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（開会１４時３０分） 

○教育長 ただいまより、平成２９年第１１回田川市教育委員会１０月定例会を開会い

たします。まず、会議に先立ち報告があります。教育委員の星野ゆかり氏の任期満了

に伴い、９月２１日に開催された平成２９年第４回田川市議会９月定例会において柴

田利規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１１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させていただ

きます。ここで新たに任命された柴田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。柴田委員、よろしくお願いします。 

○柴田委員 こんにちは。今日から教育委員にならせていただきました柴田利規子と申

します。私は後藤寺小学校に通う５年生の男の子と１年生の女の子の母親です。私は、

短大を卒業して８年間、田川カトリック幼稚園、それから上の子を出産するまでの１

年半を田川市西保育所に勤務していました。カトリック幼稚園ではここにいらっしゃ

る、加治委員と峯さんのお子様を担任させていただいたり、これも何かのご縁と思い

ます。今日から４年間子どもとの関わりを大事に生の保護者の意見を聞き、少しでも

お役になれるように教育委員のお話をいただいた喜びをパワーに替えてがんばってい

きたいと思います。よろしくお願いします。 

○教育長 拍手をお願いします。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２９年１０月１１日付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。」この規程に基づきまして、今般、議席の指定についてお諮りするもので

あります。それでは日程第１の資料をご覧ください。教育委員の議席番号につきまし

ては、これまで慣例により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程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。 

○教育長 現在、座っていただいている仮議席を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。 

（異議なしの声あり） 

ご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も
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らいます。 

次に移ります。日程第２「平成２９年第１０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、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２「平成２９年第１０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２２号「平成２９年度田川市教育功労者の選考に

ついて」及び日程第４ 事務報告「対教師暴力に関する報告について」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いいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議ないようですので、日程第３及び日程第４の案件については非公開といたし

ます。 

・ 

・ 

ここからは、通常のとおり公開といたします。日程第５ 事務報告「中学校給食に

おける異物混入について」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「中学校給食における異物混入について」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。異物混入の状況につきましては、

１に挙げておりますように１学期では、髪の毛が３４件、虫が５件、虫は小さな羽虫

とか、目に見えないくらいの小さな虫でございますけれどもそれが５件、プラスチッ

ク片が１件、これが長さで１センチちょっとあるかないかぐらいの、何の部品とか状

況はわからないものが１件、それから樹脂剥離、これは 1～２ミリの黒っぽい粒のよ

うなもの、あとで調べてテフロンであったということが、はっきりしました。１学期

の合計が４１件です。２学期の状況ですが、９月末現在では髪の毛が１３件、合計 

５４件という状況でございます。ほぼ多いのは、髪の毛がずっと続いていたと、状況

で見ますと、お弁当のご飯の上に乗っていたとか、おかずの横にあったとか、あるい

は弁当箱の裏にくっついていたとか、そういったものがほとんどの状況ではありまし
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た。４月１０日の開始の日から髪の毛が入っていたということが報告されましたので、

