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○開会宣言

平成 27 年 8 月 27 日（木）午前 10 時 00 分

○会議成立の確認（全員出席）
○議題、会議の日程等の承認
○会議録署名委員の指名
1．第 5 回会議録の承認
2．議案
【議第 35 号「荒尾市放課後子どもプラン運営委員会委員の委嘱又は任命について」
（生涯学習課）
】
○事務局説明
○質疑
委員

放課後子ども教室が文科省、児童クラブは厚労省が所管ですね。対象の違
いはあるのでしょうか。

事務局

放課後子ども教室は、概ね 3 年生以下を対象としています。放課後児童ク
ラブは 6 年生までです。また、子ども教室が週 2 回程度で、長期休業中は
行われていませんが、児童クラブは長期休業中も行われています。例えば
おやつの有無などそれぞれ違いはあります。保護者の負担も、子ども教室
が安価ですが、児童クラブは月額 7 千円前後の負担があります。

委員

児童クラブというのは学童クラブのことですか。

事務局

そうです。

委員長

保護者の方からはこのようなものは見分けがつきにくいところがあるか
もしれませんね。昔、学校によく問い合わせがあっていました。

教育長

児童クラブは、学童の保育です。以前は保育園の年長までが保育でしたが、
小学生も預かる制度ができ、今年度平井小と有明小でも開設しました。し
かし平井小では、保護者の保育料等負担がかかることもあり、夏休み等長
期休業期間以外の通常は 2 名のみが利用しています。保育園の保育料は所
得に応じて決定されますが、学童クラブの保育料は定額となっています。
民間の学童クラブに預ける方もおられます。市長の公約では、全校区での
学童クラブ設置があります。学童クラブの適正な人数はどれぐらいです
か。

事務局

校区の規模にもよるとは思いますが、30 人程度です。

教育長

キャパを超えているようなところは、追加で設けるというようなことも課
題になっています。文科省と厚労省の協働の取組みですが、同一の取組み
をしているわけではないですね。

事務局

当初、国は文科省と厚労省で一つの事業としてやっていこうということで
開始しました。補助金の県窓口も一つでしたが、進めていくうちに県の窓
口も二つに分かれました。しかし、子どもの安心できる居場所づくりとい
う一つの目標をもって進んでいる事業です。

教育長

今年度、新規に開設したことで問題はありませんか。

事務局

基本的に、特段の問題は起こっていませんが、学童クラブ教室のエアコン
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設置予算が 6 月議会で措置されたため、設置が夏休みに間に合わず、エア
コンが設置されている他の教室を借りて行われていました。
委員長

実際に指導員をされていて、現場はどうですか。

委員

荒尾の学童クラブが増えて嬉しいことだと思いますが、中央小と一小校区
の学童クラブはそれぞれ 20 名程度ずつ入会できていない現状です。学童
クラブ 1 つ分ぐらいの児童が入ることができていないということです。や
むを得ず、兄弟がいるお子さんから断わらざるを得ないこともあります。
中央小の学童クラブは現在 60 名です。事故がなく新学期を迎えることが
でき本当によかったです。また、学童クラブでは家庭の問題など、親御さ
んの相談を受けるケースもあり、我々指導員のスキルアップも必要です。
これから先、学童クラブの指導員というのは継続して必要なものですの
で、人材確保は重要な課題です。非常勤職員であっても、保育園の先生方
と変わらない業務を務めなければなりません。

