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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１１回田川市教育委員会６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２６年「平成２６年「平成２６年「平成２６年第第第第１０１０１０１０回田川回田川回田川回田川市教育委員会市教育委員会市教育委員会市教育委員会５５５５月定例会会議録等の月定例会会議録等の月定例会会議録等の月定例会会議録等の

承認について」承認について」承認について」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。 

５月定例会の１７ページの１１行目です。話が長くなったので、どこで切ってい

いのか分からなかったと思いますが、「どこの行にも書いてある。これは大事なこと

です、今年の目標です」というふうに訂正をしてください。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 １１行目の文章の区切りにつきましては訂正させていただきます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ほかにございませんか。 

ないようですので、日程第１「平成２６年第１０回田川市教育委員会５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２８号議案第２８号議案第２８号議案第２８号「「「「平成２６年度教育費（６月補正）予算平成２６年度教育費（６月補正）予算平成２６年度教育費（６月補正）予算平成２６年度教育費（６月補正）予算

要求について」要求について」要求について」要求について」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２ 議案第２８号「平成２６年度教育費（６月補正）予算要

求について」ご説明いたします。本件は、平成２６年度教育費（６月補正）予算要

求について、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１０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。それでは、１ページをお願いし

ます。総括表でございます。学校教育課、上から２行目です。歳入補正額１０万円、

歳出補正額１０万３千円でございます。主な増減理由といたしましては、歳入は福

岡県教育委員会研究指定・委嘱校の研究費補助金でございます。歳出はその補助金

を使いまして、学力向上プロジェクト事業費でございます。４ページをお願いしま

す。歳出でございますが、学力向上プロジェクト事業費で補正額１０万３千円を計

上しております。補正の理由は平成２６年度、２７年度、２８年度の３年間、福岡

県重点課題研究指定・委嘱事業の研究指定を受けたことによる関係経費の増でござ

います。なお、研究指定校は鎮西小学校、県の重点課題は言語活動を活かした自ら

学び考える力の育成でございます。この課題を受けまして授業を通した実践研究を

実施してまいります。なお、２年次には中間報告会、３年次には研究発表会を通し

て研究成果を公表することとしております。以上でございます。 

○文化課○文化課○文化課○文化課長長長長 続きまして、文化課について説明をさせていただきます。１ページの総
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括表をお願いします。文化課は歳入５００万円、歳出５００万円の増額でございま

す。歳入につきましては、自治総合センターの宝くじの社会貢献事業でございます

コミュニティ助成事業助成金の５００万円でございます。歳出につきましては、そ

れに係ります市民創作活動事業助成金の５００万円でございます。５ページをお願

いします。歳出です。この事業は先程申しました宝くじの社会貢献事業として、地

域のコミュニティ活動の助成事業のうち、地域の芸術環境づくり助成事業として申

請したものでございます。４月にコミュニティ助成事業助成金の決定通知がきまし

たので、歳入には５００万円、そして、その金額そのままを歳出として計上してお

ります。助成金の交付先は市町村となっておりますが、事業の実施主体は指定管理

者である株式会社ケイミックスでございます。事業内容は田川市民ミュージカル、

これは創作ミュージカル、オペレッタでございまして、「炭坑よ 永久に」という内

容でございます。公演時期につきましては１２月２１日を予定しています。上限が

５００万でございますので、それを歳入として受け入れ、また、その金額を事業費

として歳出で計上することになっております。以上で説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問、ご意見等ありませんか。 

  ミュージカルですが、５００万円とかなり高額な支出になるようですけれども、

どんな方が出演するのですか。また、どんな方がプロデュ―スをするのですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長    シナリオにつきましては劇団ドリームカンパニーという地方の市民ミュ

ージカルの実績が多いところに脚本をお願いする予定になっております。市民ミュ

ージカルですので、このオペレッタに出演される方については市民の方を公募して、

オーディションをするということになります。総事業費としましては６０９万円で

す。そのうち入場料収入とか、このオペレッタに参加なさいます方の参加費等を引

いたところの金額が５００万円ということで助成金額を５００万円で計上させてい

ただいております。内容についてでございますが、「炭坑よ 永久に」というのは、

作兵衛さんの炭坑記録画、それを主題にして脚本を書いていきますので、歌や芝居

で当時の炭坑の様子を綴っていくような形です。そして、その中で作兵衛さんの炭

坑記録画をスクリーンで映写したりとか、そういうような内容にしていきたいとい

うふうに聞いております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この作品のできあがりといいますか、上演されるのはいつごろになるので

しょうか。 
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○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 この予算が議会で可決されてすぐに出演なさる方の公募とオーディショ

ンをします。脚本もこういう形でというのは事前にお願いをしているようですので、

出演される方が決まり次第、すぐ稽古に入っていくような状況になります。実際の

公演は１２月２１日になる予定です。 

○毛利○毛利○毛利○毛利委員委員委員委員 学校教育課の学力向上プロジェクト事業費についてです。これは指定校

が鎮西小学校ということですが、先程の説明の中で３年間の県の指定で、３年目に

発表ということでしたが、１０万円というのは本年度にまず１０万円ということで

考えていいのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ５月８日に予算の説明会がございました。その折に伺った話により

ますと１年次が１０万円、２年次が２０万円、３年次が３０万円を上限として補助

するということで示されております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ありがとうございます。 

○委員長○委員長○委員長○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２８号「平成２６年度教育費

（６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２９号「田川市教育委員会の権限に属する事務議案第２９号「田川市教育委員会の権限に属する事務議案第２９号「田川市教育委員会の権限に属する事務議案第２９号「田川市教育委員会の権限に属する事務

の補助執行に係る処理について」の補助執行に係る処理について」の補助執行に係る処理について」の補助執行に係る処理について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育総務課○教育総務課○教育総務課○教育総務課 日程第３ 議案第２９号「田川市教育委員会の権限に属する事務の補