業者とも協議しながら「どこの時点でどう入ったのか、どういったところを改善でき

るか。」ということで話し合いをしました。教育委員会としても現場の確認をしておこ

うということで、４月２５日に現地の工場に入って視察を行っております。調理とか

弁当を詰める作業、配送までの工程を確認しておりますし、埃についても、このあた

りで入るかもしれないのでというようなことも一緒に協議はしてきたところでござい

ます。そして、その後も残念ながら髪の毛の混入等、止まらずに何件も報告された状

況がございました。この時点で、もう少し早く学校現場の環境とか状況を私どももし

っかりつかんだうえでの対応をしておけば、学校由来の混入等がもっと防げたのでは

ないかとは思っているところです。その後、業者もコンサルタントを入れまして、再

度の確認、取組をしていただいた部分を教育長、部長、課長補佐、栄養教諭の４人で

工場に視察に行って、改善が確認されたのが８月２４日でございます。そして先程の

コンサルタントを使っての業務改善でございますけど、そこに挙げておりますように

例えば調理窯等の全面再加工、先程言いましたテフロンが一部はがれたものが見つか

ったということで全面的に再加工したり、あるいは異物混入のうち髪の毛が多かった

ということで、粘着マットを設置していただいたり、防虫カーテンと防虫捕虫器の設

置をしたり、工場入場ルールの手順を再度強化していったり、ヘアネットもふわっと

した形の被る物から、頭髪が全く出ないようなより肌に密着したヘアネットに変更し

てもらったり等、身だしなみ点検の徹底強化をしたり、水洗い工程の追加をしたり、

全ての弁当の蓋をして、さらにまたコンテナに蓋をしていくようなことにずっと取り

組んでいただきました。２ページ目をお願いいたします。今後の対応ということで、

いくつか私どもが今現在取り組んでいるところについてのご報告でございます。原因

究明といたしまして、まず製造工場における状況はどうだろうかということについて

は、改善されたということできちんとした報告を受けておりますし、また８月２６日

には、福岡市南区の保健所が工場に立ち入って指導をし、そして改善報告書等を出す

ようにということの指示の中で業者はすぐに対応いたしまして、保健所にも報告書を

出してそして確認いただいて、まったく問題ないという報告を受けています。また委

員会としても自分たちの目でもきちんと確かめさせてもらうということで、製造工場

に今週、火、水と二日間入らせてもらっております。全く今のところ問題はないんで

すけど、栄養教諭にも再度確認してもらうため明日までは行くようにしております。
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おかずの工場へは火曜日に行きまして、今日は、ごはんの詰め込み作業をしていると

ころに行きましたが、それぞれ８人から１０人くらいの方が作業されています。先程

言いましたようにヘアネットとかいろんな毛が混入するような状況がないように、本

当に細かな対応がされています。一旦温かいおかずの詰め込みが終わった後、次の冷

たいおかずを入れる手前で二人一組になって再度、髪の毛等の混入がないかという点

検をしている姿等、本当に丁寧に、一品一品入れていく部分もコンベアのスピードを

落として確認している状況等そういった改善が、昨日今日の中でも見て取れたところ

でございます。これらのことが今、教育委員会として動いているところのひとつでご

ざいます。次に、関係機関、第三者機関との協力体制の構築ですが、まず、当然でご

ざいますけど、田川市の保健所に相談いたしまして、中学校現場での配膳室から教室、

そして食べ終わるまでの部分を２校、実際に入ってもらっています。例えば細かな部

分ですけども、配膳室に清掃道具を置いてあると、これはもう当然きちんとされてい

るわけですが、その清掃道具が表に出ないように覆いをかぶせて別のところにしっか

り置いた方がいい等の細かな部分の指摘とか、或いは風が吹いて窓際の桟に埃がたま

っていると、このことが異物混入の原因になる可能性があるので窓の桟の清掃をきっ

ちりやって欲しい等そういった形で、全ての学校の状況を検査いただきながら異物混

入がないようにということのご指導も今後、全部の学校に入っていただきながら、受

けていくようにしているところでございます。次に薬剤師会のバックアップ体制とい

うことで薬剤師会にも、この問題を相談したところ「今のところ大量に一斉的に問題

が起こるような状況ではない。しかし万が一、大量の虫が発生して全てのごはんやお

かずに入るような事等があれば、きちんと対応していきます。また、そういう食中毒

関係とかもあれば、その環境もしっかり調べますよ。」ということは言ってもらってい

ます。今は、薬剤師が直接入るような状況ではないが、万が一の時にはバックアップ

体制をお願いするということの確約はできているところでございます。また、１学期

は、筑豊教育事務所にも入っていただいて７校中２校分について、業者が調査及び記

録している帳簿を確認しましたが、さらに全校分正しく記載されているか等といった

ようなことも業者に提出を求めながら確認していきたいと思っております。また、第

三者の食品分析機関に例えば髪の毛の成分依頼等をお願いして、どこ由来でどういっ

た形で入ったのか分析をお願いして、対応がすぐとれるように今、準備を進めている

ところでございます。また、マスコミ等にも大きく報道されましたので、保護者への
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説明を行っていきます。現在、金川中を皮切りに今日は田川中学校に行って保護者説

