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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１４回田川市教育委員会９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１３１３１３１３回回回回田川田川田川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８８８８月定例会会議録の承月定例会会議録の承月定例会会議録の承月定例会会議録の承

認について」認について」認について」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。 

ないようですので、日程第１「平成２６年第１３回田川市教育委員会８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３号「学校適正規模について」議案第３号「学校適正規模について」議案第３号「学校適正規模について」議案第３号「学校適正規模について」を議題とします。

事務局に説明を求めます。 

○学校○学校○学校○学校教育課長教育課長教育課長教育課長 日程第２ 議案第３号「学校適正規模について」ご説明いたします。 

  本件は学校適正規模について、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２

条第１号、第２号及び第１４号の規定に基づき提出するものでございます。それで

は１ページをお願いします。表紙でございます。本日の議案は前回の事務報告でお

示ししました校区再編基本計画の策定方針案につきまして教育委員会の議決をいた

だくものであります。内容につきましては概ね前回の会議でご報告したとおりでご

ざいます。今回提出しております基本方針案は前回の提出分と内容は変わりありま

せんが、文面とスケジュールに一部修正がございます。修正点についてのみ、ご説

明をさせていただきます。まず１点目、計画の名称であります。今後基本方針に基

づいて、中学校の適正配置等を決める校区再編基本計画の名称を田川市新中学校創

設基本計画といたしました。表紙ですが、基本方針の表題を田川市新中学校創設基

本計画の策定方針としております。この名称にした理由について申し上げます。本

市は中学校区の再編に取り組んでいく訳でありますが、ある学校を廃止して別の学

校に統合するという再編を行う訳ではありません。今回の計画は対象となる全ての

学校を廃止し、新たな枠組みで新たな中学校をスタートさせようとするものであり

ます。校区再編を名称に入れると過去に実施した学校統廃合を彷彿させ、当時のわ

だかまりを残されている方々に正しく意図が伝わらない懸念があります。過去のイ

メージを払拭し、新たな学校をスタートさせるというイメージを打ち出すため、名

称に新中学校創設という文言を盛り込みました。名称変更に伴い、策定方針の前文

を修正しております。２ページをお願いします。読み上げます。この方針は、平成

２５年９月５日に田川市教育委員会が定めた「田川市立学校校区再編基本方針」に
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基づき、具体的な校区再編計画となる「田川市新中学校創設基本計画」を策定する

ため、基本的な事項を定めるものである。以上のように改めております。また、こ

れに伴い審議会の名称も新たにしております。３ページでございますが、「田川市新

中学校のあり方に関する審議会」としております。修正点の２点目を申し上げます。

３ページをお願いします。⑵でございます。後ろから２行目です。学校適正配置の

校数は２校とすることを目指す。ただし、その決定は、通学の距離、時間、方法、

安全性などの適性を検証した上で行う。の一文であります。文面に通学の時間を加

えております。先般、文部科学省が学校統廃合を加速させるために新たな指針をま

とめ、年内にも全国に通知するとの報道があっております。現在の通学距離の適正

は徒歩通学を前提として６キロ以内とされております。新たな指針では、統廃合に

おいてスクールバスなどの交通機関を利用することになる児童生徒を想定して、そ

の通学時間の上限を３０分程度とするとの報道がなされております。新たな指針の

内容は定かではありませんが、通学時間に関する規定が加わるようですので文面を

修正しております。修正点の３点目です。４ページをお願いします。スケジュール

（予定）であります。実施項目の３段目、審議会の審議・答申についてですが、こ

れまで１２月末を期限としておりましたが、今回２月末に修正しております。審議

会の発足時期につきましては８月中を目標にしておりましたが、審議会発足には予

算の裏付けが必要であり、９月議会での議決後でなければ正式に動き出せない状況

となっています。そのため審議会の審議答申とその後の実施項目のスケジュールを

２か月ずつ繰り下げております。また、住民説明会につきましては、審議会を実施

している期間中に地域住民の求めに応じて説明会を開催することを想定して、点線

で矢印を入れております。説明会を実施するかどうかは審議会の方針もありますの

で点線としております。修正は以上であります。ご審議の上、議決していただきま

すよう、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、ご意見等ございませんか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 説明の中で通学の距離、時間、方法、安全性と言われましたが、スクー

