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〇〇〇〇委員長委員長委員長委員長    ただいまから、平成２５年第９回田川市教育委員会８月定例会を開会いたしま

す。日程第１日程第１日程第１日程第１「「「「平成２５年第８回田川市教育委員会７月定例会会議録の承認について平成２５年第８回田川市教育委員会７月定例会会議録の承認について平成２５年第８回田川市教育委員会７月定例会会議録の承認について平成２５年第８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はご

ざいませんか。 

ご質疑がないようですので、日程第１「平成２５年第８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します。 

次に移ります。日程第２日程第２日程第２日程第２    議案第２０号議案第２０号議案第２０号議案第２０号「「「「平成２５平成２５平成２５平成２５年度教育費（９月補正）予算要求年度教育費（９月補正）予算要求年度教育費（９月補正）予算要求年度教育費（９月補正）予算要求

についてについてについてについて」」」」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

〇教育部長〇教育部長〇教育部長〇教育部長 それでは、９月補正の概要について説明いたします。今回の２５年度９月補

正予算では大きな補正を要求しております。資料１ページの１．総括をお願いします。

歳出補正額の総額が１億６１３万円ということで、かなり大きくなっております。この

内訳は教育総務課が約７７００万円、学校教育課が約１６００万円、文化課が約１２０

０万円です。主な理由ですが、現在、整備を進めています小中一貫校と新園の関係です。

小中一貫校及び新園の備品につきましては、９月補正で要求するということは当初から

予定しておりましたので、その関係と設計の変更です。それから、文化課につきまして

は博物館の改修です。また、歳入についてですが、補助金と労働保険の納付金というこ

とで、わずかなものとなっております。補正内容の詳細につきましてはこのあと各課か

ら説明させていただきます。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 それでは、各課より説明をいただいた後にご質疑ということでよろしいでしょ

うか。それではお願いします。 

〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長 それでは、教育総務課に関わります平成２５年度９月補正予算につきま

して、その概要をご説明いたします。資料の３ページをお願いします。歳入はございま

せん。歳出のみでございます。事業名、小中一貫校整備費、補正額は５９９３万２千円

でございます。補正の理由といたしましては、猪位金小中一貫校開校に向けた各種備品

等の購入のためでございます。補正の内訳といたしましては、１２節、その他の手数料、

水道課口径別加入金として２４万２千円、同じく１２節、洗濯代、カーテン及び暗幕の

クリーニング代として１７万２千円、１５節、小中一貫校整備工事請負費、大規模改造

追加工事等として３１３０万円、１８節、校用器具費、給食器具等の購入費として２８

２１万８千円となっております。次に、事業名、中学校施設維持管理経費、補正額は１

０１万９千円でございます。補正の理由といたしましては、弓削田中学校と中央中学校
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の受電室のトランスコンデンサの中の絶縁油に微量のＰＣＢが含まれていることが判

明したため、現在までこれを保管しておりましたが、今般、この微量のＰＣＢの分解処

分の受け入れが可能となったことから処分の委託を行うものでございます。なお、その

他の教育委員会の施設には、この微量のＰＣＢが含まれているトランスコンデンサ等が

ないことは確認されております。補正の内訳といたしましては、１２節、運搬料、１２

万６千円、１３節、ＰＣＢ廃棄物処理業務委託料、８９万３千円でございます。４ペー

ジをお願いします。事業名、幼稚園園舎改築事業費、補正額は１５９４万８千円でござ

います。補正の理由といたしましては、新園開園に向けて園用器具等を購入するためで

ございます。補正の内訳といたしましては、１５節、幼稚園園舎改築等工事請負費、造

作家具設置等として１３７万４千円、１８節、園用器具費、遊具、組立式プール等の購

入費として１４５７万４千円でございます。次に、事業名、幼稚園施設維持管理経費、

補正額は５８万４千円でございます。補正の理由といたしましては、発達障害等の疑い

のある園児が増加したことから平成２５年６月より伊田幼稚園に新たに介助職員を任

用したためでございます。補正の内訳といたしましては、７節、臨時職員等賃金、介助

職員１名増による賃金として５８万４千円でございます。以上で、教育総務課に係りま

す９月補正の説明を終わります。 

〇学校教育課〇学校教育課〇学校教育課〇学校教育課長長長長    続いて学校教育課の９月補正予算について説明をいたします。５ページ

をお願いします。事業名、教育研究所経費です。補正額をご覧ください。この後の各事

業について、この補正額の数字について説明いたします。教育研究所経費の補正額とし

て２２万７千円を計上しております。教育研究所にスクールソーシャルワーカーを配置

しており、各学校における支援が必要な児童・生徒の環境をコーディネートする業務に

あたっています。補正の内訳をご覧ください。ケース会議等で時間外が発生し、基本月

額の変更とその変更に伴う社会保険料、雇用保険料の増、さらには業務用携帯電話料の

増をあわせ２２万７千円の増額補正を行っています。下段です。事業名、小学校少人数

学級運営事業費です。７４３万１千円を計上しています。２年生から６年生までの３５

人以上学級、当初は弓削田小学校、大藪小学校、田川小学校で計５学級が対象でござい

ましたが、基準日に後藤寺小学校で３５人を超える学級が生じたため、市費による講師

１名の配置をお願いしたところであります。その賃金、共済費の計７４３万１千円の増

額補正でございます。６ページをお願いします。事業名、小学校就学援助事業費です。

補正額１９５万７千円を計上しています。小学校就学援助事業費には要保護及び準要保
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護児童補助金と特別支援教育就学奨励費がございます。要保護及び準要保護児童補助金

