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（開会１４時００分） 

○○○○委員長委員長委員長委員長    ただいまから、平成２６年第８回田川市教育委員会４月定例会を開会いた

します。日程第日程第日程第日程第 1111「「「「平平平平成２成２成２成２６６６６年第年第年第年第５５５５回田川市教育委員会回田川市教育委員会回田川市教育委員会回田川市教育委員会３３３３月定例会会議録月定例会会議録月定例会会議録月定例会会議録等等等等の承認の承認の承認の承認

について」について」について」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２６年第５回田川市教育委員会３月

定例会会議録等の承認について」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１議案第１議案第１議案第１９９９９号「田川市号「田川市号「田川市号「田川市スポーツ推進委員のスポーツ推進委員のスポーツ推進委員のスポーツ推進委員の委嘱につい委嘱につい委嘱につい委嘱につい

てててて」」」」を議題とします。事務局に説明を求めます。    

○○○○生涯生涯生涯生涯学習学習学習学習課長課長課長課長 議案第１９号「田川市スポーツ推進委員の委嘱について」ご説明を

いたします。本案は、各委員の任期が平成２６年３月３１日をもって満了となるた

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。次のページをお願いします。田川市スポ

ーツ推進委員の案でございます。平成２６年３月３１日までのメンバーと変更はあ

りません。以上で説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    変更がないということですが、何か、ご質問、ご意見等ありませんか。 

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２ 議案第１９号「田川市スポーツ推進

委員の委嘱について」は原案のとおり可決します。 

        次に移ります。日程第３日程第３日程第３日程第３    報告第１号「平成２６年報告第１号「平成２６年報告第１号「平成２６年報告第１号「平成２６年度度度度教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会職員の職員の職員の職員の任免任免任免任免異動異動異動異動    

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。    

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 日程第３ 報告第１号「平成２６年度教育委員会職員の任免異動に 

ついて」ご説明いたします。本案は、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則 

第３条の規定に基づき、教育委員会職員の任免異動について臨時に代理したため、 

同条ただし書の規定により教育委員会に報告するものでございます。次のページを 

お願いします。平成２６年度教育委員会職員任免異動総括表でございます。まず、 

平成２６年３月３１日発令の退職者は５名でございます。次に、平成２６年４月１ 

日発令の異動につきましては市長部局へ出向したものが１２名、教育委員会へ出向 

で入ってきたものが９名、教育委員会内部異動者が８名、割愛採用者が１名、新規 

採用者が２名、新規再任用者が２名、継続再任用者が５名で合計３９名でございま 
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す。なお、異動の詳細につきましては、次のページに記載しておりますので、説明 

を省略させていただきます。次に、平成２６年４月１日発令の任用につきましては 

新規任用の臨時職員が４名、嘱託職員が６名、継続任用の臨時職員が２名、嘱託職 

員が５８名で合計７０名の任用となっております。以上で説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 何か、ご質問等ありませんか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 やはり学校適正規模推進室のことが気になります。多分そのことは大丈

夫だということではありましたが、学校教育課長と課長補佐は純然たる市の職員で

はありません。係長以下がきちんとしているとは思うのですが、予算編成とか、そ

ういうことです。今まではずっと田川市の職員が課長補佐としていました。ところ

が、今年度は田川市の職員の課長補佐がいないということで、予算編成やいろいろ

なことについて問題はないと考えていいのでしょうか。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 今、毛利委員さんがおっしゃられたように、今回の人事異動を見ますと

管理職に行政の事務職員はおりません。課長補佐として市職員の行政職の管理職が

今回はおりませんが、それはいいのかと言われると非常に難しいのですが、人事異

動の関係でこういう形になっております。そういう点を充分踏まえながら、係長以

下で事務に支障のないようにやっていきたいというふうに考えております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 学校教育課は定数が１名減ったということですか。それとも、係長以下

が１名プラスになったということですか。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 人数的には昨年度と変わってはおりません。課長補佐２名が異動しまし

たけれども主任と主事が参っております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 実際問題として昨年は猪位金の小中一貫校とか、新園とか、いろいろと具

体的な作業がありましたので必要であったということだったと思うのですけど、今

年も同じように幼稚園や猪位金のフォローアップもあります。また、それだけでは

なく、やはり将来的なことを見据えて、田川市全体の適正化というのは遅すぎるく

らいですから休みなく進めていかなくてはならない問題です。それに特化した人材

がいていただきたいというのが本当のところなんですけれども、それに近いような

働きをすることのできる方というのはいらっしゃるのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 学校教育課内の業務分担の中で役割分担をさせていただいて、学校

適正規模に中心となってあたる人物は決めております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 それは課長、課長補佐と連携を取りながら、今までのような流れで作業が

できるようなシステムになっているのでしょうか。 
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○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 もちろん、報告は受けながら、こちらからも指示をしながらという

ところで進めて参りたいというふうに思っております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今後、適正化についてとか、中学校の問題についてとか、そういうことを

