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（開会１４時３０分） 

○教育長 ただいまから、平成３０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 「平成３０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、

何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、会議録を承認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「平成３０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 議案第２０号「平成３０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 日程第２ 議案第２０号「平成３０年度教育費（９月補正）予算要求につ

いて」提案理由説明をさせていただきます。本案は、平成３０年度教育費（９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に議決を求めるものであります。次のページをお願いいたします。

総括表を添付しております。歳入につきましては、１１５万９千円、歳出につきまし

ては、６千４６９万円の補正となっております。詳細につきましては、この後、担当

課長が説明をいたしますので、私からは田川市全体の９月補正予算案の内容について、

概要を述べさせていただきます。田川市全体の一般会計の補正予算でございますが、

既決予算額は、現在、２８３億５千３７７万３千円で、田川市の一般会計補正額が 

７億６千９４７万９千円で、補正後が全体で２９１億２千３２５万２千円となってお

ります。因みに財源不足でございますが、歳入歳出の収支でいきますと、歳出がオー

バーしておりまして、６月補正前までに約１０億円の財源不足となっておりましたが、

今回の９月補正により約５億円の不足額が増となりまして、補正後は約１５億円の財

源不足となっております。田川市全体の主な補正の中身ですが、５項目述べさせてい

ただきますと、国県の支出金の返還金５億３千５００万円で、これは生活保護費の国

の支出金の保護費の減少により返還となっております。それから養育医療費が４千 

２８６万６千円、浄化槽による汚水処理の推進事業費が８３万円、教育部に関係がご

ざいます小中学校施設維持管理経費については、この後、教育総務課長が説明いたし
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ますが、５千４５８万４千円、最後に平成３０年７月豪雨により被災した施設の復旧

経費として、公共施設等災害復旧費が１億円というような中身となっております。９

月補正後に１５億１千２１４万３千円の財源不足額が生じていますが、これは当然、

歳入不足でございますので田川市が持っております基金を取り崩すという形で穴埋

めをしていく形になります。少し基金の状況を説明させていただきます。平成２９年

度末の基金残高は４３億１千７９４万８千円ございましたが、先ほど申しました約 

１５億円の財源不足によりこれを取り崩す形になります。積立部分が一部ございます

が、補正後、基金がどのくらい残るかというと、３１億５千８１８万８千円と、数年

後にはこの基金がなくなるという、田川市は非常に厳しい財政状況でございます。今、

田川市全体の一般会計の９月補正について、ご説明させていただきました。この後、

教育部にける各課の補正内容につきましては、担当課長から説明をさせていただきま

す。よろしくお願いします。 

○教育総務課長 それでは、教育総務課に関わります平成３０年度９月補正予算につき

まして、ご説明申し上げます。資料の１ページをお願いいたします。９月補正予算総

括表です。今回、歳入予算の補正はありません。歳出予算の補正額は、記載のとおり

であります。それでは、９月補正予算説明資料を用いまして、ご説明申し上げます。

２ページをお願いいたします。上表、１０款２項１目、小学校施設維持管理経費でご

ざいます。これは７月定例教育委員会にて事務報告を行いました、田川市内の小中学

校ブロック塀にかかる緊急点検調査結果を踏まえ、安全対策として、フェンス等への

改修事業を実施すべく、所要の経費を増額補正するものであります。補正の内訳とし

ましては、対象となる８小学校及び旧小学校施設１施設における、小学校ブロック塀

改修工事にかかる測量設計業務委託料及び工事請負費であります。なお、改修工事の

施工にあたりましては、平成３０年度と平成３１年度の２期に分け、より危険度が高

い箇所から順次、改修工事を実施したいと考えております。４ページから８ページま

でにかけ、平面図に改修箇所を表記したものをお付けいたしております。赤色表記が、

平成３０年度に改修予定の工事箇所、緑色表記が、平成３１年度に改修予定の工事箇

所であります。資料の２ページにお戻りいただきたいと思います。以上のことを踏ま

えまして、３千６０７万７千円の増額補正を行っております。続きまして、下表、 

１０款３項１目、中学校施設維持管理経費でございます。こちらも、７月定例教育委
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員会で事務報告を行いました、田川市内の小中学校ブロック塀にかかる緊急点検調査

結果を踏まえ、安全対策として、フェンス等への改修事業を実施すべく、所要の経費

を増額補正するものであります。補正の内訳としましては、対象となる４中学校にお

ける、中学校ブロック塀改修工事にかかる測量設計業務委託料及び工事請負費であり

ます。なお、改修工事の施工にあたりましては、中学校につきましても、平成３０年

度と平成３１年度の２期に分け、より危険度の高い箇所から順次、改修工事を実施し

たいと考えております。９ページから１０ページまでにかけ、平面図に改修箇所を表

記したものをお付けしております。こちらも赤色表記が、平成３０年度に改修予定の

工事箇所、緑色表記が、平成３１年度に改修予定の工事箇所であります。資料にお戻

りいただきたいと思います。以上のことを踏まえまして、１千８５０万７千円の増額

補正を行っております。続きまして、３ページをお願いいたします。１１款３項１目、

中学校災害復旧事業費でございます。これは、平成３０年７月豪雨により、一部地割

れが生じました鎮西中学校運動場東側法面の復旧工事を実施するものであります。以

上のことを踏まえまして、１３０万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 資料の２ページをお願いいたします。２款１項１６目、国県支出金等

返還金で５５８万８千円の増額補正でございます。これは、平成２９年度放課後児童

健全育成事業費に対する国県支出金額確定に伴う返還金でございます。以上で説明を

終わります。 

○文化生涯学習課長 引き続き、文化生涯学習課の説明をさせていただきます。１ペー

ジをお願いします。総括表です。歳入につきましては、１１５万９千円、歳出につき

ましては、３２１万８千円の補正となっております。次ページ以降で詳細を説明させ

ていただきます。２ページをお願いします。１０款５項１目社会教育総務費のうち、

地域学校協働活動事業費でございますが、今回の補正の内容は、放課後子どもチャレ

ンジ教室にかかるものでございます。１つは謝礼金でございますが、元々放課後子ど

もチャレンジ教室そのものが１時間を目途に算定しておりましたが、それぞれのクラ

スが約２時間になっているということに伴いまして、サポーターに対する謝礼金が１

時間５００円のものを２時間の合計１，０００円に算定方法を改めたことによる補正

額でございます。中身的には、そもそも計上していた人数よりも更に多くのサポータ
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ーが関わってきていて、浸透してきているということに伴いまして、謝礼金が増えた