につきましては当初、対象人数を６６３名としておりましたが、当初の見込より５１名

の増が見込まれることから１７６万８千円の増額補正でございます。特別支援教育就学

奨励費につきましても、１年生が１名から３名、その他の学年が１１名から１６名へ見

込数の増が見込まれることから１８万９千円の増額補正でございます。その二つを合わ

せまして１９５万７千円の増額補正でございます。下段です。事業名、小学校教育機器

整備事業費でございます。これは、小中一貫校開校にともない小中一貫校設備整備等事

業費に組み換えたことから１１６万５千円の減額補正でございます。内容につきまして

は、次の小中一貫校設備整備等事業費のところで説明をいたします。７ページをお願い

します。事業名、小中一貫校設備整備等事業費です。補正額１０９０万１千円を計上し

ています。内容といたしましては、消耗品費に７７万５千円、リサイクル手数料に３万

５千円、中学校プレハブ仮設校舎へのＬＡＮ配線及びパソコン機器の設定変更並びに小

中一貫校へのＬＡＮ工事に３１４万円、給食を含む備品購入費として６９５万１千円の

計１０９０万１千円の増額補正でございます。下段です。事業名、中学校少人数学習指

導事業費です。当初の見込から鎮西中学校、中央中学校は１学級ずつ減、弓削田中学校

は１学級増となったため、差し引き１学級の減となりました。その賃金、共済費の計５

５５万４千円の減額補正でございます。８ページをお願いします。事業名、幼稚園設備

整備等事業費です。補正額２２８万円を計上しております。これは、平成２６年４月に

開園する新園について必要な設備・備品等を整備するもので、消耗品費７６万４千円、

園用器具費１５１万６千円の計２２８万円の増額補正でございます。以上が学校教育課

の９月補正予算でございます。 

〇生涯学習課長〇生涯学習課長〇生涯学習課長〇生涯学習課長    それでは、平成２５年度９月補正予算要求における生涯学習課について

の説明をいたします。９ページをご覧ください。今回の補正予算では１０款５項４目の

青少年対策事業費において青少年問題協議会の委員報酬７万円を計上しております。委

員報酬の内訳についてご説明をする前に、今回補正予算を行うに至った経緯からご説明

させていただきます。まず、青少年問題協議会というのは地方青少年問題協議会法を根

拠法とするもので、その所掌事務が法の第２条に規定されております。簡単に述べます

と、青少年に関する重要な事項について調査審議すること。関係行政機関、相互の連絡

調整を図ること。関係行政機関への意見を述べること。以上の３つとなっております。

本市の青少年問題協議会は昭和３７年４月に設置されました。法によって会長は市長が
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務め、条例によって３０人以内の委員によって組織することになっております。記録が

残ります平成１３年度以降、２年ごとに市長に意見具申を行うという形をとってきてお

ります。ところが、平成１８年３月末までを任期とする第２２期の協議会を最後に今日

まで委員が任命されず休止が続いているという状態でございます。こうした中、地方青

少年問題協議会法の改正を含む、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律が平成２５年６月１４日に公布されました。こ

の改正によって会長と委員の要件に関わる規定が廃止されたことから、田川市青少年問

題協議会設置条例を改正する必要が生じました。従いまして、平成１８年度以降、休止

中の協議会を再開させ、その協議会において条例改正について検討するため、今回の補

正予算で、委員報酬を計上することとなったものでございます。委員構成につきまして

は、休止前の第２２期の協議会では会長である市長のほか、２５人の委員が任命をされ

ております。しかし、今回は条例改正が主な議題となるため、委員数は会長含め１２人

程度を考えております。そのため、補正予算で計上いたしました委員報酬の内訳といた

しましては、日額３３００円として委員報酬が必要な７人について、会議開催３回分、

計７万円を計上いたしております。以上で説明を終わります。 

〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長    それでは、文化課に関わります９月補正予算の説明をいたします。１０ペー

ジをお願いします。補正項目といたしましては世界記憶遺産保存活用費で、その目的は

山本作兵衛コレクションの適正な保存・展示環境を整えることにあります。その事業内

容でございますが、現在の博物館２階の収蔵室と第２展示室、それから、屋外収蔵庫と

共有部の一部を改修し、コレクションの適正な保存を図るものでございます。この後の

事務報告で現在のコレクションの状態を報告させていただきますが、コレクションの保

存に、より適した環境を作っていこうというものでございます。これは、２ヶ年の事業

として考えておりまして、２５年度に設計をしまして、２６年度に改修工事を行おうと

するものでございます。全体の事業費は約２億８７９０万円です。内訳は設計が今回の

補正に上がっております１２５０万円、工事費が２６年度に予定をしております２億７

５４０万円となります。その主な改修ですけれども、収蔵室と第２展示室の独立したエ

アコンの設置、それから、展示室のエアタイトケースの設置などでございます。以上で、

簡単ではございますが、文化課の補正予算の説明を終わります。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    ご説明いただきましたが、何か、ご質問、ご意見等ございませんか。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    学校教育課にお伺いします。スクールソーシャルワーカーの予算の増という
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ことでしたが、スクールソーシャルワーカーは何名、配置されているのですか。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    １名です。    

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    それと生涯学習課にもお伺いします。青少年問題協議会がずっと休止をして