明会を開催し、１９日までに全ての中学校に行って委員会としての取組、業者として

の取組、学校現場としての取組等について、今の経過を報告しながら少しでも安心し

ていただける状況を作っていかなくてはならないということで、回っていっている最

中でございます。それから全ての学校に入ってきちんと確認した方がいいだろうとい

うことで、５日からは、教育委員会の学校教育課だけではなく、他課にも協力いただ

いて、毎日７名の職員に給食の配膳から大体食べ終わる時間まで入ってもらっていま

す。そして、今まで教育委員会が、各学校に指導してきた内容、「食事の前の手洗いを

行っているか。」「机を整頓し、机を拭いているか。」「『いただきます』の号令まで弁当

の蓋を開けない。」「喫食中に立ち歩かない。」「給食時間が終了するまで、全員席を立

たない。」そういったことがきちんとできているかどうかの現状を学校ごとに確認をし

ていっているところでございます。あまりにも今までの件数が学校によって、学級に

よって差が大きかったものですから、いろんな要素が考えられると思いますけども、

学校現場での指導のあり方とか、環境の部分で大きく差が出る部分があるのではない

かということで、そういう各中学校の学級ごとの状況も現場に入って確認していると

ころでございます。また、異物混入があった場合の対応マニュアル、当初は学校にメ

ールで写真付の報告を上げてもらっていたのですが、その日のうちに状況をしっかり

確認するということで、現在は、教育委員会の職員が報告のあった学校に行き現品を

確認して、状況を確認したうえで持ち帰っています。それから、その他の改善事項と

いうことで、これらについては、まだ案でございますけれども、工場内にカメラを設

置してみてはどうかとか、試行的に食べ始めるまでラップをするのも一つの手ではな

いかとか、いろんな形で対策を考えているところでございます。また、給食試食会も

実施して、保護者にも現状を見ていただいてご理解いただくようなことが大事ではと

いうことで取り組んでいる最中でございます。３ページには、それぞれ４月から９月

までの各学校の異物混入に係る学校からの報告状況ですが、主なものは髪の毛でござ

います。それから異物の種類ごとの件数は先程１ページの中で挙げたものを表として

まとめたものでございます。４ページにつきましては、異物混入防止への取組スケジ

ュールです。１０月２日以降の給食状況確認、保護者説明会の日程、それから工場立

会いを１０日から１３日までの間に実施する予定です。それから田川保健所によりま

す給食状況の確認についての日程です。残り３校については、今後、日程を保健所で
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決めまして、全部の学校に入ってもらうようにしていこうとしている状況でございま