という実態になっております。２つ目は、傷害保険料でございますが、そのサポータ

ーにつきましては、全員保険に加入する必要がありますので、スポーツ安全保険とし

て、２０人分の６校分という保険料を計上させていただいております。これが 

９万６千円です。それから、今まで４校でやっておりましたが、今年度、新規で猪位

金と鎮西小の２校に１０月以降実施していただきます。それにつきましては、放課後

児童クラブとの連携事業でなければ付かない１校あたり約２０万円の県費の補助金

がありますが、当初は連携事業として捉えておりませんでしたが、県の方で新たに認

定して連携事業とするということになりました。これに伴いまして、この事業は補助

金が付くということですので、１校あたり、約２０万円の机等の購入ですが、２校分

４２万円を補正で計上することとなっております。事業全体で、１７３万８千円の補

正となっております。３ページをお願いします。これに伴います１４款２項７目教育

費県補助金で、先ほどの支出分の３分の２の額１１５万９千円を歳入として補正いた

します。４ページ、１０款６項１目、保健体育総務費の事業名は社会体育施設運営事

業費でございます。オリンピック・パラリンピックの誘致に伴う事業といたしまして、

その１つに車いすフェンシングを予定しており、これに関する用具を購入したいと考

えております。器具費として新たに設定しまして、補正額１４８万円の購入費でござ

います。それから５ページをお願いいたします。こちらは、補正予算額ではなく、債

務負担行為でございます。債務負担行為と申しますのは、予算単年度で終わらず複数

年にわたるもので、契約支出を伴うものを計上するものでございます。これは、オリ

ンピック・パラリンピックの事前キャンプ合宿所整備として、トレーラーハウスを購

入する計画にしておりますが、１５台分で８千６８８万６千円の計上となっておりま

す。したがいまして、今年度契約をして来年度作成と支払という事ですので、補正予

算には計上しておりませんが、債務負担行為として計上させていただいております。

前のページの車いすフェンシング用具とトレーラーハウスの購入の支出負担行為に

ついては、後程、日程第９の事務報告「田川市オリンピック・パラリンピック関連事

業について」で、詳しい内容をお知らせさせていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○教育長 事務局から説明がありましたが、９月補正予算要求について何か、ご質問、
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ご意見等ございませんか。 

○毛利委員 トレーラーハウスとは、宿泊施設なんですか。 

○文化生涯学習課長 トレーラーハウスとは、本来、一般的にはキャンプで使用するよ

うな、設備ですけれども、障害のある方や車いす等で生活されている方が使えるよう

な仕様のトレーラーハウスというのがございます。今回のパラリンピック対応では１

台に１人という形で作らせていただこうということで、１５人の選手・スタッフが泊

まれる施設を作る予定であります。そして事前キャンプ合宿が終わったら、それを改

造して一般のスポーツで利用する方や社会教育団体が泊まって合宿する等、そういう

ことに対応するという事で宿泊所を作るという事でございます。後程、詳しく説明さ

せていただきます。 

○毛利委員 こういうものは特殊なものだから、リースかと思ったんですが、リースで

はなく買い上げという事なんですね。今の説明の中でパラリンピックの事前キャンプ

合宿が終わったら、別のことで使えるようにするという事だったので納得しました。 

○教育長 他に、何か、ご質問、ご意見ありませんか。 

  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２ 議案第２０号「平成３０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 議案第２１号「平成２９年度教育に関する事務の管理及

び執行の状況の点検及び評価報告書について」を議題とします。本案は、田川市教育

委員会会議規則第１１条の規定により、関係者の出席として、田川市教育事務点検評

価委員会の藤澤委員長に出席を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

○教育長 藤澤先生の入室をお願いします。 

（田川市教育事務点検評価委員会 藤澤委員長入室） 

○教育長 では、事務局に説明を求めます。 

○教育部長 日程第３ 議案第２１号「平成２９年度教育に関する事務の管理及び執行

の状況の点検及び評価報告書について」提案説明をいたします。本案は、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定により、教育委員会の権限に属
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する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うもので、田川市教育委員

会事務委任及び臨時代理規則第２条第９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。まず、私から今回実施いたしました田川市の教育事務点検評価につ

きまして、概略の説明を申し上げます。教育委員会では、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第２６条の規定に基づき、毎年その権限に属する事務の管理及び執行

の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会

に提出するとともに、公表することが義務付けられております。本年も昨年度実施い

たしました田川市の教育事務について、本書のとおり、点検評価報告書を作成いたし

ました。本日、教育委員会で議決をいただきましたら、９月市議会において全議員に

配付し、そのうえで総務文教委員会に対し事務報告を行う予定としております。田川

市におきましては、昨年度から教育に関する学識経験者の知見の、より円滑な活用を

図るため、田川市教育事務点検評価委員会を設置して教育委員会が行った点検及び自

己評価について、審議をいただくこととしました。今年度につきましても、３回に及

ぶご審議をいただきました。そのうえで点検評価委員会にて取りまとめていただきま

した、意見書を７月２３日付けで教育委員会に提出をいただいた次第でございます。

本日は、田川市教育事務点検評価委員会の委員長であります福岡県立大学の藤澤健一

先生にお越しいただいております。それでは、点検評価委員会から提出された意見書

の内容について藤澤委員長から概略説明をお願いしたいと思います。 

○田川市教育事務点検評価委員会委員長 県立大学の藤澤と申します。座ったままでご

報告させていただきます。お手元に評価報告書の冊子があるかと思います。それをご

覧になっていただきたいと思いますけれども、まず前半部分に各施策全４２件ござい

ますけれども、それぞれの内容、それから評価等が盛り込まれております。私ども評

価委員会の意見等につきましては、５６ページをご覧いただきたいと思います。５６

ページから５８ページまでにわたって先ほど言いました４２件の施策につきまして、

大きく７つのカテゴリーに分けて報告書をまとめさせていただきました。今回、キー

ワードを拾いながら簡略にご説明を申し上げるという次第でいかせていただきたい

と思います。まず、５６ページの最初、「全般に関する意見」のところです。こちら

では、評価全体の枠組み、それから基準についての意見です。昨年度の教育事務点検

評価委員会からの意見にかかわりまして、「事業開始年度」「事業費」「今後の対応」
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の項目を追加していただきたいということを、私ども委員会では提言しておりまして、