ルバスを想定して上限３０分以内ということについてもう少し具体的に教えてくだ

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 今までは距離からしか規定がございませんでしたけれども、学校を

統廃合することによって当然、通学距離は伸びてまいります。インターネット等の
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情報でしかありませんが、６キロ以内に収まらないことも想定されるというふうに

認識をしております。公共交通機関等を利用しますとかなりの距離までが３０分以

内の枠に入るということを想定しているのであろうというふうに考えていますが、

具体的な距離、どのくらいの距離が３０分以内に収まるのかにつきましては、その

地域の交通機関の実状によって変わってまいりますので、今、田川市がどうかとい

うことについては一概に言えないところも出てくるのではないかと思いますが、概

ね３０分以内に収まるのではないかと考えております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 スクールバスを想定してこうなったのでしょうが、スクールバスをどう

動かすかによって、３０分以内が４０分になったり、５０分になったりする場合も

想定できると思います。いろいろ回れば時間はかかるし、一直線で行けば時間はか

からない、その代わり何台かのバスが一度に動くことになるだろうと思います。あ

ちこちに寄ってくれば３０分は過ぎるかもしれないなと考えていました。それと、

スクールバスがどういう計画でどの程度の台数が確保できるかはわかりませんが、

そこのところは頭に入れておく必要があるのではないのかなと思いました。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 すでにスクールバスを導入しているところの状況を見ますと、たく

さんのところを回ってくるというのはそんなに多くないように思います。というの

は遠い地区から子どもを乗せてきますので、そこでかなりの人数が乗ってしまいま

す。学校まで行って、また違うところに行って学校に行って、もちろん複数台用意

をしておいてピストンのような感じで子ども達を通学させるという方法をしている

ようです。もちろん、途中でよって数名は連れて行くということはあるでしょうが、

そういうような送り方をしているようです。ということで学校にダイレクトに向か

いますから、通学時間は３０分以内になっているというのが現状のようでございま

す。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今のお話ですが、経済的な面などを考えましたら、スクールバスだけでは

なくてコミュニティバスを利用する方も出てくると思うのですけれども、そうした

場合、遠回りになることも出てきますが、途中で乗り換えたりした場合なども絶対

に３０分以内ということですか、それとも目途にということですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 今のところ伝わってきている情報によりますと概ね３０分というく

らいで、その辺りは幅を持たせてあるのだろうというふうには思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 それと気になりましたのはスケジュールです。本年度２月に方針をいただ
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いて、３月に基本計画案を出すようになっているのですが、その後の動きというの

はどう想定されているのだろうかということです。来年度の予算等もお願いしなく

てはいけなくなるのではないかと思いますけれども、そういった見通しについて並

行して考えられる可能性はありますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 それは審議会の進み具合にもよると思います。計画としてはここで

進めさせていただきたいと思いますが、仮に、審議会がもう少し慎重審議を必要と

するということになりましたら伸びてくる可能性はあるとは考えております。ただ

し、委員長におっしゃっていただきましたように予算的な裏付けが必要なものにつ

いては、当初予算で考えるということは同時に準備していかなければいけないとい

うふうに考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ただ、できるだけお願いした方がいいのではないかと思うのですけれども、

