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（開会１４時３０分） 

○教育長 ただいまより、平成２８年第１３回田川市教育委員会１１月定例会を開会い

たします。日程第１「平成２８年第１２回田川市教育委員会１０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。 

  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） 

  ご異議なしと認めます。よって日程第１「平成２８年第１２回田川市教育委員会 

１０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します。 

  次に移ります。日程第２ 議案第２６号「平成２８年度教育費（１２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 それでは、日程第２ 議案第２６号「平成２８年度教育費（１２月補正）

予算要求について」ご説明を申し上げます。まず１ページの総括表をお願いします。

歳出につきましては、合計４７万９千円の増額補正を要求しております。既決予算額

と合わせますと１６億４千４４９万３千円でございます。歳入の補正要求はありませ

ん。既決予算額は１億６千９７９万８千円でございます。歳出につきましては、文化

生涯学習課の石炭歴史博物館運営事業費に伴う博物館の再オープンを事前に周知する

もの、また教育普及事業費は博物館の春の企画展を事前に周知するための増額です。

また平成２９年度から平成３３年までの５年間、田川市体育施設の管理を行わせる指

定管理者委託料の債務負担を設定しております。詳細につきましては、各課の方から

説明をさせていただきたいと思います。以上でございます。 

○文化生涯学習課企画官 それでは、文化生涯学習課文化係に係る平成２８年度１２月

補正予算要求の概要について説明いたします。２ページをお願いいたします。歳出で

ございます。上段、１０款５項５目、石炭歴史博物館運営事業費です。石炭・歴史博

物館では、本館を休館しまして本年１月から改修工事を実施してまいりました。山本

作兵衛コレクションを適切に保存管理するための環境整備、これについては９月末を

もって完了しております。経年劣化に伴う設備の改修については、今月１１月末をも

って、また展示等の博物館機能を充実させる設備の改修については、１２月末をもっ

て完了する見込みとなっております。そこで博物館のリニューアルオープン時にどう

いった改修工事を行ったのかを入館者の皆様にお知らせするための改修内容解説チラ
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シにかかる印刷費と博物館オープンの周知を図るための横断幕の作成及び設置費用の

２７万１千円です。次に下段、１０款５項５目、教育普及事業費（博物館）です。博

物館リニューアルオープンに併せ、開催を予定している来年春の企画展、これは仮称

ですが、ユネスコへの２７枚と題打っております。これを周知するためのポスター、

チラシの印刷費とそれを郵送するための郵便料の２０万８千円です。合わせて４７万

９千円の補正をお願いするものです。以上でございます。 

○文化生涯学習課長 続いて公民館、スポーツ係の関係でございますが、３ページをお

願いいたします。これは、委託料に関する債務負担行為の設定を予定しております。

内容としましては、平成２９年度から平成３３年度までの５年間、田川市体育施設の

管理を行わせる指定管理者の委託料に対して債務負担行為を設定するものでございま

す。以上で説明を終わります。 

○教育長 今の説明に対して何か質問、ご意見等ありませんか。 

○毛利委員 意見というほどではないですが、博物館の再オープンは、いつになるんで

すか。 

○文化生涯学習課企画官 一応、４月の末くらいで来年のゴールデンウィーク前にオー

プンする予定で考えております。 

○毛利委員 はい。 

○教育長 他に質問等ありませんか。 

  ないようですので、原案ど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２６号「平成２８年度教育費 

（１２月補正）予算要求について」は、原案のとおり可決します。 

次に移ります。日程第３ 議案第２７号「指定管理者の指定について」を議題とし

ます。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 それでは、日程第３ 議案第２７号「指定管理者の指定について」

でございます。本案は、田川市体育施設（田川市民プールを除く）の指定管理者の候

補者を選定したので市議会に提案するにあたり、田川市教育委員会事務委任及び臨時

代理規則第２条第１０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。

まず、管理を行わせる公の施設でございますが、１０ページに記載の田川市総合体育

館から田川市船尾武道館までの１０施設でございます。指定管理者の指定についてで
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ございますが、田川市民プールを除く体育施設でございます。選定された指定管理者

候補の住所・名称・指定期間を次ページに記載しております。住所は、「田川市大字伊

田２５５０番地１」、名称は、「特定非営利活動法人田川市体育協会 代表者 香月泰

比古」、指定期間は、「平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日（５年間）」でござ

います。なお、指定管理者の選定にあたりましては、選定委員会が平成２８年１１月

７日月曜日に開催されまして、そこで選定をされております。なお、別紙１にはその

時の選定結果表を添付しております。最後のページの裏面でございますが、別紙２と

しまして、選定結果の通知書の写しを掲載しております。以上で説明を終わります。

なお、今回同じように市民プールの指定を行うように予定しておりました。１社応募

がありましたが、辞退がございましたので市民プールの指定につきましては、今後再

募集を行いまして３月議会に上程する予定で事務を進めるようにしております。以上

で説明を終わります。 

○教育長 今の説明について質問、ご意見等ありませんか。 

  なければ私から質問です。ここに書かれている総合体育館から船尾武道館までの施

設に対して、今まで何か市民からの批判の声や逆にこういったところがとても使いや

すい等の反応はありましたか。もしわかれば教えてください。   

○文化生涯学習課長 細かい苦情、ご要望等は市民の方からも当然いただいております。

例えば、ご存知のように総合グラウンドは、多くの市民の方に散歩等にご利用いただ

いていますが、そういった折に犬を連れている方もいらっしゃって、犬のフンの問題

やリードを放したりということなどもあるようです。そういった苦情に関しましては、

適時、管理者の体育協会に連絡を取り対応していただいていますので大きなトラブル

等はないと認識しております。それから全体的に見ましても今回５年間の指定管理で

今年度は最終年度なのですが、利用者数を見ても管理者の企業努力もあり年々かなり

利用者数は増えておりますので、そういった意味では、この指定管理者制度を導入し

た効果が出ていると認識をしております。 

○教育長 教育委員会に寄せられた声は指定管理者に伝える、指定管理者の施設に直接

苦情等が来た場合には教育委員会にそれを報告するというシステムは、どのようにな

っていますか。 

○文化生涯学習課長 もちろん体育協会の方から報告がある場合もありますし、また逆

にこちらから体育協会にこういった苦情があったということをお知らせした上で対応
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していただくということもあります。それと定期的にモニタリングを実施しておりま