話したいときにはその専門の方も御同席していただけるのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 この教育委員会のシステム上どうかというのは私にはわかりません

が、昨年度までと同じように必要に応じてご報告はさせていただくというふうに考

えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 他にご意見等ありませんか。 

ないようですので、日程第３ 報告第１号「平成２６年度教育委員会職員の任免

異動について」は承認することとします。 

次に移ります。日程第４日程第４日程第４日程第４    報告第２号「平成２６年報告第２号「平成２６年報告第２号「平成２６年報告第２号「平成２６年度度度度田川市立小・中学校、校長・田川市立小・中学校、校長・田川市立小・中学校、校長・田川市立小・中学校、校長・

教頭の任免異動について」教頭の任免異動について」教頭の任免異動について」教頭の任免異動について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 日程第４ 報告第２号「平成２６年度田川市立小・中学校、校長・

教頭の任免異動について」をご説明いたします。本報告は、田川市教育委員会事務

委任及び臨時代理規則第３条の規定に基づき、教育委員会及び学校その他の教育機

関の職員の任免その他の人事に関して臨時に代理したため、教育委員会に報告する

ものでございます。１ページをお願いします。１、校長の昇任につきましては２名

でございます。２、教頭の昇任につきましては４名でございます。３、筑豊教育事

務所管内同一ブロックより他ブロックへの交流人事異動につきましては、⑴転出は

教頭４名、⑵転入は校長１名、教頭３名の計４名でございます。４、校長の異動に

つきましては、⑴小学校については昇任２件、同一ブロックからの転入１件でござ

います。⑵中学校については市内異動のみの３件でございました。５、教頭の異動

につきましては、⑴小学校６件、⑵中学校４件でございます。最後のページは管理

職の一覧表となっておりますので、ご参照いただきますようお願いいたします。以

上で説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 何か、質問等ありませんか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 市町村行政課長補佐と田川市の課長補佐とはどう違うのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 用語は違いますが、同じでございます。人事異動等の一覧に出てま

いります市町村行政課長補佐というのは新聞等で記載されるものでございますから、

その用語に合わせて、ここでは使わせていただいているものです。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 市の職員であるということで考えていいわけですね。 
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○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 はい。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ほかに、ご意見等ありませんか。 

ないようですので、日程第４ 報告第２号「平成２６年度田川市立小・中学校、

校長・教頭の任免異動について」は承認することとします。 

次に移ります。日程第５日程第５日程第５日程第５    事務報告「平成２６年度田川市立小・中学校教職員人事務報告「平成２６年度田川市立小・中学校教職員人事務報告「平成２６年度田川市立小・中学校教職員人事務報告「平成２６年度田川市立小・中学校教職員人

事異動の総括について」事異動の総括について」事異動の総括について」事異動の総括について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 日程第５ 事務報告「平成２６年度田川市立小・中学校教職員人事

異動の総括について」をご説明いたします。１ページをお願いします。１、平成２

６年度田川市立小・中学校教職員人事異動方針に基づきまして、以下丸数字で記載

させていただいております配慮事項①から⑤までに留意しながら異動を進めて参り

ました。２、異動概要をご覧ください。⑴児童生徒数、学級数でございますが、４

月１日現在、小学校児童数は２，６３６名、学級数は１０６学級でございます。中

学校生徒数は１，２３５名、学級数は５３学級でございます。これを平成２５年度

５月１日統計と比較いたしますと、小学校児童数は６８名増で学級数は１学級増で

ございます。中学校生徒数は２１名減で学級数は同数でございます。小中あわせて

の設置学級数は１学級増でございます。続きまして、特別支援学級の配置でござい

ますが、９校１５学級に措置されております。小中合わせての設置学級数は昨年度

と比べ２学級の減でございます。⑵退職者につきましては、定年退職が５名、昨年

度より勧奨退職という文言がなくなりまして早期退職と呼ぶようになりました、早

期退職が６名、自己都合退職が１名、割愛退職が３名でございます。⑶同一ブロッ

ク、他ブロック及び管外異動につきましては表にございますように、転出が管理職、

同一ブロック２、他ブロック２の４名、一般教職員、管外 1 名の合わせて５名、転

入が管理職、同一ブロック２、他ブロック２の４名、一般教職員、同一ブロック１

名の合わせて５名でございます。なお、氏名は以下に記載しておりますのでご参照

ください。⑷昇任等の状況につきましては校長、教頭は日程第４で説明させていた

だきましたので、３番目の主幹教諭でございます。主幹教諭は４名、これをもちま

して主幹教諭は、小中１７校中１６校に配置、未配置は伊田中学校でございます。

続きまして、主任主事１名昇任でございます。⑸採用６名でございます。内訳は管

理職への採用１名、教諭の採用は５名でございます。なお、１名は政令市現職から

の採用でございますので、初任者研修の対象外でございます。その他といたしまし

て、基準外定数でございます。まず、指導方法工夫改善教員は昨年と変わらず小学
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校９校、中学校８校で計２４名、その他の定数と合わせて基準外定数は小学校９校、

