することが必要なので、小学校

での様子を中学校の担当者に見てもらいたいということです。そういった交流や研修

を今後どのように進めていこうとしているのかを聞きたいというのが二点目です。  

○学校教育課長補佐 まず、一点目の業者との直接の交流をということについてですが、

今年１月５日から業者の調理長に市民会館に来ていただいて、まずは、小学校給食調

理員と小学校の献立について、「こういったものがランチボックスでできるのでは」

といった提案をいただいて交流していただくという機会を作りました。その時、実際

に次は直接生徒と交流ができるように一歩進めていきたいといった話はあったので

すが、教育長が言われたように、まず、食育だよりで工場の方の情報、写真等を掲載

して、それを皮切りに次のステップに進みたいと今のところは計画しています。それ

から二点目の小中一貫した給食教育のために中学校の先生が小学校に見に行っては

どうかというご提案についてですが、今年の１月２３日に、まずは、試験的に中学校

の１校で小学校の栄養教諭が２コマの授業時間を活用して食育の指導をするという

ことを今のところ計画しております。以上です。  

○教育長 小学校では今までも調理師の方々のいろいろな願いや苦労、子どもたちに見
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えにくい部分をビデオメッセージ等を撮ったりして、子ども達や先生方に伝え、子ど

も達もそれを受けての感想や感謝の言葉などを返していく等いろいろな工夫をして

きています。それを中学校でも是非、生かして早めに具体的に教育課程に織り込んで

いかないとダメだと思います。それを今の段階で組み込まないとまた、先送りするこ

とになるので急いでもらいたい。せっかく電子黒板等が設置されているので業者の方

からのメッセージや作業している様子、こういう方がこういう願いでこの時間帯にこ

うやってご飯を炊いているとか、冷たいおかず、温かいおかずとこういう工夫をして

いるとか、向こうの栄養士が田川市の栄養教諭と交流しながらこのような工夫をして

いるというのが、中学生が深く理解できるようにしてもらいたいと思います。小学校

での積み重ねがあるわけだから、それがより発展していき、深まるような栄養士、調

理師の方々との交流等を是非、この３学期の段階で献立委員会や食育委員会の専門的

な意見も入れて、具体化していただきたい。各小中学校の給食教育の教育課程の中に

織り込んでいけるよう、是非、学校教育課を中心にお願いしたい。  

○学校教育課長 今いただいたご意見ですが、小学校では給食に感謝する月間というの

が３学期に設置されています。それと同じような形で中学校も次年度の教育課程に織

り込むよう計画していただき具体的な取組等は、今後煮詰めていきたいと思います。

ありがとうございます。 

○教育長 今後、今の小学校６年生、中学校新１年生の保護者へ給食紹介等があるかと

思うんですが、その際にも電子黒板等を使って、調理現場の様子や徹底した衛生管理

をしているところ等が見えるようにしていただきたい。保護者の認識やイメージが子

ども達にとても影響すると思います。教職員、保護者、そして子ども達のそういった

意識が高まるような、また交流が深まるような手立てを工夫してもらいたいと思って

いますので、よろしく頼みます。  

○柴田委員 今、教育長のおっしゃった小学校６年生の保護者対象の試食会の件ですが、

今年の新１年生だけではなくて、将来、中学校に入学する子どもの保護者で関心があ

る方が試食することはできないんですか。  

○学校教育課長 今のところは、小学６年生の保護者対象ということで考えておりまし

たが、今、柴田委員が言われたように他の学年の小学生の保護者で関心のある方やＰ

ＴＡ役員の方等にも理解をしていただくために実際食べていただくというのは、一番

効果的だというのは、私どもも中学校の試食会をした際に実感いたしましたので、そ
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こは検討してまいりたいと思います。  

○柴田委員 よろしくお願いします。 

○教育長 当然、されると思うんですが、その際に小中学校でこういう一貫した食育に

関する取組を今後、教育委員会と学校現場で連携して行うという啓発もよろしくお願

いします。 

  他にありませんか。 

  ご意見等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「田川市

成人式の実施について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第５「田川市成人式の実施について」報告をさせていただき