それを受けて今回新しい形の評価の基準・枠組みというものを作っていただきました。

それから専門用語に注釈を加えるということも新たな試みとして、していただきまし

た。これにつきましては、前後して恐縮なんですけれども、具体的には５４ページ、

５５ページに「教育キーワード」というのがございまして、このあたりのところでも、

専門家でないと馴染みがないような用語につきまして、ご説明いただくというような

市民に分かりやすく工夫された評価になったという点は、高く評価できるというふう

に、私ども委員会では検討いたしました。それから、おおむね全般にわたりまして、

それぞれに対してなされました、自己評価については評価判断基準に沿って、適正に

評価がなされているという結論にいたりました。これが１つ目、自己評価の適正化・

枠組みに関することです。２つ目に関わります、「評価判断の見直し」ということで

す。これも同じく昨年度の評価において、４段階評価であったわけですけれども、そ

れを５段階にしてはどうでしょうかということを提言させていただきました。それを

受けて今回の評価では、５段階評価にしていただいたわけです。５段階評価にしては

どうでしょうかという見直しを提言した意図は、おおむねＢ評価、Ｃ評価の中間あた

りに評価が集中しがちであったんですけれども、それをよりばらすために選択肢を増

やすという意図で全員の意見として提言させていただきました。ただそれを受けても、

今回の評価においても、やはり実態として、Ｂ評価、Ｃ評価に集中しがちであり、逆

に言いますと、Ｄ評価、Ｅ評価がなかったという結果でございます。これはもちろん、

全体として結果的には良いことではあるわけですけれども、ただ、評価が形式化され

ているのではないかという危惧がありますので、今後は、より分かりやすい評価をし

た方が良いのではないかという意見が委員の中でまとまったわけです。これは、最初

のカテゴリー全般に対する意見です。以下、順にカテゴリーごとにご説明を申し上げ

ます。２つ目「確かな学力、豊かな人間性、健康・体力・自立心を育む学校教育を推

進する」のところです。これは、施策ＮＯ１とＮＯ２がそれぞれ該当いたします。ま

ず、施策ＮＯ１ですが、「田川市ぐるみ・学校ぐるみで確かな学力を育成する」につ

いて関わるところです。キーワードの中にも出てきましたけれども、田川市では隂山

メソッド等の新たな取組を実施することで、実際に学力向上に一定の成果を生み出し

ているという事がございます。その点については、委員会としても高く評価したいと
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いう意見になりました。一方で今後は、１人１人の背景というものを深く鑑みた上で

実態に即したきめ細やかな取組が更に必要であろうという意見に達しました。次にま

いります。ＮＯ２ですが、「学力向上を中心に教員の指導力のさらなる向上を図る」

ということです。これは後程にも出てきますけれども、ＩＣＴ機器の導入含めて教育

委員会の協力体制のもと、様々な新しい施策というものに取り組まれています。その

点については高く評価されますし、個々の教師の指導力を高めることでも、そういう

条件整備というのは非常に重要であろうと思われます。ただ一方で、例えば評価項目

の中に目標数値に教職員の研修会の参加率が掲げられているわけでございます。ただ、

それは重要なことではあるわけですけれども、参加することそのものが目的化されて

いるように理解されてしまいますので、真に教師の指導力・授業力を高めるための有

効な目標の設定について、制度設計から見直す必要があるのではないかということで

す。次にまいります。「安心・安全かつ気持ちよく学べる教育環境の設備充実を図る」

です。同じく、ＮＯ１１「安全・安心な給食を提供するとともに食育の推進を図る」

に関わる部分です。これは、委員の中でも非常に高い評価が出たところでありまして、

ご存知のとおり、田川市ではランチボックスによる完全給食が開始されております。

食育の推進の観点から委員会としても高く評価したいという意見になりました。一方

で、ランチボックスについては、様々な観点から今なお不安を抱いている保護者がい

るということがあります。色々改善点も、もちろんあるんですけれども、今後も特に

保護者を対象とした試食会を実施する等、きめ細やかな対応をしていただいた上で意

見を丁寧にくみ取っていただきたいという意見が出てまいりました。続きまして同じ

カテゴリーですが、ＮＯ１５「学校施設を維持管理し、児童・生徒が安心して学べる

環境の整備及び充実を図る」についてです。これは、委員会が開催途中の当時だった

んですけれども、ちょうど西日本豪雨災害が起こりまして、その事と兼ね合いの中で

もさらに強調された事ではあったんですけれども、その際にその日においても、田川

市でも多くの住民が各学校の屋内運動場に避難したという実態がございました。各校

区に設定されている避難場所の選定をはじめとして、より適切な避難場所の運営が必

要ではないのでしょうかという意見が委員の中から出てきました。合わせてですけれ

ども、既にお聞き及びかもしれませんが、一部の学校ではシロアリの食害被害等が発

生しておりまして、財源を含めて様々な厳しい環境にあるとは理解できるんですけれ
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ども、その上で児童生徒の安全・安心を確保した学校生活が維持できるように営繕等

に努めていただきたいという意見が出てまいりました。次にまいります。「特色ある

教育や魅力ある学校づくりに取り組み、『田川ならではの教育』を推進する」という

ことです。ここのところで、先ほど出てまいりました、電子黒板をはじめとするＩＣ

Ｔ機器の全校、全学級の導入が関わります。これにつきましては、全国的に見ても先

行的な取組として高く評価できるという意見になりました。一方で、教職員が実際に

ＩＣＴ機器を活用する場合において格差があってはならない。ＩＣＴ機器を十分に効

率的に運用するということで、そういった趣旨の教員向けの研修会をより充実させて

いくことが、今後、さらに重要な案件になっていくのではないかということが意見と

してまとまりました。次にまいります。「社会全体で子どもたちを守り、健やかに育

む環境をつくる」のところです。施策ＮＯ３０になります「地域社会が連動した青少

年健全育成体制の充実を図る」の部分です。ご存知のとおり、現行におきましても青

色パトカー等で防犯パトロール等を常時行っていて、巡回が行われております。今後、

通学路重点箇所における、声かけ等の取組が必要になってくるという意見が出てまい

りました。さらに、発生状況等具体的なことに鑑みながら、情報を広くかつ迅速に共

有するような仕組みづくりが必要であろうというような意見が出てまいりました。合

わせてですけれども、下の２つのダイアモンド印のところに関わりまして、例えばコ

ミュニティバスの運用のあり方、それから各地域における子ども会への参加率のこと、

この点についても、今後、具体的な取組として必要なのではないかという意見が出て

まいりました。５８ページにまいります。「幅広い地域間交流を進める」施策ＮＯ４

０「国際交流を推進する」についてというところです。ユネスコ世界記憶遺産「山本

作兵衛コレクション」をはじめとして、今後、田川市の炭坑文化を発信するというも

のが必要になってくると思いますし、台湾との国際交流事業が実際に推進されている

ことは高く評価できます。一方で、炭坑時代のさまざまな遺構というものが、何ら顧

みられることなく、消し去られているというそういう現状もございます。今後は、田

川市の活性化を図るうえでも、そうした炭坑遺構の保存・活用というものをより積極

的に図っていただきたいということ。これが委員の意見として出てまいりました。最

後になります。「歴史を受け継ぐ文化遺産を保護・活用する」ということで、先ほど

のＮＯ４０とかなり類似したところでありますけれども、順に見てまいります。施策
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ＮＯ４１「石炭・歴史博物館の整備充実を図る」ということです。平成２９年度に石