中学校８校で計１７校５８名でございます。続きまして、学校外勤務でございます

が、日本人学校へ２名、充て指導主事が２名、長期研修員は昨年度より２名増えま

して３名でございます。⑺定数欠の解消には全力で努めてまいりましたが、小学校

定数欠が９名、中学校定数欠が２５名でございます。⑻今回の異動件数につきまし

ては、小学校３３件、中学校が２４件の合計５７件でございます。件数といたしま

しては昨年度と比べ、１４件の減でございました。⑼田川市教職員の概要（基準外

定数を含む数）でございますが、小学校は１８２名、中学校は１５０名の計３３２

名でございます。３、少人数学級、少人数指導教員についてでございますが、⑴小

学校１年生につきましては、すでに法制化されておりますので、必要数２が県費に

より配置されております。⑵その他の学年は学力向上のため市費で教員を配置して

おります。配置については下の表のとおりでございます。以上で説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問等ありませんか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 充て指導主事２名とあるのですが、課長は以前、筑豊教育事務所にいま

したので、今後、ぜひお願いしていただきたいことがあります。一昨年度は課長と

指導主事とで事務所には３名いました。昨年度は課長が減って、指導主事が２名だ

ったんです。そして、今年は１名になったんです。田川市はどんどん減っていって

いるんですね。今は１名になっているので、ぜひ、来年度はもう少し増やしていた

だけたらと思っています。 

○○○○学校教育学校教育学校教育学校教育課課課課長長長長 私どももそうありたいというふうに考えておりますし、お願いはし

ていきたいと思います。なお、充てではございませんのでここにあがっておりませ

んが、筑豊教育事務所の社会教育室に社会教育室主事補として１名、田川市からお

勤めいただいております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 社会教育主事は指導主事ではないから、ぜひ指導の方の形でいれていた

だけたらと思っています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 いろいろな専門用語が出てきていますが、雰囲気は分かりますけれども具

体的には分からないので、その辺りの説明をお願いできますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 充て指導主事と申しますのは、教員の身分を有したまま指導主事に

充てるということでございます。学校の先生方が指導主事になり、在籍校はそのま

まで勤務先が変わって指導主事として勤務をするということでございます。ですか

ら、教職員定数１とカウントをいたします。それで、事務所に勤務をするというこ
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とであります。先程言いました社会教育主事というのは県行政の採用となりますの

で、一旦退職となります。ですから、県の職員となって筑豊教育事務所に勤めるこ

とになります。同じ筑豊教育事務所の部屋にいても教員の身分を有したままの先生

方と教員を一旦退職して勤める職員ということに分かれるというのが先程の話です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 仕事の内容は一緒なのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 充て指導主事につきましては学校に対する指導、教育内容に対する

指導が職務でございます。社会教育主事は社会教育に関することですから、直接学

校に関わることはございません。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そうすると、学力に関しては毛利委員がおっしゃったような流れになって

いかないと、田川市としてはだんだん不利な状況になっていっていると思われてい

るわけですね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 そのとおりでございますので、今後とも人材育成に努めてまいりた

いというふうに考えております、 

○委員長○委員長○委員長○委員長    よろしくお願いします。 

 ほかに、ご質問等ありませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第６日程第６日程第６日程第６    事務報告「平成２６年度教育委員事務報告「平成２６年度教育委員事務報告「平成２６年度教育委員事務報告「平成２６年度教育委員

学校訪問の実施について」学校訪問の実施について」学校訪問の実施について」学校訪問の実施について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 日程第６ 事務報告「平成２６年度教育委員学校訪問の実施につい

て」ご説明をいたします。1、教育委員学校訪問の目的でございます。各学校におけ

る学校経営の諸課題を的確に把握するとともに、改善に向けた方向性等について協

議及び所要の指導・援助を行い、もって教育活動の充実・発展を図るためでありま

す。具体的には、下記７点の目的で実施をいたします。２、過去の学校訪問実施状

況につきましては別紙を付けておりますので、後程ご覧ください。３、本年度の訪

問対象校でございます。⑴訪問対象校は１園、５校でございます。田川市立幼稚園、

田川小学校、猪位金学園、伊田中学校、鎮西小学校、田川中学校を予定しておりま

す。備考の欄に新任校長の学校を記しておりますのでご覧ください。⑵内容につき

ましては、後程出てまいりますので省略をさせていただきます。４、実施日及び日

程でございます。各学校と調整をさせていただきまして、日程を決定いたしました。

第１日目が５月８日（木）９時３０分に市民会館にご集合いただきまして、この日

は一番近い市立幼稚園でございます。この日のみ昼食は各自でとっていただきまし

て、田川小学校に１３時４０分に再集合いただきまして、田川小学校を訪問いたし
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ます。学校経営や生徒指導の状況等の懇談をさせていただきたいというふうに考え