ます。１ページをお願いします。先日、行われました成人式についてですが、ご出席、

ご参画いただきましてありがとうございました。日時は１月７日、日曜日の午後１時

から３時までの日程でございました。場所を文化センター大ホールで行いました。主

催は今年度から田川市成人式実行委員会を９名の新成人により編成いたしまして、そ

れと田川市・田川市教育委員会との共催で実施しております。対象者はその表にあり

ますように男女合わせて５０３人のうち３６６人が出席ということで、７２．８％の

出席率でございます。次第につきましては、オープニングアトラクション、その他式

典等、それからイベントについて実行委員会で考えて選んだメニューや進行について

は、実行委員会の新成人が実施しております。第１部は式典でございまして、例年の

とおり実施しました。新成人の意見発表については、実行委員の田中留奈さん、成年

代表励ましの言葉については、大井忠賢さんからお言葉をいただいております。第２

部のイベントについては、約５０分間をかけて、くじ引き等の抽選会を行いましたが、

式典と同じ程度の人に残っていただけたようでした。成果でございますが、初の試み

として、新成人による田川市成人式実行委員会を発足いたしました。９回の実行委員

会を開催して新成人の意見を取り入れて作り込みも関わってもらいました。第２部の

イベントは実行委員会で運営し、和やかな雰囲気で抽選会を行うことができておりま

す。出席率は７２．８％で前年と比較して２％の増となっております。２ページ目を

お願いします。課題といたしまして、本年、校区活性化協議会に対する委員選出依頼

を９月に行いました。そのため、第１回実行委員会の開催が１０月３１日となったこ

とから、実行委員会の日程が過密となって、直前まで内容づくりや準備が慌ただしく

なってしまったという反省がございます。それから、アトラクションが始まってもホ
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ールに入らない新成人が多数見受けられ、職員がホールに入るように促しましたが、

多くは残ったままでありました。開会時には新成人が極力ホール内に入るよう、次年

度に向けて新成人への呼びかけ体制を整備する必要があるということでございます。

最後に来年度に向けてでございますが、今後１月下旬から２月上旬を目途に最終の実

行委員会を開催いたします。今年度の総括を行いまして、実行委員からの意見や感想

等を参考にしながら、次年度の実施につなげたいと思っております。実行委員につい

ては、また新たな新成人で編成するということを考えております。そこで、校区活性

化協議会に対する委員選出依頼を４月に入りましたら早急に行いまして、第１回実行

委員会については、７月の夏休みを目途に開催した上で十分な議論を重ねながら成人

式の内容づくりを行う必要があると思います。今年度については、急場で校区活性化

協議会に頼めばなんとか人集めができるかということで後出しになってしまったもの

で、こういう過密なことになりましたが、来年は十分、また今年は９人でしたが、な

るべく今年考えていたような３０人くらいの規模でということにしていきたいと考え

ております。以上、報告を終わります。 

○教育長 ありがとうございました。田川市成人式の実施についての説明がありました

が、何かご質問、ご意見等ありませんか。 

○河底委員 成人式は、とても良かったと思いますが、第１部が終わって、私が外に出

た時、今、課題として言われていたように会場に入っていない新成人がいっぱいいま

した。保護者も結構たくさんいました。写真を撮ってやるためという感じで、保護者

と新成人とその友達が。例年、式典には保護者は参加できないんですか。 

○文化生涯学習課長 参加は、会場内に入ることは妨げておりません。ですので、ご相

談があれば会場内に入ってもらっています。 

○河底委員 そうですよね。紅白の幕で仕切っている上は、保護者は入っていいんです

か。 

○文化生涯学習課長 広さの都合で幕で仕切っています。去年の話では保護者が幕の後

ろに座っていたということを聞きましたので、今年は前の方にも案内をしております。

ですので、わざわざ後ろに座ってもらうということではありませんでした。補足の説

明ですが、前に残っている人たちについては、今年の取組にはありませんでしたが、

新成人実行委員会のメンバーからは、例えばインスタ映えするようなパネルを作って

校区ごとに集まるようにするとか、そういったことも必要だという意見もありますし、
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途中、中座した後に再入場する際に何か工夫をすること、それからオープニングの太