炭・歴史博物館がリニューアルオープンいたしましたけれども、来館者数は減少して

おります。要因をしっかりと分析したうえで、今後は来館者に親しまれるような分か

りやすく印象に残るガイドができる人材を数多く育成していただきたいという意見

が出てまいりました。施策ＮＯ４２「文化財の保護と活用に取り組む」というところ

です。この点は、昨年度も出てきた用語なんですけれども、伊加利人形芝居という具

体的な特定の名前が出てまいりまして、ご存知かと思いますが、県下で３つしかない

人形浄瑠璃の１つで非常に貴重な民俗文化財であります。しかし、継承者不足という

ことがありましてこの点に鑑みて、今後は継承者の育成について努めていただきたい

という意見が出てまいりました。それから、行政の分掌の問題として、文化生涯学習

課文化係の博物館事業と文化財の保護事業が混在しているという意見が出てまいり

まして、この点についても利用者の観点からしても、今後は、より改善が必要なので

はないかという意見が出てまいりました。以上、軽重それから様々な分野にわたりま

して、かなり急ぎ足でご説明してまいりましたけれども、田川市教育事務点検評価委

員会におきましては、おおむね適正に事務は行われているという意見に達しましたけ

れども、個別案件といたしましては、やはり今後、より充実あるいは改善をしていた

だきたいという事が出てまいりましたので、今日ご報告申し上げますので、今後の教

育委員会での議論のご参考にしていただければというふうに思います。以上、かなり

早口になりまして申し訳ございませんでした。ご報告申し上げます。 

○教育長 ありがとうございました。今、昨年度の取組について昨年度から改善された

面やまた個別にみて課題があるのではないかという点等を指摘していただきました

けれど、何か、ご質問、ご意見等ございませんか。 

○毛利委員 何点かあるんですが、その中の１点で例えば１３ページの教育研究所の委

嘱研究についてですが、今、委嘱研究員は、ほとんどが教員２年目、昨年度採用にな

った先生方が２年目に委嘱研究に入るというような形になっていると思うんですが、

そこは間違いないですか。 

○教育研究所長 そのとおりです。 

○毛利委員 そのことに対して私は否定しているわけではありませんが、以前は教員２

年目の人たちも含めて色んな人が委嘱研究員を希望して出てきていました。教員経験
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７、８年や１０年目になった人たちも委嘱研究に出てきて、当時は予算もありました

から、教育大の先生それから県立大の先生が１か月に何回か来てくださって指導にあ

たっていました。今はそうでもないんですが、田川市や筑豊教育事務所なりに、指導

主事が何人もおりますから。だから今はもうその人たちは主幹教員になっている。私

は、教員２年目だけでなく経験数の長い人たちでも委嘱研究員になるような方法を、

もう少し構築してもらいたいと思っています。 

○教育研究所長 委嘱研究が教員２年目の先生が対象になったのは、５、６年前くらい

からで、今では定着してきているようです。その頃の所長に話を聞いてみると、理由

は、新しい、若い先生たちが年々増えてくる状況があったということです。それから、

先々そういう若手がどんどん増えていくということ。そして、委嘱研究を広く募集し

た時に校長会等の方から推薦をもらって募集するわけですけども、委嘱研究員がなか

なか集まらないということがあったということです。そしてもう１つは、そういう若

手がどんどん増えていく中で、若手を本格的に鍛える場や時期がないということです。

教員になっても１回もそういった教育実践論文を書かないで教員を終えるという人

たちがいるという実態も考えていったときに、学校のミドルリーダーを育成したり、

誰でも教務主任等または研究主任等になれる力を育てたりするという観点からも、や

はり全員に田川市の先生はそういう研究の仕方を経験してもらおうという狙いがあ

って、今は教員２年目というように決めたようにあります。本来は、もっと経験年数

を積んだ教員５年目を対象にするという形とかを取り入れれば良いんでしょうけれ

ども、これは基本研修の中に経験５年研修とかそういうのが位置づいているのでそこ

でまた、しわ寄せをかけるのは難しいということで、現在では、教員２年目に委嘱研

究、それから４年目に教育実践研究の研修の方に参加していただいて、教育実践研究

論文を経験してもらい、教育研究の推進役ができるよう力量を高めてもらうという取

組をやっているところです。 

○毛利委員 委嘱研究をして、まとめて論文を提出しますよね。だから、ほとんどが教

員２年目の人たちが提出してるという形になっているから、この人に論文を提出させ

たいとかこの人を育てたいとか、そういう人たちに対しては、ピックアップなりして

委嘱研究でまとめないかと、それができなければ、県の教育論文には極力提出しなさ

いと、そういうところまで誘導してほしいと思います。 
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○教育研究所長 その辺のところはまた、来年度考えていきたいと思います。 

○教育長 では、現場の状況をしっかり見て、中堅と若手それぞれが育っていくような

働きかけを一緒にお願いしますね。 

○毛利委員 今年のセンターへの研修参加者は０名ですよね。それから附属の小学校に

１名、附属の中学校には０名ですよね。結局研修に行くのは全体から１名なんですよ

ね。そこのところも、もう１、２名入れなかったのかと思いまして。もう１点は、先

日、飯塚の教員の先生と話していたら嘉穂中学の先生は、県立嘉穂中学でありながら、

ほとんどが飯塚から入っていると聞いています。田川市から入っているというのは私

も聞いたことがないんです。そういうことを聞いたら、田川市からも何名か入っても

いいのではないかと思うんですよね。飯塚ばかりで構成するよりも、やっぱり色んな

ところから入った方が良いのではないかと思います。私はどういう形で入れるかはよ

く分かりませんけれども、そういうところも気になる１つなんです。 

○教育長 大学の附属小中学校やの県の教育センターだけでなく、田川市は指導主事と

して筑豊教育事務所等に、かなりの人数の教員を派遣しています。そういったところ

で鍛えてもらって、また教育現場に戻りリーダーとして実践してもらうため、期待で

きる人材をどんどん外に出しています。ぜひ来年度は、福岡県教育センターにも最低

１名以上の教員を派遣したいと思います。 

  他に何か、ご質問、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３ 議案第２１号「平成２９年度教育に関