助執行に係る処理について」ご説明いたします。本案は、田川市教育委員会の権限

に属する事務の補助執行に係る処理について、事務決裁基準、決裁及び専決事項を

定めたため、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第８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。。。。平成

２６年４月から田川市石炭・歴史博物館及び炭鉱関連の文化財（埋蔵文化財を除く。）

の保護に関する事務について、市長部局の職員に補助執行させることに伴い、関係

規則の制定並びに規程の一部改正を行ったため、事務を処理するうえで、必要な基

準等を定めるものでございます。まず、補助執行に係る専決処理につきましては、

田川市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則第３条に、補助執行

させる事務に係る処理については別に定めると規定いたしております。また、田川
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市教育委員会事務局専決規程第２条に、重要な事項については副市長が、簡易な事

項については世界記憶遺産推進室長が専決処理するものとすると規定いたしており

ますが、今回補助執行業務について、その権限と責任を明確にするために補助執行

に係る専決処理を行う上での基準等につきまして、事務決裁基準表（別紙１）及び

決裁及び専決事項（別紙２）を作成したものでございます。次のページをお願いし

ます。まず、事務決裁基準表でございます。田川市石炭・歴史博物館及び炭坑に関

連する文化財（埋蔵文化財を除く。）の保護に係る事務のうち、表の上段で教育委員

会が決定し、専決によらないものとして⑴から⑽の事案を挙げております。次に、

中段でございますが、副市長の専決によるものといたしまして、先例的なもの、総

合的な判断を必要とするもの及び行政内外の調整又は連携を必要とするものといた

しまして、右の欄の⑴から⑷の事案を挙げております。次に、下段でございますが、

室長の専決によるものといたしまして、定例的なもの、総合的な判断を必要としな

いもの及び行政内外の調整又は連携を必要としないものといたしまして、右の欄の

⑴から⑸の事案を挙げてございます。次のページをお願いします。決裁及び専決事

項につきまして、それぞれの事項ごとについて決定権者と合議先を一覧表にいたし

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 ご質問等ありませんか。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 言葉の意味を教えていただきたいのですけど、補助執行と代理と委任の

違いは何なのですか。 

○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長 今、お尋ねがありました補助執行、代理、委任というのが

ございますけれども、地方自治法上ではそのうち補助執行と委任というものが第８

０条の７で規定されております。どちらも市長部局と教育委員会という別の組織に

なりますけれども、本来、教育委員会が処理すべき事務の一部を別の機関の職員が

行うというところで、補助執行と委任のどちらも共通するものがございます。ただ、

大きく違うのは、その事務に係る権限です。今回の場合で言えば、教育委員会に留

めた形で事務だけを別の組織が行うというものが補助執行でございます。対して、

委任といいますのは、権限そのものも市長部局の方に移った状態で事務を行う、本

来、教育委員会が行うべき事務を市長部局の方が行うというところの違いがござい

ます。権限が本来の処理を行うべき機関に留まるのか、それとも、権限もまとめて

お願いをするのかといったところの違いかと思います。今回の場合は教育委員会に
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権限を残す形で、事務のみを別の機関、いわゆる市長部局の職員が行うということ

で補助執行になるというものでございます。代理といいますのは申し訳ありません

が、私が承知している限りにおいては自治法上の規定で承知できておりません。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 分かりやすく言いますと、博物館法というのがあって、博物館というのは

必ず教育委員会に属しておかなければいけない、管轄は教育委員会ですよというの

が法律で決まっているので、そこを動かすわけにはいかない。だから、補助執行と

いう形で世界記憶遺産推進室が博物館に入って事務をするというところだと思いま

す。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 よく分からないまま承認するというのはどうかと思いますので、決裁基準

表と決裁及び専決事項の表ですが、これを分かりやすく、具体的な例で説明してい

ただくとイメージが湧きやすいのではないかと思うのですけれども、お願いできま

すか。 

○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長 まず、大きく３つに分けております別紙１からご説明した

いと思います。今回、教育委員会規則で定められております補助執行、私共が行う

事務といいますのは、そもそも教育委員会の権限に基づく事務の一部を私共が補助

執行させていただくということが大前提でございます。そして、その教育委員会の

権限のうち、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則にて教育委員会が教育長

に委任している事務については副市長と室長がそれぞれ専決することとしています

ので、この表の真ん中の副市長と室長と書いておりますところの事務については、

すべて教育委員会が教育長に委任をした事務というところでご理解いただければと

いうふうに思います。その事務につきましては、先程、教育総務課長の方から説明

がありましたとおり、副市長が重要なもの、室長が軽易なものについて、それぞれ

専決を行うということでございます。そのうちの私が専決する事項については日々

定例的な事務というものでございます。例えば、どんな例があるかといいますと、

私共が所管させていただいています文化財である二本煙突とか竪坑櫓を例えば写真

で納めて雑誌とか、映画とか、テレビとか、そういうものに利用したいといったよ

うな許認可と言われますけれども、そういう許認可を私共は日々行っております。

これは室長が日々専決ということで処理をしているというものですけれども、例え

ば、それを使って長期的に撮影を行ったりとか、今までに例のないような形、そう

いうような許認可を受けるというところになりますと日々の定例的なものではない
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ということになります。想定は難しいですけれども、例えば、二本煙突を題材にし

た映画を作りたい、１か月間ロケを行いたいといったようなことになりますと、そ

れは定例的な日々の業務の範疇に収まらないということになりますので、それは私

の決裁ではなく、副市長の決裁になるといったような、そういう日々私共が日常的

に行っている事務の範疇なのか、それとも、今までに前例がないような、或いは田

川市にとってより重要な事務であるのかというところでの判断になろうかと思いま

す。それに対しまして、補助執行している事務のうち副市長や室長の専決によらな

いものがあります。それは何かと言いますと、教育委員会がそもそも教育長に委任

をしていない事項でございます。それらについて私共が補助執行はいたしておりま

すけれども、専決で処理をすることはできないというものでございます。それらが

どういったものかといいますと、この表の１番上の教育委員会のところの⑴から⑽

まで、これらの事務はすべて教育委員会が教育長に委任をしていない事項というこ

とになりますので、当然ながら、副市長、室長の専決で処理ができないというもの

でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 具体的な例でいいますと、例えば、施設を新しく拡張するとか、そういう