ております。第２日目でございます。昨年度は伊田の神幸祭の前日ということであ

りましたので、今年度も調整をさせていただいたのですが、学校と協議したところ、

この日しかどうしても合わなくて、公門委員さんには大変申し訳ないのですが、神

幸祭前日でございます。集合は市民会館に９時２０分でございます。猪位金学園着

は９時４０分を予定しております。猪位金学園で授業観察、それから懇談ののち給

食を試食いたしまして、伊田中学校へ移動ということになります。第３日目は５月

２１日（水）でございます。９時２０分に市民会館にご集合いただきまして、鎮西

小学校へ参ります。鎮西小学校で給食まで過ごしまして、田川中学校へ移動という

計画にしております。６、準備資料等につきましては４月３日の校長会で各学校に

通知をさせていただいているところです。最終ページには過去７年間の学校訪問の

実施状況がございますので、ご参照ください。以上で説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 新しい委員さんもいらっしゃいますので、学校訪問の具体的な流れといい

ますか、どういう点に注意して訪問したらいいのかというところを再度教えていた

だけますか。 

○学校教育課○学校教育課○学校教育課○学校教育課長長長長 それでは、実施についての１を再度ご覧ください。７点と申し上げ

たところについて具体的に申し上げます。学校の組織編成、教育課程、学習指導、

生徒指導等の状況をまず見ていただきたい。それから、校長及び教職員の服務につ

いて見ていただきたい。そして、研修の状況も知っていただきたい。また、校舎、

その他の施設、設備、教具等の整備や活用状況を見ていただきたい。それから、健

康、安全、厚生及び福利の状況について把握いただきたい。学校の環境衛生及び給

食の状況について見ていただきたい。公金の取り扱いや金銭処理の状況につきまし

ても帳簿を出していただいておりますので、目を通せるところは見ていただきたい。

最後に、学校の職員は教育委員さんにお会いする機会が少のうございますので、ぜ

ひ、お声を掛けていただきまして、教職員との心的交流を図っていただきたいと思

います。また、教育委員さんの目から見まして、あるいは地域の方や保護者の方か

らいろいろなお声も届いていると思いますので、その視点からもこの学校をこうす

ればもっとよくなるのだけどというふうなことがございましたら、ぜひ、ご指摘を

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 何か、ご質問等はありませんか。 

 ないようですので、次に移ります。日程第７日程第７日程第７日程第７    事務報告「田川市立図書館及び田川事務報告「田川市立図書館及び田川事務報告「田川市立図書館及び田川事務報告「田川市立図書館及び田川
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市美術館運営管理業務の指定管理者制度導入について」の報告書（案）について市美術館運営管理業務の指定管理者制度導入について」の報告書（案）について市美術館運営管理業務の指定管理者制度導入について」の報告書（案）について市美術館運営管理業務の指定管理者制度導入について」の報告書（案）について」」」」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 日程第７ 事務報告「田川市立図書館及び田川市美術館運営管理業務の

指定管理者制度導入について」の報告書（案）について」ご説明いたします。報告

書（案）については別冊で資料としてつけておりますので、それに沿って説明をし

たいと思います。報告書（案）の１ページをお願いします。はじめに、とあります

が、田川市立図書館及び田川市美術館の指定管理者制度導入については、平成２４

年５月に策定された田川市第５次行政改革大綱及び同大綱実施計画に公共施設のあ

り方として図書館、美術館、博物館といった文化施設等についても、他の自治体で

は指定管理者制度の導入が図られていることから、導入に係る検討を進める、とさ

れています。また、事務事業の外部評価や田川市立図書館改善基本計画の策定を受

けた上で田川市立図書館・田川市美術館指定管理者制度導入検討委員会が設置され、

協議検討を重ね、報告書として取りまとめたものです。３ページをご覧ください。

まず、田川市立図書館の指定管理者導入について検討した経過についてご説明いた

します。田川市立図書館改善基本計画策定の経緯ですが、図書館改善基本計画につ

きましては、昨年５月の教育委員会で事務報告をさせていただいておりますので、

ここでは簡略に説明をさせていただきます。平成２０年の図書館法の改正を受けて、

公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準が告示され、本市の図書館においても

現状を踏まえた改善が必要とのことで、田川市立図書館改善基本計画を策定したも

のですが、これを受けまして田川市図書館協議会から教育長への答申が以下のとお

りなされました。ページの下の方に田川市図書館協議会から教育長への答申（平成

２５年６月３日）資料をつけております。主な内容といたしましては、田川市立図

書館改善基本計画については、具体案もしくは実行計画を早期に示すとともに、す

ぐに着手できるものについては、できるだけ早期に実現するとともに、実現に向け

た努力を要望する。指定管理者制度の導入については、基本計画を尊重し、その実

現を図れるよう配慮するとともに、個別に図書館協議会を含む審議会等で十分に検

討し、その意見を踏まえて実施するよう要望する、という図書館協議会からの答申

を受けております。次のページをお願いします。また、外部評価及び第５次行政改

革大綱による位置づけといたしましては、平成２４年度事務事業の外部評価という

のを受けました。その時に指定管理者制度の導入についての可否も検討すべきでは

ないかという意見が出されております。平成２６年度中には移行の是非について結
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論を出すということが、そのときに決定いたしております。それと、第５次行政改