鼓の演奏中にダラダラと入場することになるので、これは市長の言葉でありましたが、

例年、スライドを上映して、その間に入場していたので、そういう工夫が必要という

ことも問題点としていろいろと挙げられておりますので、私達事務局サイドもそうい

ったことを実行委員会に話しながら、より良いものを作っていただきたいと考えてお

ります。 

○教育長 他に何かご質問、ご意見はありませんか。 

  実は３年前だったと思いますが、市長から新成人たちの自主的な成人式と、手作り

の成人式はできないのかという提起があって、それを今年、文化生涯学習課が校区活

性化協議会との連携等で初めて具体化することができました。まだ、いろいろと課題

はありますが、まず第一歩としては、河底委員も言われたように、かなり工夫されて

いて良かったのではないかと思います。できれば、実行委員会の始まりの時期をもう

少し早めて、また一年、一年、田川らしいというか、参加した人からも保護者からも

本当に良かったと言われるような、そういった式にしてほしいと思います。それから

もう一点、ここで言うべきではないかもしれませんが、校区活性化協議会に委員の選

出依頼をしていますよね。校区活性化協議会の役員の方々は、どうしても６０代、 

７０代の方が中心になっていることが多いように思います。そういったいろいろな地

域でいろいろな活動をされている方がいらっしゃるのも大事なのですが、できれば、

各協議会に高校生部や青年部組織ができれば、もっと青少年育成部会や公民館部会等

も活性化するんじゃないかと思います。せっかくならそういった青年部のような組織

にこの成人式実行委員会の委員選出を依頼できたらと思います。地元の方とは限らな

いので難しいかもしれませんが、そういった点も文化生涯学習課でこれから先、地域

のつながり作りや中学校再編に向けて校区活性化協議会の見直し等がされていくと思

うので、意識した支援等を考えてもらうとありがたいと思います。よろしく頼みます。

お疲れさまでした。 

では、他にないようですので次に移ります。事務報告 日程第６「社会体育施設整

備事業について」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６「社会体育施設整備事業について」報告させて

いただきます。１ページをお願いいたします。平成２９年度の田川市総合体育館改修

工事でございます。２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ地
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誘致を目指し、田川市総合体育館を安全・安心に利用できるよう改修整備を行いまし

て、将来的にも子どもから高齢者までが総合体育館を安全に安心して利用できるとと

もに、本市スポーツの振興を図ることを目的といたしまして、冷暖房改修工事とバリ

アフリー化工事を実施しております。これは当初予算で計上された工事の進捗状況内

容等をご説明させていただくものでございます。まず、「１ 田川市総合体育館の空調

設備設置工事について」ですが、一般的な体育館の空調設備につきましては、電気又

は灯油炊きで冷風、温風による対流式の冷暖房方式が、主に設置されている現状でご

ざいます。今回、田川市が設置しようとする方式は輻射式冷暖房方式で冷暖房のため

の風が起こらないのが最大の特徴でございます。その工事の中身ですが、機械、冷暖

房改修工事等の機械設備工事、輻射パネルの設備工事、この輻射パネルというのが対

流式のパネルのことですが、それに伴う電気設備工事等がございます。輻射パネルに

つきましては、中段に９千８９８万２千円とありまして、当初計画よりも半

額に近い金額になったということがございます。それで契約については、１億８千 

６５２万６千８００円となっております。それから、「２ 田川市総合体育館バリアフ

リー等の改修等について」ですが、体育館及びトレーニングセンターが健常者だけで

なく、体に不自由のある方にも利用していただける施設であるために各トイレ・シャ

ワー室の改修工事、多目的トイレの新設、スロープ等のバリアフリー化改修工事を入

札により決定して工事進行しております。そこで２ページでございますが、総合体育

館トイレ・シャワー室改修並びにバリアフリー改修関連工事ですが、一番上の項目が

機械設備工事として改修概要がウォシュレット等の設置や自動水洗、ハンドドライヤ

ーの設置、オストメイトの設置などになります。それが３千９６８万４千６００円で

す。それから電気工事としまして、トイレ・シャワー室の改修として、ＬＥＤ化を行

っております。これが１千３３１万６千４００円、それと建築工事につきましては、

トイレ・シャワー室のバリアフリー化の工事をしております。こちらが７千４５２万

円で、トータル１億２千７５２万１千円の契約をしております。その他工事としまし

て、その下の欄は、非常用照明の設備改修工事と火災報知機の設備改修工事がそれぞ

れ設計金額で３５０万弱と２３０万強の設定となっています。これについては、今か

ら本年度中に行う予定となっています。次に工期についてですが、後ほど資料で説明

します。先に３ページをお願いしたいと思います。「３ 総合体育館改修事業工事費」

の経費でございますが、今、説明しましたとおり、既決予算額４億６３０万９千円の
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うち、契約済、それから設計金額であわせて３億１千９８５万４千９６０円となって