ことは教育委員会は実際には関わっていないといいますか、事務を補助執行してい

ただいているので、副市長や室長の方からご提案があって、私達はお話を伺わせて

いただいて審査をするというような形になるのですか。 

○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長 今のお話は表でいいますと教育委員会の⑶にあたります。

今、石炭・歴史博物館の方で改修の計画を行っております。この改修につきまして

は⑶の教育機関の新築、増築、改築に関することにあたりますので、当然ながら補

助執行の範疇で私共が日々事務を執らせていただいていますので、こういった議案

についても今後は私共の方から提案申し上げるというものでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 別紙２というのは今、ご説明いただいたことなのでしょうか。 

○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長 別紙２ですが、別紙１は文言でずっと書いていますので、

より具体的なものなど、なかなか難しいというところがございますので、別紙２で

日々行っております業務に照らし合わせて、こういった事務の場合は、教育委員会

の議決を要するのか、それとも副市長の専決を要するのか、それとも室長の専決で

処理をするのかといったところをわかりやすく書き表しております。ただ、本来、

文化課が所管すべき事務を私共が補助執行という形で日々行っておりますので、当
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然ながら私共が行っている事務について、ある程度文化課の方に把握をお願いする

必要があるということがございますので、そういうことにつきましては事前に教育

委員会文化課と協議を行いまして、この事務についてはどの程度まで文化課に承知

いただく必要があるのかといったところを事前に協議を行いますので、指定合議先

という形でまとめております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 何か、ご質問等ありませんか。 

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３ 議案第２９号「田川市教育委員会の

権限に属する事務の補助執行に係る処理について」は原案のとおり可決します。 

  次に移ります。日程第４日程第４日程第４日程第４    議案第３０号「平成２６年度田川市立学校学校評議員議案第３０号「平成２６年度田川市立学校学校評議員議案第３０号「平成２６年度田川市立学校学校評議員議案第３０号「平成２６年度田川市立学校学校評議員

の委嘱について」の委嘱について」の委嘱について」の委嘱について」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 議案第３０号「平成２６年度田川市立学校学校評議員の

委嘱について」ご説明いたします。本案は田川市立学校学校評議員の委嘱について、

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。１ページ目からが小学校、３ページ目からが

中学校の学校評議員でございます。表のとおり各学校３名から４名を委嘱させてい

ただきたいと思います。ご審議よろしくお願いします。 

○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 どの方が新任なのかということはわかりませんか。だいたい委嘱の場合、

名簿に再任とか、新任とかが書いていますよね。それと、鎮西小学校の１番目の方

ですが、主な経歴のところに元中学校長と書いていますが、これは間違いだと思い

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 申し訳ありません。おっしゃるように間違いですので、元中学校長

は削除してください。なお、どの方が新任かということにつきましては今、手元に

資料がございませんので、次の機会で説明したいと思います。 

○○○○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。 

○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、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） 
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ご異議なしと認めます。よって、日程第４ 議案第３０号「平成２６年度田川市

立学校学校評議員の委嘱について」は原案のとおり可決します。 

次に移ります。日程第５日程第５日程第５日程第５    議案第３２号「平成２７年度春の叙勲候補者の推薦に議案第３２号「平成２７年度春の叙勲候補者の推薦に議案第３２号「平成２７年度春の叙勲候補者の推薦に議案第３２号「平成２７年度春の叙勲候補者の推薦に

ついて」ついて」ついて」ついて」を議題とします。本案は人事に係ることでありますので、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第１３条第６項及び田川市教育委員会会議規則第１４条

の規定により非公開としたいと思いますが、いかかでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

ご異議ないようですので、この案件については非公開とします。 

・ 

・ 

・ 

次に移ります。ここからは公開とします。日程第６日程第６日程第６日程第６    事務報告「全国学力・学習事務報告「全国学力・学習事務報告「全国学力・学習事務報告「全国学力・学習

状況調査結果の公表方法について」状況調査結果の公表方法について」状況調査結果の公表方法について」状況調査結果の公表方法について」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「全国学力・学習状況調査結果の公表方法につ

いて」ご説明いたします。１ページをお願いします。平成２６年度全国学力・学習

状況調査結果の公表方法につきましては教育長意向調査を行ったときに県の方針が

示されております。１調査事項をご覧ください。四角囲みのところです。県教育委

員会による市町村名を明らかにした調査結果の公表方法案でございます。県教育委

員会といたしましては、平成２６年１０月以降を目処に、市町村ごとにデータＡ～

Ｅ（別添）の全てを公表する。公表に対する各市町村教育委員会の同意・不同意は、

データＡ～Ｅそれぞれについて確認する。文部科学省の実施要領が示す「調査結果

の取り扱いに関する配慮事項」を遵守する。次のページをご覧ください。データＡ

は見ていただくとお分かりのように市町村ごとにデータを表示するという方法でご

ざいます。次のページです。データＢは市町村ごとに平均正答率、県平均及び全国

平均を並べた棒グラフで表示をするものです。次のページです。データＣは市町村

ごとに全国平均との差の経年変化を表示するものです。次のページです。データＤ

は市町村ごとに全県の度数分布及び自市町村の位置を☆印で表示するものです。次

のページです。データＥは全国学力・学習状況調査にはＡ問題、Ｂ問題がございま

すので、市町村ごとに全県の同一教科区分のＡ・Ｂの相関分布及び自市町村の位置

を☆印で表示をするというものでございます。なお、個々の学校名を明らかにした
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調査結果の公表について、本市はこれまでも各学校が独自で調査結果を保護者にお