すので、そういう臨時的な協議もいたしますが、そういった折にも使いやすい施設を

目指してお互いにディスカッションしながら指導、助言をしております。 

○教育長 はい、わかりました。 

○毛利委員 先日、小学校の陸上記録会を見に行きましたが、こがねが丘陸上競技場と

いうのは、その時の会場のことですか。それともその上のことなんでしょうか。両方

合わせたもののことでしょうか。 

○文化生涯学習課長 陸上記録会の会場が、こがねが丘陸上競技場です。 

○毛利委員 一級の陸上競技場というのは、たしかアンツーカーを貼っていると思いま

す。だから、あの競技場では正式な記録として残せないのではないかと思いました。

正式に練習等するとしたらアンツーカーを貼らないといけないのではと思いますが、

そういう要望は全く出てこないのですか。 

○文化生涯学習課長 私が承知しているところで言いますと、設置した当時は三種競技

場としての条件をクリアしていたと聞いております。ただ、ここは高台でございまし

て、非常に風の影響等があるということで認定が非常に難しいということもあり、現

状では三種競技場の指定も受けてないという状況です。近隣では嘉穂地区の陸上競技

場が、たしか認定を受けているので大きな大会等はそちらで実施していると認識して

います。 

○毛利委員 三種の認定を受けてないということは、到底一種にはなれないということ

ですからね。はい、わかりました。 

○教育長 他に質問等ありませんか。 

  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３ 議案第２７号「指定管理者の指定につい

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２８号「田川市指定文化財（有形文化財）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。 

○文化生涯学習課企画官 それでは、日程第４ 議案第２８号「田川市指定文化財（有

形文化財）の指定について」報告いたします。本案は、田川市文化財専門委員会にて

答申されましたため、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
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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、別紙１をお願い

いたします。答申されましたのは坑夫取立免状であります。員数は３巻、指定区分は

有形文化財（歴史資料）でございます。今回、指定物件とする石炭・歴史博物館保管

の坑夫昇進免状、坑夫昇進免状表、免状目録の３巻は炭坑に従事する坑夫が「友子」

として取立された免状であります。答申書の５、６ページに写真をお付けしておりま

す。筑豊には納屋制度という制度があったからか、これまでこの「友子」というのは

筑豊炭田には存在しないと考えられていた定説を覆すことになったものであります。

明治から大正時代にかけての筑豊の炭坑開拓期における鉱山社会の実態と伝統的採掘

技術形態の解明につながる資料でございます。また、かつ、納屋制度と異なる相互扶

助制度の内容解明にもつながる重要資料であるということから市指定として保存活用

を図るべきものとして判断されております。なお、詳細につきましては答申書のとお

りでございます。以上で説明を終わります。 

○教育長 今の説明に対して、質問、意見等はありませんか。 

○毛利委員 歴史として今まで「友子」というものが存在しなかったという定説が、こ

れで覆ったわけですね。ということは、この事実への訂正を周知徹底するのですか。 

○文化生涯学習企画官 その件につきましては、こちらの研究者の中では、全国的には

友子制度というのはきちんと存在してきたのに筑豊地域には出てこないということで

知られていなかったんです。その代わりに納屋頭とか小頭という形態の納屋制度が昔

から筑豊地域にありましたので、筑豊地域には友子制度はないけれど代わりに納屋制

度があったのだろうと思われていたのが、この筑豊地域田川地域の人の身内のところ

から友子と書かれた書状が発見されたということで、今まで知られていなかっただけ

で、友子制度はあったということがわかったのです。 

○毛利委員 ということは両方あったということなんですか。 

○文化生涯学習課企画官 そういうことです。 

○毛利委員 納屋制度もあるし友子制度もあった。両方並行してあったということなん

ですね。 

○文化生涯学習課企画官 それが今までは友子制度というのが隠れていたという形です

ね。筑豊地域におきましては、どうしても納屋制度の方が大きかったんだと思います。 

○教育長 その友子制度と納屋制度の大きな違いはなんですか。 

○文化生涯学習課企画官 これは制度自体が全然違うもので、まずこの納屋制度という
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のは、筑豊地域にある独特の呼び方で納屋頭や小頭がいて、そこに働く坑夫達、労働