おります。執行残が８千６４５万４千４０円です。これにつきましては、次回、３月

補正予算の説明でともに繰越明許について説明させていただこうと思いますが、次に

４番に挙げております工事を継続していきたい。この８千６００万を財源にして続け

ていきたいと事務局としては考えております。「４ 総合体育館駐車場改修及び総合体

育館エレベーター設置計画について」でございます。一つは総合体育館駐車場の改修

についてでございますが、現在、総合体育館敷内には１４５台程の駐車場がございま

す。しかしながら、大規模な大会や夏季の市民プール開場時では混雑して、不足して

いる状況がございます。それから２０２０東京オリンピック・パラリンピックの事前

キャンプ誘致においては、未確定でございますが、宿泊施設を同敷地内に設置すると

いう計画もございます。そういうことで一部駐車場が敷地になることもあって、ます

ます不足するような状況も考えられているところでございます。このことによりまし

て現在の駐車場を改修して一部植栽等を撤去することによって、障害者駐車場機能を

充実するとともに、駐車台数を確保する工事を行いたいと考えております。それから

もう一点は、総合体育館のエレベータ―の設置についてでございます。総合体育館の

２階観覧席への移動手段としては、階段のみの設置であり、身体に障害のある方や高

齢者、幼児を持つ親など利用しにくい状況にございます。今回の大規模改修において

は、各所にバリアフリー化改修を行い身障者のみならず、子どもから高齢者までが安

全に利用しやすい施設になるよう工事を行っているところでございます。したがって、

この改修工事に合わせて、総合体育館２階観覧席への移動手段として、車イスはもと

より階段の昇り降りが不自由である方々を援助するためにエレベーターの設置を計画

しているということでございます。この２点につきましては来年度に繰り越したうえ

で、８千６００万円を執行したいと思っております。資料について説明させていただ

きます。４ページは冷暖房の改修工事の工事工程表でございます。１２月中に、契約

をすべて終わっております。工事は１月から入りまして、今、実際に使えないように

したうえで工事をしています。工事につきましては、３月１０日を期限と定めて入札

しておりますので、それまでに工事が終わるという計画を示すものでございます。５

ページをお願いします。輻射パネルは、車のラジエーターのようなものですが、これ

の中に温水を通して輻射熱で館内を温める、若しくは冷ますというものでございます。

もちろんエアコンのように涼しい環境ではございませんし、また、暖かい環境ではご
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ざいません。適度に汗をかいたり、そういうスポーツができる環境をつくるというも