す。以上、まだ完全に終結してということでのご報告ではございませんが、途中経過

ということで報告させていただきます。以上でございます。  

○教育長 今、報告がありましたが、ご質問、ご意見等ありましたらお願いします。 

○毛利委員 金川中ではもう説明会があったそうですが、出席者や意見はどうだったか

教えてください。 

○学校教育課長 保護者につきましては、８名の出席でありました。それから議会でも

こういった説明会を是非やってほしいという要望があり、開催することを報告してお

りましたので、５名の市議にも参加いただいております。そういった状況での説明会

でございました。質問としては、「教育委員会が現地に行って確認しているが、専門的

な方が入っているのか。」とありましたので、それについては、「調理師、栄養教諭が

明日入る形で、専門的な現場の経験者、或いは管理栄養士の立場から再度確認をして

いく。」と答えております。それから「この業者の衛生管理の基準は、きちんとクリア

されたもので、委員会としてはそれを確認できているのか。」という質問もございまし

たので、これについては、「一般の厚労省が定めております保健衛生基準よりも学校給

食は当然厳しい基準が設定されており、それをクリアできている業者である。」と答え

ております。それからやはり「髪の毛が入っていることについて、子どもが嫌な気持

ちを持って、もし食べたくないとか言ったらどうなのかとか。」「弁当にしたい。」とい

うことも保護者から話が出ています。これについては、「早急に対応中であり、今後の

見守りの中で解決をしていきたい。」ということで話をしております。ただ、十分に学

校の状況がつかめておらず、原因が特定できていない中で、全て業者が悪いとか学校

が全て悪いとかいう事は断定できません。防ぐことができる状況の部分も含めて、説

明をもう少しきちんとしておけばよかったという反省点はございまして、業者に参加

してもらっておりましたので、業者だけに原因があるようになってしまったのではな

いかと思っているところでございます。「長い距離を運搬しているのでそのことについ

て危険性はないか。」という質問については、「適切な対応はしている。」と答えており

ます。 

○教育長 私の反省点からいったらランチボックスが始まって最初に異物混入の報告が

あった時にすぐに現場に行って、その原因究明をすべきだったと思います。そしてそ

れをせずに写真を送ってもらうとか報告を受けるだけだったのが一番問題で、そこで
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原因究明をして、明らかに業者の製造過程によるものという場合は、そこでもちろん

改善しなければいけないし、それ以外の可能性があるなら、配送の過程なのか、いろ

いろな活動をする教室の中で食事をするわけだから、学校で入った可能性が高いのか、

そこまで調べて件数をとっておくべきだったと思います。きちんと原因究明をしてお

けば、どこでも起こり得る範囲の許容の部分が何件で、それ以外の分については、何

件ということが説明できたのではないかと考えています。私は、最初の対応で現場主

義が足りなかったと思います。みんなに期待されたランチボックス給食だから、本当

にそういう不安要素が出たら、すぐに対応して原因分析して、そして保護者や議会へ

報告をすべきだったというのが反省点です。製造過程、配送過程に問題がないという

ことがはっきりすれば、あとは教室の環境整備、マナー、そこをきちんとやって、髪

の毛等の混入をどんどん減らしていければ、子どもや保護者の不安感をなくしていけ

るのではと思っています。それから現場の先生が「今までパンばかりだった子どもや

朝ご飯を食べなかった子どもが給食が始まって、顔色が良くなってふっくらしてき

た。」とか、「家庭での生活にいろんな背景のある子が、給食のおかげで、元気に学校

生活を送る基盤ができつつある。」という声もありますので、是非、子どもや保護者の

不安を解決できるように取り組んでいきたいと思います。自校給食の場合は、作って

いる人と食べる子ども達との交流があるという良さがあります。たしかに福岡市と田

川市は離れているから、いろんな難しさはあるんですけど、できれば朝５時に起きて

仕込みをしている苦労とか、そういったものを子ども達に伝えてもらうことや、子ど

も達もおいしかったとか、逆にここはもっとこうできないかとかいういろんな要望も

伝えて、だんだん子ども達の望む安心でおいしい給食を一緒に作り上げていきたいと

思っています。 

○毛利委員 私たちも新聞に大きく出てきてから知ったものですからね。さっき教育長

が言われたように早めに報告をしておけば、新聞にも絶対あんなに大きく出てはいな

いと私は思います。一気に４０数件も出てきたので問題になっていますが。 

○河底委員 たまってしまってから出たからですね。 

○毛利委員 だから、これは大変だということになったんだと思います。議会もやはり

多分そんな気持ちがあるんじゃないですか、「なぜ早く報告をしないのか。」というよ

うな。 

○河底委員 中学生の中には、おいしくないという子もいれば、楽しみにしている子も
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いるので。「今日は、おいしかった。」とか、「あたりだった。」とか「はずれだった。」