力を集めてくる。請負ですから賃金にしても自分が受け継いで自分の所の納屋にいる

坑夫には自分が分け与えていた。そして例えば事件・事故が起こって働けなくなった

ときには、救済制度というのはない時代ですから自分たちにいるところで頼母子講を

開いたり、芸人さん呼んでの花代とか出したりとそれぞれ独自で救済する。この友子

制度というのは掘り子と親分子分という間柄もそうですね。伝統の技術で結ばれる親

方とお弟子さんみたいな形で。そのなかでひとつの鉱山でそこがあったところを中心

に救済制度というのが全国に広がっているという。筑豊独特の納屋制度に対して鉱山、

石炭だけじゃなく鉱山ですね、金や銀を含めたところでの鉱山的なものがすべてこの

掘り子制度に入っている友子の関係で石炭、筑豊炭田だけで見ると鉱山というよりも

炭坑独特の納屋制度というのがあったんだと思います。 

○教育長 友子という名称が面白いですね。 

○文化生涯学習課企画官 だから恐らく友人の友と親分子分の子どもの子、やはり自分

のお弟子ですから、子どもみたいなものだと。親分とか兄分になった人は一生自分の

下についている子ども達、子分と呼ぶのはお弟子ですけど、その弟子のことは一生責

任を持ってあげるというくらいの間柄が続いていたそうです。 

○毛利委員 朝の連続テレビ小説でちょっとありましたね、あれがずっと頭の中にある

ものだから。 

○教育長 他にご質問等はありませんか。 

  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４ 議案第２８号「田川市指定文化財（有形

文化財）の指定について」は原案のとおり可決します。 

  次に移ります。日程第５ 事務報告「田川市いじめ問題対策連絡協議会及び田川市 

いじめ問題対策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。 

○学校教育課長 それでは、日程第５の教育部学校教育課の事務報告をさせていただき

ます。「田川市いじめ問題対策連絡協議会及び田川市いじめ問題対策委員会の設置につ

いて」の事務報告でございます。２ページをお願いいたします。田川市いじめ問題対

策連絡協議会について、まずご説明をいたします。趣旨につきましては、そこに挙げ

ておりますように平成２５年９月に施行された「いじめ防止対策推進法（以下「法」
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という。）」の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進

するため、田川市が設置する「田川市いじめ問題対策連絡協議会」、「田川市いじめ問

題対策委員会」及び「田川市いじめ問題調査委員会」を設置する「田川市いじめ問題

対策連絡協議会条例」を制定いたしました。本年４月１日条例施行により、本市に３

つの組織が設置されるという運びになりました。これら３つの組織のうち「田川市い

じめ問題対策連絡協議会」は、子どもの健全育成に係る関係機関及び団体で構成し、

いじめの防止等に係る連携推進や相互の連絡調整を図ってまいります。２の設置組織

について説明いたします。「田川市いじめ問題対策連絡協議会」でございます。法の第

１４条第１項の規定に基づき、子どもの健全育成に係る関係機関及び団体で構成し、

いじめの防止等に係る連携推進や相互の連絡調整を図るため、学校、教育委員会、田

川児童相談所、法務局田川支局、田川警察署、田川市ＰＴＡ連合会、人権擁護委員等、

子どもの健全育成に係る関係機関及び団体で構成する協議会でございます。３ページ

をご覧ください。今､説明いたしました田川市いじめ問題対策連絡協議会の本年度の委

員でございます。小学校長代表 進野一樹様、中学校長代表 山下博義様、小学校教

頭代表 木村恭子様、中学校教頭代表 菊川靖子様、田川市教育委員会 教育長 吉

栁啓二様、同じく教育部長 和田恵子様、スクールソーシャルワーカー 南條八重様、

同じく篠原良子様、田川児童相談所相談第一係長 笹峯毅様、福岡法務局田川支局支

局長 畑邊克幸様、人権擁護委員 星野とも子様、田川警察署生活安全課長 加藤亮

様、ＰＴＡ連合会会長 天野久様、田川市役所子育て支援課係長 清水礼様以上の１

４名の委員で構成されています。４ページに「いじめ問題対策連絡協議会運営要綱」

を添付しております。５ページには今度１４日に開催いたします連絡協議会の開催通

知を添付しております。続きまして６ページをお願いいたします。田川市いじめ問題

対策委員会についての分でございます。１の趣旨から再度説明させていただきます。

平成２５年９月に施行されたいじめ防止対策推進法の規定に基づき、いじめの防止等

のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、田川市が設置する「田川市いじめ

問題対策連絡協議会」、「田川市いじめ問題対策委員会」及び「田川市いじめ問題調査

委員会」を設置する「田川市いじめ問題対策連絡協議会等条例」を制定いたしました。

本年４月１日条例施行により、本市に３つの組織が設置されました。これらの３つの

組織のうち、「田川市いじめ問題対策委員会」は学識経験者、弁護士、医療関係者、ス

クールソーシャルワーカー、ＰＴＡ代表で構成し、いじめ問題の対策協議やいじめの
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重大事態に係る調査等を行うため設置する教育委員会の附属機関でございます。設置