教育長

学童クラブ所管の子育て支援課にも現場の声を伝えていく必要がありま
すね。

委員

子どもが被害者になる事件が多いので、学童クラブの設置はありがたいこ
とだと思っています、

委員長

本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

各委員

異議なし

委員長

ご異議がありませんのでそのように決しました。

【議第 36 号「荒尾市通学路交通安全推進会議設置要綱の廃止について」
（教育振興課）】
○事務局説明
○質疑
委員長

本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

各委員

異議なし

委員長

ご異議がありませんのでそのように決しました。

【報告第 21 号「荒尾市通学路合同点検について」（教育振興課）
】
○事務局報告
○質疑
委員長

たくさんの箇所が提出されていますね。

委員

八幡小と四中は同じ箇所ですか。

事務局

四中は、野ばら診療所前の交差点で、八幡小はそこから野原八幡宮の鳥
居前までが申出書で上がっていました。

委員

あの道は白線が引かれ、以前に比べればかなり効果があったようには思
います。

教育長

野ばら診療所前の交差点については、全ての問題点を除くことは現時点
では非常に難しいですね。国道との出入りは、診療所前を通らずに、国
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道の八幡小の交差点を通ってもらうといいのですが。西原踏切も歩道が
ありませんし、鉄道沿いの道も車が通りますのでとても混雑しますね。
線路の西側に住む子どもたちは、踏切を渡って学校に行くのでしょうか。
事務局

登校班は西原ですので、渡って登校しています。

事務局

学校統合時の通学路部会では、踏切は渡らずに、西側と東側で通学路を
分けることにしていました。

教育長

踏切の工事は JR 九州との話し合いになりますが、できるだけ早く歩道の
整備ができればと思っています。

事務局

前市長のときの地域懇談会からも、西原踏切については意見が出ていま
した。市道ですので土木課の管轄ですが、予算の問題もあります。踏切
部分だけでなく、周辺の道の狭さや変則的な分かれ道になっていること
も問題であります。

教育長

一小の正門からの道も狭いですね。

委員長

狭いですが、自動車が徐行していて、基本的に事故はあまり起こってい
ません。

教育長

狭いからといって事故が多発するというわけではありませんね。

委員長

緑ケ丘小校区と平井小校区が入り組んだ、ガソリンスタンド付近の唐池
団地からくる道ですが、歩く幅が狭すぎるところがあります。自転車も
行き交います。雨の日の通学は、傘を閉じた方が安全ではないかと思う
ほどです。事故は起きていないようですが、一方通行にしたり通学路を
変更したりできないものかなと考えたりします。

【報告第 22 号「9 月補正予算（案）について」
（教育振興課）】
○事務局報告
○質疑
委員

正規職員の 3 名の方は別のところに配置するのですか。

事務局

別のところへ配置になると思います。事務職ではありませんので、現在
給食センター以外で現業職員が在籍するのは環境保全課か学校用務員で
すが、人事管理上の問題ですのであとは総務課の所管となります。

委員

業者は今から入札ですか。

事務局

予算が承認されてから、議会での議決後になります。

教育長

債務負担は、将来発生する予算を事前に議会で承認してもらうものです。
今回はプロポーザルという方法をとりますので、必ずしも金額だけが決
定要因とはなりません。学校給食ですから、安心安全な給食を提供でき
ることが一番の要件です。

事務局

事務室の職員は現行通りです。所長ほか事務職員、学校栄養職員はその
ままで、献立の作成や食材の調達に関してなどもこれまでとまったく変
わりません。

教育長

所長や学校栄養職員は変わりません。調理と配送を業務委託します。
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委員長

大牟田市で残食が数パーセントしかないという話しが気になりました。
ある町の話しですが、不登校がいないというところがあり、給食が美味
しいから、遅刻しても給食の時間までには来るという話でした。大牟田
市で実現できているのでしたら、荒尾市も子どもが本当に食べたくなる
給食を提供できるようになればいいなと思います。

事務局

大牟田市は、まだ視察受付の時期ではなかったのですが特別に受け付け
ていただきました。機会があれば委員さん方もまた秋以降、試食も含め
て視察に行っていただければと思います。
現在、非常勤の調理 36 名、臨時 4 名、正規 3 名、配送 5 名の体制です。