知らせしていくということでございました。また、学校名を明らかにした調査結果

の一斉公表により序列化や過度な競争を生まないようにするなど教育上の影響に十

分配慮し、それは行わないことと考えております。以上でございます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 少し補足をします。このデータＡからデータＥまでは、県の教育委員会と

してこういう形で公表したいですという意向です。例えば、田川市はデータＡはダ

メだ、データＡは田川市の名前を出してほしくない。でも、データＢ、データＥ、

そのほかはいいですよとそういう考え方も出してもらっていいですということでし

た。ただ、その場合、例えば、市町村名が一覧表で出ますが、田川市だけが空欄で

名前を書かずに出るんですね。だから、そういうやり方だから、それでいいかどう

かということも合わせて検討しなくてはいけないと思っています。それで、教育長

としては、県の方にはデータＡからＥまでの全てで田川市の名前を載せて公表して

も良いというふうに一応、準備段階では返事をさせてもらいました。ですから、教

育委員会としてどういうふうな公表をするかという結論を出してもらって、それを

県の教育委員会に届けるようにしています。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 非公開にする場合の理由というのは、どういったことがありますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 市町村単位のデータを非公開にする理由というのは、そんなに大き

なところは見当たらないと思います。でも、学校ごととなりますと競争だとか、序

列だとか、そういうことの心配もあるかと思います。また、付け加えますが、先程

申しましたように文部科学省も市町村名を明らかにした場合の公表については十分

に配慮することという中の配慮事項の４番目に、なお、平均正答率等の数値を一覧

にしての公表や各学校の順位付けは行わないというふうに書いてあります。こうい

うところにも当たると思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 これは保護者には配布されるのですか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 県の教育委員会として発表しますので新聞には出ると思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 私個人の考えですけれども、やはり自分のポジションというのをきちんと

把握する必要はあるでしょう。実は学校名というのも公表してほしいというご意見

もあるとは思いますけれども、せめて田川市は今、福岡県の中で、全国で、どの位

置にいるのかというのだけでも把握するというのが大前提だろうと思いますので、

私はいいと思いますが、皆さんはいかがでしょうか。 
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○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 そうですね。 

○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    いいと思います。    

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員    保護者が自分の学校の結果を聞きたいということで教育委員会に来た時

にはどうなるのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 そこは各学校にお願いをしておりますので、各学校にお問い合わせ

いただくようにお願いをしようと考えております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 学校の判断に任せるということなのですね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 判断に任せるというよりも、各学校は既に学校の結果については公

表しておりますので公表するということになろうかと思います。ただし、その場合

は先程言われたように自分の学校ということで限定をして、よその学校との比較と

か、ちなみにこの学校はとかいうことについてお出しいただかないようにしようと

考えています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 それは、うちの学校は何ポイントですとかいうのであって、市内では何番

目ですとは言わないということですね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 そうです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この資料について皆さんはどう思いますか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 私はこれで構わないような気はします。というのは、市の平均が出て、

自分の学校はその平均よりもどうなんだということで分かるから、自分の学校がだ

いたいどの辺りというのは判断できるだろうと思います。だから、これが公表でき

れば、かなり判断はできるのではないだろうかという気もします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 それでは、教育長がおっしゃったように私達もこの公表方法で良いという

ことでよろしいでしょうか。 

（教育委員の同意の声あり） 

  それでは、次に移ります。日程第７日程第７日程第７日程第７    議案第３３号議案第３３号議案第３３号議案第３３号「田川市図書館協議会委員の「田川市図書館協議会委員の「田川市図書館協議会委員の「田川市図書館協議会委員の

委嘱について」委嘱について」委嘱について」委嘱について」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 議案第３３号「田川市図書館協議会委員の委嘱について」説

明させていただきます。本案は、各委員の任期が平成２６年５月３１日をもって満

了するため、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あります。次ページをご覧ください。図書館



 

 １１ 

協議会委員の名簿になっております。任期は平成２６年６月１日から平成２８年５

月３１日までの２年間となっております。ご審議よろしくお願いします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問等ありませんか。 

  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７ 議案第３３号「田川市図書館協議会

委員の委嘱について」は原案のとおり可決いたします。 

次に移ります。日程第８日程第８日程第８日程第８    議案第３４号「田川市美術館協議会委員の任命につい議案第３４号「田川市美術館協議会委員の任命につい議案第３４号「田川市美術館協議会委員の任命につい議案第３４号「田川市美術館協議会委員の任命につい

て」て」て」て」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 日程第８ 議案第３４号「田川市美術館協議会委員の任命について」説

明させていただきます。本案は、各委員の任期が平成２６年５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。次ページをご覧ください。田

川市美術館協議会委員の名簿となっております。任期は平成２６年６月１日から平

成２８年５月３１日までの２年間となっております。ご審議よろしくお願いします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 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８ 議案第３４号「田川市美術館協議会

委員の任命について」は原案のとおり可決いたします。 

次に移ります。日程第９日程第９日程第９日程第９    議案第３５号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会議案第３５号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会議案第３５号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会議案第３５号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会

委員の委嘱について」委員の委嘱について」委員の委嘱について」委員の委嘱について」を議案とします。事務局に説明を求めます、 

○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長 日程第９ 議案第３５号「田川市石炭・歴史博物館等運営

協議会委員の委嘱について」ご説明申し上げます。本案は、各委員の任期が平成２

６年５月３１日をもって満了するため、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あります。次のペ

ージをご覧ください。任期は平成２６年６月１日から平成２８年５月３１日でござ

います。なお、田川市石炭・歴史博物館等運営協議会設置条例第３条第１項に協議

会は１５人以内の委員をもって組織すると規定されておりますが、今回１５人中１

４名を委員として委嘱するものであります。また、申し訳ありませんが、本表には
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新任、再任の別を表記しておりませんので、今から申し上げる方が再任でございま