組織の（２）をご覧ください。田川市いじめ問題対策委員会、法第１４条第３項の規

定に基づくいじめ問題の対策協議や法第２８条１項に定めるいじめの重大事態に係る

調査等を行うため、学識経験者、弁護士、医療関係者、スクールソーシャルワーカー、

ＰＴＡ代表で構成する教育委員会の附属機関でございます。７ページにいじめ問題対

策委員会の委員名を挙げております。学識経験者として、福岡県立大学准教授の四戸

智昭様、法律に関する専門的な知識を有する者の代表として、田邊法律事務所の田邊

俊様、医療関係者として、ささきこどもクリニックの佐々木宏和様、心理又は福祉に

関する専門的な知識を有する者として、田川市スクールソーシャルワーカー中田眞知

子様、その他教育委員会が必要と認める者として、田川市ＰＴＡ代表で後藤寺小学校

の母親を代表していただきます柴田利規子様に田川市いじめ問題対策委員会の委員と

して就任していただいています。８ページにはその運営要綱を添付しております。９

ページも同様でございます。１０ページに２２日に行われる対策委員会の開催通知を

資料として添付しています。以上で事務報告を終わります。 

○教育長 今の説明に関しての質問ご意見はありませんか。 

○星野委員 田川市いじめ問題対策連絡協議会、これは毎月行われるのですか。 

○学校教育課長 年間に２回ほど開催をするようにしています。その他必要に応じて開

催する予定でございます。 

○星野委員 それともう一つの組織の田川市いじめ問題対策委員会、こちらもどの程度

どういった時に行われるんでしょうか。 

○学校教育課長 これは年に一回開催いたします。そして先ほど説明させていただきま

したとおり、いじめ問題に関する重大事態等が発生した場合に臨時的にこのいじめ問

題対策委員会を開催して、いじめ問題に対する取組を行うことになります。 

○星野委員 何か事が起きた時にいじめ問題対策連絡協議会委員の方といじめ問題対策

委員会委員の方が一緒に話し合いをされることがあるんでしょうか。 

○学校教育課長 いじめ問題対策連絡協議会と言いますのは１４名の委員で構成されて

いる委員会でございますが、これは田川市の年間のいじめ問題に対する取組とか発生

状況とか対応等についてご審議していただくという機関でございまして、特別な事案

についてこの委員さん方で何か取組を進めていただくという機関ではございません。

それで先ほど言いましたように田川市いじめ問題対策委員会、いわゆる５名の委員さ
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んで構成されている委員会は、重大事案とかいじめに対する重篤な問題が起きたとき

に設置され、そしていじめ問題に対する特化した審議を行っていただくということに

なりますので、両方の委員さん方が同じ場で同じような話をするということは基本的

にはございません。 

○星野委員 必要であれば設置があるということですね。 

○毛利委員 二つあるのでよくわからないのですが、問題が起きた時はどちらが動くん

ですか。 

○学校教育課長 ５名の委員で構成されております田川市いじめ問題対策委員会が動く

形になります。 

○毛利委員 そちらが先に動くのですね。開催についての通知文の内容は、「田川市にお

けるいじめの実態について」と「田川市におけるいじめの取組について」と両方同じ

ですが、これは通常の会だからなんですか。 

○学校教育課長 今回は立ち上げですので、両方でご審議している中身として田川市い

じめ問題の基本方針について確認していただくことも一つの議案として挙げておりま

す。ですから田川市いじめ防止基本方針を協議会の中でもそれから委員会の中でもご

紹介して、そして確認をしていただくという形になろうかと思います。ですので、今

回は立ち上げの年度ということで両方同じような中身で挙げているところでございま

す。 

○毛利委員 各学校には、ずっと以前からいじめ対策委員会というのが設置されていま

すよね。そして学校は、いじめ防止基本方針というものも多分作っていると思います。

各学校独自で中身はどう違うかというとわかりませんが、多分同じものが基本方針と

してあると思います。その各学校の委員会と今回できた委員会、協議会の関係はどう

なるんですか。 

○学校教育課長 平成２５年９月にいじめ防止対策推進法が国で作られまして、それに

基づいて各学校では、いじめ問題対策委員会を必須で設置しなくてはならないという

ことで、今現在各学校でいじめ問題対策委員会が設置されております。教育委員会に

つきましては、いじめ問題対策連絡協議会を置くことができるということで、これは、

必須義務ではございませんけれども努力義務として規定されている分として本年度、

条例に基づいて作って立ち上げているという状況でございます。ですから通常学校で

いじめ問題が起きた場合、基本は学校でいじめ問題対策協議会委員会の中で対応して
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問題解決につなげていくわけですが、学校だけではどうしても対応が難しい問題、重

大事案が発生した場合、例えば心身の健康状況に害を及ぼすような、あるいは非常に

金銭に絡んだような重篤な犯罪性のあるような部分についてのいじめが発生した場合

には、田川市のいじめ問題対策委員会が開催されて、そこでいじめ問題について市の

教育委員会として審議し取組を委員会の責任のもとで対応していくという形になりま

す。そして、そのいじめ問題対策委員会等でも教育委員会の中でも十分対応できない、

再度調査が必要だとかいった場合には今度は田川市のいじめ問題調査委員会、これは

教育委員会ではなく市長部局が設置する委員会でございますが、そこが審議していく

という形になろうかと思っています。学校、それから教育委員会、そして、それでも

うまくいかない対応が難しい場合は、市長部局のいじめ問題対策委員会でということ

でいじめ問題に対して取組を進めて行くというのが現在の法に基づいた対応でござい

ます。 

○教育長 テレビ等であるような自殺問題が起こった時に教育委員会だけでは、調査が

不十分という場合、第三者委員会の形を組織して調べて行く、それが問題調査の最後

になると思います。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６ 事務報告「田川市中学校給食リハーサ

ルの実施について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 それでは、日程第６ 事務報告「田川市中学校給食リハーサルの実施につ

いて」ご報告します。１ページをお願いいたします。実施目的です。平成２９年４月

から猪位金学園を除く市内全中学校でランチボックス方式の中学校給食をスムーズに

開始するため、全中学校一斉に本番同様にリハーサルを実施するものでございます。

リハーサルを実施することにより、市教育委員会、給食の調理事業者及び各中学校の

改善箇所を事前に見出すための機会としたいと考えております。実施日は平成２９年

２月１７日金曜日、対象者は中学校生徒１年生から３年生まで全員でございます。調

理事業者による必要食数の準備、搬送、再加熱及び配膳、また生徒（給食係）もスム

ーズに配膳が可能かを検証するため、３年生にもリハーサルに参加していただくこと

にしております。今後、実際の学級ごとの生徒数及び食物アレルギー疾患生徒の調査

を実施予定としておりますが、先日１１月２日の校長会、教頭会におきましてこのリ

ハーサルの実施について日程及びアレルギーの疾患の生徒につきましては、まずアレ

ルギーがあるかないかの調査を実施し、その後アレルギーがあるとお答えがあった生
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徒につきましては、詳しい調査を実施する予定でございます。平成２９年４月から在