審議会の皆さん方がより慎重に、より慎重にという気持ちはわかりますけれども、

ある程度おしりを区切って、集中的に審議していただくと一生懸命ゴールに向かっ

てということができると思いますので、よほどのことがない限りはこのスケジュー

ルに基づいて運営していただくということを基本としていただきたいなと思ってい

ます。そうしないと、ここでまた半年伸びたら、いろいろなことが半年伸びて、予

算とか、議会とか、そういったことにもなって１年延び、２年延びということを今

まで繰り返してまいりました。もう少し慎重にとか、これはちょっとというような

形で立ち上げては消えということを繰り返してまいりましたので、今回は本当に画

期的な速さで立ち上げていただいて、計画を作っていただきました。スケジュール

もきちんと立ててありますので、これに基づいて一気呵成に行くことも１つの方法

ではないかと思っています。今までの失敗といいますか、うまくいかなかったこと

を顧みますと、議員さん方に説明がよくできていなかったりとか、地域の皆さん方

に誤解を与えてしまったとかいうこともありましたので、その辺りをきちんと踏み

固めながら今度こそ成功させましょうという気持ちでいきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 目途はきちんと示した上で審議会でもご審議いただこうというふう

に考えております。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 このことに関してですが、前回こういうふうな学校再編の話で審議会をし

たとき、審議会の話は順調に進んでいって、そして、早く作ったのだけれども、そ
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の後になって地域の方やいろいろな方から意見が出てきて、それですごく混乱をし

たというふうな話を聞きました。だから、初めにゆっくり時間をかけてでも地域の

方やいろいろな方からの意見を吸い上げながら審議会の計画答申が出て、そうして

おけばその後になっての時間というのはそんなにとらずに順調に行くのではないか

というふうに個人的には思います。だから、審議をする時間はやはりゆっくりとっ

ていいのではないか。それから、その審議の時にはなるべく住民説明会とかをしな

がら、地域の方の意見を聞いてまとめていくということが大事なのではないかなと

いうふうには感じているところです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 それはもちろんそうだと思います。この点線の部分を実現して、住民の皆

さんのご意見をいろいろいただけるようになればいいなと思っています。ただ、や

はりどうしても、決まってしまった後でも納得のいかないという方は必ずおられま

すので、そういう方々にご理解をいただくというのはなかなか難しいことだと思い

ます。前回の時も議会で決まった後でも納得がいかなかった方々はいました。そう

ならないためにも地域の皆様のご意見をきちんと審議の過程には織り交ぜていくと

いうのは大切なことで、前回の時も各地域からいろいろな代表の方に出ていただい

て、各方面から集まっていただいたのですけれども、拾いきれていない声があった

ということが問題だったと思いますので、そういうお気持ちのある方にはお声を伺

う機会を必ず設けるということで地域住民説明会というのを審議会のほうでも実施

していただくようにお願いしていただきたいと思っております。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 審議会で審議をしながら住民の方の意見を聞くというのは具体的にはど

んな方法があるのですか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 審議会が立ち上がった後の流れについては審議会にお任せしなければいけ

ないと思っています。だから、どの時点で住民説明会をしようかとか、住民の方に

情報を流そうかとか、そういうことは審議会の方で話し合っていただいて答申をま

とめていただく。答申をまとめて、それは教育委員会が受け取る訳ですから、それ

から後は教育委員会が責任をもって住民への説明をするという、そういう流れにな

るのではないかとは感じています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 前回の皆さんのお声で一番強かったといいますか、私の耳に残っているの

はこの話はありきで始まったのではないですか、審議会そもそもがありきで始まっ

たことではないのですかということでしたので、そうではなくて子ども達の教育を
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より良くするためのものなのですということをご理解いただくというのが一番の大

切なポイントだと思います。事務局の皆さんもそういう気持ちをとても強く持って

いらっしゃるので、このことを皆さんに分かっていただくように事務局の方がしっ

かりと旗をふって皆さん方に進めていただくようによろしくお願いします。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 お聞きしたいのですが、災害放送の最終責任者というのはどなたですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 防災無線ですか。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 はい。これは放送にかけるとか、かけないとかを判断する方です。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 防災無線の放送を流すかどうかの判断は第一義的には課長の段階でやっ