のですので、とても暖かいとか、涼しいとかいうようなことはないです。その朱塗り

にしているのが輻射パネルを設置する場所になります。それから、次の６ページをご

覧いただきたいのですが、これは、そのアリーナの２階の観覧席になります。ここの

赤い部分を塗っているのが、普通のパッケージエアコンで風の出る冷暖房装置です。

２階については、風の影響等があるスポーツが１階で行われておりましても、２階は

普通のエアコンで大丈夫だという設計になっておりますので、また観客席だけが冷房

の場合は下に冷たいのが溜まって上は涼しくないというような実態がございますので、

観客席を冷やすためのエアコンがここに付くという仕様になっています。次に７ペー

ジでございますが、７ページは体育館を知らなければわかりにくいんですけれども、

①と書いたところが入口でございますが、ここに風除室を設けて自動ドア化したもの

が４枚入ります。それから、それぞれの男子女子の更衣室には障害者用のシャワーを

設けると共に更衣室も車イス等の対応になります。それからトイレにつきましても、

車イス対応のものをそれぞれのトイレの中に設置します。それから④にありますけれ

ども、こちらが多目的トイレを新たに移設してこちらに設置するというような仕様と

それから、道路敷を塗っておりますけれども、ここがスロープ等の改修も含めて、ア

スファルトを改修しないと車イスでトレーニングセンターまで行けない状況にあるの

で、ここの改修を行うという仕様の中身を簡単に示させてもらっているものでござい

ます。８ページでございますが、これは同じく２階、アリーナの観覧席の部分の工事

ですが、トイレとともに⑩と書いているのが新たに２階に多目的トイレを設置すると

いう工事と⑬で囲んでいます上下にある部分は今、普通の椅子が設置されている部分

に障害者用の車イスの観覧席として、今回工事をするようにしています。左右６席ず

つという形で改修するような形になっております。それから９ページをお願いします。

９ページのこの真ん中に四角を赤で塗っているところがあるんですけれども、これは、

玄関を入って階段に上がるまでの手前のところになります。ここにエレベーターを設

置したいという位置を示しています。それから駐車場につきましては、経費を算定し

たところ残額そのもので全体のきちんとした整備が難しいということもありまして、

茶色の部分が歩道敷になるんですが、この歩道敷と緑色になっている植栽の部分を主

に手を入れて拡張、それから障害者用の駐車場とスロープ等の設置をできるだけ十分

になるように実施したいということでございます。これらについては、また具体的な
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説明が来月できるかと思うので、よろしくお願いします。説明は以上です。 

○教育長 今の説明についてご質問、ご意見等ありましたらお願いします。 

○毛利委員 輻射熱についてもう一度教えてください。水を温めて回す等いろいろな方

法があるのでしょうが。 

○文化生涯学習課長 おっしゃるとおりです。この輻射熱による冷房というのは、もと

もと考え方そのものが、暖房の器具から入ってきています。パネルの中をオイルや水

を流している、東北等の寒冷地に一般的にある優しい暖房といったものです。そうい

った直接温風等を送らずに熱を空間に伝えて暖める、その装置をこちらの暖かい地方

向けに冷たい水を入れることによって冷やすという仕組みを業者が開発したようです。

これにより、体育館等で風が送られるとできないバドミントン等の競技にも影響なく

冷房ができるということで、最近広まってきている装置です。鹿児島や熊本にあるの

で、現地視察に行き確認をしましたが、涼しくないことに私たちはびっくりしたんで

すが、少し肌に冷たく感じる空気が横幅５０メートルぐらいの体育館の中心のところ

まで伝わってくるというようなもので、なるほどと思いましたが、この環境の中で汗

をかくことができるものでした。当初、計画にはなかった２階の冷房についてですが、

やはり下が冷えても上は冷えないということですので、現地確認の結果、追加で設置

することにしました。そういった内容でございます。 

○教育長 この近辺で同じような設備をしているところはありますか。 

○文化生涯学習課長 ないと思います。 

○教育長 初めてということですか。 

○文化生涯学習課長 筑豊ではエアコン式の冷暖房しかないです。熊本等にしかないで

すね。 

○教育長 そこで反響がいいので取り入れることにしたということですね。では、期待

しましょう。 

  他に何かありませんか、よろしいですか。 

ないようですので次に移ります。日程第７ 事務報告「国史跡指定について」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 それでは、日程第７「国史跡指定について」の事務報告をさ

せていただきます。１ページをお願いいたします。「１ 国指定史跡について」の「⑴ 

国史跡指定について」の概要ですが、国の史跡というのは地域や我が国の歴史を知る
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上で特に重要なものとして、文部科学大臣が指定するものです。「⑵ 国指定の史跡の