教育長

いかに人件費を抑えるかということも行革の課題でした。用務員、リレ
ーセンターなど労務的職員は増やさず、減となった部分は全て非常勤と
しました。正規職員は行政の核になる部分を担うということです。市民
課の窓口職員の多くが非常勤になりました。それらは必ずしも正規職員
だけが担う必要がある業務ではない、という判断です。

委員長

赤字は解消して欲しいですが、質は落ちないようにしてほしいと思いま
す。使命感や責任感というものがあると思います。

教育長

安心安全な給食を提供できるしっかりした会社を選ぶということに尽き
ます。

委員長

テレビで“サラメシ”があっていて、劇団員の食堂でしたがそのメニュ
は一食 142 円でした。金額に驚きました。

事務局

民間の社員食堂などは福利厚生で、うどんが 150 円などありますね。

教育長

業務委託になっても給食費は変わりません。これからも安心安全な給食
の提供に努めていきます。

委員長

不登校が減るぐらいの給食になればいいですね。

【報告第 23 号「万田坑の世界遺産登録記念 DVD について」
（生涯学習課）
】
○事務局報告
○質疑
委員

2 枚入っているんですね。

事務局

1 枚目が本編・ダイジェスト、加えて記念イベントの様子なども収録され
ています。2 枚目は学習用になります。幅広い言語対応もしております。

委員

万田坑の中で上映会などできないでしょうか。現場で観るとまたイメー
ジが広がることがあるのではないかと思います。

事務局

従来 5 分間のビデオ上映を行っていたのを、現在はこの DVD の本編 16 分
を流すように変わりました。今後も市民の方に広く見ていただきたいの
で考えていきたいと思います。

委員長

坑口の保安ベルの所がテレビなどで流れていますね。当時と同じ音だと
思うといいものですね。

教育長

ガイドさんが鳴らしてくれているのでしょうか。
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事務局

そうです。ガイドは有料で委託し、無償提供しています。ガイドの研修
も行われており、お客様にとってどうするのが最適なのか、万人に向け
て分かりやすいガイドというものを日々勉強なさっています。鐘もガイ
ドの工夫の一つです。

教育長

世界遺産登録決定後の来場者数はどうなっていますか。

事務局

昨年度 7 月は 1632 名だったところが、今年度は 9094 名でした。約 6 倍
となっております。天候の良くない日曜日でも、昨年度 167 名だったと
ころが今年度は 783 名にものぼり、嬉しい悲鳴が上がっております。

委員長

今、クルーズが流行っていますよね。そこで、盆踊り大会があり炭坑節
があっていました。炭坑節は皆に馴染みがあると思います。BGM として資
料館で流したり動作の説明があったりすると、日本中を巻き込んだ炭鉱
産業があったということを実感できるのではないかと思いますし、万田
坑が身近な存在に感じられたり、親しみを覚えたりするのではないかと
思います。

【報告第 24 号「台風 15 号の被害について」
】
○事務局報告
○質疑
教育長

教育委員会関係の建物に大きな被害はありませんでした。

委員長

何より人的被害が無かったことが良かったですね。以前、台風が来たと
き、同じように荒尾が台風の目に入った隙に学校へ行くと大木が倒れて
いたことがありました。校長先生とチェーンソーで切って、枝も切り落
として、子ども達と 1 本ずつ運んで片づけた記憶があります。今では業
者がされるんですね。昔は、何でも自分でやるしかないという思いがあ
りました。少しぐらいは自分でする力もつけたいものです。

教育長

倒木の処理は業者に依頼しています。

委員長

いろいろな変化があり難しいところがあるのですね。

【その他 8 月行事予定】
○事務局説明
○質疑
委員

未来塾についてですが、週に何回ですか。

事務局

長期休業中以外は基本的に週に 2 回です。

【その他 次回会議について】
事務局
委員長

次回の定例教育委員会は、日程調整後に改めてご連絡します。
○閉会宣言 平成 27 年 8 月 27 日（木）午前 11 時 30 分
閉議 午前 11 時 30 分
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