ております。それで、判断がつかなければ、順次、部長なり、副市長なりに上げて

いくことになりますが、通常の場合は課長の段階で第一義的にはやっております。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 というのは、以前、意見公募をしましたが、あのときに私の周りでは市

政だよりをそんなに読んでいないのです。だから、耳から情報をお届けするといい

ますか、今、こういうことを市政だよりに載せています、市役所に資料があります、

教育委員会にも資料がありますということを告知するのは大事なことだと思います。

前回の時にそう申し上げたときには防災無線とは馴染まないからということで叱ら

れたのですが、そうかもしれませんけど、この計画は市民に直接関わることですか

ら、後から聞いてなかったよということにならないように耳から情報を提供するこ

とも考えられたらいかがですか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 防災無線の使い方についてはきちんと庁内で決まりを作っているはずです

から、たぶん厳しいと思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 でも、内部でもう一度話し合ってみていただきたいですね。こちらから

あきらめて遠慮をするのではなく、向こう側がどうしてもだめですよと言うなら、

それは規則か条例かで決めているのならば、それはしょうがないですけど、本当に

市政だよりを読んでいる人は少ないです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 防災無線で流すのが難しければ、例えば、住民説明会がありますというポ

スターを作って、コンビニとか、いろいろな目立つところに貼っていただくとか、

そういった方法もあるのではないかと思います。今までどおりのやり方ではなく、

いろいろな層のいろいろな方に新中学校の構想がありますということを知っていた

だくことは必要ではないかと思います。知っていただければ、ご意見のある方は意

見を言う場を見つけようとなさるでしょうから、そのことを広報する必要はあるの
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かもしれませんね。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 いろいろな年代の方とか、いろいろな職業の方からいろいろな意見がい

ただけるように工夫する責任はあると思います。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 今、委員さんもおっしゃられたようにお知らせするというのは事務局と

しての責務もございます。従いまして、今までの周知の仕方、それが、もし、伝わ

っていなければ、どういうふうな周知の仕方をやるのか等、あらゆる方法をいろい

ろ模索しながら検討していきたいと思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 よろしくお願いします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ちなみに、住民説明会というのはどういう形でなさるというようなプラン

といいますか、どんな方法があるか考えられますか。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 今はまだ協議はしておりませんが、考えつくのは通常やっております市

政だより、それからホームページ等がございます。校区単位にやるのか、まだやり

方は決まっておりませんが、校区でやるのであれば、それに加えまして、校区の児

童生徒の保護者の方等にも当然学校を通じてお知らせさせていただきたいと思いま

す。また、例えば、そこの校区の中に幼稚園とか、保育所とか、そういうところが

あればそちらにも文書等を配布させていただくとか、当然ですけど区長会とか、校

区活性化協議会とか、そういったところにも周知についてはお願いをしてまいろう

というふうには考えております。そのほかに内部で協議する中でこういう周知の仕

方もあるのではないかということがあれば、そういったものも検討してまいりたい

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 今、おっしゃいましたが、私立の幼稚園とか、保育所の皆さんにも、もち

ろん関係のあることなので何らかの形でお知らせをするというのは必要なのではな

いかと思います。子どもに関係のある方から、自分の学んだ学校に非常に愛着のあ

る高齢の方まで、いろいろな方がこの問題に関してはとても関心をお持ちになるで

しょうから、まず、そういった方々にこういうプランがあります。これから審議会

でいろいろ検討をしますので、お声をお聞かせくださいということをお知らせしな

いと、いくらその過程で声を聞きましたと言っても、できあがって新聞で発表にな

ったら意見を聞いてほしかったという方がいるとまたそこで前と同じことが起こる

と思います。多分いくら一生懸命吸い上げたつもりでも起こると思いますので、少

しでもお声をお聞きするためにはやはり知っていただくということが必要でしょう
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から、公門委員さんのおっしゃるとおりだと思います。審議会をやります、やって