する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書について」は、原案のとおり可

決いたします。藤澤先生はじめ評価委員の方々に本当にご苦労をかけましたが、本当

にありがたく思っております。ありがとうございました。 

では、次に移ります。日程第４ 議案第２２号「平成３１年度小学校教科用図書の

採択結果について」及び日程第５ 議案第２３号「平成３１年度中学校教科用図書（道

徳）の採択結果について」は、平成３０年８月３１日まで情報開示を行わない取扱い

となっております。したがいまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１

４条第７項及び田川市教育委員会会議規則第１２条の規定により、非公開としたいと



 

13 

 

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、日程第４及び日程第５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、通常のとおり公開といたします。日程第６ 報告第１３

号「指定管理者の指定について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課企画官 日程第６ 報告第１３号「指定管理者の指定について」ご報

告いたします。本件は、田川文化センター及び田川青少年文化ホールの指定管理者の

指定について、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得て議会に上程する必要がありましたが、教育委員会を招集

する時間がなく、同規則第３条の規定により教育長が臨時に代理したため、第４条第

２号の規定により教育委員会に報告するものでございます。１ページをお願いいたし

ます。「１ 概要」です。田川文化センター及び田川青少年文化ホールの指定管理者

である株式会社ケイミックスが、会社法第７６２条第１項の規定に基づく会社分割に

より、新会社「株式会社ケイミックスパブリックビジネス」へ権利義務の全部を承継

することに伴いまして、議会の議決を得て、平成３０年７月１０日から承継会社を新

たに同施設の指定管理者として指定いたしました。教育委員会を招集する時間がなく、

田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第３条の規定により教育長が臨時に代

理をいたしましたので、同規則第４条第２号の規定により教育委員会に報告するもの

です。「２ 管理を行わせる公の施設」は、「田川文化センター及び田川青少年文化ホ

ール」で、住所は「田川市平松町３番３６号」です。「３ 前指定管理者」は、住所

が「東京都港区虎ノ門２丁目２番５号」、会社名は「株式会社ケイミックス」で、代

表者は「代表取締役 橋本鉄司」でした。「４ 指定管理者となった団体」は、住所

が「東京都港区虎ノ門２丁目２番５号」、会社名は「株式会社ケイミックスパブリッ

クビジネス」で、代表者は「代表取締役 橋本鉄司」です。「５ 指定期間」は、株

式会社ケイミックスの残期間で、「平成３０年７月１０日から平成３３年３月３１日

まで」となっております。「６ その他」といたしまして、「⑴ 同施設の前指定管理
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者である株式会社ケイミックスは、承継会社を新たに指定管理者として指定した時に

指定を取消した。」また、「⑵ 株式会社ケイミックスが行っていた指定管理事業を承

継して実施するため、今後の指定管理委託料及び施設運営体制等の変更はない。」と

いうことです。以上でございます。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

指定管理者の実態について変化はないということですので、次に移ります。日程第

７ 事務報告「ランチボックス給食のアンケート結果について」を議題とします。事

務局に説明を求めます。 

○学校教育課長 それでは、日程第７「ランチボックス給食のアンケート結果について」

概要をご説明いたします。１ページをお願いいたします。中学校給食に関する意見や

要望を把握し、よりよい給食の提供を目指すため、開始から２年目となったランチボ

ックスに関するアンケートを実施いたしました。アンケート実施人数は、１，０１６

人です。２ページをお願いいたします。昨年の１学期と比べてよくなった点につきま

しては、中段をご覧ください。わかめごはん、ゆかりごはん、味ごはん、ふりかけ等、

ごはんだけでも食が進む献立やデザートが好評です。また、３割の生徒が美味しくな

ったと回答する等、献立等検討委員会で生徒の意見を聞き、随時改善していることが、

今回のアンケートの回答結果に反映されています。３～４ページは、ごはんについて

のアンケート結果です。グラフの青い部分が今回、オレンジが昨年１２月のデータに

なります。ごはんについては、平成２９年５月に実施した第１回目アンケート結果を

受け、味ごはんやパンを出すことでバリエーションを増やし、ふりかけや海苔を付け

る等の改善を図ったことにより、平成２９年１２月に実施した第２回アンケートでは、

女子の残す割合が減りました。さらに今回、残すことが多いと回答した生徒が、男女

ともに６～７％程度減少しております。次に、５～６ページがおかずについてのアン

ケート結果です。おかずについては、冷たいおかずを残す生徒が多いことが課題では

ありますが、昨年度から食育授業を実施し、バランスよく食事を摂取することの大切

さを指導した結果、残すことが多いと回答した生徒は減少しております。新入生につ

いても、順次食育授業を実施しております。次に８ページです。８ページは教職員の

アンケート結果です。３の「給食指導時に困ったことがありますか。」の内容では、「カ

レーやシチュー等の汁物が容器からこぼれている場合は配膳に時間がかかる。残さず
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食べるように指導しているが、ごはんの量等の調整ができないので、難しい面がある。」

といったご意見をいただいております。９～１０ページが今回のアンケートと食育授

業、試食会での意見をまとめたものになっています。平成３０年５月に実施したラン

チボックスアンケートでは、１年生は、「小学校の給食がよかった、配膳の容器が重

い。」等です。２年生、３年生は、「献立の充実に関すること、１年前よりおいしくな

った、食べる時間が短い。」等がありました。１年生から３年生までの共通意見では、

「味に関すること、配膳ボックス（発泡スチロール）の臭いが気になる。」等の意見

がありました。次に、栄養教諭による食育授業を平成３０年３月～７月に実施してお

りますが、その際のアンケートでは、⑴の授業を聞いて感じたことでは、「ランチボ

ックス給食を手作りでつくっていると聞いて残してはいけないと思った。つくってく

れた人にも感謝して食べたい。食べたくても食べられない人がいるのに僕たちがお粗

末に扱ってはいけないと思った。」等がありました。⑵のこれからの食生活について

考えたこと、実行したいことでは、「好きなものだけではなく、嫌いなものも積極的

に食べたいと思った。作ってくれる人、運んでくれる人に感謝して食べたいと思った。

好きな物ばかりではなくて、嫌いなものも食べないと栄養バランスが悪くなると思っ

たので、少しずつ食べていけるようにしたいと思った。」等がありました。さらに、

保護者対象のランチボックス試食会では、「全く問題ない」というご意見もいただき

ましたが、「ごはんに容器の臭いが少し気になった。魚の臭いが、他のおかずに移る

ような気がした。おかずの量が、もう少し増えるといいかなと思った。」等のご意見

をいただきました。以上で説明をおわります。よろしくお願いいたします。  

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

○毛利委員 小学校では、よく残菜調査をしますよね。それが中学校は箱の中に入って

いるから、なかなか調査しにくいんでしょうね。 

○学校教育課長 調査につきましては、毎日行っております。今、おっしゃられたよう

に容器がありますので非常にやりにくい面はありますが、この残菜調査をすることに

よって、よりよいランチボックス給食にしていくことになりますので、続けて行って

いるところです。 

○教育長 今は、抽出ではなく全校調査をしているのですか。 

○学校教育課長 はい。 



 