す。浦田憲一様、今村秀治様、高尾美津子様、谷延鎮義様、堀内忠様、是澤清一様、

計６名が再任でございます。それ以外の方、８名は新任でございます。なお、有馬

学様、栗原祐司様、木村哲也様、この３名様は世界記憶遺産で平成２３年の当初か

らご指導いただいている専門家の方々ですので、今回、世界記憶遺産推進室と博物

館が合体するような形で補助執行を行っておりますので、ぜひとも博物館等運営協

議会委員の中でも、きちんと世界記憶遺産についてもご協議いただきたいという思

いから３名の世界記憶遺産の専門の方々にご参画を賜ることになりました。よろし

くご審議いただきたいと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 何か、ご質問等ありませんか。 

  この協議会は具体的にはどういったことをなさるのですか。 

○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長 この協議会はそもそもは博物館法の規定による博物館運営

協議会でございまして、本来、博物館法で申し上げますと館長の諮問機関という位

置付けでございます。ただ、田川市の場合、この博物館等運営協議会の等というと

ころは文化センターが含まれておりまして、博物館と文化センター両方の運営を審

議、協議する委員会という位置付けになってございますので、田川市の場合は田川

市教育委員会、こちらの委員会の諮問機関という形になってございます。博物館の

運営に係る全般についてご協議いただくということになっておりますけども、通常

的には博物館にかかる予算であったり、事業計画であったり、そういうようなもの

をご協議いただいているというところがございますが、本年度につきましては先程

申し上げました博物館の改修計画がございますので、そういったようなものについ

ても博物館等運営協議会の委員の皆様のご意見を頂戴したいというふうに考えてお

ります。それと合わせまして、先程ご説明申し上げましたとおり、今回、世界記憶

遺産に係る３人の専門家の先生方にもご参画賜っておりますので、今後、山本作兵

衛コレクションの活用等についてもご意見を賜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 この協議会の開催は年に何回ほど行われるのですか。 

○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長 平成２５年度までは通常、年に２回の開催でございました。

平成２５年は諸般の事情により５月初旬に開催した１回のみでございます。その先

月の協議会を開催するにあたりまして、委員の方から年３回以上は協議の場を設け

るようにと事務局の方にご意見をいただいております。 
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○委員長○委員長○委員長○委員長 この協議会ではなかったかもしれませんが、この春、組織に変更がありま

したときに協議会のご意見を伺っていないのではないかというご指摘があったりも

しました。私もそれは感じましたので、せっかくこういった皆さまがいらっしゃる

ので、ご意見をよくお聞きして運営していただきたいと思います。 

何か、ご質問等ありませんか。 

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９ 議案第３５号「田川市石炭・歴史博

物館等運営協議会委員の委嘱について」は原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第１０日程第１０日程第１０日程第１０    事務報告「田川市立図書館及び田川市美術館の指定事務報告「田川市立図書館及び田川市美術館の指定事務報告「田川市立図書館及び田川市美術館の指定事務報告「田川市立図書館及び田川市美術館の指定

管理者制度管理者制度管理者制度管理者制度導入について導入について導入について導入について」」」」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１０「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」事務報告をさせていただきます。１ページをお願いします。指定管理者制

度導入について、文化エリア全体を一体化して考えるということで、前回、議会か

らの要請を受けてご報告いたしましたけれども、指定管理者制度導入にあたって、

まず、市としての施設運営の明確な方針というものが必要になってまいりますので、

文化エリアの将来像ということについて挙げさせていただいております。つながる

文化エリア、本市は、田川市第５次総合計画において「郷土を愛し豊かな心と創造

力を育むまちづくり」を基本目標に掲げ、基本構想には以下のように定めています。

この文章については省略させていただきます。これを達成するため、「生涯学習推進

の拠点」としてこの文化エリアにある田川市立図書館、田川市美術館を中心に取り

組んでおります。そのためには、ただ図書館と美術館がつながるだけではなく、文

化的で生涯学習の場となり、地域に密着し、もっと市民とつながる図書館、美術館

とならなくてはなりません。また、行政はもちろんのこと、ボランティア・ＮＰＯ、

商店街・公民館、幼稚園・保育園・学校、石炭・歴史博物館、企業及び他の図書館・

美術館など様々な関係者、関係団体とつながり、ネットワークを強化、拡大してい

きたいと考えております。２ページには色々な団体及び関係機関等とつながる文化

エリアのイメージを図にさせていただいております。しかしながら、図書館、美術

館が市民とつながるだけで魅力が高まるものではありません。図書館、美術館それ

ぞれが独自の専門性、強みを現状よりも発揮することで、相乗効果となり文化エリ
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ア全体の魅力を高めることにつながると考えております。それが、文化エリアとし