おりますということをお知らせするにはどうしたらいいですか。何か考えつかれる

ことはありませんか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 繰り返しになりますが、部長も言っていましたように、まずは学校

に行っている子ども達の保護者にいかに伝えるかということが一つだろうと思いま

すので、学校へのポスター掲示なり、プリント配布なり、それから、この次に学校

教育が対象になる、現在、幼児教育を受けておられる保護者さんへの周知というこ

とが中心になろうと思います。また、地域へは活性化協議会や区長会を通じてお知

らせをしていくという方法を取らせていただきたいと考えております。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 場合によっては段階的にといいますか、学校に行っている子どもを持つ

保護者とか、保育園、幼稚園に行っている子どもを持つ保護者とかに、まず、実態

と今後の計画を含めて確認したいことなどをアンケートしたりされるのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 まだ計画の段階ではございますが、住民の意見をお聞きするために

はアンケートは有効な手段であろうというふうに考えています。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 それが教育委員会だったり、審議会だったり、学校だったり、そういう

感じで段階的にアンケートをとることもあるのかなと思うのですが、今までもアン

ケートはあったような気がします。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 今、言われるようにどの層にどれくらいの割合でということを検討

しながら、調査についても考えていきたいと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 繰り返しになりますが、例えば、高校生にしても将来、僕の中学校がなく

なるのだなという気持ちはあるでしょうし、私達世代でもそういう気持ちはありま

すので、将来の子どもの教育に関わるというだけではなく、過ぎてしまったけれど

も、そこに思いがある皆さん方にも学校とか、地域とか、そういう問題はとても大

切なことですので、どうにかしてお知らせしたいと思いますので、ランダムにいろ

いろな年齢の方にアンケートを出していただくとか、そういう方法もあるでしょう

から、その辺りのところはぜひ、ご検討なさってください。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ただ、アンケートは大変難しいんですね。それによって動きがとれない

ようになる場合も出てくるから、やはりアンケートは慎重に行うということは考え

ておかなくてはならないと思います。ただ、アンケートを取ればいいという訳では

なくて、そこはきちんとしておかないといけないと思います。 
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○委員長○委員長○委員長○委員長 以前、子どもに向けたアンケートで「水が流れる楽しいプールは欲しいで

すか」みたいなアンケートがあったのですが、だいたいの皆さんが「はい」と答え

ますよね。そういった設問ではなく、きちんとしたご意見が吸い取れるような、お

気持ちを記入していただいたりすることもできるようなアンケートにしていただき

たいと思います。それはあくまでランダムにいただかなくてはならないでしょうし、

その返ってきたお声だけを重視するというのも問題があるかもしれませんので、皆

さんの利益になることはどういうことなのかということを縛られずに考えていくと

いう方法をもう一度、検討していただいて、間違いのないように進めていっていた

だきたいと思います。 

それでは、この田川市新中学創設基本計画の策定方針（案）についての採択を今

日しなければなりませんけれども、ご意見等はございませんか。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員    基本的には審議会の審議と答申が出て、そして、基本計画（案）という

形になって、それから進むということですね。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    それでは、田川市新中学校創設基本計画の策定方針（案）についてご異議

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３号「学校適正規模について」

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    事務報告事務報告事務報告事務報告「「「「平成２６年度全国学力・学習状況調査結果平成２６年度全国学力・学習状況調査結果平成２６年度全国学力・学習状況調査結果平成２６年度全国学力・学習状況調査結果

の概要についての概要についての概要についての概要について」」」」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３ 事務報告「平成２６年度全国学力・学習状況調査結果の

概要について」ご説明いたします。１ページをお願いします。本年度の全国・学習

状況調査は平成２６年４月２２日に実施されました。その結果が明らかになりまし

たので、本日お示しをしているところです。左側に表で示しているものがその結果

でございます。上段が小学校、下段が中学校でございます。ご覧になっていただき

ますとわかりますように、まず、小学校でございますが、これまで学力向上プロジ

ェクト等の成果によりまして一定程度改善が進んできておりました。ところが、平

成２６年度のデータを見ていただきますとおわかりのように平成２４年度時点の

データにまた逆戻りをしているような状況でございます。続きまして、中学校をご

覧ください。中学校につきましても徐々に改善の傾向は見られてきた訳ですが、平
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成２６年度は再び県との差が開きました。ということで今年度の全国学力・学習状