校生となります現１年生、２年生につきましては、新年度から新しいアレルギーの基

準によりまして医師の診断書が付いた学校生活管理指導表というものを提出していた

だくことになりますが、現３年生につきましては、医師の診断書等を取るとするとそ

こで診断書料等かかりますので３年生につきましては、現状、課外活動等をしていた

だくときにアレルギーについての自己申告の調査をしておりますので、その形で調査

を実施したいと考えております。あと教職員にも全員食べていただきますし、当日は

市の教育委員会事務局、推進室だけではなく各課に応援をお願いいたしますので各校

に２名ずつ職員を配置する予定でございます。ですので、その対応職員分も全て対象

者で今回は教育委員会の主催でございますので、検食は教育委員会の事務局から応援

して出る職員が行う形をとっております。次に費用負担でございますが、この対象者

の費用負担はございません。全額資料の下の方に費用見込額と予算措置額について記

載をしておりますが、この中学校給食の導入事業費の給食調理業務委託料として、本

年６月補正で既に予算措置をしております。その７７万３千円を予算措置しておりま

すのでそれから執行したいと考えております。費用の一食単価につきましては調理事

業者として決まりました㈱はたなかと一食単価５３５円という単価契約をしておりま

すので、この単価で執行したいと考えております。人数につきましては、そこに右の

ページに各中学校の生徒数また学校の職員数を参考資料として挙げておりますが、生

徒数、教員数で１，２５５名、プラス４人というのは教育委員の数をそこで見込ませ

ていただいております。参加できる方は是非参加をお願いしたいと思います。 

２３人につきましては、教育長以下、教育委員会のリハーサルに参加致します応援職

員等の人数でございます。それで人数としては１，２８２人ということで費用を見込

んでいるところでございます。以上で説明を終わります。 

○教育長 今の報告に対してのご質問、ご意見等ありませんか。 

  室長、来年の４月から実施なので現中１、中２でアレルギーのある子は、診断書を

提出しますよね。小６や教職員もアレルギーを持つ場合があると思いますが、それに

ついては、どのように調査をする予定ですか。 

○推進室長 小学校６年生は中学校入学前に調査をします。今回アレルギーに関しては、

小中学校同じ対応になります。今まで小学校では、学校ごとに学校生活管理指導表を

提出したり、していなかったりということがございましたが、来年４月以降は小中学
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生全員にそれを提出していただく形に統一いたします。先生方についても当然アレル

ギーのある方についての調査はいたします。 

○教育長 調査をして、やっぱり診断書も出してもらうんですか。 

○推進室長 すみません、そこまではちょっと、分かりません。 

○教育長 検討ですね、わかりました。４月なので、すぐなので。実施に向けてお願い

します。他にありませんか。 

○毛利委員 余計な心配になりますが、今は、この業者がこの単価でやっていこうとい

う形になっているのでしょうが、もしかしたら単価を上げてもらわなければやってい

けないと言い出すことが起こるかもしれません。その場合、給食の費用というのはは

っきり決まっているのに、やっていけないという業者側と小中学校の給食費との関わ

りはどうなりますか。やっていけないのならば、上げざるを得ないのかと余計な事か

もしれませんが心配をしています。 

○推進室長 中学校給食は、契約の際に単価契約をしています。それは年毎の契約には

なりますが、食材費が上がった場合そこは考えないといけないとは思います。ただし、

年間の債務負担行為を組んでいますので、その範囲内ということになろうかと思いま

す。給食費等につきましては２９年度から公会計化になりますので、給食費として徴

収する歳入につきましては、決まっている金額を年度中に上げるということは基本的

に考えられません。今、言いましたように中学校については、給食の調理事業者とそ

の単価で年度契約をしていますので、その範囲でがんばってもらうしかないですし、

小学校の方は、今まで食材は学校の中で給食費の範囲でしていただいていましたが、

公会計化になった場合、市の予算として歳出分として原材料費が出ます。異常に食材

費が高騰した場合などは途中で補正ということも考えられるとは思います。歳入と歳

出は別になってしまいますので、食材費としてお金を出す場合は田川市の歳出、歳入

としていただく給食費というのは、一旦決まればそれを年度途中で上げるということ

はできません。 

○毛利委員 わかりました。 

○教育長 他にありませんか。 

○星野委員 ちょっとこれとは関係ないかもしれないんですが、容器とかそのあたりは

どういうふうになってますでしょうか。 

○推進室長 容器については、ちょうど来週の月曜日に入札をするようになっておりま
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す。もう仕様も決まりまして、再加熱に耐えうる容器に、あと一般食とアレルギー対

応食については、色を変えることにしております。 

○教育長 材質は、どうなっていますか。 

○推進室長 申し訳ありません、今手元に資料がありませんので専門的な用語でお答え

できませんが、あるメーカーに高温でも耐えうる耐熱性の容器がございます。調べま

したところ、それ以外のものは開発はできるかもしれませんが現物の商品としてはあ

りませんので、そのメーカーの実際にある商品を同等品不可ということで今回入札に

かけることにしております。 

○教育長 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 事務報告「中学校再編に関する小学

校保護者懇談会の実施状況について」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７ 事務報告「中学校再編に関する小学校保護者懇談会の実施状況  

