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（開会１４時００分） 

○教育長 ただいまより、平成２８年第１０回田川市教育委員会８月定例会を開催いた

します。日程第１「平成２８年第９回田川市教育委員会７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。 

  ご質疑はないようですので、会議録を承認することについて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９回田川市教育委員会７

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２３号「平成２８年度教育費（９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２３号「平成２８年度教育費（９月補正）予算

要求について」ご説明申し上げます。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６千３７１万３千円を増額補正要求しております。既決予算額

と合わせますと１６億４千４０１万４千円でございます。歳入につきましては、３５

万５千円を増額補正しております。既決予算額と合わせますと１億６千９７９万８千

円でございます。歳出につきまして主なものとして、まず、教育総務課におきまして

は、事務局管理経費で旧船尾小学校跡地の利活用に伴う土地分筆登記に係る委託料増

額によるものです。学校教育課におきましては、放課後児童健全育成事業費の平成 

２７年度国県支出金額確定に伴う返還金です。小学校少人数学級運営事業費は市費講

師任用人数が１０人から１１人に増えたことによる増額です。小学校就学援助事業費

は認定者が増えたことによる増額です。学校再編・中学校給食推進室におきましては、

中学校給食導入事業費で平成２９年４月からのランチボックス導入に伴い猪位金学園

を除く市内７中学校の各教室を配膳室として整備するためのものです。文化生涯学習

課においては、図書館運営管理費で図書館和室及び周囲樹木の白アリを駆除するため

のものです。歳入につきましては、学校教育課の放課後児童健全育成事業費が県補助

金から一部、国庫補助金への組み替えになったことによるものです。詳細につきまし

ては、各課から説明をさせていただきたいと思います。以上です。 

○教育総務課長 それでは、教育総務課が所管しております平成２８年度９月補正予算

説明をさせていただきます。３ページをご覧いただきたいと思います。まず、上表の
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歳出でございます。１０款１項２目 事務局管理経費でございます。今回の補正の主

な理由といたしましては、旧船尾小学校跡地の利活用に伴う土地分筆登記に係る委託

料の増額を行うものでございます。補正の内容といたしましては、用地測量等委託料

でございます。なお、委託業務の詳細につきましては、下にカッコ書きで記載してお

ります。以上のことにより１３節の用地測量等委託料１５５万４千円の増額補正を行

うものでございます。なお本件に関して詳細につきましては、後ほど事務報告でご説

明を申し上げたいと思います。それでは、下表をお願いします。１０款２項１目 小

学校施設維持管理経費でございます。今回の補正の主な理由といたしましては、公的

年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正す

る法律に基づきまして、平成２８年１０月から社会保険料の適用が短時間労働者につ

いても拡大されることに伴い、小学校事務補助員の社会保険料に係る事業主負担分を

今回増額するものでございます。以上のことを受けまして、今回４節の臨時職員等共

済費７０万３千円の増額補正を行っております。それでは、４ページをご覧いただき

たいと思います。１０款３項１目 中学校施設維持管理経費でございます。こちらに

つきましても、先ほど申し上げました社会保険料の適用拡大が開始されることにより

まして、今回、中学校事務補助員につきましても社会保険料にかかる事業主負担分を

増額するものでございます。こちらにつきましては、先ほどと同額の７０万３千円の

増額補正を行っております。以上で説明を終わります。 

○学校教育課長 まず歳入の主なものから説明させていただきます。２ページをお願い

いたします。表の１段目、３段目は相互に関係しております。まず１段目、１３款２

項２目 子ども・子育て支援交付金です。２千１３３万６千円の増額補正を行ってお

ります。旧来、放課後児童健全育成事業補助金は、県だけの補助でございましたが、

新制度に替わり国も補助を行うようになり、国と県で３分の２の補助率で補助金が出

されるようになりました。したがってこの増額は、県補助金から国庫補助金への組み

換えによるものでございます。３段目の表をご覧ください。１４款２項１目 児童福

祉費補助金です。既定額４千２７０万８千円に対し補正額はマイナス２千１０１万３

千円です。先ほど説明したように、この減額は県補助金から国庫補助金への組み換え

により生じた減であります。歳入の主なものは以上です。次に歳出について説明いた

します。５ページをお願いいたします。２款１項１８目 国県支出金等返還金です。

４８１万４千円の増額補正です。これは、平成２７年度国県支出金額確定に伴う返還
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金であります。続いて５ページの下の段、３款２項１目 放課後児童健全育成事業費

