報告（１）
広報広聴関係について
教育委員会関係件数
各種事業名

概要

開催場所

市長が各区に出
市長とドンドン 向き、まちづくり 各区公民館
語ろう！
について直接市民 ホール等
と対話する。

対象者

①まちづくりについて〔市
各区内にお
長〕
住まいの
②意見交換（市長、出席者）
方、勤務さ
れている方
(平成27年度開始）

市
長
へ
の
手
紙
市
民
の
声

（Ｈ30.10定例教育委員
会会議以降新たに市の
ホームページに公開され
たもの）
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市民が、まちづくりセン
ターなどに置いてある緑の封
筒で意見や提案を送る。
市民からのまち
づくりについての
意見や提案を市政
に反映させる。

わ
た
し
の
提
言

内容

4

どなたでも

市長への手紙の電子メール
版。市民がファクスや電子
メールにより意見や提案を送
る。

各種
開催日
No. 受付日
事業名
市
ン
i
長
語
n
と
ろ
城 ド
う
南 ン
！
ド

1

H30
7月

提案・要望内容

回答内容

・公共施設の復旧状況について

【施設課回答】

下益城城南中学校の体育館の雨漏りについて（中学校体育館
は、総合型スポーツクラブで使用させてもらっている。）

体育館の屋根の調査を行い、原因と考えられる屋根ガラリ部
分の改修工事を行った。その後、また雨漏りが確認されたた
め、改めて調査し修繕する予定である。

・給食センターの冷房について

2

H30
7月

今年の2月から派遣会社を通じて市内の共同調理場でパート
勤務している。
今まで食に携わる仕事をしてきたが、学校給食を作る調理
場に冷房がなく、40〜50度の中、汗だくになりながら作るの
は、衛生面や働くスタッフの体力面でも、とても心配にな
る。
市内の小中学校の教室にエアコンが取り付けられたが、暑
い中、食中毒の問題を出さないためにも調理場への冷房を検
討してほしい。

給食室や共同調理場の場内は、熱や水蒸気が多く排出され
る環境下にあり、特に夏場は熱中症の危険が高い環境である
ことは認識している。
ただし、単純にエアコンを設置しても、室温全体を下げる
効果が薄いだけでなく、結露による漏水や、エアコン内部に
カビが発生しやすい等の課題がある。
他都市では、調理場の大規模な改修工事に合わせてエアコ
ンが効果を発揮しやすい環境を整備した上で設置している例
があるほか、スポットクーラーで対応しているところもあ
る。
調理員の安全確保等の観点から、給食室・共同調理場の暑
さ対策は喫緊の課題と考えており、他都市などの情報を収集
しながら早急に対応を検討してまいりたい。

・子ども食堂について

市
長
と
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ン
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ン
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う
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H30
7月