メリット、デメリット」です。メリットとしましては、貴重な遺跡が確実に保存され

るということ、そして地域のアイデンティティの向上が図られ、教育及び観光の資源

として活用できるということ、また、国庫補助金による土地の公有化、保存活用計画

の策定や整備活用事業ができるということです。デメリットとしましては、土地の利

用が制限されるということです。「⑶ 指定の方法」ですが、地方自治体からの意見具

申によりまして、国（文化庁）が国文化審議会へ諮問、答申を受けて官報告示によっ

てこの効力を発生します。指定後も同等の価値があると認められた土地については、

随時追加指定ができます。２ページをお願いします。「２「筑豊炭田遺跡群」（仮称）

について」次に今回、意見具申をする三井田川鉱業所伊田坑跡は、飯塚市の目尾炭坑

跡、直方市の筑豊石炭鉱業組合直方会議所及び救護練習模擬坑道と共に、仮称ではあ

りますが筑豊炭田遺跡群を構成しております。「⑴ 「筑豊炭田遺跡群」の価値」とし

て、筑豊炭田は日本の近代史上に欠かすことができない歴史ではあるが、閉山後の構

造変化により、当時の炭鉱の風景が失われつつあるため、筑豊三都と呼ばれた田川市、

飯塚市、直方市にわずかに残っている炭鉱関係の貴重な文化財を史跡として確実な保

存活用を図り、歴史の証明として後世へ伝える必要があるということです。「⑵「筑豊

炭田遺跡群」の概要」です。筑豊炭田が我が国の発展に果たした役割を鑑み、文化庁

は当初から単独ではなく複数の炭鉱関係遺跡によって国指定史跡とすることとしてお

りました。そこで、筑豊炭田遺跡群として、国への意見具申を筑豊炭田の中心である

田川市と飯塚市、直方市が一体となって行うものであります。３ページをお願いしま

す。「３ 三井田川鉱業所伊田坑跡について」の「⑴ 三井田川鉱業所伊田坑跡の概要

及び価値」です。三井田川鉱業所は、単に筑豊炭田において最大規模を誇った炭鉱と

いうことだけではなく、技術・経営、福利厚生や文化面に至るまで、田川地域や筑豊

の地域社会のみならず、日本の石炭産業に大きな影響を及ぼした炭鉱です。発掘調査

の結果から、当時の建物の基礎が残っていることが確認されており、国からも国指定

史跡としての価値が認められております。「⑵ 本市の取り組みの経緯」を３ページか

ら５ページに記載しております。５ページの「⑶ 当初の指定範囲」をご覧ください。

国の史跡に指定されますと土地の利用等が制限されることから、関係機関等と慎重に

協議を重ねてまいりました。そして、今回の指定は田川市石炭記念公園を中心とする

市有地、田川市の市有地を指定範囲ということにしました。７ページの別紙１をご覧
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ください。そこで赤い色を付けた部分が、今回具申をする場所になります。隣接して

おります伊田斜坑跡も青い色の部分ですが、国史跡としての価値が認められておりま

すので、今後も土地の所有者や関係機関と協議をしながら、保存活用について検討し

ていきたいと思っております。５ページにお戻りください。次に「⑷ 指定後の取り

扱い」です。文化財保護法によりまして土地の利用に制限はありますが、遺構へ影響

を与えず、景観に配慮した各種の開発行為は可能です。しかし、その開発行為の軽重

によって市の教育委員会や国への現状変更許可が必要となります。詳細な取り扱い方

針については、今後、行われます史跡保存活用計画に定めていきます。６ページをお

願いいたします。「４ 今後のスケジュール」をつけております。今月末頃に意見具申

書を提出する予定にしております。順調にいけば本年夏から秋頃に答申、告示され、

平成３１年度から３２年度にかけて史跡の保存活用計画を策定する予定にしておりま

す。活用計画に基づいて、今後、史跡を保存活用していくということになります。以

上でございます。 

○教育長 今、説明がありましたが、ご質問、ご意見等ありませんか。 

  ないようですので次に移ります。日程第８ 諸般の報告「教育委員会に係る１２月

議会の一般質問について」を議題とします。 

○教育部長 日程第８ 諸般の報告 ⑴「教育委員会に係る１２月議会の一般質問につ

いて」ご報告いたします。お手元配布の一般質問に関する資料をご覧ください。今回、

１２月定例会の一般質問につきましては、１２月７日と８日の２日間行われておりま

す。ご覧のとおり、９名の議員から質問があり、そのうち教育委員会に関する質問者

は、８名でございました。教育委員会に関する質問事項には、先ほどの２ページ目以

降に下線を入れております。次のページには、又、質問の要旨についての内容を記載

をしております。まず、質問順１番の北山隆之議員からは、二項目目の「本市の学校

教育について」との質問がありました。⑴「現時点におけるＩＣＴ教育の状況につい

て」でございました。これに関する答弁といたしましては、本年度、各小中学校の全

教室に電子黒板と教育用パソコン、実物投影機及びデジタル教科書を整備し、授業、

その他行事等でＩＣＴ機器の効果的な活用が行われてきております。今後においても

「田川市教育情報化ビジョン」に基づき、更なるＩＣＴ環境の整備や、研修会の開催

等、教育の充実を推進していきたいとの答弁を行っております。そして⑵「本市の部

活動の状況について」、部活動の意義や法的な位置付けについての質問があっており
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ます。この質問に対しましては、「部活動は、教育課程外の学校教育活動ではありま