ての基本的なビジョンでございます。３ページからは図書館の基本方針、美術館の

基本方針、指定管理者に期待する管理運営等について記述させていただいておりま

す。まず、図書館の基本方針といたしましては、⑴幅広い分野の情報を集め、それ

を利用しやすい形で提供することで、市民の生活や活動につながる図書館を目指し

ます。⑵人と人とをつなぐ活動、美術館や博物館と連携して新たな文化との出会い

の場を提供する、本・人・文化がつながる図書館を目指します。⑶図書館を自分た

ちの財産であり、活用し、支援していこうという市民意識を醸成することで、市民

とともに成長する図書館を目指します。美術館の基本方針につきましては、⑴関係

施設、関係団体及びアーティストと緊密に連携し、市民一人ひとりが自分なりにア

ートと関わり、楽しみ、主体的にできる市民とつながる美術館を目指します。⑵あ

らゆる市民の日常生活において、身近な美術館を目指します。⑶アートとつながり、

日々の楽しみや喜びにより、未来への希望を見出す拠点となる美術館を目指します。

このように基本方針を決めさせていただいております。次は指定管理者を導入した

場合、指定管理者に期待する管理運営ということで挙げさせていただいております。

⑴図書館及び美術館として、市民ニーズに沿った事業展開と時代を先取りした専門

的かつハイレベルな取り組みの両面をバランスよく展開してほしい。⑵地域が抱え

るさまざまな課題に積極的に対応し、開かれた図書館及び美術館として優れたサー

ビスを提供してほしい。⑶図書館及び美術館が一体となって事業を実施するととも

に、他の文化施設、近隣施設、観光資源、その他地域と連携し、さらに本市の他分

野の政策と協調した事業展開を行うことで、田川市の魅力向上を図り、本市の活性

化に寄与してもらいたい。⑷小・中学校、高校、大学、他の図書館及び美術館との

連携を図るとともに、ＮＰＯやボランティアの参加を促す事業展開を構築し、利用

者にとって魅力ある運営をしてほしい。⑸高い専門能力を活かしたサービス提供を

継続し、文化施策の継続性を確保してもらいたい。⑹地域経済に与える影響を考慮

し、新たなビジネスモデルを模索、実践し、交流人口の増加に寄与してほしい。⑺

マーケティングを含む総合的なマネジメント機能及び評価制度を導入し、より効率

的かつ効果的で高い品質管理に基づく運営の追及をしてほしい。⑻本市教育委員会

と緊密で定期的な連絡体制を構築し、情報を共有することにより、常に社会教育施

設としての使命を運営に反映してほしい。⑼法令遵守の徹底、地球環境への配慮、
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危機管理体制の整備等、公の施設として当然対応すべき事項に適切な対応をしてほ

しい。以上が指定管理者を導入した場合、指定管理者に期待する管理運営というこ

とでございますが、当然、これは募集要項や仕様書にこれらの内容を盛り込むもの

と考えます。次に、図書館、美術館のそれぞれの基本方針に即しました、それぞれ

の施設の実施計画について挙げさせていただいています。現在、実際に展開してお

ります事業や指定管理者制度を導入した場合に新たに実施したい事業などを挙げさ

せていただいております。図書館におきましては、専任図書館長の配置と開館日数

の増、開館時間の延長等が今現在、できていないことでございますので、指定管理

者制度を導入した場合、こういうものについて実施できるように仕様書等にも記載

しようと考えております。美術館につきましては、現在やっている事業、今後、発

展していきたい事業等について挙げさせていただいております。６ページは指定管

理者制度を導入した場合のメリットとして、⑴図書館及び美術館の一括管理した場

合のメリットとしては、一括管理による管理経費の縮減等のスケールメリットが見

込まれるということ。本市文化ゾーンとして柔軟で一元的かつ合理的な管理運営が

見込まれるということ。共有の施設管理が容易になるということ。両施設の連携が

取りやすいということ。図書館、美術館につきましてはそれぞれ挙げておりますが、

どちらも常勤の専任図書館長、美術館長の配置ということ。図書館につきましては、

先程申し上げました開館日数の増や開館時間の延長を実施するための柔軟な勤務体

制ということ。美術館におきましては、民間事業者のノウハウを活用した貸館利用

の増加が見込まれるのではないかということを挙げております。その他、共通して

言えますことはそれぞれの図書館業務、美術館業務に精通した民間事業者が管理運

営することによって、これまでにない企画の開催が見込まれるのではないかという

こと。それとご紹介いたしました指定管理者に期待する管理運営に記載しておりま

した、これまでの図書館、美術館でできなかったサービスの向上が見込まれるので

はないかということをメリットとして挙げさせていただいています。その下のデメ

リット及びその対応方法ですが、一括管理の場合のデメリットとしましては、両施

設ともに専門性が高いため、事業者からの公募が少なくなることが懸念される。こ

れにつきましては対応方法といたしまして、ホームページ及び広報などで周知、先

進自治体の指定管理業者等への呼びかけを図りたいと考えています。もう一つは指

定管理者の撤退によるサービスの停止が懸念されるのではないかということにつき
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ましては、対応方法といたしまして毎月のモニタリング、年度ごとの実績報告等の

精査、次回選定時の周知徹底等による対応を図りたいと考えております。７ページ、

８ページにつきましては、図書館、美術館についてのデメリットとその対応方法に

ついて挙げさせていただいておりますが、どちらも今現在、多くの嘱託職員が勤務

しており、その職員によって運営をしているような状況でございますので同じよう

なことがデメリットとして挙がってきております。まず、図書館といたしましては、

サービスの質的低下、サービス向上のためのインセンティブの欠如の危険性がある

ということ。それにつきましては、対応方法といたしまして、民間ノウハウを活用

した自主事業の展開を期待するとともにイベントや講演会等の実施回数、参加者数、

図書館利用者数及び図書館利用者のアンケート等によるインセンティブを付与する

委託料の設定を考慮したいと考えております。図書館の場合は基本無料でサービス

を行う施設でございますので、民間事業者が入った場合のインセンティブの欠如と

いうのが懸念されるのではないかということに対して、それに対する対応策として

考えております。次に、図書館司書の専門的知識やノウハウが消失する危険性があ

るということにつきましては、先程申しましたように嘱託職員で窓口業務につきま

しては運営されている現状でございますので、指定管理者制度が導入された場合も

嘱託職員の雇用について、事業者に依頼したいと考えております。職員が替わるこ

とによって、田川市立図書館が今まで蓄積してきたいろいろな業務内容が失われる

ということについて、嘱託職員の継続雇用を事業者にお願いするということで急激

なサービス低下にならないということは考えております。図書館、美術館それぞれ

に指定管理者の撤退によるサービス停止の懸念とか、施設機能の弱体化の懸念とか、

公共性・公平性の担保及び公的責任力の低下とか、指定管理者となる団体の財政基

盤の脆弱さが懸念されるということを挙げておりますが、毎月のモニタリング、ま

た指定管理導入の際の仕様書に反映したりとか、募集要項等でそれぞれの団体さん

の事業内容等確認し、また選定委員会において適切な評価、選定を行うというよう

なことで対応を図りたいと考えております。これが今、現在の指定管理者制度導入

においての基本的な考え方とメリット、デメリットへの対応等の考え方です。報告

を続けさせていただきますが、先日、５月２８日に美術館協議会を開催いたしまし

た。５月ですので、本日、承認をしていただきました新委員さんではなく、旧委員

さんでの協議会にはなりますが、委員さんは再任される方が多かったので、一日で



 