でございます。６２万９千円の増額補正です。これは、放課後児童クラブにおける学

習支援員謝礼金の増によるものです。当面は鎮西と田川の２クラブから放課後児童ク

ラブで学習支援を始めていきます。次に６ページをお願いいたします。１０款１項２

目 学力向上プロジェクト事業費です。７０万２千円の増額補正です。学力向上研修

会に係る講師謝礼金及び消耗品費の増によるものです。隂山学力向上アドバイザーに

よる年間２回の講演会予定を３回実施するように回数を増やしております。また百マ

ス計算等によって毎日取り組む中で紙代がかさむため消耗品の増も行っているところ

でございます。続いて下の段をお願いいたします。１０款１項２目 事務局管理経費

です。補正額は３４９万８千円となっております。補正の内訳でございますが、一つ

目は、田川市いじめ問題連絡協議会等委員報酬による増、二つ目は、臨時職員等の共

済費や賃金の減、三つ目は、給食の公会計化に向けての給食費管理システム導入委託

料による増でございます。７ページ上段をお願いいたします。１０款１項２目 特別

支援教育充実事業費における２７万円の増額補正です。特別支援教育支援員の増に伴

う賃金の増です。７ページ下段の４万円の増額補正は、０歳から１８歳までの包括的

支援体制づくりを目指す田川市教育福祉連携会議運営のための経費でございます。次

に８ページ上段をお願いいたします。１０款２項１目 小学校少人数学級運営事業費

です。２２２万３千円の増額補正です。これは、市費講師が当初予定の１０名から 

１１名に増えた分の共済費、賃金等の増によるものです。８ページ下段をお願いしま

す。１０款２項２目 小学校就学援助事業費です。３１５万８千円の増額補正でござ

います。これは、要保護及び準要保護児童補助金等の扶助費の増によるものです。９

ページ上段をお願いいたします。１０款２項２目 小学校ＩＣＴ教育環境整備事業費

です。２９万４千円の増額補正となっております。市のＩＣＴ教育を推進するため田

川市ＩＣＴ教育推進協議会を立ち上げます。委員として大学の先生やＩＣＴに関する

有識者にも入っていただきます。その方々の謝礼金でございます。９ページの下段、

１０款２項２目 小学校地域連携、外部人材活用事業費です。４万８千円の増額補正

です。外部講師である田川市芸術教育アドバイザーが開催するミニコンサートに係る

経費を計上しております。最後に１０ページでございます。１０款３項１目 中学校

少人数学習指導事業費です。５２９万２千円の減額補正です。中学校の市費講師任用

人数が１人から０人になったことによる共済費、賃金等の減によるものでございます。
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学校教育課は以上です。 