革大綱実施計画についても、指定管理者制度の推進を掲げられております。その際、

石炭・歴史博物館については、世界記憶遺産の保存活用策が明確化するまで、指定

管理者制度の導入の検討は難しいという判断がなされまして、当面検討は行わない

ということになりました。それで、田川市立図書館と田川市美術館の二つの施設に

ついて検討を行うということで委員会が設置されました。検討委員会の設置要綱に

つきましては８、９ページに添付しておりますので、後程ご参照いただきたいと思

います。教育部長を委員長といたしまして、総合政策課長、総務課長、財政課長、

文化課長の５人の委員で組織され、総合政策課と文化課が事務局として入りまして、

協議検討をいたしました。検討委員会は平成２５年１２月に設置され、実際の検討

委員会の開催は翌年１月８日が第１回目の開催となっております。平成２６年３月

２７日まで６回にわたって協議検討を重ねてまいりました。その検討についてです

が、まず、指定管理者制度導入についてのメリット、デメリットということについ

て検討をいたしております。それにつきましては、資料３でまとめておりますので

ご覧いただきたいと思います。左側は指定管理者導入をした際のメリットでござい

ます。民間ノウハウを活用した効率的な運営については、物品購入や事業展開、勤

務体制など様々な面で柔軟に対応できるということで指定管理者制度を導入すると

いうことについてはメリットがあるというふうに表記しております。また、短時間

労働者や若年労働者を雇用することで運営コストの削減ができる。休館日の削減、

開館時間の延長など実施がしやすい。その他には司書資格、学芸員資格を有するも

のを正規職員として雇用できるということをメリットとしてあげております。実際、

本市図書館の状況といたしましては職員で司書資格を有するものは２名しかおりま

せん。あとは嘱託職員ですが、嘱託職員は全員司書資格を有しております。ただし、

嘱託職員の場合、最長で１０年の雇用という雇用の規程がございまして、そこが現

在、本市図書館の直営でやる場合のネックとなっております。それが指定管理者を

導入すれば、そこについては有資格者を雇用しやすいという、そういう検討結果に

なっております。また、現在、文化課長が図書館長を兼務しておりますので、なか

なか図書館の業務のみに専念することができません。しかし、指定管理者となった

場合には必ず専属の図書館長を配置してもらうということを考えておりまして、そ

ういう面においても図書館についての深い専門的な知識をもった者にサービス向上

についてなど、いろいろと運営についてやってもらえるということで指定管理者に
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した方がメリットがあるのではないかという検討結果になっております。次のペー

ジをお願いします。次のページは指定管理者制度を導入した際のデメリットですが、

実際、本市の図書館の状況としましても実際にできていない状況がございますので、

デメリットとなっているものです。本来きちんとした形で本市の図書館運営が行え

ているのであれば、指定管理者制度導入のデメリットとしてあがってくるものなの

ですが、実際は現在と同等です。また、その他のデメリットにつきましても行政の

バックアップがあれば、特に問題はないと考えられるのではないかということであ

ります。それで、５ページに戻りますが、今、申し上げましたように指定管理者制

度を導入したとして、本市の現状と比較を行ったところ、メリットがデメリットを

上回るものであり、適正な人員配置や利用者サービスの向上が期待できるという最

終的な検討結果となっております。次に、本市図書館の現状と改善基本計画実施及

び指定管理者制度導入の比較とあります。これは資料４です。指定管理者制度を導

入した場合の経費の比較になっております。①には現状の図書館の人員体制と人件

費、維持管理費、委託料等の経費、そして、②で図書館改善基本計画を実施した場

合の人件費、維持管理費、委託料等の経費、③で指定管理者を導入した場合の経費

です。維持管理費については３ヶ年平均で数字をあげていますので改善基本計画を

実施いたしましても、指定管理者を導入いたしましても変わりません。ただ、人件

費についてはいくらかの金額の差がでております。現状の図書館が改善基本計画を

実施した場合、人件費は４，４５３万８，５６８円くらいになるであろうという計

算であります。また、指定管理者を導入した場合、改善基本計画の実施と同じ仕様

の基でどのくらいの人件費がかかるかということをそういう指定管理者をうけてい

らっしゃる業者さんに見積もりを出していただきましたら、人件費は４，３２６万

３，２８１円という数字が出てまいりました。指定管理者を導入した場合、大きく

変わりますのが、現在、文化課長が兼務している図書館長に専任館長をおくという

こと、そして、専門職の司書を正職員として２名おくということ、そして、嘱託職

員についても現在の専任でしております職員プラス２名の増でやっていくことで計

算をしていただいております。改善基本計画の中には３００日開館とか、２０時ま

での時間延長を週に４日にしたいという項目がございます。それを含めたところで

人件費等の計算をしていただいております。経費の比較を行ったところ、指定管理

者制度を導入した方が若干人件費について削減にはなっておりますが、今のサービ

スよりもより向上するということが基本になっておりますので、委託料を削減する
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ということは基本的には考えておりません。あくまでサービス向上を目的としてお