況調査については厳しい状況であるということが言えると思います。今後でござい

ますが、これまで学力向上プロジェクト事業等で重視をしてまいりました、例えば、

自尊感情や自己効力感の形成に繋がる、あるいは仲間や身近な大人たちへの信頼感

が回復できる取り組み、あるいは将来の生き方や進路に対する展望、または基礎的、

基本的学力の定着といった取り組みが、個別に学校ごとを見てみますと今回、成果

を上げている学校ではこれらの取り組みが定着している、確実に行われているとい

うことがわかります。つまり、今後は徹底をキーワードに、それぞれの学校の取り

組みが確実に実施されているかということを見ていく必要があると思います。例え

ば、基礎基本の学力を身に着けさせることにつきましては、それぞれの学校で取り

組まれています基礎基本に繋がる取り組みが本当に全ての教室で実施されている

のかどうかということを見ることで、小さな成功体験から子ども達の自信を高めて、

努力することに価値を求める子どもに育てて行きたいというふうに考えていると

ころです。以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 昨年度は良くて、今年は良くなかったというのはどうしてですか。全国的

な問題ですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 そのときどきの集団のあり方にもよるのであろうと思います。この

年の子ども達はという考え方です。ただし、学校教育でございますので、そのとき

どきの子ども達の実状は確かにあるもののそれを埋めていくといいますか、子ども

達の学力は学年によってやはりＷ型を描くということは事実でしょうが、そのＷを

小さくするということはがんばって努めてまいらなくてはならないことだという

ふうには考えています。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 秋田県はどうしていつも成績がいいのですか。そことの違いは何ですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 先程申し上げましたように徹底のところであろうと思います。例え

ば、小学校２年生で絶対に掛け算九九が言えるようにする。もちろん、本市もやっ

ている訳ですが、それが徹底して、かならず全員の子がそうなっているかのところ

まで秋田はこだわっているというふうには見ています。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 本市の場合、中学生になるほど成績が芳しくないような感じがしますけ

れども、それはなぜですか。 

○学校教○学校教○学校教○学校教育課長育課長育課長育課長 学習意欲の問題が一番大きいかと思います。勉強することに価値、
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がんばることに価値、自分の将来に向けて努力することに価値を求める子ども達に

するためには、例えば、モデル像に出会わせる。もちろん、やってきてはいるので

すが、これもやはり徹底が足りないというふうに考えているところです。中学生に

限りましては、学習意欲の問題が一番大きいというふうに分析しております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 学校ごとの調査がわかりませんから何とも言えませんが、学校の荒れと

学力の関係というのは十分あるのではないかと思います。そこのところはどうなの

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 それは否定できないところだろうと思います。例えば、学校から離

反するような価値を共有する集団になりますと、当然、学ぶ意欲が下がってくるも

のですから勉強に向かわないということはあります。学校が荒れないように子ども

達の心をしっかり掴んで、子ども達に寄り添いながら勉強に向かわせるということ

が大切になってこようと思っております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 先程、学習意欲という言葉が出ましたけれども、テストを受ける意欲も

ないのではないかと思います。だから、何も書かずに出している子どももいるので

はないかと思うのですが、それが少しでも解消していけば少しずつでも伸びていく

のではないかと思います。何も書かないという子どもが少しでも減ってくれば、点

数にも出てくるのではないかと思うのですが、どんなものでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 とても大切な視点で、実は無答率のデータもとらせていただいてお

ります。今年度、成績が厳しかったということの背景には委員さんが言われるよう

に無答率があります。今年度の無答率は昨年度に比べて高いです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 中学校の日々の学習で英マラとか、漢マラとかありますけれども、これも