いたということですが、それについて何か不都合が生じていた点などはありましたでし

ょうか。 

〇生涯学習課長〇生涯学習課長〇生涯学習課長〇生涯学習課長    休止をしていた原因といったらおかしいのですが、３つほどあるかと思

います。１つは田川市まちづくり子ども安全会議が１８年９月に発足しまして青色パト

カーの運行や非行防止に関する外部啓発の実施をしているのですが、こういった青少年

問題協議会に代わるものがすでに機能しているということです。それと、先程も少しご

説明をしましたが、意見具申をしていたのですが、時間の都合上、前期の意見具申等を

加筆修正して行う方法をとっておりまして、次第に会議そのものが形骸化していたとい

うことです。それと、青少年問題協議会の事務局は青少年対策室になっていたのですが、

青少年問題に精通する職員、当時は校長ＯＢを配置しておりましたが、そういう職員が

在籍しなくなったこと等があるのではないかというふうに思います。関係機関との連絡

調整という意味では先程も言いました、教育部長を会長として設置をしている田川市ま

ちづくり子ども安全会議等が機能しておりますので、特に問題はなかったのかなという

ふうに認識しております。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    代わるものができていたということと、形骸化してしまっていたというお話

がありましたが、また発足してどのようなことを目指して今後、この会は開かれるので

しょうか。 

〇生涯学習課長〇生涯学習課長〇生涯学習課長〇生涯学習課長    再度、委嘱する以上はどういった機能を持たせるのか、そういったとこ

ろも含めて審議をしていただいて、もちろん、この条例改正等の対応も議論していただ

く訳ですが、既にある組織との兼ね合い等も含めて、整理が必要であれば整理をすると

いうようなことも含めて議論していただきたいなというふうに考えております。 

〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員    教育総務課にお伺いします。伊田幼稚園の介助職員の任用が６月からという

ことは介助が必要な子ども達は途中転入なのでしょうか。 

〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長    伊田幼稚園では昨年３名の発達障害等の疑いのある園児がおりました。

それで、幼稚園のほうから介助職員をというような話もあったのですが、昨年度につき

ましては園で対応するということで対応しておりました。それで、２５年度になりまし

て、もう１人入園されて状況をみて対応をしようということで状況を見ておりましたが、
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やはり介助職員が必要ということで６月からの採用になりました。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    今のお話ですが、幼稚園に発達障害のお子さん達が多く入ってこられるよう

になったということですけれども、公立の幼稚園や保育所は障害のあるお子さん方を積

極的に受け入れていく必要性があると思います。それで、こういったことについて特化

していく方針といいますか、そういったところは考えられているのでしょうか。 

〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長    来年度から新園になっていきますが、発達障害のある子ども等につきま

してもきちんとした保育ができるような形で人員配置等も対応していきたいとがんば

っております。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    発達障害のお子さんは小さいうちから専門的な対応をすることによって、将

来的な障害のハンデがずいぶん変わってくる可能性があるのですが、そういった専門家

の方を配置される方針があるのか。それとも、既にいらっしゃるのかということも教え

てください。 

〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長    現在、雇用している介助職員ですが、もちろん保育の経験のある方です

し、幼稚園教諭の資格を持っているということでお願いしております。 

〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長〇学校教育課長    学校教育の立場から申し上げますと、そこまでの高い専門性を持ってお

られる方はおられないと思います。ただ、委員さんが言われるように子ども達ができる

ことを増やすためには個別の支援計画を作ることが最も重要ですので、小学校、中学校

はそのノウハウを持っていますから、それを幼稚園に伝えながら、幼稚園に入学した段

階から個別の支援計画ができて、それが小学校、中学校に持って上がれるように保護者

のニーズを伺いながら、連続性を図っていくことができるようにとは考えています。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    小学校では特別支援教室でそういった専門的な対応ができるのですから、で

きれば早いうちからお子さん方にそういう対応をしてあげられたらどんなにいいかと

思います。それによって、家庭でも子どもさんに対する対応の仕方が変わってくると思

いますので良い方向に向かうのではないかと思います。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 よろしくお願いします。ほかにございませんか。 

ないようですので、原案のとおり可決することにご異議はございませんか。 

（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２０号「平成２５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日程第３日程第３日程第３ 議案第２号「学校適正規模について」議案第２号「学校適正規模について」議案第２号「学校適正規模について」議案第２号「学校適正規模について」を議題とします。事
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務局に説明を求めます。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長 日程第３ 議案第２号「学校適正規模について」説明をいたします。