りますので、そのためには適正な人員配置も指定管理者には行ってもらうという考

え方が基本となっております。次のページをお願いします。近隣市の指定管理者制

度導入等の状況を参考までに掲載しております。検討の結果といたしまして、本市

図書館にて指定管理者制度を導入すべきと検討委員会では判断いたしております。

理由としては、重複いたしますが、指定管理者制度導入によるメリットの他、本市

図書館の現状をみると図書館長は文化課長との兼任であり、正規職員数や嘱託職員

の増員も見込めず、現状のままでは改善基本計画を実施することが困難な状況であ

る。また、直営では、正規職員の異動や嘱託職員の最長雇用が１０年であること等

の不安定要素があり、指定管理者制度を導入することにより改善することが期待で

きる。なぜなら、指定管理者は、原則５年程度の指定期間ではあるものの、図書館

業務に精通した民間企業を公募する等の募集要項や仕様書に改善基本計画を反映す

ることで、経験を積んだ図書館長や司書資格保有者の人員確保が可能になると思わ

れる。また、学校や行政機関との連携については、他の自治体の事例をみると、田

川市及び田川市教育委員会との連絡調整会を定例的に開催すること等により、業務

の継続性は確保できると考える。これまで以上に連携強化を工夫することで、地域

との連携やまちづくりの一環にも、民間ノウハウを活かすことが可能となり、指定

管理者の次の選定時には、図書館の要求水準に沿った提案書を提示してくることや

引継ぎについても協定書に盛り込むことにより繋がっていくというふうに考えてお

ります。次に、田川市美術館の指定管理者制度導入についてご説明します。７ペー

ジをお願いします。経過についてです。美術館の運営について審議する田川市美術

館協議会がございます。その美術館協議会の中で指定管理者制度導入について十分

な検討はしていない状況でありました。そのため、今年の２月に美術館協議会を開

催した際、指定管理者制度導入について検討に入りたいという旨の説明を行いまし

た。その際の美術館協議会委員さんの意見は以下の通りです。直方市の谷尾美術館

の例をみると、教育財団が指定管理者として運営しているが、企画展の事業費予算

が少ないという話を聞いているので、指定管理者導入になれば、予算が削減される

のではないかという懸念がある。また、現状の美術館の職員体制には問題点がござ

いますので、そういう点は理解するけれども民間活力を生かす方向といっても、す

なわち指定管理者制度導入ということにはならないというふうに考えるので、慎重

な検討を求めるという意見が美術館協議会委員さんから出ております。以上の意見
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を受けて、文化課といたしましては、美術館の指定管理者制度導入についても経費

節減ということが基本ではなく、運営の向上と市民サービスの向上を目指して、指

定管理者導入について検討していきたいということで、美術館協議会の了承を得て

おります。美術館の場合は図書館とは違って、指定管理者制度を導入している事例

が近隣でも少ないです。美術館そのものが県下の中で少ない状況ですので、他の地

域をみても指定管理者が管理運営している美術館というのは、特に財団法人・社団

法人というのが多くみられます。受託できる団体についてはなかなか民間で受託で

きる団体、法人さんでもいいのですが、そういう団体について調査・検討していく

時間というのが必要になりますので、美術館につきましては、平成２６年度中に指

定管理者制度導入検討委員会を設置し、十分な調査検討をしたうえで、平成２８年

度から指定管理者制度導入を目指すことが望ましいのではないかという検討結果と

なりました。こういうことから、この検討委員会は田川市立図書館と田川市美術館

の指定管理制度導入の検討をするということになっていましたが、図書館について

は導入に向けて進め、美術館については導入は何年か遅れて進めるというような検

討結果になっております。また、美術館の将来展望について、昨年度より美術館長

として着任されました松尾館長が館長としての意見を提唱していますので、その意

見を資料５として添付しております。それも参考にしながら、今後、美術館につい

ては指定管理者制度導入について調査・検討していくということであります。以上

で報告を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご意見、ご質問等ありませんか。 

検討委員会が設置されてから短い時間でこの報告書（案）が出されたようですが、

美術館については、美術館協議会委員の方にご意見を聞かれたということですけれ

ども図書館についてはどうですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 図書館につきましては、３月２８日に図書館協議会を開催いたしました。

その時はまだしっかりと固まってはいなかったのですが、この報告書を案として審

議していただきました。図書館協議会の委員さんもサービスの向上を目指した指定

管理者の導入ということであれば良いだろうということで承認をいただきました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 具体的にはどんな方が指定管理者になるのでしょうか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 ６ページに近隣市の指定管理者制度導入等の状況を挙げておりますが、