 １７ 

も早く、今の状況について美術館協議会の委員さん方に説明をさせていただきたい

ということで、本日のこの資料をお持ちしました。将来像とか、美術館の基本方針、

そういったものを重点的に説明させていただきました。まず、委員さん方には美術

館について、図書館よりも遅れて指定管理者制度を導入するという予定でお話をし

ておりましたので、それを図書館と一体化で検討するということについて、方針が

変わりましたということをまずお話をさせていただきました。それと、委員さんの

中には指定管理者制度という内容そのものがあまりよくわからないということで事

前に会長さんと相談をして、まず、指定管理者制度というのはこういう制度ですよ

という一般的なことをご説明させていただき、現在、田川市内で指定管理者制度を

導入している施設はこういった施設がございますということを説明させていただい

た上で、皆様からのご意見をいただくような協議の場にさせていただきました。そ

の中で協議会委員さんからの意見といたしましては、議会の方から同じ文化エリア

の施設であるので一体化で指定管理者制度を導入しろということではあったけれど

も、図書館と美術館は一体化するのは馴染まないのではないですかという懸念とか、

現状図書館も美術館も専門職については嘱託職員で運営されている状況ですので、

その辺についても問題はあるということとか、指定管理者制度が導入されたとして

も今後も博物館との連携は重要でありますので、今後の博物館との連携はどういう

ふうになりますかとか、そういういろいろな意見が出ました。その中でも指定管理

というのが具体的にまだよくわからないので、実際にそういう指定管理をされてい

るところや専門家の意見が聞きたいというご意見がたくさんありましたので、美術

館協議会として視察を行うというふうにまとめさせていただきました。その時点で

は日程はまだ確定ではなかったのですが、その後の日程調整により今週の土曜日６

月１４日に、場所は長崎県の長崎歴史文化博物館です。本来でしたら、美術館が視

察先としては最適だったと思うのですが、日帰りで行けるような場所で民間事業者

が指定管理者になっている美術館がありませんでした。この長崎歴史文化博物館と

いうのは、歴史とか、文化についての博物館の形式にはなっておりますけれども、

美術展示、少し前までは若冲の展覧会とかも企画展でやっているような少し美術博

物館的なところがございますので、参考になるのではないかということで、視察先

に選ばせて頂いております。６月１４日は委員さん７名の方が参加ということで返

事をいただいておりますので、視察に行ってこようと思っております。事務報告に
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ついては以上です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今の事務報告についてですが、私たちはこの報告を受けてどうしたらいい

のでしょうか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 当初、教育委員会としては先に図書館に指定管理者制度を導入し、その

後、美術館について検討するということだったのですけど、前回は総務文教委員会

からのご提案ということで、図書館と美術館を一体で検討するということになりま

したという報告をさせていただきました。今回の報告の目的の一つは文化エリアと

して指定管理者制度を導入するとするならば、まず自治体として施設運営の明確な

方針というのが必要となりますので、それについて早急に考えさせていただいてお

りますということ。それと、図書館協議会では指定管理者制度を導入するというこ

とにつきまして、一応ご理解をいただいて進めさせていただくという話になってい

たのですけれども、美術館協議会は今から検討に入られるということで、そこにつ

いて今後協議が必要な状況になっておりますので、その経過について逐次、教育委

員会においても報告をさせていただくということです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ありがとうございます。総務文教委員会で文化エリアの構想が出たので、

今、アクションとっていらっしゃるのですね。できれば、その前に教育委員会で文

化エリアとしての構想を立ち上げましょうという話合いがあって、文化課に持って

帰って、それを作っていくというやりかたではなかったかと思いますが、私達も文

化エリアというのを具体的に示されたのはこれが初めてですので、総文の内容も正

式には聞いていませんが、ずいぶんと話が突然ですね。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 これは事務報告と書いてあり、説明もしていただきましたが、そういう

ふうに決まりまし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 今、課長から文化エリアゾーンということで説明をさせていただきまし

た。総務文教委員会で文化ゾーンについての議論等につきましてはまだ行っており

ません。先程課長が申し上げましたように、図書館の指定管理についてまず当委員

会で了承を得まして、議会の方にかける提案をいたしました。提案いたしましたと

いうのが事務報告で提案したわけです。まだ正式な提案ではございません。その時

のご意見として、図書館の指定管理もあるだろうけれども、あそこを文化エリアと

いう位置づけの中で一体的に検討してはどうかというふうなご意見を頂戴いたしま

した。従いまして、そうなりますと美術館の方も含めたところという意味合いでご
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ざいますので、文化エリアとしてどういう位置づけをするのかとか、そういうふう

なことを検討しながら、やはり美術館協議会の方のご意見もお伺いしなくてはいけ

ないということで、美術館協議会の方のご意見をお伺いするために５月２８日に説

明をさせていただいたわけです。今はそういうふうな状況で美術館協議会の方のご

意見を今から頂戴していきたいということで本日、教育委員会に報告、説明をさせ

ていただいているところでございます。ですから、議会の方ではまだ全然文化エリ

アとか、そういうふうなものの考え方等についての説明はいたしておりません。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長    事務報告をさせていただいておりますが、これはあくまで文化エリアの

将来像、図書館、美術館の基本方針ということで、あくまでも案でございます。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 少しポイントがずれるかもしれませんが、私の家は伊田駅から５００メ