本日の資料は７月１日から７月２２日までの間に実施しました田川市立学校校区再編

基本方針（案）に対するパブリックコメントの意見と教育委員会としての見解の案を抽

出しているものです。提出者の人員につきましては、様式の右上に書いておりますが、

５２件です。なお、提出されました案件の延べ件数は６２件でした。それでは主なとこ

ろだけ説明をいたします。それぞれのページについて様々な意見をいただいております。

件数として一番多かったのは、基本方針案であります中学校の校区再編計画における中

学校数についてのところでした。資料で申しますとＮｏ.１６です。ここには１３件出

されております。出された意見の概要としましては、効果的で活力のある学校運営（生

徒、教員の切磋琢磨や教科・部活動の指導充実など）のため、２校に再編したほうがよ

い、３校に再編したほうがよいというものです。その右側です。それに対する教育委員

会の見解といたしましては、学校数については、通学距離や通学路の安全性、将来的な

小学校区の再編において不都合が生じないよう配慮しながら、総合的に検討し、校区再

編計画の中で示す予定です、これは校区再編基本方針（案）の中にある文言で回答をさ

しあげようとするものです。続きまして、意見の集中しておりますのはＮｏ.１３です。

基本方針（案）の７ページに小規模校・適正規模校のメリットを対比した表を載せてお

りましたけれども、こちらに対するものです。意見の概要といたしましては主に３つご

ざいました。まず、１つ目が小規模校のよさもあるが、適正規模でのメリットが分かっ

た、再編は避けて通れませんねとするものです。次に、２つ目として、田川の子ども達

にとって本当にメリットになるのかということを十分審議して、最良の再編としてくだ

さいというふうにありました。続いて、３つ目は学びや人間関係のあり方を考えると適

正規模校のあり方のほうが望ましいですね。いろいろな人や考えに触れることも社会人

となる前段として大切でしょうということで、こちらに延べ９件の意見をいただいてお

ります。これに対します教育委員会の見解といたしましては、今後、具体的な再編計画

策定の過程で、田川の子ども達にとってメリットとなるように検討していく予定ですと

いうことで回答を考えております。続きまして、３番目に意見が集中しておりますのは、

Ｎｏ.１７の校区再編計画実施にあたっての留意点として列挙しておりましたけれども、

これに対するものです。主なものは２つございました。まず、１つ目が通学区域の広が

りで自転車通学も考えられるので通学路整備、交通事情及び不審者対策の推進をお願い
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します。続いて、２つ目に通学距離と安全性を考えるとスクールバスが必要と考えます

というものです。これに対します委員会の見解としましては、交通事情を考慮の上、通

学距離、通学時間の生徒に与える影響、生徒の安全、学校の教育活動への影響などを勘

案して、対策を検討する予定ですとするものです。ほかに様々な意見がございますけれ

ども、いずれのご意見に対しましても校区再編基本方針（案）に示されている内容で概

ね答えができます。中学校給食について触れたものがございますけれども、これは今後

検討する予定ですということで回答してはいかがかと考えております。校区再編基本方

針（案）については原案のとおり、案として決定してもいいかと考えております。以上

です。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 何かご質問、ご意見等ございませんか。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員 私はよく理解できないところがあるのですが、意見の概要という形でまとめ

ていただいていますけれども、生の意見の書き方です、どういうふうな書かれ方をした

のか、そこの審議をしておかないと、これから先、校区を回ったりして説明を求められ

たりするときに厳しいことになるのではないですか。いかがでしょうか。もちろん個人

情報の問題もありますので特定できないように、本人が書かれた部分を除いて、まず読

みあうことです。それと、実際に影響を受けられるのは、この前も申し上げましたが、

今の若いご両親たちと幼稚園や小学校の子どもさん達だと思います。そういう子どもさ

んを持たれているご父兄の方々からの意見がどれぐらいの割合なのか。そういうところ

の検討も必要だと思います。私が一番ひっかかったのはＮｏ.３の喫緊の課題であると

いうところです。この言葉は書き馴れた方は書けるかもしれませんが、普通は書かない

ような気がします。今、申し上げたようなところをもう少し丁寧に審議するべきではな

いでしょうか。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    お名前ですとか、個人情報にかかる部分を秘匿して、提出されたも

の、手書きのものが多いのですが、それをお見せすることは、もちろん構いません。ど

ういたしましょうか。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員 生でなくてもそこの部分だけをタイプでおこしていただいても構わないと

思います。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員 方針に関わることですから、私達が審議をする上でお名前等を知り得ること

になりましても、それに対してどうこう言うことはありません。いろいろな方のご意見

を伺いたくて、こういうご提案をしたのですから、この件について守秘義務は当然ござ
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いますので、ご心配はいらないと思います。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    それを読ませていただいて、今日、これでよろしいですというふうにお返事

をしなければいけないのですか。 

〇教育長〇教育長〇教育長〇教育長    これを今日中にしなくてはいけないということではないと思いますので、そこ

をしっかり考えるということであれば、例えば、プリントを読んで、この次に意見を出

すということも可能だと思います。    

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    これは審議するものではなくて、まず読んで、私達が理解するということです。

読みやすいようにまとめていただいていますけれども、原本といいますか、そういうも

のを読むことができるのであれば、お願いしたいと思います。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    メールは印刷をしまして、全部をペーパーにしまして順番に並べて

作りましたものを後日、委員さんにお配りをしますので、この意見でいくという結論は

今回は見送っていただいて、９月の定例会で検討していただきたいと思います。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    そういうことで結構ですが、この資料で分からないところがありますので、

そこを教えてください。Ｎｏ.８です。中学校規模と高校中退率の関係を調査し、猪位

金校区でもクラス替えができる検討をしてほしいとありますが、そこのそもそもの意味

が分かりません。どういうことを言っているのですか。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    具体的な話になる可能性がありますので、田川市教育委員会会議規則第１４条

の規定により、ここからは非公開としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

ご異議ないようですので、これより非公開とします。 

                 ・ 

                 ・ 

                 ・ 

それでは、次に移ります。ここからは通常のとおり公開とします。日程第４日程第４日程第４日程第４    事務報事務報事務報事務報

告告告告「「「「世界記憶遺産「山本作兵衛コレクション」の状態調査について世界記憶遺産「山本作兵衛コレクション」の状態調査について世界記憶遺産「山本作兵衛コレクション」の状態調査について世界記憶遺産「山本作兵衛コレクション」の状態調査について」」」」を議題とします。