【健康福祉局 子ども政策課回答】
現在、本市では13団体の方々が15カ所で、食事の提供のみ
ならず、 食育や多世代交流、被災者支援等、それぞれの思い
2016年6月から龍田陣内で「食育体験！たつだ・こどもカ
フェ」という、こども・地域食堂を毎月第1日曜に開催してい で子ども食堂を運営されている。「食育体験！たつだ・こど
る。こども食堂というと貧困のイメージが強く、食に困って もカフェ」様もそのうちの１団体であり、子どもの健やかな
いる方が来にくいと考え、また、自宅に帰って家族の手伝い 成長を支える貴団体の活動に対して、頭の下がる思いであ
や一人暮らしのときに自炊ができる、自分で作って自分で食 る。
本市では、平成29年度に「子どもの生活等実態調査」を実
べていく生きるために必要な食育体験型にした。
今、地域の民生委員の方、ボランティアの方、こどもたち 施し、子どもたちが抱える課題の整理を行ったところであ
と毎月30名ほど集まり、毎月テーマを変え、旬の食材を活か る。調査結果を踏まえ、現在、「子どもの未来応援アクショ
して行事食や災害時に役立つパッククッキング（防災食）な ンプラン」を策定しているところであり、子ども食堂等の活
ども作っている。こどもたちの居場所作りになり、地域の方 動に対しての支援についても検討をしているところである。
と交流できる地域力を高めるために、子ども・地域食堂は必
要な場所だと思う。各校区に1つの子ども食堂があると本当に 【指導課回答】
いいと思う。
本市では、子どもたちが学ぶ楽しさや分かる喜びを実感で
また、学習塾は値段が高く、学校の授業についていけない きるように、子ども一人ひとりに応じた指導や少人数指導を
子どもたちは、不登校になりやすいと聞く。ボランティアで 推進し、確かな学力の定着及び温かな人間関係の構築を図っ
大学生などが宿題を見てくれる方が学習支援に来てもらえる ている。さらに、基礎学力の充実に役立てるために、基礎・
場所にもなると思う。市長は、こども・地域について、どの 基本の習得を図る問題集「学びノート」を作成・配布し、朝
ように考えているか。
自習や授業の復習、家庭学習等に活用している。
学習に課題のある子どもへの対応としては、小学3年以上を
対象に「学びノート教室」を小学校の全校で開催しており、
経済的な理由や家庭の事情に限らず全ての子どもたちの基礎
学力の充実に取り組んでいる。
【健康福祉局 健康づくり推進課回答】
食育基本法の中でも、食育は生きる上での基本であって、
近年、日本各地で自然災害が多発している。いつも親が子 知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの、また、様々な経
験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得
どもを守ることができるとは限らない。万が一、親が亡く
なったとき、子どもが一人で生きるときに、私は身体のこと し、健全な食生活を実践することができる人間を育てるこ
と、というように位置づけてある。
を一番に考える。身体は食べたものでできているので、
本市では、乳幼児期の子どもたちとその保護者を対象に、
「食」は大切だと思う。なので「生きる力」は、食べること
から始まる。「ご飯をおいしく食べられる子、ご飯を楽しめ 保育園・幼稚園、地域支援者と連携・協力し、それぞれの専
る子」が増えることを切に願う。どんなときも「生きる力」 門性や強みを活かして、地域における食育活動を展開する
「熊本市子どもの食育推進ネットワーク」を設置している。
と「食べ物を大切に」思う子どもを増やしたい。
最近、食育という言葉をよく聞くが、40年にわたって幼児 熊本地震を体験し、「災害時に備える食育」の視点で、ロー
期からの台所育児を進めている坂本寛子氏。残念ながら、今 リングストック法のような食品摂取方法、また家族構成や健
年6月に逝去された。その思いを広める活動をしているが、そ 康状態に合わせた食料等の備蓄の推進について、作成したち
れだけでは多発する自然災害に備えることが難しく、間に合 らしで、様々な機会に啓発している。また、今までに行って
わないと思う。学校での調理時間も少なく、核家族が増え、 いた食育の啓発時に、災害時に対応できるような調理法
習う機会が少ない子どもたちに、調理体験・食育に携わる場 （パッククッキング等）など「防災食育クッキング」等の教
室を開催している。
（キッズキッチンなど）を増やしてほしい。
一方、食を通じて市民の健康づくりを展開しているボラン
それから、災害時の避難所で混雑を防ぐため、自助が大切
ティア「食生活改善推進員協議会」においては、行政や地域
だと思う。ライフラインが止まった中、調理できるパック
クッキング、女性目線で防災を考える岡部梨恵子氏の話をぜ との協力・協働にて、防災啓発とともに、災害時に役立つ食
事支援等、地域において取り組みを進めているところであ
ひ一度聞いてほしい。
る。今後も、幼少期からの食育推進を進め、市民の皆様が日
常生活の中に様々な食に通じる体験を重ねることができるよ
う、取り組みを進めていく。
・食育・防災について

4

H30
7月

（つづく）

（つづき）
【健康教育課回答】
本市の学校教育における食育の取り組みについては、学校
長のリーダーシップの下、食に関する指導全体計画を作成
し、教科等の学習と食育との関連を図りながら食に関する指
導を行っている。
また、学校給食を学校における食育推進の要として、担任
や栄養教諭等が、給食時間を中心に給食を教材として活用し
ながら、食に関する指導を行っている。
子どもたちの調理体験については、本市の外郭団体である
（公財）熊本市学校給食会や各学校で実施している親子料理
教室などの取り組みにより、子ども達に調理へ興味関心を
もってもらうとともに、調理に携わっている方々への感謝の
心を育みたいと考えている。
今後とも、このような取り組みを充実させることによっ
て、学校教育における食育の推進を図っていく。
【指導課回答】
家庭科では、衣食住や家族の生活などの家庭生活に関する
内容を主な学習対象として、調理、製作等の実習や観察、調
査、実験などの実践的・体験的な活動を通して、基礎的・基
本的な知識及び技能を身に付けて、それらを活用して、身近
な生活の課題を解決したり、家庭や地域での実践ができるよ
うにすることを目指している。
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・大雨以外での冠水による安全確保について