とか、それもいいと思うんですよね。だから最終的に本当に「安心して子ども達を中

学校に来させてください。」といえるような体制になって、説明会では、「改善してい

っていますので、子ども達を安心して通わせてください。」と言ってもらえるといいか

なと思います。 

○毛利委員 新しい中学校ができたら各校の自校方式になるんでしょうから、こういう

ことのないように新中学校をできるだけ急いで作ってください。 

○推進室長 基本の計画案の中には自校方式で検討したいということも入れています。 

○教育長 まだ決定ではないけど自校方式を基本に検討している状況です。 

○柴田委員 残りの６校で開催される保護者説明会に聞きにいったりしてもいいんです

か。 

○学校教育課長 もちろん来ていただいて構いません。 

○柴田委員 保護者ではないんですけど良いですか。 

○学校教育課長 一般の市民の方で心配されている方も当然おられますし、もっといろ

んな立場からご意見をいただきたいと思います。せっかくの給食が、人をバラバラに

するのではなく、繋ぐものにしていかなくてはならない部分があったんですけれども、

ご指摘を受けたように、あまりにも報告が健康被害をおよぼすものではないだろうと

いうような甘い見込みの中で遅れてきたのが原因だったと思っていますので、そこを

理解していただける部分で、どうぞ参加いただければ、かえってありがたい話でござ

います。 

○教育長 他に何かご質問、ご意見等ございませんか。 

では、ないようですので次に移ります。日程第６ 事務報告 「田川市議会全員協

議会における田川市新中学校創設基本計画（案）の説明状況について」を議題としま

す。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 日程第６ 事務報告「田川市議会全員協議会における田川市新中学校創設

基本計画（案）の説明状況について」ご説明させていただきます。裏面をご確認くだ

さい。９月の定例教育委員会で教育委員の皆様方からご了解いただきました基本計画

（案）につきまして、９月２１日木曜日に田川市議会全員協議会におきまして議会説

明をさせていただいたところでございます。主な意見ですが、当然、議員の方々の関

心の高い事項でございましたので、多くの議員の方々からご意見をいただいたところ
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でございます。主な意見として挙げさせていただいておりますので、読ませていただ

きます。初めに３つ挙げておりますのが、今回の基本計画案につきまして、少し反対

の意見でございます。「田川市新中学校のあり方に関する審議会の案で説明会を行い、

鎮西中学校及び田川中学校に新中学校が配置されると思っていた市民も多く、混乱を

招くことになる。また、審議会の答申案と異なる案を作成するのならば、審議会自体

の意義がなくなる。」「教育委員会の案が示される前に、住民説明会を開催して、意見

を聞くべきではなかったか。」「これまでの審議会の案を教育委員会が説明してきたが、

少なくとも住民説明会で提案したということは行政としての責任がある。」というよう

な意見をいただいております。これ以降は賛成の意見ととらえることができるのでは

なかろうかと思われる意見でございます。「学校という存在は、まちに与える影響は大

きい。そういう点からこの計画案を支持したい。前回、住民説明会を行い、『これは答

申で決定ではない』と言ってきたが、中には誤解している人がいるかもしれない。要

望だが、こういう計画案ができたからには、急いで住民説明会を開催してほしい。」「学

力向上が喫緊の課題である。この地域に生まれたことで、学力や就職に影響があると

いうのは、大人の責任である。そのためにも計画案を早期に進めてもらいたい。」「『南

北案は決まり事ではないか』と市民は心配していた。それに対して教育長は『決定で

はない』と話していた。そして今日、はじめて教育委員会の案が出てきた。自分は良

くできた案と考えるが、十分な説明を行い、意見を聴取してもらいたい。」最後に、「今

の段階でベストとは言えないが、ベターな案と思っている。自転車、スクールバス、

徒歩、親の送迎など多様な通学方法があり、新中学校周辺の混雑が予想される。通学

の安全確保についても議論を深めてほしい。」というような意見をいただいております。

以上でございます。 

○教育長 今の報告に質問、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７ 事務報告「田川市石炭・歴史博物館に

おける特別展示の実施について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課企画官 それでは、日程第７「田川市石炭・歴史博物館における特別

展示の実施について」事務報告をさせていただきます。１ページをお願いします。１  

特別展示の概要の⑴ 開催趣旨でございます。明治維新前後から日本は近代化への道

を歩き始めますが、昭和２０年、太平洋戦争の敗戦で、現代という新しい時代を歩き

始めております。この激動の時代を自らの経験等によって山本作兵衛翁が描き残した
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のが炭坑記録画や日記等からなる「山本作兵衛コレクション」で、これらは、２０１１