16 

 

○教育長 次に移ります。日程第８ 事務報告「田川市新中学校創設基本計画（案）に

関する住民アンケートの実施について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 日程第８ 事務報告「田川市新中学校創設基本計画（案）に関する住民ア

ンケートの実施について」ご説明させていただきます。１ページをご覧ください。ま

ず、「１ 主旨」でございます。昨年９月に作成した「田川市新中学校創設基本計画

（案）」について、その周知並びに理解を図るため、市民や児童・生徒の保護者に対

し、説明会や意見交換会を実施してまいりました。今後、基本計画を策定するために

は、市民や保護者から基本計画（案）に関して、一定の理解を得られたと判断する必

要がございます。このことから、基本計画（案）に関し、住民理解を図る方法といた

しまして、市民並びに保護者を対象としたアンケートを実施することとしております。

なお、アンケートの実施に関しましては、新中学校の創設に関し最も理解を得る必要

がある保護者に加え、市民を対象にアンケートを実施することとしております。続き

まして、「２ アンケートの概要」についてでございます。⑴の目的につきましては、

「田川市新中学校創設基本計画」の策定にあたり、新中学校の設置位置等について問

い、市民から中学校創設及び基本計画（案）に対する理解度を判断するものでござい

ます。続きまして、⑵のアンケートの対象です。まず、先ほど説明いたしましたとお

り「市民」、続きまして「市立小中学校に通学する児童・生徒の全保護者」、最後にそ

れ以外の「未就学児のいる全保護者」に対して行うものとしております。⑶の配布数

及 び 回 答 数 の 見 込 み で ご ざ い ま す 。 ま ず 市 民 に つ き ま し て は 、 一 般 市 民 を 

 ２，０００名無作為抽出いたしました。想定回収率は、前回当室が実施しております、

第１回住民アンケートの回収率を当てはめまして、２０．１％。回収数といたしまし

て、４０２枚を見込んでおります。この見込み数は、統計上必要とされる信頼レベル

９５％を確保するために逆算いたしまして、２０００件を無作為抽出したものでござ

います。続きまして、保護者でございます。小中学校の保護者につきましては、小学

校中学校に兄弟姉妹がいる場合につきましても、１世帯１枚という形でカウントして

おります。そのため、配布数といたしまして、２，４５２枚。想定回収率は、 

４２，１％でこちらの方も前回の回収率を見込みとしております。回収数といたしま

して、１，０３２枚を見込んでおります。未就学児の保護者につきましては、市内の

幼稚園・保育園以外にも通っている可能性がございますので、一般住民と同様に郵送
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で行いたいと思っております。対象者数は１，０８５名、想定回収率につきましては

２１，７％を想定しております。また回収数といたしましては、２３５枚を見込んで

いるところでございます。合計で保護者につきましては、３，５３７枚の配布を予定

しており、回収枚数は１，２６７枚を見込んでいるところでございます。２ページを

ご覧ください。⑷のアンケートの実施期間につきましては、始業式が開始となります、

平成３０年９月３日から１４日までの実質、１２日間を見込んでおります。アンケー

トの結果報告につきましては、１２月定例教育委員会において報告をさせていただき

たいと思っております。続きまして、参考で下段の「アンケート配布内訳」にそれぞ

れの「小・中学校の保護者」を、また、「未就学児の保護者」については、こちらは

学齢の年齢で記載をさせてもらっていますので、０歳児の世帯が３７世帯というよう

な少ないものとなっております。合計で、１，０８５世帯です。「市民」につきまし

ては、２，０００世帯をランダムで無作為抽出しておりますが、結果的に一定程度各

校区の人口比に応じたものになっております。続きまして、「アンケート実施スケジ

ュール」についてでございますが、先ほども申し上げましたけども、アンケート実施

の４番目「アンケートの実施承認」とありますが、本日、教育委員会に事務報告させ

ていただいております。今後、８月１６日の総務文教委員会にご報告させていただき

まして、５番目のアンケート実施が先ほど申しましたとおり、９月３日から１４日ま

での２週間程度の見込みになります。この後、約２か月間を見込んでアンケートの集

計及び報告書を作成し、１２月の定例教育委員会及び議会にご報告をさせていただき、

その後、最終的にはホームページに公表したいと思っております。次のページをお願

いします。新中学校創設基本計画（案）の簡易版でございます。こちらは、今回のア

ンケートとともにアンケートの対象者に配布させていただこうと思っている資料で

ございます。基本計画（案）等につきましては、全くご存知ない一般市民の方等いら

っしゃいますので、簡単にＡ４版表裏に記載をしております。前ページに、現在ある

７つの中学校を一旦、全て廃止し、新たに仮称の東中学校・西中学校を設置するとい

うものです。また、下段に西中学校・東中学校の構成小学校及び学校位置、見込まれ

る各学校の学年ごとの生徒数及び学級数を記載しているところでございます。裏面に、

ハード面・ソフト面の現在、教育委員会が考えている新しい学校の施設、教育内容等

を記載させていただいているところでございます。続きまして、資料３は、一般住民
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用のアンケートでございます。前面に説明文等を記載しておりますが、なかなか読ん

でいただけないということも考えまして、今、説明させていただきました資料を添付

するようにしております。２ページをご覧ください。実際のアンケートの内容でござ

います。問１から問３までにつきましては、基本事項を聞くこととしております。問

４につきましては、基本計画の理解度、問５につきましては地域との関係性、問６に

つきましては、新中学校のハード面・ソフト面の期待する優先度の質問です。４ペー

ジをご覧ください。問７です。こちらに、現在の伊田中学校及び後藤寺中学校の敷地

に新中学校を創設するにあたり、学校位置について賛成か反対かを聞くこととしてお

ります。また、問８では賛成の理由を、問９では反対の理由を聞くこととしておりま

す。続きまして、資料４は、保護者用アンケートでございます。基本的には一般住民

用と同じ内容にしておりますが、保護者用に関しましては問５で、生徒数の増加によ

る期待感と不安感を聞くこととしております。また、問６ではそれぞれの保護者の皆

様にその期待感、不安感の割合を聞いて、今後の対応を図っていくようにしていると

ころでございます。以上、簡単ではございますが住民アンケートの実施についてご報

告させていただきます。 

○教育長 住民アンケートについての説明に対して、何か、ご質問、ご意見ございませ

んか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第９ 事務報告「田川市オリンピック・パ

ラリンピック関連事業について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第９ 文化生涯学習課事務報告をさせていただきます。「田