5

H30
7月

■ごみ収集場所付近の冠水による現状
・楠団地完成時より時々大雨以外で突発的に雨量が20mm/h程
度が発生すると、楠小に設置された数か所の排水パイプ及び
北公園から大量の雨水と泥水が側溝をオーバーフローし直接
路面に激しく流れ出して、ごみ収集場所付近一帯で冠水し、
弱者(高齢者・児童)と車両の通行に支障をきたし、ごみ収集
場所からごみ袋が流れ出し車両の通行にも支障が生じ、冠水
した雨水が付近の住宅の軒先まで溢れ住民の生活に影響して
いる。
・高齢者の歩行及び小学生の登下校時に重なった時は、冠水
した水の中を歩行し危険な状態である。※危機管理上、突発
的雨の発生頻度が少なく事故がないから放置することは、問
題と思う。
・ごみ袋の流出は、高齢者の利用者が小降りになってから片
づけている。
・冠水については、以前より何度も相談されたそうだが、未
だ対策なしである。
・本件は、6月の梅雨時期に北部土木センターに相談し、現場
で立会確認し教育委員会と相談して回答することになってい
るが、対策について未回答である。※同時期に発生した、プ
ロック塀の件で忙しいのは理解するが、事故が発生してから
では遅い。

【都市建設局 北部土木センター総務課】
楠北公園南東側ごみ置場付近の道路側溝に土砂が堆積し、
十分な機能が確保されていないことが確認できたので、業者
による側溝清掃を実施するとともに、楠北公園からの雨水排
水がごみ置場に直接集中しないような対策について検討して
いる。
また、教育委員会施設課へも情報提供を行っており、改善
の進捗状況を把握するとともに側溝の排水状況を確認した
い。
【施設課回答】
学校内の排水経路を確認し、学校からの雨水排水が一度に
集中しないよう排水管3箇所を閉塞した。
今後、雨天時の排水状況を把握するとともに、市道側溝へ
の接続を道路管理者(北部土木センター)と協議しながら対策
を検討していく。

■冠水による弱者（高齢者、児童)の安全確保のための対策
・楠小及び北公園からの雨水及び泥水を道路側溝へ排水しな
い経路の見直し。
・道路側溝の容量見直し。
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・観光について

【市長】

今まで他県を含めて７市町村に住んだことがあるが、自治
体によっては観光資源を生かして観光客を多く取り込んでい
るところもあった。本市においては、すばらしい観光資源が
あるが生かしきれていないのではないかと思う。熊本市は、
有名な漫画の作者の出身地であるなど全国に誇るものがある
が、ストーリー性をもった観光のルートを設定してインバウ
ンドを図っていくべきと思うが、このことについて市長はど
のようなことを考えているか。

熊本市は歴史文化遺産や熊本出身のアニメ作家も多い。ス
トーリー性を持たせることについては、歴史文化だけでな
く、若者の文化についても持たせていくことが重要だと思っ
ている。西南戦争や熊本城などとつなげていったり、周辺の
自治体と広域的に連携をすることも大切だと思う。
また、熊本ゆかりの偉人については、子どもたちに分かり
にくいことがあると思う。地元の偉人が与えた影響などにつ
いて、小さな頃から分かりやすく教えること、地域の歴史を
教育とつなげることも大事だと思う。
田原坂は、日本赤十字の発祥に深く関わりがあり、西南戦
争時に博愛社が設立され、ジェーンズ邸につながっていく。
国際赤十字発祥の地とされるイタリアのソルフェリーノの丘
と対比され、イタリアへつながる形で、現地から招待を受け
たこともある。また、西南戦争は日本最後の内戦ということ
で平和教育にもつなげることができる。そういうことを授業
を通して子どもたちに伝えている。

・小学校の通学路について
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富合小学校の子ども達は集団登校で通学しているが、莎崎
（こうざき）地区は学校までの距離が３．９ｋｍもあるので
集合時間が午前７時。冬場などは懐中電灯を持たなければい
けないほど暗い。３．９ｋｍといえば、市役所から電車通り
に沿って健軍方面まで行くと、健軍神社の参道の鳥居のとこ
ろまである。それまでに小学校はいくつあるだろうか。莎崎
地区の子ども達は１年生の子も歩いていっている。同じ熊本
市の小学生でこのような差があっていいものだろうか。そこ
で、スクールバスなどの対応ができないものかと思ってい
る。

