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（開会１１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９回田川市教育委員会４月臨時会を開会いた

します。日程第１日程第１日程第１日程第１    議案第２０号「議案第２０号「議案第２０号「議案第２０号「平成平成平成平成２６年度教育費当初予算（本予算）につい２６年度教育費当初予算（本予算）につい２６年度教育費当初予算（本予算）につい２６年度教育費当初予算（本予算）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。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長    ただいまの議題に付されました平成２６年度教育費当初予算（本予算）

につきまして、経緯と編成の考え方についてご説明申し上げたいと思います。経緯

につきましては、３月２０日に平成２６年度の当初予算が田川市議会におきまして

否決されたところでございます。また、３月３１日には４月から６月までの経常的

経費あるいは義務的経費につきまして暫定予算ということで可決していただいたと

ころでございます。更には本日、議会運営協議会があったのですが、暫定予算でご

ざいますので、臨時議会を４月２８日に開催予定でございます。そこに今回の本予

算を上程するという運びになると思います。こういった経過の中で今回の予算編成

の考え方でございますが、先程申し上げました暫定予算を３か月分組みましたので、

この暫定予算を吸収する。あるいは通常６月議会において６月補正はあるのですが、

今回の予算編成におきまして、それも含めたところで上程するという運びになるよ

うでございます。そういう運びの中で今回、お手元にお配りいたしております本予

算と言いますのが今回の予算でございます。旧予算というのが３月の時の当初予算

でございます。今回、上程させていただくものにつきましては３月に上程いたしま

した旧予算の考え方を踏襲しながら、今回、変更があった部分につきまして各課の

方から説明を申し上げたいと思っております。以上でございます。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長    教育総務課に係ります平成２６年度教育費当初予算（本予算）につ

いて、ご説明いたします。資料の 1 ページをお願いします。総括表でございます。

教育総務課に係ります当初予算につきましては歳入２，１８５万３千円、歳出３億

６，０７７万３千円でございます。これにつきましては１月の定例教育委員会にお

いて承認いただきました予算、総括表では旧予算と示しておりますが、この旧予算

と今回の本予算については予算額及び執行項目について全く変更がございませんの

で、添付資料等の説明は省略させていただきたいと思います。以上で、教育総務課

に係ります平成２６年度教育費当初予算（本予算）の説明を終わります。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    学校教育課に係る平成２６年度当初予算（本予算）について、説明

をさせていただきます。１ページの総括表をご覧ください。まず、歳入でございま
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す。歳入につきましては、教育委員会１月定例会でご承認いただいたものと変更は

ございません。歳出につきましては、旧予算が４億４，２５０万５千円から４億４，

２６５万３千円へと１４万８千円の増額をさせていただいております。この増額に

ついてご説明いたします。２８ページをお願いします。上段、１０款２項２目の小

学校教育用消耗器材費でございます。事業内容及び実施方法等の一番下に猪位金小

中一貫校における小中乗り入れ授業実施に係る教師用指導書を追加させていただい

ております。猪位金小中一貫校では第２期、５年、６年、７年生にあたりますが、

第２期において小中学校の教員相互による乗り入れ授業を実施いたします。ここで

は、中学校の教員が小学校へ乗り入れ授業を実施するにあたり、事前の教材研究や

授業に指導書が必要であるという新たな要望を受け、計上いたしました。教科及び

対象学年につきましては、算数科５年、６年、理科５年、６年、音楽科５年、６年

でございます。教師用指導書経費の合計は１２万８千円でございます。続きまして、

３８ページをお願いします。上段、１０款３項２目の中学校教育用消耗器材費で、

同じく猪位金小中一貫校における小中乗り入れ授業に係る教師用指導書を追加して

おります。ここでは、小学校の教員が中学校へ乗り入れ授業を実施するにあたり、

必要となる中学校１年生、７年生の数学科の指導書経費の２万円を計上しておりま

す。小学校、中学校合わせまして１４万８千円の増額でございます。学校教育課分

については以上でございます。 

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長    続いて、生涯学習課の当初予算（本予算）について、ご説明いたし