 について」説明いたします。１ページをお願いいたします。経緯と結果でございます。

本年４月に第２回の市立中学校再編に関する住民説明会を開催いたしました際に「会

場が大きくて発言しにくい。」「もっと保護者の意見を聞いてほしい。」等のご要望をた

くさんいただきました。教育委員会といたしましても、今後、田川市の新中学校の創

設基本計画を策定する上で再編に直接関係する当事者でいらっしゃいます保護者の意

見・要望を聴取して、計画に活かしていく必要があるということで、今回、小学校の

保護者懇談会を開催いたしました。開催にあたりましては、各小学校とＰＴＡで開催

希望の有無、日時及び会場等をご検討いただきまして、それぞれの小学校からご希望

をいただいて、それを調整した上で日程を決めさせていただいたところでございます。

表にありますように市内小学校全８会場で各１回ずつ、ただ、猪位金学園につきまし

ては、今回開催希望はないということでございましたので、実施をしておりません。

各会場の時間につきましては、概ね一時間、弓削田小学校はあとの行事の関係で４５

分と短い時間でございました。９月の１０日から１０月１８日までということで、そ

の前に８月２６日に新中学校のあり方に関する最終答申もいただいておりましたので、

その最終答申の説明もさせていただきましたが、その説明の時間は１５分程度に短く

いたしまして質疑応答の時間をなるべく多くとるようにいたしました。参加人数は、

全体で２９９名、それは受付名簿から集計した数でございます。２ページをお願いい

たします。そこに保護者の参加状況の表を付けておりますが、第２回の住民説明会の
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際には、アンケートで小学生の子どもがいると答えた人数が１９１名でございました。

今回の参加者数が２９９名ということで、その下に会場ごとの参加人数も挙げており

ますが、濃い帯、黒数字が今回の小学校の保護者懇談会での参加人数、薄い帯の白抜

き数字が第２回の住民説明会での参加人数でございますので、ほとんどの会場で今回

の小学校保護者懇談会の方が、参加人数が多かったということですが、金川小学校だ

け逆転しているような数字になっています。それとその下にそれぞれ子どもさんの在

籍学年についてお聞きしたところ、平成３３年４月に中学校に在籍する現４年生以下

の保護者の参加が多かったということがわかっております。今回、開催日時を前のペ

ージにありますようにＰＴＡの希望を入れて設定をしたこと、また参加者が同じ保護

者の方たちということ、また人数が比較的少数であったこと等から第２回の住民説明

会よりも発言しやすい環境となり、多くの会場で活発に意見をいただいたところでご

ざいます。質問や意見で多かったのは、やはり新中学校での学校生活に関するもので、

特に多かった内容としては、通学のことについて、また制服等の取扱い、新しい学校

への不安等、いろいろいただきました。総じて第２回の住民説明会の時のご意見等の

内容と比べてご自身の子どもさんの日々の生活に関しての意見や質問が多く地域との

連携が薄れる等の意見は、少なかったような状況でございます。その時にアンケート

も実施させていただきましたので、アンケートの用紙の全文を３ページに挙げさせて

いただいております。４ページをお願いいたします。このアンケートの回答結果でご

ざいます。２９９名の参加でアンケートの提出数は２８５枚でございました。その質

問の項目「小学校保護者のみの今回の懇談会を実施したことについてはどうでしたか」

ということについては、「よかった」と「まあまあよかった」ということで、合計で 

６６％。概ね「よかった」 「まあまあよかった」と肯定的なご意見をいただいており、

懇談会に参加した保護者の理解については、成果があったものと考えております。下

段です。質問項目の「新中学について関心が高いことは何ですか」という質問につき

ましては、やはり一番関心が高いことは通学についてということで６６％の保護者の

方がその通学問題を挙げていらっしゃいます。校区が広くなって通学距離が伸びる事、

通学時間や通学路の安全確保、その他いろいろ多方面から保護者としての具体的な心

配事や意見というのが出たものと考えます。次に多かった関心事としては、学力面の

ことが多かったです。学力を理由に中学校に進学する際に市外の学校に流出するとい

うことが、現在多くなっておりますので、そういうことについてそうならないように
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というようなご意見をまた関心をたくさんいただいているところでございます。また

３番目に多かったことにつきましては、学校位置でございます。意見としては「答申

のとおり賛成」または「市内の中心部に建設すべきではないか」とか、また「小中一

貫校を望む」「一校でもいいのではないか」というような様々なご意見を頂戴したとこ

ろでございますが、学校位置につきましては、いろいろな観点から考え、何をもっと

も重視するかによって異なった意見になっているようでございます。５ページには、

このアンケートのそれぞれの小学校校区のそれぞれの結果について集計をしている表

を挙げております。６ページ、７ページでございますが、この懇談会の中で会場での

質問・意見及びアンケートの自由記述でいただいたご意見の主なものをそこに挙げさ

せていただいております。再編に関することといたしましては、「金川の小中一貫校を

望む」声とか、「市内中心市街地に作ってほしい」ということ、また「後藤寺小と大浦

小が同じ中学校に進学するようになってほしい」というようなご意見、または「審議

会の答申どおりの場所でお願いしたい」というご意見もございました。また「２校よ

り３校の方が通学距離が短くていいのではないか」また最後に挙げております「何よ

りも田川の発展につながる再編を望む」というようなご意見もいただいております。

次に新中学校に関することとしましては、やはり制服に関するご質問やご意見が非常

に多かったです。「制服が違うことでいじめとかの心配があるのではないか」とか、ま

た「買い替えたりする場合は保護者の負担が大きい」というようなご意見をたくさん

いただきました。また「統合した場合に２年生、３年生への十分な配慮」、また「受験

対策等をしっかりやって欲しい」というようなご意見、また自由選択制につきまして

も、「義務教育で特色を作るのは、どうなのだろうか」というご意見等もいろいろとい

ただいたところでございます。また「施設や職員体制を充実したものにしてほしい」、

「その他の職員、スクールカウンセラー等も常駐をお願いしたい」というようなこと、

また「小学校間の交流を早く始めてほしい」等のご意見もいただいているところでご

ざいます。次に通学方法に関することでございますが、やはり「通学距離の４㎞とい

うのがどうしても長すぎるのではないか」「やっぱり遠い」というようなご意見、また

「自転車通学等を許可する場合でも安全指導を十分に行ってほしい」、「通学路の安全

整備等をお願いしたい」、「保護者は車での送迎等も増えるんではないか」というよう

な登下校のいろんな心配等もありますので、やっぱり「スクールバスを準備して欲し

い」等のご意見をいただいたところでございます。再編への不安に関することにつき
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ましては、やはり、それぞれの学校から統合されますので「生徒も教師も関係性を作