【市長】
３．９ｋｍということだが、市役所から我が家までが４ｋ
ｍで、歩くと４０分位はかかる。やはり４ｋｍ近くあるのは
遠いと思う。なかなかスクールバスの導入について今すぐ答
えられないが、教育委員会のほうにも話をさせていただきた
い。子供たちの通学環境については危険防止のこともあるた
め検討させていただく。
【学務課 追記】
通学距離について、学校の位置によっては３ｋｍを超えて
通学する児童もいる。本市では、｢学校規模適正化基本方針」
において、小学校は概ね４ｋｍ、中学校は概ね６ｋｍとする
通学距離の基準を定めているところである。現在、スクール
バス運行は、学校統合等による４ｋｍを超える遠距離となっ
た児童の通学のために行っているので、ご理解いただきた
い。
【健康教育課 追記】
通学路の安全確保については、通学路合同安全点検を実施
しており、その枠組みの中で、警察、道路管理者等の関係機
関と対応策を検討する。

○熊本市立中学校の靴下の強制について

市
民
の
声
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文部科学省は、中学は義務教育だから、制服・標準服を強
制しない学用品と指導している。文部科学省は、靴下を学用
品と認めていない。熊本市の「学校指定物品に関する指針」
でも、靴下を「学校指定物品」として認めていない。
しかしながら、熊本市立中学校では、かなり多くの中学校
で、「刺繍入り標準靴下（実際は強制）」を決めて、①生
徒・保護者に購買・着用を強制し、②靴下指定を独占する業
者は、自社の標準服を強制的に買わせるツールとしている。
つまり、学校が制服業者を指定して、保護者に高い価格の制
服を買わせたのである。
「標準靴下」の決め方についても、「学校指定物品に関す
る指針」では、 保護者等を多数とする検討委員会 と定め
られているが、実際は、学校長が独断で決定しているようで
ある。つまり、 保護者等を多数とする検討委員会 は開か
れていない。
熊本市教育委員会は、数年前より、「靴下の強制着用」を
問題として、各中学校に抑制指導してきたが、現実には、各
中学校は止めないのが現実である。一部の中学校は、PTAに命
じて、靴下強制を強行する始末である。
さらに驚いたことには、本年度入学よりある市立中学校で
は、学校長の独断で、刺繍入り靴下を強制することとなっ
た。保護者が知らせてきており、一般の保護者は困ってい
る。素足も100円靴下も禁止された。「要保護世帯が通学する
公教育」ではあってはならないこと。熊本市民は、今でも、
地震被害に苦しんでいる。熊本市立中学校長は、 貧困児
童・要保護児童・地震被害児童 をイジメ・虐待、「許し
て」と言っても死ぬまで虐待する姿勢に見える。
熊本市教育委員会が、数年前に強制靴下に気がついて、指
導を始めたのは素晴らしいと考えるが、学校の指導が甘いの
ではないだろうか？速やかに、強制靴下を廃止するように、
学校長を指導してほしい。
中学校の刺繍入り靴下指定を禁止してほしい。
（1）大手制服業者が、熊本市立中学校、10数校に 制靴下
を指定させた。
（2）学校は、 刺繍入り靴下 を 制靴下 として、生徒に
購買・着用を強制した。
（3）大手制服業者は、標準服の独占販売のツールとして、
制靴下 を利用した。
（4）制靴下の問題点
①文科省は、靴下を指定物品（学用品）と認めていな
い。
「全保護者に刺繍入り靴下を私費で買わせる」ことは文
部科学省指導違反であり、高校も違反である。
文部科学省は、靴下の色を指定することも止めるよう
に指導している。
②熊本市の規則（「学校指定物品の指針」、以下 熊本
市規則 という）では、靴下は学校指定物品ではない。熊本
市は『特定製品の指定は行わない原則』である。
③要保護世帯保護者がいる義務教育学校では、『保護者
負担の軽減、業者選定の透明性、受注機会の公平性を図る』
とある。
④素足、100円ショップ靴下を禁止するべきか。
（5）「学校指定物品」指定は、学校長に任された権限ではな
い。
熊本市規則 では、学校指定物品は保護者等が多数の
『検討委員会』で決めることになっている。
（つづく）

学校で使用する物品につきましては、平成18年度に策定し
た「学校指定物品に関する指針」に基づき、各学校での検討
委員会において決定することになっています。
生徒が着用する靴下につきましても、学校として指定した
ものにする場合には、この指針の「１ 基本的な考え方」の
（３）にありますよう、出来る限り指針に準じて取り扱うも
のとしています。
しかしながら、必ずしも全ての学校で毎年検討委員会が行
われていないのが実態であり、その決定過程においても、児
童生徒、保護者等の意見聴取やその集約方法等が必ずしも明
確でない面もあります。そのため、指針に基づき指定物品の
選定を行う際には、検討委員会を毎年必ず開催することや、
児童生徒が参画するようにするなど、指針の内容、運用の見
直しを検討しているところです。
なお、ご指摘の事例については、各学校に調査の上、指針
に照らして不適切と認められる場合には個別に指導を行って
まいります。