ます。なお、説明につきましては旧予算から変更があった分のみを説明させていた

だきます。１ページの総括表、生涯学習課の欄をご覧ください。旧予算に比べて本

予算では歳入で５０７万６千円の減額、歳出で３６６万６千円の減額となっており

ます。５１ページをお願いします。まず、歳出でございます。上段、地域活動指導

員設置事業費でございます。本事業は地域活動指導員に係る人件費等がその主なも

のでございますが、今回４月１日から地域活動指導員２名の勤務日数の見直しを行

い、それに伴い月額賃金等が減額となったことにより、旧予算と比較しまして７８

万４千円の減額となっております。５９ページをお願いします。上段、地域スポー

ツ活動推進事業でございます。旧予算では昨年度から国の委託事業として実施して

おりました地域スポーツとトップスポーツの好循環推進プロジェクトを本年度も引

き続き国の委託授業を受けて実施する予定にしておりましたが、国の委託事業が不
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採択となったことから、学校の体育の授業へ派遣するコーディネイターの派遣時間

数や国の委託事業では設置が義務付けられておりましたプロジェクトリーダーの配

置等の事業の見直しを行い、支出することといたしましたことから旧予算と比較し

て、２８８万２千円の減額となっております。７ページをお願いします。歳入でご

ざいます。中段、県社会教育費補助金でございますが、地域活動指導員設置事業費

補助金の本年度の内示額の通知がありました。当初予定をしておりました額よりも

６万６千円増額になったことに伴い、変更をしております。８ページをお願いしま

す。上段、保健体育使用料では旧予算で予定をしておりました市民球場の使用料が

使用しなくなったことに伴いまして６万３千円の減額をしております。また、歳出

のところで説明を行いましたように予定しておりました地域スポーツとトップスポ

ーツの好循環推進プロジェクトが不採択になったことに伴い、旧予算で計上してお

りました委託金２０７万９千円全額を減額しております。以上で、生涯学習課の説

明を終わります。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長    続きまして文化課でございます。１ページの総括表をご覧ください。文

化課につきましては歳入、歳出ともに減額となっておりますが、これは世界記憶遺

産推進室が補助執行を行うということで、そちらに予算が移りましたので、その分

が大きな差額となっております。まず、歳入でございます。１０ページをご覧くだ

さい。教育費寄附金１０万４千円を上げております。これは耳の日コンサートをな

さっております加治誠子様より耳の日文庫分の寄附金として４月１０日にいただい

たものでございます。本来なら６月補正で計上すべきところを今回の本予算で上げ

させていただいております。それに伴いまして歳出の６３ページをご覧ください。

図書館蔵書充実事業費でございます。視聴覚資料購入費ですが、これは当初、旧予

算では２５万円で上げておりましたが、先程の加治誠子様からの寄附金１０万４千

円をこちらに加えております。実際の歳入は１０万４，８２０円ですので、歳出で

は端数処理をいたしまして１０万５千円を加えまして３５万５千円として予算計上

させていただいております。そのほか図書館費、美術館費、文化会館費の変更はご

ざいません。また、６４ページ、６５ページに文化財保存の関係で埋蔵文化財の関

係のみが文化課に残っておりますので、それを計上させていただいておりますが、

予算額そのものに変更はございません。続きまして７５ページをご覧ください。債

務負担行為の設定をさせていただいております。これは４月７日の定例教育委員会
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において田川市立図書館の指定管理者制度導入についての検討委員会の報告書につ