すが、教育課程との連携を図り、生徒の自主的、自発的な参加により、持続可能な運

営体制を整えていく必要があります。また、中学校の部活動は、各学校とも職員全員

で部活動の指導に関わっており、その指導については、十分ではない部分があります

が、手当支給も現在行っております。中学校の生徒数減少により、部活動が単独チー

ム編成での出場が困難になっている状況があり、これを解消するためには、文部科学

省が示している適正規模の新中学校再編が必要である。」というような答弁を行って

おります。続きまして２番目の加藤英彦議員からは、「子どもの貧困と食について」

の質問で、要旨としては「給食費の収納状況について」未納者への対応及び未納の原

因などについて問うとの内容でございました。その答弁につきましては、「給食費の

未納状況は、本年一学期の未納金額は、小学校で約１２５万円、中学校で約２７万円

で未納率は小学校で３．１％、中学校で１．３％となっております。未納の対応とし

ては、安定した給食を実施し、負担の公平性を保つため、給食費未納ゼロを目標に掲

げて、収納対策の徹底に努めていきたい。」との答弁を行っております。３番目の陸

田孝則議員からは、「卒業式における合唱歌について」の質問がなされまして、要旨

は、「本市小・中学校の卒業式における「仰げば尊し」の合唱について、市内では１

校も歌われていない状況があり、「仰げば尊し」には、教師を敬い、自分を導いてく

れる人をリスペクトする高い倫理観があり伝統と文化の一端で継承されるべき歌で

ある。是非、教育委員会から卒業式で斉唱されるよう職務権限等を発揮されるよう

に。」という要望があっております。その答弁では、「卒業式における合唱歌の選定に

ついては、最終的には校長の職務権限であると考えている。成長の節目となる卒業式

が、子どもの豊かな人間性を育む場としてさらに充実すること、また、感謝の気持ち

を高めていくことは必要であると考えています。「仰げば尊し」も歌詞を改めて見つ

め直してみるとたくさんの良さが見つかります。学校にはこれまでの卒業式のスタイ

ルにこだわらず、新しい発想での式の狙いを達成できるような曲の追加や式の構成を

検討するように指導していきたい。」との答弁を行いました。４番目の佐藤俊一議員

からは、３項目目の「中学校再編について」の質問で、要旨は「教育委員会が審議会

案と異なる計画案を提示したが、その内容や今後の進め方について」の質問でござい

ました。その答弁の要約としましては、「執行部では「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、議会及び市民から多くの意見要望をいただき、その
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後、庁内検討委員会を設置し、審議会では検討が困難であった財政面、まちづくり面

等を含めて、総合的に検討を行った結果、今回の「田川市新中学校創設基本計画（案）」

を策定したところであり、審議会においても、今回、中学校再編は、子どもたちに良

好な教育環境を作るためのものであり、できる限り早期に実現されるべき」というよ

うな答申内容となっております。教育委員会としましては、今回の基本計画案が最良

の案と考えており、丁寧な地元説明を行い、ご理解いただけるように努めてまいりま

す。最終的には市民の代表である市議会に判断いただきたいと考えています。」との

答弁を行っております。次に、６番目の香月隆一議員からは、２項目目の「学校教育

について」の質問で、「本市小・中学校におけるストレスチェックの実施について」

の内容についての質問でございました。その答弁では、「本市小・中学校の教職員に

ついては、残念ながら毎年メンタル疾患による病気休暇・休職者が出ています。そこ

で教育委員会では、まず一時要望の取組みのため、平成３０年度から教職員に対する

ストレスチェック制度を導入する方向で、関連経費を予算要求していきたい。」との

答弁を行っております。次に７番目の今村寿人議員からは、２項目目の「公共施設等

総合管理計画について」の質問があっております。要旨では「⑶スポーツ・レクリエ

ーション施設について」で、サッカー専用施設の整備要望等とスポーツ施設における

駐車場不足について問われました。その答弁では、「サッカー専用施設の必要性や質

の向上、施設数の適正化については、現施設の個別計画で長期的な視野で判断すると

ともに、市有地の活用やスポーツ施設集約の観点から今後調査検討して行きたい。」

との答弁を行いました。次に、８番目の柿田孝子議員からは、「就学援助について」

の質問で、要旨は「支給時期の前倒しと新入学学用品費の金額引き上げ要望」でござ

いました。その答弁では、「新入学学用品費の支給時期について、平成３０年度新入

学者から、入学前の３月に支給を実施するなど、いわゆる前倒しの支給導入の動きが

他市においても進められていることから、本市としても、これに準じた対応を市長部

局と協議していきたい。」との答弁を行っております。併せて、「新入学学用品費の金

額引き上げについても前向きに検討して行きたい。」と答弁しております。また、２

項目目に田川育英資金についての質問があっており、「貸与の決定時期について」及

び「奨学生の決定について、学業成績に関する要件の削除要望」の質問の内容でござ

いました。その答弁では、「育英資金の貸与決定の時期を早めることは、現制度では

非常に難しい状況がある。奨学生の決定について、学業成績に関する要件の削除につ
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いては、条例に状況項目が規定されている。今後の方向性については、田川市育英資