事務局に説明を求めます。 

〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長    それでは、文化課から世界記憶遺産「山本作兵衛コレクション」の状態調査

について、事務報告をいたします。資料の１ページをお願いします。昨年度、九州国立

博物館内で活動しております文化財保存支援機構、ＪＣＰと申しますが、そこに保存、

修復と現状調査をお願いして、その状態調査についての報告がＪＣＰよりありましたの
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で、ここに報告をさせていただきます。まず、炭坑記録画についてです。水彩画と墨画

がございますが、水彩画は本紙が汚れているものが多いということでございます。シミ

やフォクシング、画用紙の変色などがみられるということでございます。それから、墨

画ですが、全て楮紙というものによって裏打ちが施されております。したがって、それ

をはがすような作業をしておりますが、汚れは茶色のシミ・フォクシング・画用紙の変

色・テープの痕跡などがあります。これは書いてはおりませんが、状態としては水彩画、

墨画の両方ともに、現状としては大変良い状態という判断でございます。それから、関

連資料についてです。表は蛍光Ｘ線分析というものを行っております。雑記帳が７点あ

りますが、これについては下に表にしておりますけれども、非常に劣化が進行している

ものと、まだ焼けがみられないものとで差がかなりあるようでございます。それぞれ文

字上のＦｅ、文字周囲のＦｅ、余白のＦｅというのが書いてありますが、このＦｅ値と

いうのは酸化の度合いを表しております。酸化の度合いですが、これが９０以上あれば

焼けが進行しているというふうな判断をするという数値でございます。以下、このＦｅ

というのが出てきますので、９０以上だと焼けが進行しているというふうに考えていた

だきたいと思います。雑記帳について簡単に説明しますが、大正２年に作られたもの、

文字上Ｆｅはもう焼けが進行している状態です。文字の周囲、これは滲み等が出て文字

が読み取りづらくなっている状況です。これは文字周囲Ｆｅが１０５ということで非常

に焼けが激しいということです。それから、余白についてはそこまでまだ焼けていない

ということであります。今まではよく酸性紙ということで言われてきておりますが、紙

よりもブルーブラックインクという、このインクのほうが酸が激しく、そちらのほうが

先に焼けていくということであります。したがって、文字の部分だけが焼けて無くなっ

てしまうということで、要はその文字が抜けてしまうという状況になります。当然、表

と裏に違う文字が書いてありますので、表が焼け落ちると何となく表の文字は分かって

も裏は全く分からないというようなことが進行していく訳です。表から見ると昭和２７

年頃のものは、焼けがそこまで進んではいないということになります。雑記帳や日記帳

とありますが、状態がかなり進行しているものもあるということでございます。日記帳、

漢字帳、ノートについてもそれぞれ示しております。焼けがかなり激しい物もありまし

て、ノート６点です。これは、文字上のＦｅ値がかなり激しく上がっております。昭和

２７年頃のものですが、かなり焼けが激しいということになっております。それから、

雑記帳（自叙伝）でございます。こちらは昭和３２年頃ですが、逆に焼けがそこまで進
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んでいないというような状況が目に見てとれます。酸性紙の問題が非常に話題になりま

したけれども、このようにむしろインクの方が先に焼けている状況で、紙そのものはま

だそこまで焼けていないという形になっています。特に、画のほうはまだまだ大丈夫な

状態ということははっきりとはしています。３ページにブルーブラックインクのことに

ついて書いております。要は、これが先に酸化をしまして焼けると当然、紙のほうにも

悪影響を与えていきますので、むしろ、水彩画や墨画よりもこういう日記帳とかが早く

駄目になるということが分かっております。ただ、それに対してどういうことをしたら

いいかというと、現状ではこういうことが分かっていても、脱酸処理といって中の酸性

を取る処理があるのですが、その処理は化学薬品等を使いますので、かえって文字を染

みさせたり、紙が破れたりとか、そういう危険性が高いので現在の状況では、むしろ扱

わないほうがいいだろうということです。基本的には写真で記録を撮っておいて、その

記録を残すという形で、何も扱わない状態で保管をするという方向性でやっております。

ここで参考までに言いますが、ここに書いているのはあくまでも紙の酸性の問題です。

酸性の問題がかなり大きく取り上げられておりましたけれども、今回は収蔵庫の改修も

やります。当然、酸性の問題だけではなくて、これを保存するには害虫やカビ菌、これ

はベスト管理ですけれども、そういう問題や盗難、火災などのセキュリティ問題です。

こういった様々なものがありますので、そういったことも頭に置いていただきたいと思

います。こういう酸化等の劣化というのは始まると急速に劣化をしていきます。それま

では大丈夫ですが、現状は抑制をするということが最善です。脱酸処理という酸化を防

ぐ処理をやるとかえって作品を傷めてしまいますので、特に、色彩のある物は色が消え

てしまうというようなことが起こっていきます。したがって、今の現状ではやらないと

いうことが一番良いという結論に至っておりますので、今回の修復調査については、こ

れが最善ということで考えておりますけれども、今後もこの問題がずっと続いていくと

いう訳です。こういった調査や修復を今後も行わなければならないということを最後に

申し上げておきたいと思います。以上で、文化課の説明を終わります。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 何か、ご質問、ご意見等ございませんか。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員 今後もこの状況をずっと続けていかなければならないということなのです