○推進室長 つづきまして学校再編・中学校給食推進室に係ります平成２８年度９月補  

 正予算要求について説明いたします。補正は歳出のみでございます。１１ページをご

覧ください。上段でございますが、学校適正規模推進事業費で８８万３千円の増額補

正となります。これは当初予算要求の際には学校教育課で採用予定の嘱託職員の賃金、

共済費を計上しておりましたが、学校再編・中学校給食推進室が本年４月から設置さ

れたことにより採用されました嘱託職員に人員の変更がありましたので、その賃金、

共済費の差額分でございます。下段、中学校給食導入事業費は来年度４月からランチ

ボックス方式で中学校給食を導入することに伴い市内７中学校に配膳室を設置いたし

ますので、各学校の教室を改修整備するための工事費４千７３０万６千円を計上して

おります。９月補正の議決後、改修工事期間は１１月から１月までを予定しておりま

す。工事は中学校の平日授業時間中に並行して進行していくことになりますので、大

きな音が出る作業につきましては、授業時間外や学校の休校日に合わせて行う等、工

事業者や学校と十分連絡調整しながら進めてまいりたいと考えております。次に１２

ページをお願いいたします。事務局関係職員時間外勤務手当でございます。推進室は

４月に設置され、当初、時間外手当の予算措置がないため総務課から流用しておりま

したが、今回総務課から時間外手当の正式な通知がございましたので、教育委員会内

での応援職員の分も含めまして１３１万９千円を計上しております。以上で学校再

編・中学校給食推進室の説明を終わります。 

○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９月補正

予算要求額について説明いたします。１３ページをお願いいたします。歳出でござい

ます。１０款５項３目 図書館運営管理費です。これは、図書館の和室と外にありま

す樹木２本に白アリが発生したため、これを駆除するものです。図書館の和室で白ア

リが発見されましたので、調査しましたところ、和室の床下において白アリが生息し

ていることがわかりました。それと図書館の美術館側にありますメタセコイア１本、

山茶花の木１本が白アリによって蝕害されておりました。そこで業者からは薬剤の散

布ではもう被害が止まりそうにないくらい木の蝕害が進んでいるということでしたの

で、今回白アリ駆除及び樹木の伐採費用として６１万３７２円、今後、本年１０月か

ら来年３月までの緊急用の修繕費用として２５万円、合わせて８６万 1 千円の補正を

お願いするものでございます。以上でございます。 
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○教育長 今の説明に対して何か質問、意見等はありませんか。 

○神崎委員 今回は○○協議会、○○会議、○○アドバイザー、○○委員等の沢山の予

算が挙がっているようですけれども、これは前からあったものと今年作られたものと

があるのでしょうか。 

○学校教育長 まずＩＣＴ関係です。ＩＣＴ教育推進協議会については、本年度から立

ち上げをしようということでございます。今、鹿児島大学の先生である山本先生を座

長としながら、関係の先生方、それから市内の先生方、管理職を含めて委員構成を踏

まえて動こうということで、昨日もそういった話合いの打合せを進めているところで

ございます。芸術教育アドバイザーにつきましては、３名の方に音楽関係でお願いを

しています。木村厚太郎様、竹笛の久保様、チェロの加治様の３名に音楽芸術を広め

ていくという観点で、教育委員会事務局内でアドバイザー就任の準備を進めていると

ころでございます。そういった方々が主に委員ということになります。それからいじ

め問題の対応につきましても、昨年度の条例改正を踏まえて二学期以降、各関係の皆

様に依頼して９月以降に関係委員会を立ち上げていこうと考えているところでござい

ます。 

○神崎委員 ありがとうございます。いろいろな問題があって、いろいろな対策があっ

て、そのためにいろんな人のご意見やお力を借りなくてはならないという状況にある

と思います。ただ、あまりにも一斉にあれも、これもというふうになってきては、「誰

が責任を持って最後までそれをやるのか。」ということになった時に、「委員会がやっ

てるからとか、いじめ問題の方たちがやってるからとか、芸術の先生方がやってるか

ら」とかいうところで終わってしまう可能性がありますので、そのあたりは、きちん

と教育委員会として、「定着するのかどうか。」とか、それが問題解決できるような機

能を落としこめるかどうかとかいうチェックを必ず最後までしていただきたいと思い

ます。今年は教育委員会としても、すごくたくさんの取組が挙がっていますよね。青

学だったり、隂山先生だったり、ＩＣＴだったり、中学校の給食導入だったり、中学

校再編の話もしなければいけないし、それから０歳から１８歳までの包括的支援、去

年のＳＥＬ－８Ｓを使いながらとあれもこれもやっている状態で、先日、筑豊地区の

教育事務所の方々と懇親会の時にいろんなお話をさせていただいて、「遠慮なくご意見

をください。」と申し上げた時に、「どれから手をつけていいか、解らなくなっていま

せんか。」という意見がありました。やはり、他の教育長さん方も「いろんなときに一
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斉に立ち上げて優先順位がわからなくなってしまって、順位を並び替えるのが大変だ