いて事務報告をさせていただいております。それに伴いまして今後、教育委員会と

して田川市立図書館の指定管理者制度を導入するという方向で考えをまとめまして、

昨日、市議会の総務文教委員会においても事務報告を行いました。総務文教委員会

では美術館も同時に指定管理の導入はできないのかというご意見もいただきました

けれども、図書館と美術館は専門性が違いますので、先日ご報告させていただきま

した検討結果のとおり図書館のみで事務を進めさせていただきたいと考えておりま

す。７６ページをご覧ください。こちらは田川市立図書館の指定管理者制度導入に

ついてのスケジュール等でございます。１実施時期といたしまして、平成２７年４

月１日、２指定管理者の候補者の選定方法は公募による選定、３指定期間は５年間、

４指定管理者の業務の範囲といたしまして、⑴図書館の維持管理に関すること、⑵

図書館法第３条に規定する図書館業務に関すること、⑶その他図書館の管理上、教

育委員会が必要と認めること、５効果といたしましては、⑴開館日数の拡大、３０

０日の開館を目標としております。⑵開館時間の延長、⑶専任の図書館長の配置、

そして、６今後の日程についてですけれども、６月の定例委員会におきまして、図

書館条例改正案の提案をさせていただきたいと考えております。その後、７月の定

例委員会で条例施行規則改正案の提案及び仕様書の報告をさせていただきたいと考

えております。その後、９月、１０月にかけて、指定管理者候補の公募及び選定を

行いまして、１２月の定例委員会におきまして、業者の指定の議決をいただきたい

と考えております。その後、２７年１月から３月におきまして、協定の締結、業務

の引継ぎを行いまして、４月１日指定管理者による管理運営の開始ができるように

スケジュールを進めて参りたいと考えております。それで、６月の定例委員会にお

ける田川市立図書館条例改正案につきまして予算の裏付けが必要ということでござ

いますので、本来なら６月補正に提案するべき指定管理者についての債務負担行為

でございますが、６月補正は行わないということでございますので、本案での提案

が必要となり、この債務負担行為の設定をさせていただいております。指定管理者

委託料について金額は未定でございますので、協定書に定める指定管理者委託料の

額という文言で上げさせていただいております。以上で説明を終わります 

○記憶遺産推進室長○記憶遺産推進室長○記憶遺産推進室長○記憶遺産推進室長    続きまして世界記憶遺産推進室からご説明申し上げます。４月

１日付けで私ども世界記憶遺産推進室が博物館の業務を担任させていただくことに
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なりましたので、私の方からご説明申し上げます。１ページの総括表をご覧いただ

きたいと思います。まず、歳入でございます。歳入につきましては文化課長から説

明がありましたとおり、この７２１万１千円につきましては当初、文化課で計上し

ておりましたけれども今回、世界記憶遺産推進室所管ということで再計上するもの

でございまして、内容に変更はございません。また、１０ページの真ん中をご覧い

ただきたいと思います。文化課文化係で文化振興基金繰入金を掲載しておりますけ

れども、当初はここの３番目に博物館充当分として８７８万３千円が計上されてお

りました。中身につきましては、世界記憶遺産山本作兵衛コレクションの保存レプ

リカにかかる経費でございます。そちらの取り組みにつきましては、文化庁の補助

事業の申請を行っておりましたが、当初の時点ではその補助がつくのか、どうなの

か、不明でしたので最悪のケース、全く補助がつかないということを想定しまして、

その場合は文化振興基金を繰入するというものでございます。この件につきまして

は３月２５日に文化庁から内示をいただきまして、この８７８万３千円すべての補

助の採択を受けましたので、今回、文化振興基金の繰入の必要がございませんので

それを削除したというものでございます。次に、歳出４，２５１万２千円の中で変

更になったところだけを説明申し上げたいと思います。７１ページから７４ページ

まで世界記憶遺産推進室が担任する事業は７事業ございますが、その中で変わった

ところをご説明申し上げます。７２ページをご覧いただきたいと思います。下段、

石炭歴史博物館運営事業費、科目 1 の嘱託員報酬というところがございます。こち

らは館長と副館長の報酬ということで計上しております。本年４月１日から新たに

副館長に就任いただいておりますけれども、当初、予算計上する際に副館長の報酬

額を月額１３万６千円と見込んでおりましたけれども、最終的に月額２２万５千円

に決まりましたので、それに伴い１０６万８千円増額をいたしまして、結果として

５４０万円を計上しているものでございます。続きまして７３ページをご覧いただ

きたいと思います。下段、世界記憶遺産研究機関設置・運営事業費、消耗品費でご

ざいますが、当初はこの消耗品費の中にソフト購入費といたしまして、Power Point、

Adobe といったようなソフトの購入費を計上しておりました。そうしましたところ

最終的に１１節の消耗品ではなく、１８節の器具費の中で計上するようにと財政課

の方から指導がありまして、それに伴い消耗品費７万２千円を減額いたしまして、

１８節の器具費７万３千円を再計上しているというものでございます。端数の関係
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から減額と増額で千円の差異が生じております。１１節につきましては７万２千円