財団が運営しているところとか、ＮＰＯ法人が運営しているところなどがございま

す。今から公募をしていく段階でどういう団体さんが手を挙げられるのかは分かり



 

 １３ 

ません。検討していく中で経費等について参考のため資料を求めたのはＴＲＣさん

といって図書館流通センターという国内のいろいろなところで指定管理者として運

営をしている会社です。そういう会社がございましたので、そちらから参考資料を

いただきました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 現在、図書の貸し出しとか、図書の管理についてはシステムが導入されて

いると思うのですが、それを指定管理者へ引き継ぐことはできるのですよね。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 システムについてもかなり古くなっていますので、それを更新するよう

実際に予算取りもしております。更新用にデータを全部取ってしまって次のシステ

ムに乗せるように考えておりますので、それも合わせて指定管理者に引き継ぐ形に

なります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 それぞれの指定管理者が使っているソフトというのがあると思うのですが、

そういったこととかも考えて導入されるのですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 システムはこちらが使っているものを使っていただきます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 合わせてもらうのですね。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 指定管理者導入後は図書館の本の選択というのも指定管理者がされるの

ですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 基本はそうなります。現在、指定管理者を導入されているところはどこ

もそうなのですが、実際に選書とかは指定管理者さんにお任せしますけれども、業

者の方とは協議をしていきますので、行政からのお願いはできます。例えば、自動

車文庫とかで学校現場とかにも入っていますので、そういうところからの意見等が

でれば、そういう意見、要望等を伝えて、そういう面を重視して選定してください

と行政の方からお願いはできます。 

○毛利委○毛利委○毛利委○毛利委員 図書館の指定管理者導入と聞いて、頭に浮かんでくるのはやはり佐賀県

の武雄市です。指定管理者を導入することによって、指定管理者が施設をこう変え

たいとか、こうしたいとか、そういう要望は通るのですか。例えば、市民サービス

の向上等のため、職員の人数がどうだとか、そういうことは指定管理者に任せると

いうことですが、施設についてはどうなのですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 施設については、田川市の施設ですので、施設についての意見等があれ

ば行政の方に言っていただいて、その意見を反映してということになります。あく

までも指定管理者さんには管理運営についてお任せするので、施設そのものについ

ては今までどおり行政の方への要望ということになります。 
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○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 それでは、現状の施設の中で有効に運営してくださいということなので

すね。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 そうです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 同じ施設を指定管理者さんに有効に使ってくださいと依頼する、そのこと

によって、市民へのサービスが向上するというのはどういった仕組みですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 先程、言いましたように、やはり図書館長を文化課長が兼務しているよ

うな状況では１００パーセント図書館運営にタッチできないような状況があります。

また、職員についても、図書館の場合は司書を専門職として採用されている職員は

おりません。正規職員２名が司書資格を持っておりますけれども、事務主査は図書

館業務に専念しておりますが、もう一人の主任は庶務も担当しておりますので１０

０パーセント図書館の業務に専念できているわけではないんです。それも人事異動

等でどう変わるかはわからないような状況です。その他にも実際にカウンターでの

貸出業務などの最前線で働いてもらっているのはみんな嘱託職員です。本来、嘱託

職員は月１７日の勤務ですが、図書館の場合は特別に月１８日にしていただき、土

日の勤務もございますのでローテーションを組んでやっております。また、嘱託職

員の場合は最長１０年という規定がありまして、せっかく司書としてのいろいろな

キャリアを積んでいって、市民に対するサービスの質がどんどん上がってきたにも

関わらず、１０年を超えると雇用が難しいという状況になっておりますので、そう

であれば、指定管理者にお願いをして、司書の有資格者でそういうサービスを提供

できる質の高い司書を配置していただけるというのが一番のメリットになるかと思

います。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 そのほかに付け加えますと、利用者のサービスの向上の中に開館日とい

うのがございます。現在は２７５日しか開館いたしておりませんけれども、３００

日の開館を目指す。また、開館している時間ですが、今のところ午後８時まで開館

というのは週に１回しかやっておりませんが、それを毎日午後８時までにすること

を予定していますので、そういったところの市民サービスの向上を図りたいという

ふうに考えております。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 指定管理者というのは利益を追求する会社ではないのですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 図書館の場合、使用料というのは発生しませんので営業利益を上げると

いうようなことは難しいかと思います。先程も言いましたように、あくまでもサー

ビスの向上が目的ですので、それをきちんと提供できるように、人件費についても



 

 １５ 

そこを勘案したところの委託料を指定管理者さんにお支払するというのが検討委員

会でも何度も協議したところです。そこはきちんと委託料をお支払いして、サービ

スの質を確保していただきたいということです。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 これから図書館で勤務される職員さんは指定管理業者さんから採用され