ったんだ。」という経験談などもしてくださったんです。そういったこともありますの

で、今回は非常にプロジェクトが沢山ありすぎるくらいありますが、その辺りをきち

っと本当に定着するというところまでやれるのでしょうか。やらなければ何も挙がっ

てこなかったのと変わらないような結果になってしまいますので、事務局の皆様方の

お力を借りて、その辺りを一つ一つ、担当ごとに固めていただきたいと思います。こ

れは管轄外ですけれども教育事務所の幹部の皆様方が、ちょっと心配して私にくださ

ったお言葉でしたので、ここでお伝えしておきたいと思います。 

○教育部長 今、神崎委員からご指摘があった内容ですけれども、教育委員会は田川市

教育振興基本計画、マスタープランというのを今年準備して、来年１年かけて作ろう

と思っています。いろんな分野の先生をお呼びして、いろんな事業を立ち上げる予定

ですので、基本的な方向性とか目標を立てて、「いつまでにどういう事をするか。最終

的な目標はどうだ。」ということをマスタープランに入れて、きちんとした計画のもと

に推進していこうと考えております。今貴重なご意見いただきましたので、本当にそ

れは大事な事だと考えています。 

○神崎委員 お願いします。 

○教育長 他に質問、ご意見等ございませんか。 

○毛利委員 教えていただきたいのですが、５ページの下の段に鎮西小と田川小で学習

支援員謝礼金の増とあるのは、どういう事なのでしょうか。例えば退職された校長先

生が、去年も児童クラブに来ている子どもたちに宿題を教えるために２校に行ってい

たということ、それに対する謝礼金が全然なくてボランティアとして行ってるという

ことを去年は聞いていました。だから、それと同じことをしているのかどうか、それ

に今年からは謝礼金がついたのでしょうか。 

○学校教育課長 ご質問の件についてお答えいたします。昨年度と場所としては放課後

児童クラブで同じですけれども、事業内容が若干変わっております。と言いますのは

放課後児童クラブ学習支援事業ということで補助の対象といたしまして、筑豊地区の

放課後児童クラブ学習支援事業１５市町村、県で予算化していただいて、その中に当

然田川市もあって、その補助金を活用しながら旧来も学習支援という形で交通費程度

は若干補償できたというような状況はあるのですが、本年度は県が開始しました学習

支援事業に基づいて、そして講師として県立大学の学生を入れていこうということで、
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当面県大から近く通いやすいということもあって、田川と鎮西の２つの児童クラブに

関与できるという見込みができて、そこでスタートをしていこうということでござい

ます。１回につき、１人１，４８０円の補助がなされるということで、その範疇で県

大の学生に参加いただこうということでございます。 

○毛利委員 ということは、これは鎮西と田川だけですが、他の地区にも子どもはいる

わけですよね。だんだん広がるのか、それとも来年度は別の学校になるのか。とりあ

えずこの２校でずっと行くのか、そこの所はどうなんでしょうか。 

○学校教育課長 本音で申し上げますと全地区一斉に始めることができれば、それがベ

ストであったんですが、当面、学生の数が２名ずつで４名確保できました。そして学

生が動きやすい状況を含めて、鎮西と田川で始まっておりますので、１０月以降学生

ボランティアに更に声掛けいたしまして、できるだけ全地区に実施ができるような形

でいきたいと思っているところでございます。 

○毛利委員 同じような意味なんですが、９ページの下の段で、やはり田川市芸術教育

アドバイザー３名に対する謝礼金というのは、伊田小と大藪小ですよね。この２つの

学校には、この３名の方々が行くんでしょうけど、今後、順番に他の学校にもこうい

う芸術を聴いてもらうということにするんでしょうか。 

○学校教育課長 これにつきましては、今年度、例えば木村厚太郎さんに来ていただく

のが伊田小、大藪小で次年度は別の２校、３校に行っていただく。また、次の年は別

の学校へというように順番に回って行って４年に１回は木村厚太郎さんとの出会いが

ある。あるいはよその学校では加治さんとの出会いがある。竹笛の久保さんとの出会

いについては、大体それぞれの学校で竹笛の体験を入れての音楽鑑賞を企画に入れて

いますので、次年度以降９校全部に入っていける、それが毎年続いていくというのが

今のところの見通しでございます。 

○神崎委員 先ほど、芸術教育アドバイザーの話が出ていましたが、私の子どもが小学

生だった時に、文化連盟の音楽協会のみなさんが、ロングドレスを着て歌いに来てく

ださったりとか、各学校を回ってピアノやチェロやフルートを披露してくださったり

してたんですけど、今はその活動はないんでしょうか。 

○学校教育課長 今年度分は正確に把握しておりませんが、そういったボランティアで

関わっていただいて、公演なり、歌声を聞かせていただいたり、ピアノで演奏いただ

くということは今も続けていただいているとは思います。 
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○神崎委員 もう一つ、これも私の子どもが小学生の時にやっていただいてとても助か