が、急激に酸化が始まるといいますか、そういうのはいつごろからなのでしょうか。 

〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長 通常の紙の酸化ですと、だいたい１００年と言われていますけれども、実質

かなりの幅がありますので、いつなるというのは全然分かりません。そのために保存科
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学専門の学芸員を今回、採用させていただいたのですが、まず、紙が茶色っぽくなると

いうのが第一の現象ですので、その現象が起きると急速にスピードアップして早まるそ

うです。それを今後、常時、誰かが監視をしていくというのが一番大事です。いつから

というのは言えないのですが、大正２年頃の雑記長は焼けが出てきていないのですが、

昭和２７年頃のノートはもう急速に酸化が進んでいると資料にありますので、２０年違

ってもかなり違います。専門家の意見では使っているインクとか、紙とかによっても、

製紙メーカーによって薬品の配合率が違うので一律にどのぐらいというのが言えない

状況であります。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員 もし、そのような破損が急激に進みだしたときには対処の仕方というのはあ

るのでしょうか。 

〇文化課〇文化課〇文化課〇文化課 その時には脱酸処理という方法があります。実は、この酸性紙の問題というの

は昭和になって分かった問題です。和紙だとこういう問題は起こらないのですが、西洋

紙の構造上、木材を細かく切ってセルロースというものにして、それを薬品でくっつけ

ているという紙の状況なので、その薬品がどの程度で劣化するのかということが、その

当時は分からなかった。このことは最初に図書館で分かったのですが、明治時代ぐらい

の紙といいますか、図書館の資料がどんどん崩壊していっているということで、その酸

性紙の問題が取り上げられました。その酸性紙そのものを脱酸処理をする方法というの

は現在、開発のまだ途中というような形で、脱酸するとかえって字が消える、色が消え

るというような問題点も生じています。その方法が現状では最高に良いというものであ

っても、また資料に悪影響を及ぼすのではないか、あと１０年とか、１５年先にもう少

し良い処理ができるのではないかということが今、言われています。これも今現在、世

界中で研究されている、そういう状況です。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    写真を撮るとおっしゃられましたが、写真は普通の写真ですか。 

〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長    デジタルデータの写真です。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    例えば、作家の先生の自筆の書簡とかいうものを生家に行ったりしたときに

展示してありますが、そういうものの劣化防止の手法とかは使えないのですか。 

〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長    そういう手法もございます。例えば、東京国立博物館あたりでは、ケースそ

のものに窒素を充満させていまして、中に酸素を一切入れないというような状況で酸化

を防ぐというようなこともやっています。物によってそれぞれ保管方法が非常に難しい

のですが、全てオーダーで研究者がしますので１つのケースに２千万、３千万かかって
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いくというような状況になります。それを全部やるというのは市のレベルではなかなか

難しいのかなという感じではあります。今後、劣化の具合によって、たぶん５０年先と

かの話になるとは思いますので、そのときにもう１度考えていただくということを我々

は考えています。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    以前こういう会議に出させていただいたときに、保存科学の専門の方だったと

思うのですが、１００年もつと言われているものでも使い方などによれば５０年とか、

激しく使っていると３０年ぐらいでも劣化してしまうというようなことをお聞きした

のですが、この場合はやはり貸出の回数とかも限られてしまいますよね。限られていて

も５０年ということも難しい作品はあるのでしょうか。 

〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長    その点ははっきりわからないというのが今の本当の現状です。逆に、わざと

悪い環境を繰り返すことによって劣化スピードを上げるという手法があります。そうい

う状態でどのぐらいもつのかという実験を今、いろいろなところでやっていまして、環

境を悪くすれば早く劣化するというのは分かっていることなので、環境を紙に最も良い

環境にすることによって、もしかしたら、２００年、３００年ともつかもしれないとい

うのが、今、言われていることです。ただ、悪い環境を与えれば、あっという間に進行

するということだけは分かっているようです。 

〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員〇毛利委員    外国で、例えば、アンネの日記とか、ベートーベンの楽譜とか、残っていま

すが、あの紙とこの紙の質はどう違うのですか。 

〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長    紙は明治の近代になってから初めてパルプを細かく砕いたセルロースとい

う形にして、それを薬品で固めるという手法になりましたので、それ以前の紙は、植物

の繊維をそのまま絡めていますのでパラパラとほどけません。自然素材で作られている

紙は基本的にあまりパラパラと分解しないんです。先程の説明で墨画は楮紙で後ろを張

っていると言いましたが、楮紙は和紙なんです。実はこれが強くて、だから裏打ちをす

るということになりますので、そういう裏打ちができるものに関しては裏に中性子の和

紙を貼るという方法で、長くもたせることができたりします。パルプを使っているのか、

和紙のようなものなのかによってもつ年限が大きく変わります。雑記帳とかは両面に書

かれているので当然裏打ちができません。だから、そういったものに関してはなかなか

保存処置がとりにくいということになります。外国の紙ですね、アンネの日記の紙の質

がどうなのかというのはわかりませんが、たぶん普通のケント紙とか、和紙とか、そう

いったものだったら長持ちはします。 
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〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    では、作兵衛コレクションは墨画が割ともつかもしれないということですね。 

〇文化課長〇文化課長〇文化課長〇文化課長    そうです。    

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    できるだけ早くいい手法が生まれることを祈っています。ほかにございません

か。 

ないようですので、次に移ります。日程第５日程第５日程第５日程第５    議案第２１号「猪位議案第２１号「猪位議案第２１号「猪位議案第２１号「猪位金校区学校統合委金校区学校統合委金校区学校統合委金校区学校統合委