年にユネスコの世界記憶遺産に登録されました。同じくユネスコ世界記憶遺産に２０

１５年に登録されました「舞鶴への生還」は、シベリア等に抑留されました人々の困

窮や絶望、生き抜く力、家族への思いや帰国への希望、そして彼らの帰国を待つ留守

家族の家族愛など、人類共通の普遍的主題を伝える貴重な歴史資料として高い評価を

受けております。今回の特別展は、これら２つの世界記憶遺産資料を同時公開し、現

在の日本の礎となった近現代の歩みを紹介するものです。改修工事によって、適切な

展示環境をつくることができるようになりましたので、この「舞鶴への生還」に関す

る資料を借用することができました。この機会に市民の皆様に観覧していただければ

と思っております。なお、本展は石炭・歴史博物館のリニューアルオープン記念とし

て、「舞鶴への生還と山本作兵衛コレクション～近現代日本の世界記憶遺産」と題して

実施いたします｡⑵ 借用資料です。ユネスコ世界記憶遺産に登録されている「舞鶴へ

の生還」原資料１３点、複製資料１１点、それから食器や水筒、手袋といった生活用

品一式を合わせまして２５点を予定しております。詳細につきましては、３ページ以

降の別紙１、別紙２に載せております。⑶ 展示会場です。展示会場は先程お話しま

した改修工事によって温湿度の管理ができるようになりました博物館２階の第２展示

室でございます。展示に際しては室内を山本作兵衛コレクションを展示する通常の展

示エリアと舞鶴への生還資料を展示する特別展示エリアに分けまして、特別展示エリ

アには職員１名を配置して観覧者整理を行うことにしております。⑷ 開催期間です。

平成２９年１０月３１日火曜日から１２月２４日日曜日までの５５日間です。月曜日

は休館日となります。⑸ 開催費用です。一般会計１０款５項５目の教育普及事業費

で、２０４万１千円です。このうちの１２０万円ほどは資料の運搬費になります。⑹  

特別展示に係る観覧料の設定についてです。特別展示に係る観覧料の設定に伴う基本

的な考えとして、（ア）特別展示における観覧料は本市の財政状況等を鑑み、観覧希望

者に対して、開催費用相当の負担を求めることを基本としますが、通常の観覧料を支

払った来館者が利用しやすい料金設定を行いました。(イ)特別展示に係る観覧料は、

教育普及の観点及び社会的弱者への配慮から障害者や高校生以下の来館者には負担を

求めないことにしました。（ウ）観覧者の半数近くを占める高齢者等が混乱を招かない

ように特別展示の観覧料はわかりやすいものとしました。(エ)入館者の意思によって

観覧が選択できるようにしました。次に特別展示に係る観覧料金です。先程の(ア)か
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ら(エ)までの４つの基本的な考え方から、特別展の観覧希望者には通常の観覧料とは