ったことなんですけれども、普通の小学校の担任の先生は、音楽の技術がそんなに高

くない方もいらっしゃるということで、その当時は教育委員をされていた柏村先生が、

田川小学校に来られて子どもたちの歌唱の指導とか器楽の指導を熱心にしてくださっ

て、すごく子ども達の音楽的な技術が上がり歌も上手になりました。小学校の時に専

門の方にきちんと教えていただいたのがきっかけになって将来の人生の喜びというか

趣味にまで繋がっていくようなものがありますよね。そういったものは、今はどなた

かにどこかの学校で芸術、美術、音楽などを特別にお願いしてるということはあるん

でしょうか。 

○学校教育課長 今、例で出していただきました柏村元教育委員長ですが、例えば昨年

度も一昨年も鎮西小学校で卒業式の前の時に５、６年の合唱指導ということで、ゲス

トティーチャーとして来ていただきました。それは総合的な学習の一環という形で、

その中での謝金等しか出すことはできなかったんですけれども、指導いただくことで、

声の出し方、気持ちをどう乗せていくかとか、専門的な指導をいただくことができま

した。それは、あくまでも学校がこれまでの関係性やつながりでもっていた部分でご

ざいますので、今後、芸術教育アドバイザーとしてお願いしていることについては、

学校を通じてどこの学校も、常にいろんな形で芸術や音楽に触れるような体制を作っ

ていこうということで考えているところでございます。 

○神崎委員 限られた学校とかつながりのある学校だけではなくて、全ての子どもにそ

ういうチャンスが回ってくるようなシステムを考えていただきたいと思います。 

○教育長 他に質問、ご意見は、ございませんか。 

  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２３号「平成２８年度教育費９月

補正予算要求について」は原案のとおり可決いたします 

  次に移ります。日程第３ 事務報告「旧船尾小学校のグラウンド用地の普通財産へ

の移管について」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 事務報告「旧船尾小学校のグラウンド用地の普通

財産への移管について」ご説明申し上げます。資料１ページをご覧いただきたいと思

います。まずは施設の概要、これまでの経緯及び現状について簡単にご説明申し上げ
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ます。まず、施設の概要といたしましては、この旧船尾小学校の校地につきましては、