員会設置要綱の一部改正について」員会設置要綱の一部改正について」員会設置要綱の一部改正について」員会設置要綱の一部改正について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    日程第５ 議案第２１号「猪位金校区学校統合委員会設置要綱の一

部改正について」ご説明いたします。設置要綱（案）をご覧ください。変更箇所は第３

条、委員会の委員の数を３５人以内とするものです。これにつきましては、６月の定例

教育委員会で、それまで２５人以内であったものを３０人以内とさせていただきました。

その後、７月に入りまして、まもなくＰＴＡの部会も動き始めるという前になり学校か

ら連絡がありまして、中学校ＰＴＡで会計の方と書記の方を当初は名簿に挙げていなか

ったけれども、このお二方についても追加して委員としていただけないかという申し出

があったものです。これによりまして、委員の総数といたしましては３２人となります。

今後の変動の予測は今のところありませんが、どういう変動があるかわかりませんので、

この際、３５人という人数に少し余裕をもったところで要綱を改正させていただきたい

と考えているところです。なお、最終ページにこれによります学校統合委員会の委員名

簿の一覧を添付しております。今回追加するお二方は田川市ＰＴＡ連合会の所属となり

ます。お名前のところに下線を引いているお二方です。以上です。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    何か、ご質問、ご意見等ございませんか。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    改めてこの設置要綱を読んでみますと、３５人という多くの委員さん方が各

部会に分かれて、具体的な会議をしていくという状況になっていると思いますけれども、

各部会の会議があっているときに、委員長さんなり副委員長さんなりが必ずその部会の

会議に出席されるのですか。    

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    この統合委員会のトップは猪位金校区活性化協議会の村岡会長が

お勤めになっております。村岡会長は総務部会というところに所属しておりますが、必

ずしも、例えば、教育部会とか、ＰＴＡ部会とかありますけれども、そこに必ず出席す

るというものではありません。前回、初めてＰＴＡ部会を開催しましたけれども、その

ときは村岡会長よりお話がございましたので出席をされましたが、基本としては各部会

である程度、専門的に協議をされたことについて、部会長が部会の報告として統合委員
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会に報告する形としております。なお、統合委員会のときには全ての部会のメンバーに

原則、来ていただいていますので、説明があれば補足して説明をいただくということで、

部会を掌握していない委員さんから質問があれば、それに答えるというやりかたをとっ

ていますので、会長自体が全ての部会に出席するということはございません。 

〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員〇神崎委員    専門部会できちんと話し合いはされるということですけれども、やはり各部

会が積み上げてきたことを上の方が把握した上で、また次の部会でそれも含めての話し

合いとか、そういったことも必要になってくると思いますので、そういった情報のやり

とりといいますか、最終的に統括して全体的なバランスでそれをどう編成していくのか

というところを教えてください。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長 今のところ、教育部会は非常に中身の専門性が高いので大変難しい

ところはございますが、その他の部会、施設部会、交通安全部会、総務部会、ＰＴＡ部

会、これらにつきましてはある程度みなさんも理解ができる内容ですので、部会でそれ

なりに討議されたものを部会長から報告をした段階で、まったく理解できないというこ

とはないと思います。それなりに理解はいただいて、賛同していただいていると思って

おります。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    お尋ねです、いろいろなことを進めていくにあたって、今はどの辺まで進んで

いるのでしょうか。現状を少し教えていただけませんか。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    まず、総務部会でございます。総務部会は儀礼的なものとか、儀式、

そういったものを中心に、制服とか、校歌とかもございますが、協議しております。校

歌につきましては、校区のアンケートを取りまして、猪位金出身の樋口太陽さんという

方がいらっしゃいます。ご存知だと思いますが、テレビＣＭとか、あたりまえ体操を作

られた方ですが、その方にお願いしたいということで、これは小学校のＰＴＡの方を中

心にだいぶ数があがっております。明日、樋口太陽さんご本人が帰省されますので、こ

ちらにお見えになって打ち合わせをさせていただくのですが、校歌については、樋口さ

んと打ち合わせをして、デモなどを作っていただいて統合委員会で検討するということ

になると思います。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    作詞はどうされるのですか。 

〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長〇適正規模推進室長    今のところは作詞、作曲になろうかと思います。その辺りは話を聞

いてみないとわかりません。統合委員からは曲を作るためのイメージ的なものが必要か

どうかといったものも確認してほしいというようなことで聞いています。明日の下打ち



 