何回も申し上げているのですが、とりあえず簡単な単語などを書いてくる。でも、

簡単な単語だけを書いて提出しても、何も注意をされない。だから、毎日それを提

出している。形骸化しているといいますか、先生も家庭学習をしているからと思っ

ていらっしゃるのでしょうけれども、そういったものの積み重ねというのは子ども

達の学習意欲に繋がるといいますか、日々やらなくてはいけないことはそうではな

くてという指導がなされていないと思います。先生方も疲れ果てて、それを指導し

ようという気持ちがないのか、それとも、そもそもどうでもいいやと思っていらっ

しゃるのか、そういうところもあると思います。先生に憧れてといいますか、何で

大人ってあんなに一生懸命するのだろう、何でこんなに暑いのに授業を一生懸命す
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るのだろうと、授業は聞いていないけれども、そういう姿を見ている子どももいる

と思います。その辺りのところが実は根本的な問題ではないかと思うのですが、い

かがですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 例えば、反復学習についてはおっしゃるとおりだろうと思います。

子ども達が学ぶことが楽しくなるのは、そこに自分の伸びが実感できるからであり

まして、反復学習をさせるにあたっても、これは一例でございますが、百マス計算

のようにやればやるほどタイムが短くなってまいります。そこで自分の伸びが見え

ます。反復学習においてもそういうふうな伸びが実感できるような取り組みに転化

をしていかないとなかなか意欲が続かない。だから、そういう取り組みをやってい

くことが、先程申しました徹底のところに活かされていけばというふうに思います。

下支えされた学力を使って授業が展開できて、その上で活用に繋がるＢ問題の成績

に繋がっていくと思います。Ｂ問題がこれだけ低いというのは、やはり基礎的基本

的学力の定着が不十分であることの証しである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 スマホとの関係はありますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 今回の学力・学習状況調査でメディアとの接触時間というのも合わ

せて調査をしておりますが、これは県平均に比べてメディアの接触時間が長いとい

う傾向が出ております。ですから、関係はあると思います。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 田川市は学校に持っていってもいいのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 スマートフォン等の持ち込みは禁止をしております。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 現実はどうなのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ただし、保護者さん等の要望によりまして、どうしても連絡を取る

必要が生じた場合は学校に届けをいただいて、学校で預かって、放課後にお返しを

するということをしている児童生徒もいます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 世の中が少しずつ変わってきているというのもあるかもしれませんし、家

庭環境が複雑になってきているということもあるかもしれませんけれども、それに

も対応していかないといけない訳ですから、学校の負担といいますか、先生お一人、

お一人の技量がますます問われることになると思います。そういったための先生の

研修とか、課題にチャレンジしていただくとか、そういったことをして受け皿を広

く厚くしていくことも必要ではないかと思います。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 委員さん方の言われたことを私なりに伺っていて、やはり人間に対
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する信頼感の喪失といいますか、大人に対する不信感といいますか、そういうのが

表れてきているのではないかというふうに思います。ですから、学校の中では一番

身近な大人は教師でありますから、教師への信頼感、それは自分に関わること、自

分のことを気にしてくれていること、自分を支えようとしてくれていること、そこ

からしかありませんので、そういう関わり方をしてもらって信頼感を増すというと

ころが今、言われたような社会の中で起こる行為なりを変えていく手段ではないか

というふうに考えさせていただきました。 

○委員○委員○委員○委員長長長長 これに関しては学力向上に関する有識者会議でも話題になろうかと思い

ますけれども、これは始まったのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 これからでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 いろいろな方面からご意見をいただいて、内側から考えているとどうして