るのが大変ではないか」、「特別支援学級に在籍している子どもさんについても適応が

厳しいのではないか」というご心配の声、また「地域とのつながりも薄れてしまうの

ではないか」というようなことや「全体的に校舎が大きくなると教師の目が行き届か

なくなるようなことも出てくるんではないか」というようなご心配等、いろいろご意

見いただいたところでございます。最後にその他といたしましては、「ランチボックス

のことについて」、「再編後の給食はどうするのか」というような事を給食に関するい

ろいろなご意見をいただいています。また、再編に当たっては「子どもだけでなく保

護者同士の交流も必要ではないか」というようなご意見、「跡地はその後どうするのか」

というようなご意見をたくさんいただいているところでございます。最後に８ページ、

この懇談会を終えまして、今後、このご意見の取扱いでございますが、今回保護者懇

談会という形で保護者に特化していろいろ当事者としての不安や再編へのご意見等、

さまざま貴重なご意見をいただきましたので、今後、教育委員会は最終答申を踏まえ、

基本計画を策定していきますが、庁内検討委員会等にも保護者からいただいた意見を

反映できるように、今回、いただいた不安等、課題の解決に向けていろいろ検討を重

ねてまいりたいと考えております。今後につきましては、先ほど言いましたように田

川市立新中学校創設庁内検討委員会というのも設置いたしました。これにつきまして

は、先月の定例教育委員会で報告をさせていただいたところでございますが、その庁

内検討委員会でいろいろ行財政面からの検討も加えながら、今後、検討結果が進みま

したらその都度、教育委員会等にもご報告しながら、また、田川市総合教育会議等も

開いて協議や調整を行いながら、田川市新中学校創設基本計画（案）を作成していき

たいと考えております。最終的にその田川市新中学校の創設基本計画（案）を作成し

た後に、市民の皆様を対象に第３回住民説明会を開催する予定でございます。その説

明会でさまざまなご意見をいただきながら、新中学校の創設基本計画を最終的にまと

めて行くという形になると考えております。以上で説明を終わります。 

○教育長 今の説明に対してのご質問やご意見等あればお願いします。 

○河底委員 説明会は２校行かせていただきました。参加された保護者の方からの再編

への反対意見は、金川校区以外ではどの校区でもなかったと思いますが、既にここで

も言われているように通学のことや学校規模が大きくなることで子ども達が学校に慣

れるのか等、やはりいろいろな心配はされています。最終答申を踏まえた基本計画（案）
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作成時には細かく保護者に説明できるようにわかりやすく作っていただければと思い

ます。参加されている保護者の方はいろいろと不安をお持ちの意識の高い方が多かっ

たので、やはりそこは細かく煮詰めていってもらいたいと思います。よろしくお願い

します。 

○推進室長 実際に基本計画である程度お示しできるところと基本計画ができた後に開

校準備協議会等で細かいところを詰めていくところとが出てくると思います。ですか

らその辺りは基本計画（案）ができたときに、ここまでは基本計画（案）に入れると

いうように分けていきたいと思います。そして、いろいろなご不安やご心配について

は今後、開校準備協議会の中で検討し課題解決をしていきたいと思います。今、出さ

れているご心配なことの全てを基本計画の中で網羅するというのは、少し厳しい面も

ございますので、こういった二段構えのような形を考えているところです。このこと

については基本計画ができた時の住民説明会等できちんと説明をさせていただければ

と考えております。 

○教育長 私も教育長として推進室に要望はしているのですが、今どんなふうに進んで

いるのかという情報が保護者や市民に十分に伝わっていない事が不安を大きくしてい

る部分もあると思います。今度、ランチボックスの写真入りの給食に関する保護者向

けの広報誌が出ますよね。再編に関しても中学校給食と同じような形で保護者懇談会

で出た意見等を保護者にも再度お伝えしてほしい。それから私がとても大事な事だと

思っていることがあります。視察で宮若東中学校に行きましたよね、違う土壌の文化

の違う子ども達が集まった３年目か４年目の新しい中学校ですが、そういった中で子

ども達が、どのようにして運動会等のいろいろな行事をしながらつながりを強めてい

ったか等、先に取組を行ったところの情報を欲しいという保護者の意見がありますの

で、そういった情報をこまめに保護者向け、できれば市民向けの広報誌にも出してい

くというようなことも必要だし、是非やっていってほしいと思っています。教育委員

会としてはそういう先進地先に統合を行ったところの情報等はかなり持っているが、

それが市民や保護者には十分伝わっていない。もったいないことなので、そのあたり

も少しこれから進めて行く時に考慮してほしいと思います。他にありませんか。 

○星野委員 こういう学校説明会以外に保護者とか市民の方からですね、直接推進室に

要望などを電話をされる方、そういう方はいらっしゃるんですか。また、そういった

場合、どういった対応をされるんですか。 
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○推進室長 当然、保護者懇談会の時間も短かったので、是非、今後いろいろなことを