平成２１年に国土調査に入っておりまして、筆・地積の確定がなされております。結

果そちらに記載のとおり弓削田２８３８番地３、同番地４６、同番地４７の大きな３

つの筆、３筆ということになっております。こちらにつきましては、その次のページ

に航空写真を添付しておりまして、そちらで筆の確認をしていただけると思います。

まず１番上の２８３８番地３、こちらが今回のグラウンド部分と校舎、そしてサブグ

ラウンド、それと現在は船尾武道館となっております旧体育館底地部分、全体で地積

２万８千５１８㎡、これが一つの大きな筆ということになっております。また、この

筆の下の部分になりますが、線路に沿うような形で細長い２８３８番地４７地積１千

３７２㎡という筆がございます。また、この校舎の上部分に市道船尾３号線が走って

おりますが、この船尾３号線とそれに隣接する法地を青色の点線で表記をしておりま

す。この細長い筆が２８３８番地４６地積７千６８６㎡という形になっております。

今回対象になっておりますのは、この弓削田２８３８番地３の大きな筆の右側部分ち

ょうどグラウンド部分が、概ね約１万㎡でございます。そしてこれに隣接するちょう

ど森のような形態になっている法面、そちらが約３千㎡ということでございます。そ

れでは１ページにお戻りいただきたいと思います。こういったような土地の財産がご

ざいまして、その上に校舎並びに屋内運動場、先ほど申し上げました現在は田川地区

の武道館として使用しております建物がそれぞれございます。それでは、続きまして

これまでの経緯でございます。ご承知のとおり平成２１年３月に船尾小学校は閉校い

たしております。その後、田川市緊急課題検討委員会によりまして校舎内の普通教室

３室を市の公文書庫として活用することが、平成２２年１０月に決定いたしておりま

す。また併せまして平成２４年４月には田川市体育施設条例の一部を改正いたしまし

て、この船尾小学校の屋内運動場を田川市船尾武道館として活用することが決定いた

しております。その後、教育委員会におきましても平成２４年１２月から平成２５年

３月にかけまして、未利用施設活用方法検討会議を組織いたしまして、４回の会議を

開催し、この旧船尾小学校について教育財産としての利活用方法について検討を行っ

ております。検討会議では平成２１年に設置されました田川市緊急課題検討委員会の

決定によりまして、市公文書庫として利活用するため、市長事務部局に所管替えを行

いました校舎内の普通教室３室以外のスペースにつきましても、年間にかかる必要経

費が最小限に抑えることが可能であるとの観点から、「公文書等の倉庫、保管庫として
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活用することが適当」という結論に至っております。それらの経緯を踏まえた現状で

ございます。校舎につきましては、先ほど申し述べました結論を踏まえ、公文書庫と

して使用する普通教室３室のほか、現在、総合政策課及び安全安心まちづくり課が普

通教室各１室、文化生涯学習課が普通教室３室及び特別教室３室並びに廊下の一部を

保管庫等として一時使用している状況でございます。また、屋内運動場につきまして

は、平成２４年４月から田川市船尾武道館として使用いたしております。ただ、その

一方でグラウンド部分につきましては、地元見立区及び角銅原区の運動会等に利用さ

れているほかは、特に利活用されていない状況であるということでございます。また、

その後の調査によりまして見立区、角銅原区並びに下見立区につきまして、それぞれ

現在もなお、そういった区の行事等にグラウンドを使用しているかどうか、調査を行

いましたところ、いずれの区につきましても現在では使用していないというようなお

話もいただいております。こういった現状等を踏まえ、今後の方針につきましてご説

明申し上げます。旧船尾小学校の校舎につきましては、現在公文書等の倉庫及び保管

庫として使用しているところでありますが、グラウンドにつきましては行政財産とし

ての用途が既に無くなっており、今後の利活用につきましても、予定・計画の見込み

がない状況でございます。以上のことから、グラウンド並びに隣接する法面につきま

しては、地方自治法第２３８条の２第３項の規定に基づきまして、行政財産の用途を

廃止したうえで、市長事務部局に普通財産として移管することとしたいと考えており

ます。なお、参考といたしまして地方自治法第２３８条の２第３項の規定文をそちら

に記載しています。説明は割愛させていただきます。以上で説明をおわります。 

○教育長 今の説明に対して質問、意見等ございましたらお願いします。 

○神崎委員 二つあるのですが、一つは、武道館はこのまま教育委員会の財産として存

続をしていくということですね。もう一つは、行政財産と普通財産の違いというのは、

私にはわからないのですが、それについて教えてください。 

○教育総務課長 公有財産、いわゆる市が所有している財産につきましては、基本的に

は行政目的があって、その目的を果たすためにその財産を利用するということでござ

います。従いまして私ども学校施設を所管しておりますが、その学校施設につきまし

ても、学校の施設として使用するという行政目的がございます。体育館にしても然り

でございます。そのように私ども通常各課が所管している施設につきましては、これ

はなにがしかの行政目的があるということでございまして位置付けとしては、行政財
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産という位置づけになります。ただし、例えば遊休地であったり、なにも行政目的と