川市オリンピック・パラリンピック関連事業について」でございます。本件は、９月

補正予算と債務負担行為を先ほど説明させていただきましたが、その予算の根拠とな

るものとして説明させていただくものでございます。１ページをご覧いただきたいと

思います。田川市には田川市オリンピック・パラリンピック関連事業庁内推進委員会

を設けております。これの中に今年度、専門部会を５部会設けております。カッコ書

きで宿泊施設整備専門部会と書いておりますが、この専門部会を私ども教育部で仰せ

つかっているところでございます。部会構成といたしましては、総括部長として教育

部長、主担当部署として私ども文化生涯学習課、整備に関する関係部署として建築

住宅課、土木課、地域福祉課、総合政策課となっております。「１ 目的」について
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ですが、各種スポーツ施設が集まる中央公園エリア内にスポーツ合宿所を整備し、東

京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプとして活用することがあります。そ

れから先ほども話に出ていましたが、事前キャンプ終了後は、スポーツ・社会教育施

設としてさまざまな活用を図るという目的を持っております。「２ 設備の概要」で

すが、１点目に宿泊施設については、トレーラーハウスといたしまして、１５台を配

置する。２点目が配置場所については、田川市総合体育館内の駐車場敷地、保健セン

ター側を活用する。３点目がドイツ車いすフェンシング合宿に伴う競技用具を購入す

る。それが先ほどの予算要求のものです。それから４点目の駐車場整備工事等につい

ては、トレーラーハウスを配置することから、歩道、スロープ及び給排水等の改修工

事が必要となり、バリアフリー改修も含めて全面的な改修をするということを予定し

ております。それから、５点目が宿泊施設整備に伴い夜間管理宿直室が必要になりま

すので、総合体育館の事務室を一部改修するという取組の内容となっております。「３

スケジュール」ですが、そこに示しておりますように、平成３０年度の表、下が平成

３１年度の表ですがトレーラーハウス関連については、平成３０年３１年に引き継が

れております。予算を今年度に挙げた理由は、ここにあります平成３０年度の１１月

に入札の契約をして、その後、試作車の制作期間に１月から５月までかかり、その検

証をした後、本制作に８月から６か月間かかって、再来年の１月までかかるというこ

とがありますので、今回、債務負担行為を設定して支払いは来年度ですので、本要求

は来年の当初予算というようなスケジュールになっております。平成３０年度その他

のところで、１１月にピスト購入とありますが、これが車いすフェンシングの競技用

のベースの機械でございます。その後ドイツが京都で開催される世界大会に出場する

ため、田川市を訪れますが、その前段として１２月に田川市にキャンプを設けるため、

これに合わせるように購入するという趣旨でございます。平成３１年度につきまして

は、申し上げましたとおり、駐車場の改修工事が５月から９月まで、管理宿直室の改

修が設計から始まりまして工事完了が１月過ぎまでというようなスケジュールであ

ります。参考に書いておりますが、オリンピックは、平成３２年７月、パラリンピッ

クついては、平成３２年の８月の予定となっております。「４ 宿泊施設整備関連」

の中身ですが、低床型トレーラーハウスでありまして、低床型というのは多少高さが

低いということですが、車いす等の進入路を設けるのに、ある程度低い方が利用しや
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すいという事で、低床型を採用することにしています。これを１５台整備で１台につ

き１名利用で、車いすフェンシングのドイツのチームについては概算でお知らせをい

ただいています。選手については７名以内、監督、コーチについては５名程度、介助

等に必要なスタッフが３名程度ということで１５名ですので、１台につき１名利用と

いうことで１５台を計画しております。それからキャンプ終了後のトレーラーハウス

の利用法についてですが、１人部屋を改造して２人部屋を７台、４人部屋を８台作る

か、もしくは３人部屋を１５台作るということで複数の人が宿泊できる部屋にするこ

とを検討することとしております。申し上げましたとおり、１台あたりの金額かける

１５台で８千６８８万６千円を計上させていただいております。その他附帯経費とし

て、クーラー等は別計上で空調費、それから車両ですので重量税、それからこれを制

作するにあたりまして調整費の旅費等がありますが、これらを含めて一括で来年の当

初予算で要求する予定にしております。それから何度も申し上げました「５ 車いす

フェンシング競技用具購入」につきましては、車いす固定ピスト他が１４７万９千６

００円の見積もりに基づきまして、１４８万円の予算を計上しております。「６関連

工事等」といたしまして、総合体育館内駐車場内の改修工事に相当な金額がかかりま

すが、これを別途、平成３１年度に計上しています。それから、合宿所整備に伴う管

理宿直室改修工事についても、平成３１年度に計上いたします。３ページをご覧いた

だきたいと思いますが、今、申し上げました予算の概要の説明がこの枠の中に入って

おります。トレーラーハウスの購入関連は、債務負担行為が本体購入費８千６８８万

６千円、予算計上といたしましては、来年当初で９千万円の予定としております。そ

れから車いすフェンシングついては、今回の９月補正予算で１４８万円でございます。

図面を添付しておりますが、債務負担行為でこういった形のトレーラーハウスを１５

台購入することを予定しております。この図面の中には２人用の図面が入っておりま

すが、実際はオリンピック誘致の際は１人用の部屋にするということで計画しており

ます。それから下が車いすフェンシング競技用具として車いす固定ピストを１セット、

ピストというのが写真にあるように２人がつながっている状態で固定されています

が、この器具をピストといいます。その他、電光掲示板等が奥の方に見えております

が、それは健常者用フェンシングのものと変わらないものという認識ですが、そうい

ったものの一式を含めて、１４８万円を計上させていただいている次第です。簡単で
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すが、報告させていただきます。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