ートル以内にありますので、隣組を通じて伊田駅付近の再開発の時に作ってもらい

たいものは何ですか、○を付けてくださいという調査があったわけですよ。コンビ

ニとか、本屋さんとか、いろいろと書いてありました。コンビニも本屋さんもあれ

ば便利ですし、自分の考えで○をつけました。その後、しばらくして新聞報道によ

りますと、すでに２つのコンビニはそういう話は受けないとお返事をしているみた

いです。だから、私が心配するのは、指定管理者になる方がいらっしゃらない場合、

それから、なられても早期に撤退された場合です。早期に撤退されることについて

は、この資料にも毎月のモニタリング、年度ごとの実績報告等の精査による対応を

図りたいと書かれていますけれども、そういうことなのでしょうけれども、そうい

うことで本当に済むのか、そういうところの懸念を感じます。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 図書館と美術館の一体化ということの具体的なことは今から作られると

いうことですけれども、指定管理業者は図書館と美術館を同じ業者で見るというこ

とで理解してもいいのですか。その上で文化エリアとして構想を練っていくという

ことになるのですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 図書館と美術館を一括で管理運営できる指定管理者ということを考えて

います。実際に近隣ではなかなかそういう業者さんはいないのですけれども、全国

的に見れば一体で管理運営をされている業者さんもおります。業者さんから直接、

話を聞く予定にもしておりますので、実際にはそういう業者さんもいらっしゃるの

で一括でということを考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 文化エリアを造るという構想はすごく良いことだと思うのですけれども、
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先に業者さんを選ぶということから入る方がいいのか、それとも、文化エリアの構

想をある程度きちんと把握して、こういうものにしたいという現実になりそうな形、

ビジョンを把握して業者さんを頼んだ方がいいのかということも考えていただきた

いと思います。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 まず、文化エリアとしてのビジョンと図書館・美術館としてのビジョン

の基本構想をきちんと作って、募集要項の案を固めたところでの業者選択になりま

す。業者選定につきましては文化課がするのではなく、本庁の総合政策課に担当が

おりまして、指定管理者の選定委員会を持っておりますので、最終的にはそちらで

の選定になります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 文化エリアの構想というのは、図書館協議会の委員さんと美術館協議会の

委員さんと文化課だけで決めていいものなのかどうか。もう少し幅広く、例えば、

生涯学習課とか、学校教育課とかのご意見を伺いながら練り上げていくとか、もし

くはある程度できたものを議員さん方に見ていただき、ご理解いただいてからその

先に進むとか、いろいろな方法があると思います。遅速にして、整合性の取れない

ことが後で出てくると困りますので、きちんと手順を踏んでいろいろな方のご理解

が得られるような形にしていただきたいと思います。せっかく文化エリアを作るの

ですから、充実したもの、１０年後、２０年後に私達が果実として得られるような

立派なものを作るためにも、慎重に考えていただきたいと思います。いろいろな方

とご相談なさるようお願いしたいと思います。 

  ほかにご意見等ありませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第１１日程第１１日程第１１日程第１１    議案第３１号議案第３１号議案第３１号議案第３１号「田川市石炭・歴「田川市石炭・歴「田川市石炭・歴「田川市石炭・歴

史博物館付属研究所設置要綱及び田川市世界記憶遺産保存等指導委員会設置要綱史博物館付属研究所設置要綱及び田川市世界記憶遺産保存等指導委員会設置要綱史博物館付属研究所設置要綱及び田川市世界記憶遺産保存等指導委員会設置要綱史博物館付属研究所設置要綱及び田川市世界記憶遺産保存等指導委員会設置要綱

の一部改正について」の一部改正について」の一部改正について」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。 

○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長○世界記憶遺産推進室長 日程第１１ 議案第３１号「田川市石炭・歴史博物館付属

研究所設置要綱及び田川市世界記憶遺産保存等指導委員会設置要綱の一部改正につ

いて」ご説明いたします。本案は、今回の組織の改編に伴いまして、教育委員会の

所管であります博物館に係ります諸規程につきまして改正を行っておりますが、今

般、この二つの規程につきまして一部改正が漏れていることが判明いたしましたの

で、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第８号の規定により教育委

員会の議決を求めるものであります。次のページをお願いします。新旧対照表でご
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説明申し上げたいと思います。まず、田川市石炭・歴史博物館付属研究所設置要綱

の一部改正新旧対照表でございます。第２条 研究所は、田川市教育委員会文化課

文化係内にこれを置く。という規定がございますので、これを左側です。研究所は、

田川市教育委員会事務局にこれを置く。というふうに改めます。また、第４条第４

項に第１項第３号のその他の職員は、文化係事務職員をもって併任するものとする。

という規定がございますが、これを左側です。第１項第３号のその他の職員は、石

炭・歴史博物館所属の事務職員をもって併任するものとする。というふうに改めま

す。次のページは一部改正後の要綱（案）でございます。次のページをお願いしま

す。田川市世界記憶遺産保存等指導委員会設置要綱の一部改正の新旧対照表でござ

います。第８条に委員会の事務局は、教育部文化課に置く。という規定がございま

すが、これを委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。というふうに

改めます。次のページは改正後の設置要綱（案）でございます。よろしくご審議を

お願いします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問等はありませんか。 

ないようですので、原案のとおり可決することにご意義ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第１１ 議案第３１号「田川市石炭・歴史

博物館付属研究所設置要綱及び田川市世界記憶遺産保存等指導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１２日程第１２日程第１２日程第１２    諸般の報告「６月諸般の報告「６月諸般の報告「６月諸般の報告「６月行事予定について」行事予定について」行事予定について」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） 

○委員長○委員長○委員長○委員長 次に移ります。「７月定例会の日程案について」「７月定例会の日程案について」「７月定例会の日程案について」「７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 ７月定例会でございますが、７月７日（月）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。７月定例会は７月７日（月）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。 

  ないようですので、以上をもちまして平成２６年第１１回田川市教育委員会６月
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定例会を閉会いたします。 

  （閉会１５時４０分） 

 

 

 

 

 

 

 