知りたいとかご意見とかあれば推進室にお寄せくださいということで、その都度、お

伝えはしております。今のところ個別に保護者の方から推進室に何かご連絡をいただ

いたことは、ありませんが、ご連絡があった場合は、そのように対応していきます。 

○星野委員 直接、連絡をされてもいいということですね。 

○推進室長 はい。それはもう、そうしてくださいということを言ってまいりましたの

で。 

○星野委員 その場で答えることができることとできないことがあるかと思いますので、

それはきちんと言われるということですよね。要望だけを受け取るような形なんです

か。 

○推進室長 今の段階では、まだ確定的なお答えはできませんので、ご意見やご要望を

受け取らせていただくような形ではあります。 

○教育長 内容によりますけどね。 

○星野委員 わかりました。 

○教育長 自分にも個別のいろんな要望はありますよ。他に今の説明に対する質問やご

意見はありませんか。 

  では、ないようですので次に移ります。では日程第８ 事務報告「日台石炭交流に

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「日台石炭交流について」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。まず趣旨でございますが、日本と台湾の歴

史的な石炭交流というのは、二つに大別されます。一つは台湾の日本時代で炭坑資本

が台湾の炭田に投下されたことです。１９１０年代以降、三井鉱山が台湾北部の基隆

炭田へ進出したことによって、三井田川鉱業所の技術者であった小林寛が基隆炭鉱に

赴任しております。もう一つは台湾の日本時代が終了した１９５０年代以降の交流で

す。国際協力として台湾の鉱山技術者が日本へ派遣されたり、日本から台湾へ炭坑資

材が輸出されるということもあっております。しかし、昨今ではかつての日本と台湾

の石炭交流の歴史の記憶は、次第に薄れかけておりました。そのような中、２０１１

年に山本作兵衛コレクションがユネスコ世界記憶遺産に登録され、田川市では炭坑遺

産を活用したまちづくりを模索し、台湾でも基隆炭田が所在した新北市において炭坑

遺産を地域資源として更なる活用を図ろうとしております。この炭坑遺産の利活用と
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いう共通したテーマのもとに日本と台湾が新しい関係を築く契機として、日台石炭交

流の歴史を振り返る事業を実施します。事業内容は３事業です。一つ目が、調査研究

事業です。本年、９月２・３日、台湾において７０歳から９０歳代の３名の炭坑経験

者から日本時代である戦前戦後を通じて、台湾の炭坑の様子や日本の炭坑との関係に

ついてヒアリングを行っております。２ページです。二つ目が展示事業です。ア 展

示会の名称は、日台石炭文化特展「煤（石炭）・記憶」、イ 期間は、２０１６年１０

月１０日から１２月末まで、ウ 内容は、山本作兵衛炭坑記録画及び日本の筑豊の炭

坑の写真ならびに台湾の炭坑写真などを展示して日本と台湾の炭坑の差異と類似点を

探るとしております。エ 展示会場は記載のとおり台湾の３会場です。オ 備考の(ア)

でございますが、田川市でも台湾の炭坑を紹介しました「炭坑絵画コレクション展-

アジアの視点から」と題した博物館の企画展を今月１日から６日まで市美術館で開催

いたしました。入館者数は３１４名でございました。（イ）台湾で開催しています企画

展日台石炭文化特展初日の１０月１０日にはセレモニーを行っております。セレモニ

ーの日程につきましては、３ページにございます。この中で二場市長からの親書を披

露した後、田川市石炭・歴史博物館と新平渓煤礦博物園區の間で友好館に関する協定

を結んでおります。協定書は６ページ、別紙２の方にお付けしております。次に３つ

目が日台石炭交流ワークショップです。今月の１１月２７・２８日は日本と台湾の石

炭交流と世界記憶遺産をテーマにしたワークショップや講演会を新平渓煤礦博物園區

において開催する事になっております。以上でございます。 

○教育長 今の日台石炭交流の説明に対しての質問、意見ありましたらお願いします。 

  ないようですので、次に移ります。日程第９ 諸般の報告「１０月定例会における

質問事項への回答について」を議題とします。 

○子育て支援課長 １０月定例会における質問事項への回答ということで星野委員から

質問があっておりました「幼稚園の休園措置、基本的に台風時等々にあっても原則と

して休園はしないという形のものに対しても登校、それから下校等々の時の保険等の

対応は」ということの質問に対してでございますが、ご承知のように４月から子育て

支援課が所管させていただいておりますが、以前から教育委員会の方で所管されてい

た幼稚園等々に関して年間１年分の保険としてスポーツ振興センターの保険が掛けら

れておりますし、当然、今年もそれから今後もそれはかけていくことになっています

が、その中に登校降校時の保険も対象になるということになっております。今まで保
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育所等もこのスポーツ振興センターの保険加入しておりますので、基本的に今まで休

園は保育所はやっておりませんが、その中で何かあった場合はその対象になる、ケー

スバイケースだとは思いますけど、その内容の範囲内で保険、災害共済という形での

対応をしていきたいと考えています。併せて幼稚園も同じような取り扱いを今回休園

措置を基本的にやらないということについても適応していきたいと原課としては考え

ているということでございます。 

○教育長 今の説明に対して質問や意見はありませんか。 

  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。「１２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、１２月の定例会の日程につきましては、１２月１４日水曜

日ということでいかかでしょうか。 

○教育長 ご異議ないようですので、１２月の定例会は１２月１４日水曜日１４時３０

分開会に決定いたします。 

  全体で何かご質問、ご意見等ありませんか。 

 では、ないようですので以上を持ちまして平成２８年第１３回田川市教育委員会１１

月定例会を閉会いたします。 

（閉会１６時００分） 

 