（つづき）
熊本市教育委員会は直ちに、該当中学校校長に下記のよ
うに指導してほしい。
①刺繍入り靴下及び靴下の色指定を廃止すること。
②PTA／保護者・生徒に刺繍入り靴下及び靴下の色指定し
ないこと。
③業者には、刺繍入り靴下及び色指定靴下を学校指定物
品として販売することを直ちに中止すること。
退職校長が、中学標準服指定に介入する事例があった。
ある市立中学校では、退職校長が、中学標準服を「制服」と
強行に主張した。

○城山小育成クラブについて
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勉強するための机が足りず、宿題が出来なかったと言って
帰って来る日が何日かあった。
今日から夏休みであり、机が足りず宿題が全く出来ないと
子供も親も負担である。子供の言う事だから、もしかしたら
したくなかったのかもしれないので事実確認をお願いする。
事実確認の上、本当に机が不足している様なら、現物寄
付、もしくは15万円までの現金寄付を考えている。

当該育成クラブに確認を行ったところ、机が不足している
とのことでしたので必要数を手配いたしました。ご心配をお
かけし、申し訳ございませんでした。
今後も適正な育成クラブの運営に取り組んでまいりますの
で、お気づきの点がございましたらご意見いただきますよう
よろしくお願いいたします。

○小学校の学びノートについて

市
民
の
声
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小学校の夏休みの宿題で、熊本市教育委員会が作成してい
る学びノートの丸付けを子どもと一緒にしていたのだが、誤
字がかなり目立つ。作成された後、誤字脱字の確認作業も
行ってないのか。子どもでも気付くほどの誤字である。子ど
もが混乱する。文書を作成する上で、最後の確認作業は当た
り前のことだと思う。
それと問題のとなりに答えを記載するシステム、答え丸見
えで、意味がない。また来年度も作成するならば、その様な
システム変更してほしい。

１点目の「学びノート」の誤字脱字についてです。原稿校
正時に誤字脱字及び、問題と答えとの整合性、表記や図と記
号の誤り、人権上不適切な表現はないか等、複数の目で確
認・修正作業を行っております。しかし、そのような確認作
業を行ったにもかかわらず、修正すべきものを見落としてし
まっている状況がご指摘のようにあるようです。今後は、さ
らに確認作業の精度をあげ、ミスのない「学びノート」作り
をめざしていきたいと思います。
２点目の問題のとなりに答えを記載するシステムについて
です。このシステムの利点は、問題と解答が同じページにあ
ることで、子どもにとって答え合わせがしやすいことだと考
えております。次回の「学びノート」改訂の際には、子ども
の目線で使いやすさを第一に丁寧に編集を行い、これまでよ
り一層充実した魅力ある完成度の高い「学びノート」にして
いきたいと思います。

○教員の不祥事について
教育長と事務局の幹部職員の求心力がゼロで、不祥事根絶
の対策が講じられないでいるのと、地方公務員法第三十三条
（信用失墜行為の禁止）を市長はじめ、教育委員会、市議
会、監査委員共々組織的に隠蔽しているので、不祥事が止ま
るわけがない。熊本市民はたまったものではない。
市長の責任ある回答を、文書にてお願いする。
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教師は、児童生徒の模範でなければならない立場であるに
もかかわらず、不祥事が続いて起こったことに大変申し訳な
く思っております。
不祥事防止につきましては、教育委員会から校長等へ指導
を繰り返し行っており、また、学校現場におきましても、校
長等の指導の下、様々な機会を捉えて研修等を行いながら進
めております。
しかしながら、今回のように不祥事が起こったこと、市民
の皆様からのご批判を真摯に受け止め、一人一人が初心に帰
り、教職員一丸となって不祥事根絶に向けて取り組むよう、
教育長に意見をしたところでございます。
教育長からは、不祥事防止を肝に銘じて取り組んでまいる
との報告を受けたところであり、教育現場において、不祥事
が起こらない風土を作り、子どもたちはじめ市民の皆様の信
頼を損なうことのないよう、対策がとられるものと考えてお
ります。
なお、お手紙にありました「組織的に隠蔽している」こと
は決してありませんので、何卒ご理解いただきますようお願
いいたします。