して使用されていないものもございます。今回のグラウンドが然りでございます。し

たがって、こういったような財産につきましては、基本的にはこれまで行政財産とし

て位置づけられていたものにつきましては、その用途を廃止するという手続きがござ

いまして、そうしますと行政財産が普通財産という形の位置付けに変わるということ

でございます。当然ながら何か土地を処分する、市有地を処分するということになり

ますと行政財産としての位置付けのまま処分はできません。行政財産は、行政目的が

ある土地、財産ということになりますので必ず民間等々に処分を行う時には普通財産

にして、なにも行政目的がない土地ですよ、施設ですよ、というような位置付けを行

った上で処分を行う必要があるということでございます。この旧船尾小学校につきま

しては、これまでグラウンドも校舎も含めたところで一体的な利活用を検討してまい

りました。校舎がこういう形で公文書庫として使われているということでございます

ので、それと同じような形でグラウンドも特別な用途、使用がない状態でも行政財産

の位置付けのまま、これまで私ども教育委員会が所管していたということでございま

すが、今後なにがしかの処分も含めた検討を行うということであれば、一旦、行政財

産としての位置付けから普通財産としての位置付けにまずは切り替えることが必要と

いうことでございます。 

○神崎委員 処分をする可能性も出てきたということですね。仮に処分をしなかったと

して、それはもともとグラウンドでしたので、どなたかが少年野球の練習に借りたい

とかいうようなお声が上がった場合は普通財産でもそのような使い方ができるように

なるんでしょうか。 

○教育総務課長 今回のように閉校に伴ってこういう形で普通財産に切り替えられる、

いわゆる行政財産としての用途が廃止されるということになりますと自治法の規程に

基づき、ただちに市長事務部局の方に移管をするということになりますので、今後例

えば少年野球とかでお使いになるということになると市長事務部局の方で一時使用を

認めるとか、そういったことになろうかと思います。 

○神崎委員 ありがとうございます。 

○教育長 他に質問、意見等はありませんか。 

  ないようですので次に移ります。日程第４ 事務報告「田川市体育施設及び田川市

市民プールの指定管理者制度について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 
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○文化生涯学習課長 それでは日程第４ 事務報告「田川市体育施設及び田川市市民プ

ールの指定管理者制度について」説明をいたします。まず、これまでの経緯でござい

ますが、指定管理者制度については市民サービス向上と行政コストの縮減を目的に平

成１５年の地方自治法の一部改正により創設された制度でございます。本市では平成

１７年８月に「公の施設の指定管理者制度に関する指針」を策定し、平成１７年９月

に「田川市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例」を制定しておりま

す。このことにより、当課で所管する施設について以下のとおり指定管理を行ってき

たところでございます。まず田川市体育施設の１０施設でございますが、第１期、期

間は３年で平成１８年４月から平成２１年３月まででございます。管理者は全国失業

者労働組合本部、利用料金制度はございませんでした。第２期、期間は３年、平成 

２１年４月から２４年３月までの期間でございます。管理者はＮＰＯ法人田川市体育

協会、利用料金制度は導入をいたしております。第３期、期間は５年でございます。

平成２４年４月から平成２９年３月まででございます。管理者はＮＰＯ法人田川市体

育協会で利用料金制の導入をしています。次に田川市市民プールでございます。第１

期、期間は２年、平成１９年４月から平成２１年３月まででございます。管理者は後

藤寺商店街振興組合、利用料金制度はございません。第２期、期間は３年でございま

す。平成２１年４月から平成２４年３月でございます。管理者は同じく後藤寺商店街

振興組合でございます。利用料金制度はございません。第３期、期間は５年でござい

ます。平成２４年４月から平成２９年３月、管理者は同じく後藤寺商店街振興組合で

ございます。利用料金制度につきましては、第３期から導入をいたしております。な

お、体育施設については、平成１９年度に猪位金グラウンドを追加し、平成２１年度

には田川市武道館を削除しております。そして、平成２４年度には船尾武道館を追加

いたしております。次に指定管理者制度導入に関する検証でございます。平成２４年

度から３期目の指定管理者制度を行ってきておりますが、田川市体育施設及び田川市

市民プールにつきましては、モニタリング制度を導入し評価・検証を行っております。

今回、本年度末で現行の指定管理期間が終了することから、平成２７年度分のモニタ

リング結果と行政コストの縮減の観点から検証を行い次回募集に向けた取組及び改善

点を検討いたしております。２ページをお願いします。まずモニタリング結果の検証

では各施設に係るモニタリング結果につきましては、全ての項目においてＢ評価、仕

様書、事業計画書と同様、同等の管理運営が行われたということで総合評価といたし
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ましてもＢ評価となっており、全体的に良好で、適切な運営が行われているとの評価