減額したところで２９万２千円、１８節の器具費につきましては７万３千円を計上

したというものでございます。最後に当初、石炭歴史博物館改修事業費として２億

８，３０３万３千円を計上しておりましたけれども、この石炭歴史博物館の改修事

業につきましては国土交通省の補助事業である都市再生整備計画事業に計上すると

いうことに決まりましたので、その都市再生整備計画事業の所管課であります都市

計画課の方で２億８，３０３万３千円につきましては計上するということが決定い

たしましたので、今回その事業を教育費の中から落としたというものでございます。

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、ご意見はございませんか。 

  文化課にお伺いします。６４ページに文化財普及・活用事業というのがあります

が、文化財の保存が目的だと思うのですけど、伊加利人形などに補助金が出ている

と思うのですが、皆さんからだんだん補助金が減ってきて、衣装を買ったり、繕っ

たりするのに困っているというお話を聞いたことがあります。実際にこの補助金と

いうのは減ってきているのでしょうか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 おそらく、資料にあります伊加利人形から位登地区の獅子舞までの補助

金については現状維持だと思います。また、今年度から上伊田西地区の獅子楽保存

会にも補助金をお出しするようになったと聞いています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 なかなか後継者がいなくて困っていますというお話を聞いたのですが、そ

ういった地域伝統芸能を保存したりするための委員会ですか、審議会ですか、そう

いうのはどういった方が担っていらっしゃるのでしょうか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 すみません、その件につきましては今日は資料もなくお答えできません。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 いろいろと困っていらっしゃる方がおられるようで、後継者である小学生

とかに笛を教えたりとかしているということですけど、中学校、高校になると塾や

部活に忙しく、どんどん抜けていくんですというお話をお伺いしたことがあります

ので、今後、どうやって保存していくのかということを考えていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 学校教育課にお伺いします。猪位金小、中の乗り入れ授業はもう実施し

ているのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 まだ計画段階でございます。実施はこれからというふうに聞いてお
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ります。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 予想としては、中学校から小学校に行くほうが多くなりそうですね。た

だ、中学校と小学校を比較してみると、小学校は１学級に１人の担任がずっと授業

に入っていることになりますが、中学校は少しは空き時間があるということはわか

るのですけど不満が出ないように、中学校は授業の中身の問題ということもあるで

しょうが、小学校はずっと授業をしているものですから、そこのところは十分に気

を付けてやっていただきたいなと思います。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ありがたいことに子ども達の力を伸ばすためにというところで、小

中合わせて、考えを統一していただいております。また、乗り入れ授業を実施する

算数科、理科につきましては中学校に２名の配置がありますので、小規模校にして

は教員配置が充実しているというふうに考えておりますから、その中で時間を生み

出せるのではないか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    よろしくお願いします。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 今の件に関連してです。猪位金では２期の小学校のほうで一部教科担任制

を入れようという動きがあったと思うのですが、その辺りは何か聞いていますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 詳細までのご報告はいただいていないのですが、乗り入れ授業を形

にすることで、その教科はその先生が担任をするというふうに解釈するのかもしれ

ません。それにつきましては、はっきりしましたらご報告をさせていただきたいと

思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 毛利先生が心配していたことですが、小学校の先生はいっぱいに授業時間

があるけれども一部教科担任制を小学校の方で取り入れることができればお互いに

乗り入れ授業ができるのではないかなと思いますので、そこは学校に任せましょう。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 はい。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 猪位金学園の５、６、７年生は２期の宿泊研修があるのですけど、７年