金委員会で検討をお願いしたい。」との答弁を行っております。また、「校区活性化協

議会について」の質問で、校区活性化協議会の役割及び新中学校創設に伴う影響につ

いての質問でございました。答弁では、「校区活性化協議会は、地域・学校・各種団

体との協力連携の強化や地域における人々の連携意識を育むコミュニティづくりの

中核組織としての役割は非常に大きいものと考えている。新中学校創設に関する影響

等につきましては、校区活性化協議会の会長・事務局長等の会議において協議を継続

して行っていきたいと考えている。地域との繋がりや地域性等、大切な地域コミュニ

ティが崩されることのないように取り組んで行きたい。」との答弁を行っております。

最後に９番目の石松和幸議員からは、２項目目の「豊かな教育環境の整備について」

の質問があっております。要旨は「本市における放課後児童健全育成事業の現状につ

いて」「本市中学校のランチボックス給食について」「市立中学校再編に関する住民説

明会における意見・要望の取りまとめ方や再度の説明会を行う時期について」の質問

でございました。その答弁では、放課後児童クラブに関する質問でございますが、「支

援員、指導員の任用について、現状では任用期間が最大１０年と限られている中で柔

軟に対応を行っている。しかし、平成３２年度から期限付任用制度が変更されること

から、本市として経験豊富な優秀な人材が今後も長期的雇用できる方策の検討を進め

ていきたい。また、場所につきまして当該小学校の体育館の２階を使用している４つ

のクラブは面積が十分でない部分があることから、平成３１年度までに学校の空き教

室等に移す等の対策を進めて行きたい。」との答弁を行っております。また、ランチ

ボックス給食のアレルギー対策についての質問がありました。本市のアレルギー対応

については、「田川市学校給食食物アレルギー対応マニュアル」に基づいて行ってい

る。食物アレルギーを持つ生徒に対しまして、医師診断書を基に保護者面談を行い、

食物アレルギー対応委員会を開催してその生徒に応じた対応を実施してきている。ま

た、新中学校再編に関する今後の住民説明会についての質問につきましては、「今後

も丁寧な説明を行い、新中学校の創設に向けて、市民のみなさん、保護者のみなさん

の不安を解消できるように努めてまいりたい。これまでの説明会の内容については、

取りまとめ後に総務文教委員会に事務報告及びホームページ等で公開することとし

ている。新中学校の開校時期については、基本計画案に示しています平成３４年４月

を目標に進めていきたい。」との答弁を行っております。以上、１２月議会での一般
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質問について概要報告を終わらせていただきます。  

○教育長 ご質問、ご意見等はございませんか。 

  ないようですので次に移ります。「１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） 

○教育長 ご質問、ご意見等ございませんか。 

  では、次に移ります。「２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、次回、２月定例会の日程案でございますが、２月１３日、

火曜日でいかがでしょうか。今回は諸般の事情により１時間繰り上げさせていただき

まして１３時から事前打ち合わせ、１３時半から開会ということでお願いできればと

思っています。 

○教育長 よろしいでしょうか。それでは、ご異議ないようですので、２月定例会は、

２月１３日、火曜日１３時３０分に決定いたします。 

では、他に全体をとおして何かご質問、ご意見等ありませんか。 

 一点だけ私から付け加えます。文化係の行事予定にありましたが、１月６日の「沸

点の現象」の内覧会とレセプションに出席をしました。筑豊の旧産炭地であることや

人権問題等を「反骨の精神」、「筑豊の魂」というテーマの本当に多様な観点からの迫

力ある作品でいっぱいなので、是非たくさんの市民の方に見ていただけたらと思いま

す。教育委員のみなさんもよかったら是非見に行ってください。よろしくお願いしま

す。 

 他にないようですので、以上を持ちまして平成３０年第１回田川市教育委員会１月

定例会を閉会いたします｡ 

  

                           （閉会１６時００分） 