別に田川市石炭・歴史博物館設置条例第３条第２項の規定に基づき、一般の方のみか

ら２００円を一律にいただくこととしております。報告は以上でございます。よろし

くお願いいたします。 

○教育長 何かご質問、ご意見ございませんか。 

  以前、私が企画官に言ったかと思うんですけど、個人的なことを言えば自分の父も

シベリア抑留者で昭和２４年に日本に帰ってきました。田川にもシベリア抑留を体験

された方のご家族がいらっしゃるのではないでしょうか。住民の中で、そういう方の

手紙とかハガキとか思い出とかそういうのがあれば、遠い舞鶴のじゃなくて田川の地

元にもそういったいろんな体験をされた方や思いがあったということで身近に感じら

れると思います。何かそういうものを集める工夫、声掛けをということで言ったけど、

その辺はどうなっていますか。 

○文化生涯学習課企画官 教育長からそのようなご指摘を受けておりましたので、教育

委員会が発行する「ぐるみ」だとか田川市が発行する「広報たがわ」だとか、ホーム

ページ等で「そういった資料をお持ちの方は。」という呼びかけをいたしまして、まず

資料を持っておられるところを知りたいと思っています。今度の企画展には間に合い

ませんけど来年等、夏場になると平和学習の時がありますのでそういう時にミニ企画

という形でも戦争の関係、平和の関係ということで資料を借用して行いたいと思いま

す。もし資料を提供していただける方がありましたら、こちらで所蔵しますし、返し

てくださいと言われれば、その企画展のときだけでもお借りして平和学習の際に使っ

ていこうかと考えております。 

○教育長 是非、そういったもので皆さんに読んでもらいたいとか見てもらいたい資料

があった場合は、展示して田川市の方、また市外の方にも見ていただくといいと思う

のでよろしくお願いします。 

○文化生涯学習課企画官 はい、承知しました。 

○教育長 他にありませんか。 

○毛利委員 ちょっと教えてください。特別展示と通常展示の両方を見ようと思ったら、

６００円になりますか。 

○文化生涯学習課企画官 はい、そうです。 

○毛利委員 ６００円で入れるんですね。団体だったら４８０円でいいということです
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ね。 

○文化生涯学習課企画官 団体料金プラス２００円ですので。 

○毛利委員 通常、一般の観覧料は、よその美術館だったら、特別展示が高くて通常の

方が安いですが、逆なんですね、ここは。 

○文化生涯学習課企画官 今回はそうなっております。 

○毛利委員 もう少し高くてもいいのではないかと。 

○文化生涯学習課企画官 なんといっても教育普及という観点を優先して実施しますの

で、そのお借りする所からこちらに運んでくるまでの金額をまず第一に回収できれば

という考え方で料金設定を考えました。できるだけ数多くの皆さんが入っていただい

たら、それでもプラスが出てくるという考え方になっております。 

○教育長 では、たくさん声掛けしてください。 

○文化生涯学習課企画官 よろしくお願いいたします。 

○教育長 他に質問等なければ次に移ります。日程第８ 諸般の報告の⑴「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。部長、お願いします。 

○教育部長 日程第８ 諸般の報告「教育委員会に係る９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、９月

定例会の一般質問につきましては、９月７日と８日の２日間行なわれております。ご

覧のとおり１０名の議員から質問があり、その内、教育委員会に関する質問者は、６

名でございます。教育委員会に関する質問事項には、下線を入れております。その概

要についてご説明します。まず、質問順２番の髙瀬冨士夫議員からは、「学校給食の

無償化について」との質問事項がございました。質問の主旨としましては、「本市小・

中学校における学校給食費については、今後、保護者負担金の無償化を検討する必要

があると思うが、見解を問う」という内容でございました。これに対しまして答弁と

いたしましては、「現在、給食費については、経済的困難な家庭に対し、生活保護や

就学援助制度によって支援が行われており、平成２９年度では全体の３５．８％の家

庭が対象となっております。給食費全額の援助をした場合には、試算ではございます

が、年間で約１億８千万円が必要となり、意義ある政策ではあるものの、大きな財政

負担を伴うこととなり、市の目指す方向性を見極めながら検討して行きたい。そして、

全国都道府県教育委員会連合会などを通じて、学校給食について無償化するよう、国

に対しても要望活動を継続していきたい。」との答弁を行っております。次に３番目
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の佐藤俊一議員からは、「放課後児童クラブにおける利用料の減免及び利用時間の延