○毛利委員  この前の日曜日に行われたパラスポーツ体験イベントに行ってみたんで

すけど、体育館が今までに比べるとこんなに涼しくなるのかと、過ごしやすいなと思

いました。ただ、２階へ行くエレベーターは設置するんですよね。 

○文化生涯学習課長 今年度は、昨年度整備しました冷暖房と室内のバリアフリー工事

をして、その結果、まだ残事業として残っている分を行っております。今、おっしゃ

られたエレベーターの設置工事と玄関前の駐車場の工事を今年度中に実施する予定

にしております。 

○教育長 この図面でいったら、パラリンピック等終了後は、ここにベッドを後２つ入

れて４人部屋にするというふうに考えていいんですか。 

○文化生涯学習課長 今、申し上げましたように、最初は単独のシングルベッド１つで

スタートして、それが１５台になります。そこで先ほど言ったように、２人部屋を７ 

台にするというのがベッド１５台を寄せ集めてこの図面のとおり１４台を使って２

人部屋を作るのか、もしくは３人部屋を１５台というのは、今１人部屋になっている

ところに２段ベッドを追加して３人部屋にするということで整備するか、どちらかが

１番無駄にならないものになるだろうということで考えております。 

○教育長 トイレや洗面所等の位置はこのままの位置で変わらないということですよ

ね。 

○文化生涯学習課長 シャワーとトイレの位置はこのままです。 

○毛利委員 この中に食堂がないようですが、食事はどうするんですか。 

○文化生涯学習課長  車いすフェンシングのチームとオリンピックもしくはパラリン

ピックのチームが来たときは、保健センターの中に調理室と大きな部屋があります。

そこを利用して食事の提供という事を考えております。その後の事後活用については、

食事の提供はしません。当初、クラブハウス等の設置も考えておりましたが、大変な

経費も掛かるという事で管理人室をここに挙げている工事で作りまして、食事につい

ては一般のコンビニや飲食店を利用していただくことになります。あくまでも宿泊専

用ということで考えております。 

○教育長 他に、何か、ご質問、ご意見ありませんか。 



 

22 

 

  次に移ります。日程１０ 事務報告「田川文化エリア（田川市立図書館及び田川市

美術館）の指定管理者について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課企画官 日程第１０ 事務報告 「田川文化エリア（田川市立図書館 

 及び田川市美術館）の指定管理者について」ご説明いたします。１ページをお願いい  

たします。「１ これまでの経過」です。指定管理者制度につきましては、「市民サー

ビスの向上」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。田川市におきましても、平成１７年８月に「公

の施設の指定管理者制度に関する方針」を策定し、同年９月に「田川市公の施設の指

定管理者の指定の手続等に関する条例」を制定いたしました。このことにより、文化

生涯学習課で所管しております田川文化エリアについて、平成２７年１０月１日から

平成３１年３月３１日までの３年６か月を「タガワ・ビブリオ＆アートアソシエーシ

ョン」が指定管理を行ってきました。「２ 指定管理者制度導入に関する検証」でご

ざいます。田川文化エリアにつきましては、本年度末で現行の指定管理期間が終了す

ることから、「市民サービスの向上」と「導入効果（人件費の削減）」の観点から検証

を行い、次回募集に向けた取組み及び課題を検討いたしました。「⑴ 市民サービス

の向上」の「ア 施設運営等の実施状況」でございます。（ア）の表にありますよう

に、市直営時と比べまして図書館の開館時間が延長され、休館日の減、専任の図書館

長や図書館司書、美術館学芸員の安定的配置も行われ、（ウ）の表にありますように、

美術館企画展事業の実施数や図書館でのイベント実施数も増加しております。次に、

「イ 利用者数の状況」ですが、図書館ではサービスの向上から市直営時と比べて各

年度とも利用者数は増となっています。美術館におきましても、学芸員の配置や「ト

ーマス展」、「手塚治虫展」等民間の柔軟な発想や取組から計画された企画展によりま

して、小中学生の入館者は市直営時と比べて各年度とも増となっています。「ウ 施

設の管理状況」につきましても、文化エリア敷地内のインターロッキングの洗浄や喫

煙コーナーの整備、低木の剪定等自主的に環境美化や維持管理にも努めています。「エ 

利用者の声の反映」では、アンケートでも満足しているという意見が多くありますが、

図書館に対して、「イベントに工夫が欲しい」、「読みたい本が書架に無い」等の意見

もありました。美術館では「紙の展示スケジュールに企画展以外の貸館行事も掲載し

て欲しい」という要望や、「個展の開催時に生花を飾らせないのはなぜか」という意
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見がありました。これに対しまして、改善すべきことは対応し、すぐに対応できない

ことは、貸出カウンターや事務室で丁寧に説明をする。またできないことは、ホーム

ページに対応できない理由をはじめから掲載する等して理解を求めています。「⑵ 

導入効果（人件費の削減）」でございます。表にある網掛けのとおり、平成 

 ２７年度は２千８６９万６千円、２８年度は６千１０３万３千円、２９年度が５千 

８９０万円となり、あわせて１億４千８６２万９千円の効果額となります。この数字

は、指定管理者による運営状態のまま、市直営に戻した場合の人件費との差により計

算したものでございます。「３ 検証結果に基づく課題」です。指定管理者制度の導

入によりまして、サービスの向上は図られております。今後さらなる市民サービスの

向上を図るため、関係団体との協力連携や市民ニーズの把握に努めます。また、市民

サービスの向上のためには、図書館司書や美術館学芸員等の経験や知識等の蓄積が重

要であり、図書館、美術館のイベント等が一定期間計画的に運営されることが肝要と

考えられることから、近隣他市の状況からも指定期間を５年間とすることが望まれま

す。「４ 次回公募に向けた基本方針」です。次期募集につきましては、検証の結果

と課題及び問題点を踏まえ、基本方針を次のとおりまとめました。⑴ 該当施設、図

書館及び美術館を一括、⑵ 募集方法は公募、⑶ 指定期間は５年間、⑷ 利用料金

制度は美術館で適用、⑸ 提案を求める主な内容として、田川市立図書館条例及び田

川市美術館条例の規定に基づく、図書館及び美術館の管理運営を行うとともに、市民

サービスの向上に資する事業の企画及び実施事業の充実として、「ア 利用者のニー

ズを把握し、サービスの向上を図るための提案」、「イ 関係団体と連携、協働し、サ

ービスの向上を図るための提案」としました。「５ 今後のスケジュール（予定）」で

ございます。平成３１年４月１日の次回指定管理者による管理開始まで、⑴～⑺まで

記載のとおりとなっています。説明は以上でございます。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第９ 諸般の報告「８月の行事予定につい

て」を議題とします。 

（各課長が教育長及び各課の行事について説明） 

  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月定例会の日程案につきましては、次回９月５日、水曜
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日、１４時３０分でいかがでしょうか。 

○教育長 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、

水曜日、１４時３０分に決定いたします。 

  他に、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３０年第９回田川市教育委員会８月定

例会を閉会いたします。 

（閉会１６時１０分） 

 