て、その人材が図書館に来るということになるのですね。企業であれば、やはり運

営するためにギリギリの人数でまかなって、そこで働いている方はアップアップし

ながら働いているとかいうことがよくあるのですけれども、そういう面も含めて、

サービスの向上というのであればできるだけ人数とか、予算とかもあるでしょうけ

れども、ある程度の手当ではないですけど、そういうものが出せるような感じでや

れるような業者さんだといいかなと思います。図書館の方も開館時間が長くなり、

開館日数が３００日ということになれば現状は厳しくなりますので、できるだけそ

ういうことのできる業者さんを選ばれた方がいいかなと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今、おっしゃったことに関連してですけれども、資料３の人員確保という

ところで給料アップにより、やる気やモチベーションアップにつながりとあるので

すけど、指定管理者制度になると給料アップができるような状況になるのでしょう

か。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 今は日数とかも制限されております。実際に受けられる業者さんがどう

いうふうなローテーションにするとか、どういうふうな人員配置をするとか、そこ

までは踏み込んではいけません。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今、働いていらっしゃる方の仕事が即無くなるというのではなくて、指定

管理者さんの方に雇用が移る可能性も十分あるということですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 はい、基本はそのように考えております。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 指定管理者制度を導入したら働ける日数が増えるというだけで単価が上

がるということではない訳ですね。 

○○○○文化課長文化課長文化課長文化課長 今の給料水準を基本に委託料については計算しますので、それを下げる

ということは考えられないと思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 それはこちらが強制できるものですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 強制はできません。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 お願いするだけですよね。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 当初、公募をするときには、そういうところも含めたところで行います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 日数だけに限らず、一日の単価の向上が見られなければ、あまりメリッ
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トはなさそうな気がしますけどね。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 働く職員の勤務体系等もレベルを落とさないで、今の状況を維持もしく

は向上ということを考えておりますが、基本はそれだけではありません。開館日の

増とか、開館時間の増とか、基本は対市民に対するサービスを向上させるというと

ころがございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この団体にお任せしますということで指定管理者を導入したが、もし、う

まくいかなかった場合、契約期間とかはどうなるのですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 指定管理者について、今は５年間くらいの契約で選定が行われています。

選定委員会というのが総合政策課の方にできますので、いろいろと打ち合わせをし

てということになります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 図書館は今まですごく努力して改善してこられたところですよね。今から

市民の方が十分活用できるようにパソコンが使えるようになったりとか、お昼を食

べることができるようになったりとか、エレベータも付きましたし、今からという

ところですので、より一層活用できるような方向でお願いしたいと思います。    

        美術館のほうはよろしいですか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 美術館はもう少し後ですよね。文化センターとか、美術館は行う内容で

人はたくさん来ますが、図書館はそうはいかないからですね。図書館の努力といっ

たら日数を増やすとか、一日の時間を長くするとか、そんなサービスをするしかな

いですよね。でも、それによってお金が入ってくるわけではないから、かなり難し

いなと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ほかにご意見等ございませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第８日程第８日程第８日程第８    諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告「４月行事予定につい「４月行事予定につい「４月行事予定につい「４月行事予定につい

て」て」て」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） 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 土曜授業というのはどんなことをするのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ４月は統一日を２日設けております。そうしました理由として４月

は校区によってではございますが、学習参観をするところが多いようです。２日設

定をしておきませんと小・中学校が同じ日になりますと保護者さんが見られないと

いうことがございましたので、学校には１９日か２６日のどちらかを選択していた

だいて小・中の重なりがないように学習参観を持っていただこうというふうに今年

度は考えております。 
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○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 年度の初めですのでお聞きしますが、お弁当の日の話が去年、出ていた

と思うのですが、そのことについて教えてください。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 お弁当の日につきまして、昨年度は大浦小学校で先行的に実施をし

ていただきました。効果は大変あったようです。それが広がりを持っておりますの

で、今年度もまた学校をいくつか指定をして、お弁当の日に取組んで参りたいとい

うふうに考えております。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 ありがとうございます。 

（教育研究所より資料の説明がなされた） 

○委員長○委員長○委員長○委員長 次に移ります。「５月定例会の日程案について」「５月定例会の日程案について」「５月定例会の日程案について」「５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○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 ５月定例会でございますが、５月７日（水）の１４時からでいかが

でしょうか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 よろしいでしょうか。５月定例会は５月７日（水）の１４時からに決定し

ます。 

  ほかにご質問、ご意見等ありませんか。 

  そろそろ今年度の施策方針案を作られていらっしゃると思うのですが、私も３期

目になりますけど、顧みますと何年後にどうしたいというような将来を見越して動

いていくというところがなかったような気がしますので、具体的な数値目標とは言

いませんけれども、こういうふうにするためには来年はこうする、３年後はこうな

っておかなければならないというような目標値といいますか、そういうものも踏ま

えながら作っていただけたらと思います。あれは一般の方が見るとすごく分かりに

くいので、数値にすると目安になって理解しやすいのではないだろうかと感じてお

ります。その点をお考えになっていただけたら助かります。よろしくお願いします。 

それでは、以上をもちまして、平成２６年第８回田川市教育委員会４月定例会を

閉会いたします。 

（閉会１５時２５分） 

 

 

 