長について」の質問では、要旨は「福岡県が住民税非課税の低所得世帯の利用料減免

を始めることから、この活用や利用時間の延長について」の内容でございました。そ

の答弁といたしましては、「現在、田川市では、要綱に基づき生活保護世帯及びひと

り親世帯に対する減免制度があり、生活保護世帯は全額免除、ひとり親世帯は利用料

金の１／３免除を行っている。県の制度を活用するとした場合には、補助金が交付さ

れる有利な面があるが、一部分で、市の負担増となり、免除者の利用料徴収方法が煩

雑となる部分もあることから、活用に当たっては、市長事務部局と相談の上検討して

行くこととしたい。」の答弁を行っております。続きまして、４番目の髙瀬春美議員

からは、「市立中学校再編について」の質問でございまして、要旨としては「中学校

再編計画に係る進捗状況について」の内容でございました。本件につきましては、こ

れまで定例教育委員会でも説明を行い、ご審議をいただいている内容でございますの

で詳細内容は省略させて頂きますが、答弁の要約といたしまして、「平成２８年８月

に『新中学校あり方審議会』の最終答申を受けて、９月に市長を委員長とする田川市

新中学校創設庁内検討委員会を設置して１１回の審議を経た後、所管委員会である総

務文教委員会に、「田川市新中学校創設基本計画案」の事務報告を行いたい。」との答

弁を行ったところでございます。次に５番目の石松和幸議員からは、「ＳＳＷ（スク

ールソーシャルワーカー）の拡充について」の質問がございました。要旨は、「相談

件数増加やケースの重篤性など、迅速で適切な対応が求められている。人的拡充につ

いて」及び「ＳＳＷの待遇に係る現状の認識及び今後の改善についての見解を問う」

との内容でございました。その答弁といたしましては、「本市では、平成２７年度に 

６４件あった不登校が、スクールソーシャルワーカーの活躍により、平成２８年度は  

３９件に減少し、学校の課題解決に大変重要な職務を担っている。現在、ＳＳＷは３

名配置している。近年、ＳＳＷの認知度の向上や活動率の向上に伴い、人材の確保が

難しい状況となっている。今後においても、教育改革や学校現場の教育的ニーズに対

応するために、人的拡充等について検討して行く必要がある。」との答弁を行っており

ます。続きまして、８番目の小林義憲議員からは、「中学校給食について」の質問で、

要旨は「ランチボックス方式導入に係る経緯及び関連経費について」と「市立中学校

再編に向けた中学校再編に向けた中学校給食の方向性について問う」との内容でござ

いました。答弁につきましては、「中学校給食の実施方法の検討に当たり、小中センタ
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ー方式と中学センター方式それからランチボックスの３つを検討した結果、初期費用

が低廉で、かつ早期実施が可能であるランチボックス方式の採用に至った。ただし、

これはあくまでも新中学校再編までのつなぎの対応として決定したものである。再編

後の新中学校においては、自校方式を中心として今後検討して行きたい。」との答弁を

行っております。最後に９番目の香月隆一議員からの「部活動について」の質問では、

要旨として教員の働き方改革、現在の部活動の実態は、教員の負担という観点から多

くの問題を抱えていると思うが、本市の部活動の実態についての内容でございました。

その答弁では、「教員の働き方改革に向けては、中学校における部活動改革が必要であ

ると考える。中学校では、文科省調査では部活動時間が１０年間で約１時間から２時

間に倍増している。田川市では、市内統一のノー部活動デ―の取組等、長時間勤務状

況を改善する取組を行っているが、まだ十分とは言えない状況にある。今後、教育委

員会では、各教師から部活指導等に対する思いを聴き取る等、現状把握を行い、部活

のあり方を統一し、指導限度時間を設ける等の対応や外部指導者の活用等、外部人材

による指導体制をさらに充実し、教員の負担軽減に取り組みたい。また、教師に代わ

って指導・引率が出来る部活指導員の導入も今後検討して行きたい。」との答弁を行っ

ております。以上、９月議会での一般質問についての概要報告を終わらせていただき

ます。 

○教育長 質問等は特にないですか。 

ないようですので次に移ります。「１０月行事予定について」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 質問、意見等ありませんか。 

  では、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、次回、１１月定例会の日程案でございますが、１１月８日、

水曜日でいかがでしょうか。 

○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、１１月定例会は、

１１月８日、水曜日１４時３０分に決定いたします。他に全体をとおして何か質問ご

意見等ありませんか。 

ないようですので、以上をもちまして、平成２９年第１１回田川市教育委員会１０

月定例会を閉会いたします。 

                              （閉会１６時００分） 