 １６

合わせを経まして、それを村岡会長と相談して、今後どういった流れにするのかといっ

たことを決めていこうという段階です。校章につきましては、校区の住民、メインは児

童・生徒さんですが、中学生にデザイン募集をしようということです。募集をして、そ

の中から統合委員会なのか、また別に選定委員会を組織するのか、その辺は明確ではご

ざいませんが、そういった作業をしようという流れです。それとＰＴＡ部会ですが、７

月２２日に第１回の部会を開催いたしました。ここでは、まず第１回でしたので、現在、

小学校、中学校に分かれてＰＴＡがございますが、これを統合するのか、しないのか。

それから、ＰＴＡ会費の金額が違うのでこれをどう調整していくのかといったような大

きな問題点の洗い出し、今後、クリアしていかなければならない大きな課題について確

認をした段階です。具体的な議論については今後、始まるものです。交通安全部会につ

きましては、２５年度に入りましては開催の実績はございません。昨年、通学路の緊急

合同点検がございましたけれども、その際に部会長である区長をはじめとするメンバー

の方が学校、警察、県土木と一緒に校区を回りました。そこに参加いただいて、校区の

点検、対策が必要な箇所の洗い出しを行いました。これにつきましては一部、県土木と

市の土木が通学路上のいくつかの対策は講じておりますが、積み残しがございますので、

今後さらに要望をもちかけていくのかといったようなことの話をするタイミングは必

要だろうと思います。それから、教育部会です。申し訳ございませんが、教育部会は内

容が専門的でよく理解ができておりませんけれども、カリキュラムを小学校６年、中学

校３年という区切りではなくて、小学校４年生までの第１期、それから、５・６年と中

１の第２期、それから、中２、中３の第３期といった区切りに分けて、それをどう組み

立てていくのかというようなことが議論されておるようです。全体的な進行の具合はそ

ういったものです。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    ほかにございませんか。 

ないようですので、原案のとおり可決することにご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第５ 議案第２１号「猪位金校区学校統合委員

会設置要綱の一部改正について」は原案のとおり可決いたします。 

次に移ります。日程第６日程第６日程第６日程第６    諸般諸般諸般諸般のののの報告「８月行事予定について」報告「８月行事予定について」報告「８月行事予定について」報告「８月行事予定について」を議題とします。 

（各課長が教育長及び各課の行事予定を説明） 

（教育研究所より資料の説明がなされた） 
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〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員 今、説明がありました教育研究発表会のことです。私は数学の先生が道徳を

どういうふうにお話をされるのかと思って、そちらのほうに参加しました。なるほど、

素晴らしいことをおっしゃっているなと思いました。ただ、その後の数学の２人の先生

は何といいますか、時間に追われている感じがしました。だから、講演の時間を増やす

のではなく、実際に発表をなさる先生方に、もう１０分ずつ時間をおあげになったほう

がいいと私は思います。それと、その案内が教育長の名前で出されてあったと思います。

田川市教育委員会主催という中で、なぜ自分が来賓になるのか。そのことについてお聞

きしたいと思いました。別の組織に呼ばれて来賓ということであればわかるのですが、

田川市教育委員会主催で来賓というのはおかしくないですか。 

〇教育研究所長〇教育研究所長〇教育研究所長〇教育研究所長 主催は教育委員会でございますが、事務局が研究所ですので、例年そう

しておりました。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員 あの日の来賓は陣川先生、あの方お一人だと思います。他の委員の方はどう

いうお考えか分かりませんけど、少なくとも私は主催者のところに座らせていただけれ

ばと思いますが、いかがでしょうか。 

〇教育長〇教育長〇教育長〇教育長    今までの流れがあるのでしょう。 

〇教育研究所長〇教育研究所長〇教育研究所長〇教育研究所長    私が思ったことですが、今日でも各課が運営しているいろいろな中身を

教育委員さんに説明します。そして、ご意見をいただいて、良い意味でよりよく運営す

るというふうなところがありますので、やはり私達、一般の職員とは違う立場で指導と

いってはいけないのですけど、良い意味でも、悪い意味でも、教育委員会を後押しして

くださるといいますか、そういう立場もあるのではないのかなと思います。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    おっしゃることは分からないこともありませんが、ちょっと苦しいような気

がします。実際に８月２日の会議をご苦労なさったのは教育長であり、部長であり、課

長さんとか現場の方々を含めてですよね。だから、そういうことを考えると、少なくと

も私はお客さんだからということで来賓というふうに理解しました。でも、やはりおか

しいと思います。それはどこかの時点から変えないと駄目だと思います。 

〇教育長〇教育長〇教育長〇教育長    先生達から見たら、教育委員さんは来賓だというふうに受け止めると思います

よ。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    そうでしょうか。でも、教育委員会がする事柄に対して来賓という立場はお

かしいですよ。 

〇教育長〇教育長〇教育長〇教育長    例えば、入学式や卒業式に行きますが、自分たちはいわゆる来賓として行きま
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す。でも、今の公門委員さんの言い方をすれば、卒業式も入学式も教育委員会がやって

いることではないかということになったら、それはそれで立場がまた変わると思います。 

〇公門委員〇公門委員〇公門委員〇公門委員    本当は卒業式のときもまだ若輩の私が地域の方を差し置いてお祝いの言葉

を言うのはおかしいと思います。だけど、それは同級生と話をしたときに、たぶん教育

委員会から校長先生に卒業式はどうしますかということを聞いて、そして、学校のほう

から祝辞をくださいと言ってきているはずだから、それはやはり行って喋りなさいとな

りました。なるほどそういう考え方をすれば、これも役務のひとつには違いないなと私

はそこは納得した訳です。でも、今度みたいにはっきりと教育委員会主催と銘打って行

う以上は、やはり何らかの変更は必要です。ぜひ検討してください。 

○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長○教育研究所長    検討させてください。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    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。 

〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長〇教育総務課長    ９月の定例会でございますが、９月５日（木）の１４時でいかがでしょ

うか。    

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長    よろしいでしょうか。ご異議ないようですので、９月定例会は９月５日（木）

の１４時からに決定します。 

ほかにご質問、ご意見等ございませんか。 

ないようですので、以上をもちまして、平成２５年第９回田川市教育委員会委員会８

月定例会を閉会いたします。 

 

（閉会 １５時４０分） 

 

 

 

          

 