生は中学校１年生です。７年生としては中学生になったという自覚を持ちたいとい

うことで自分達のクラスだけの研修がいいというような意見がちらほらと出ている

と聞いています。もちろん、２期として５、６、７年生での研修も大事なのでしょ

うが、７年生としてクラスでできることがしたいという気持ちもわかりますし、私

にもそういう気持ちがありますので、７年生としての何かそういったクラスでやれ

ることなどは今後、考えられないのでしょうか。 
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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 それはまさに特記でありますので新しい学校づくり、つまり２期と

してのまとまりの中で今一番問題になっていることではないかと思います。おっし

ゃったように７年生つまり中学１年生としての自立をいかに図っていくかというこ

とにつきましては学校とも相談をしているのですが、例えば、特別活動の中で中学

生としてというような作りこみができないかというところを検討しております。従

来のふれあい学級のこととかを指されているのだと思いますが、特別にイベントと

して何かを持つのではなくて、教育課程の中の特別活動で自立を図るというふうな

取り組みを推進して参りたいというふうには考えているところです。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 今度の５、６、７年生のお泊り研修では部屋も縦割りになる可能性があ

るということを言っていて、それが良いのか、悪いのかは分からないのですけれど

も、そういう感じでずっと行くのか。それとも、７年生としての何かそういうまと

まりを持つようなことが持たれるのか、どういうふうになるのかは分からないので

すが、そういう場が与えられれば７年生も納得するのかなとは思います。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 繰り返しになりますが、特別活動の中でやっていきたいと思います

ので、今回の宿泊研修につきましてはあくまでも２期のリーダーとして、７年生に

育ってもらいたいということの思いがありますので、そういうふうな組織づくりを

しているのだというふうに思っております。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 ２期のリーダーですね。それは、ぜひ子ども達に言っていただきたいで

すね。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 入学式も一緒だったんですよね。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 そうです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 中学生になったんだというインパクトといいますか、場面変わりというの

がなかなか実感としてないのではないかなと思うのですけれども、その辺りが何か

必要ということなのでしょう。日々の活動の中だけではなくて、変わりましたよと

いう気持ちの切り替えといいますか、たぶんそういう何かを欲しているのではない

かと思います。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 今度の宿泊研修も目的が分からないといいますか、２期のリーダー的な

ところを養うためにということであれば、そこを言っていただいて、そういう感じ

でまとめていただければ子ども達にも分かりやすいかなと思います。そして、協調

できるところは協調して７年生としての活動をやるということですね。 
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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 目的をはっきりするというのはとても大切なことだと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 たぶん保護者の皆さんは７年生の先には高校受験があって、将来の展望が

あって、ということでやはり中学生としてのことをきちんとやってほしいというご

希望があると思いますので、その辺を踏まえて考えていただきたいと思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 これ以外のことですが、今、猪位金学園のお話がありましたのでよろし

いでしょうか。開校式の時に君が代斉唱がありましたが、４年生までは誰も歌って

いなかったようですが、今は何年生で習うのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 国歌につきましては小学校１年生から音楽科の教科書の一番後ろに

ついており、指導するものとされております。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 恥ずかしいから歌わなかったのでしょうかね。新しい校歌については中

学生はみんな歌っていましたけど、小学生はまだ覚えていないというのは当然理解

できますが、君が代については５年生、６年生は歌っていましたので、４年生くら

いにならないと教科書に出てこないのかなと思っていました。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 これは確かなところではないのかもしれませんが、儀式的行事の中

で国歌を斉唱する機会というのが旧来の小学校でありましたら、卒業式の場面しか

ありません。ですから多くの人数で斉唱をするという経験が少ないというのが原因

の一つとして考えられるかもしれません。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 わかりました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 音楽の授業なり、何か行事の時には国歌というものはこんなものですよと

いうのは低学年から理解させたりするのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 その指導の機会は設けております。 

○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、原案のとおり可決することに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 議案第２０号「平成２６年度教育費

当初予算（本予算）について」は、原案のとおり可決いたします。 

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２６年第９回田川市教育委員会４月

臨時会を閉会いたします。 

（閉会１１時３０分） 