をしております。特に体育施設では、自主事業による各種スポーツ教室の積極的な実

施や、プロバスケットボールの試合を誘致し、プロスポーツを身近に感じられる機会

を提供しています。また市民プールでは、日除け設置による休憩スペースの増設等に

より利用者の増加につながるサービスの向上がみられたとしております。次に行政コ

ストの縮減では、指定管理者導入による行政コストの縮減につきましては、体育施設

が８２３万７千円、市民プールが９９４万５千円となっております。まず、体育施設

では、その表にございますように市直営時との比較をいたしております。直営時の費

用といたしましては、４千９５９万２千円、これに平成２４年度、２５、２６、２７、

２８年度の委託料の比較を行ってトータルでその表のとおり５年間で８２３万７千円

の縮減が実現しております。次にイでございますが、市民プールでございます。直営

時の費用が１千９７万９千円です。各年度の委託料との差の合計が５年間トータルで

９９４万５千円ということになっております。次に検証結果に基づく課題でございま

す。各施設とも適切な管理運営が行われており、日常安心して利用できる環境ではあ

りますが、突発的な事故等が起こることも考えられるため、より安全面を意識して、

各施設や遊具等の保守及び点検に取り組むとしております。３ページをお願いします。

次回募集に向けた基本方針でございます。次回募集については、指定管理者制度導入

に関するモニタリング検証結果に基づく課題・問題点等を田川市指定管理者選定委員

会に諮り、次回の指定管理者募集に向けた基本方針を以下のとおりまとめております。

まず、全施設の共通の方針といたしましては、両施設の指定管理者に対して市民サー

ビスの向上とそれに伴う施設利用者のさらなる増加につながる努力提案を求めること

としております。また、修繕実施方法については、次のとおり見直しをすることとい

たしております。修繕費につきましては、現在、市が実施してきた修繕を含め指定管

理者に委託し、事業終了後に修繕費を精算しております。今回、それの見直しを行い

まして「新」と書いている欄に記載のとおり変更を行うものでございますが、施設の

改造、増築、改修等の施設自体に関わるものの修繕は市が実施をし、１件５０万円以

下の修繕は、小規模な修繕として指定管理者が実施をする。そして、事業終了後、修

繕費の精算をするという見直しを行う予定でございます。次に施設別の基本方針でご

ざいます。まず、田川市の体育施設でございますが、募集方法としましては、公募、

指定管理期間は５年間で平成２９年度から平成３３年度ということでございます。利
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用料金制度は適用する予定です。提案を求める主な内容は市民サービスの向上、利用

促進の提案でございます。次に市民プールでございます。募集方法は公募、指定管理

期間は５年間で平成２９年度から平成３３年度でございます。利用料金制度は適用、

提案を求める主な内容は市民サービスの向上、利用促進の提案でございます。４ペー

ジをお願いいたします。今後のスケジュールの予定でございます。９月議会に事務報

告を行いまして、９月１日募集の告示、同じく９月１日広報たがわに募集記事の掲載、

ホームページにも掲載をする予定でございます。１０月上旬まで説明会を実施、申請

受付及び〆切を行いまして１０月下旬から指定管理者の候補者を選定をいたします。

これは、指定管理者の選定委員会で行うものでございます。１２月議会で指定の議案

を上程・議決をしていただきまして、議決後指定の告示を行う予定にしております。

最後のページでございますが、参考資料といたしまして施設別の利用者数と利用料金

を掲載した表を添付しております。この表を見ていただくとわかりますが、体育施設

及び市民プールともに年間利用者数及び利用料金も経営努力によりまして、増加傾向

になっていることがうかがい知ることができるかと思います。以上で報告を終わりま

す。 

○教育長 今の報告について何か質問、ご意見ございましたらお願いします。 

  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） 

  次に移ります。「９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、９月の定例会の日程につきましては、田川市教育委員会会

議規則第３条第１項の規定に基づき、９月７日水曜日ということで、事務局は考えて

おりますが、いかがでしょうか。 

○教育長 ご異議ないようですので、９月の定例会は９月７日水曜日、１４時開会に決

定いたします。 

  他にご質問、ご意見等ございませんか。 

○教育長 ないようですので、以上を持ちまして平成２８年第１０回田川市教育委員会

８月定例会を閉会いたします。 

（閉会１５時１０分） 