も発想がワンパターン化してしまうので、ときどきは違う集団の中に入って見てみ

るということも必要ではないかと思います。これに関しては今後もきちんと検討し

ていただきたいと思います。 

 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４日程第４日程第４日程第４    事務報告事務報告事務報告事務報告「田川市石炭・歴史博物館の基本的性格の整理等について」「田川市石炭・歴史博物館の基本的性格の整理等について」「田川市石炭・歴史博物館の基本的性格の整理等について」「田川市石炭・歴史博物館の基本的性格の整理等について」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○○○○世界世界世界世界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 「田川市石炭・歴史博物館の基本的性格の整理等について」

ご説明申し上げます。１ページをご覧ください。はじめにというところを読みあげ

させて頂きます。田川市石炭・歴史博物館は、昭和５８年に田川市石炭資料館とし

て開館して以降、平成１７年に博物館法に基づく登録博物館となり、現在に至って

おります。これまでの間、市博物館は石炭資料や産業資料のほか、先史時代から近

世までの考古資料や民俗資料の収集・保存・調査研究及び展示を幅広く行ってまい

りました。このうち、旧三井田川鉱業所伊田竪坑櫓と同第一・第二煙突（通称：二

本煙突）が国登録有形文化財に登録、山本作兵衛氏の炭坑記録画５８４点が福岡県

指定有形民俗文化財に指定、春日神社宮帳１巻が福岡県指定有形文化財に指定、セ

スドノ古墳出土品２７種・猫迫１号墳出土埴輪資料一式が田川市指定有形文化財に

指定、並びに位登八幡神社神像敷板３枚が田川市指定有形民俗文化財に指定されて

おります。このような状況の中、市博物館及び福岡県立大学が所蔵、管理する山本

作兵衛氏の炭坑記録画並びに記録文書６９７点（登録名：山本作兵衛コレクション）
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が２０１１年５月に国際連合教育科学文化機関の Memory of the world に登録され

ました。また、これに併せ、先程述べました伊田竪坑櫓と二本煙突が関連資産とし

て位置付けられております、明治日本の産業革命遺産九州・山口と関連地域、九州・

山口の近代化産業遺産群が UNESCO 世界文化遺産に登録申請されるとともに、三井

田川鉱業所伊田竪坑跡及び伊田斜坑跡を含む「筑豊炭田遺跡(群)」が国史跡指定に

向けた取組を展開するなど、近年、本市の炭坑文化遺産を取り巻く内的・外的環境

が大きく変化しようとしています。この環境の変化に対し適切な対応を講じるべく、

今般、本市の炭坑文化遺産にかかる拠点施設というべき市博物館の基本的性格の整

理等を行うものであります。次に、市博物館における保存及び展示環境の現状につ

いて記しております。まず、保存環境といたしましては、市博物館２階にあります

収蔵室８０．９３㎡、この広さを用いまして、石炭資料として山本作兵衛コレクシ

ョン構成資料ほかを収蔵いたしております。また、これに併せまして屋外にありま

す収蔵庫１９９．９２㎡を用いまして、石炭資料（採炭道具等）及び考古資料ほか

を収蔵いたしております。また、展示環境といたしましては、市博物館１階の第１

展示室６７０．９４㎡、こちらを用いまして石炭資料として採炭道具や模型等を展

示いたしております。また、市博物館２階にあります第２展示室１７６．４４㎡、

こちらを用いまして石炭資料として山本作兵衛コレクション構成資料ほかを展示

いたしております。また、同じく２階の第３展示室１８１．８４㎡、こちらを用い

まして考古資料及び民俗資料を展示いたしております。そのほか屋外展示場１，１

４４．０８㎡を用いまして、石炭資料として大型機械類等を展示いたしております。

また、屋外にあります産業ふれあい館２８５．９８㎡を用いまして、石炭資料とし

て復元した炭住等を展示いたしております。このような現状における課題といたし

ましては、まず、山本作兵衛コレクションが世界記憶遺産に登録されたことを受け

まして、世界記憶遺産の概要や国内外の世界記憶遺産登録資料等を紹介、解説する

展示機能の必要性が生じておりますが、現在の市博物館におきましては、それらの

機能を十分備えることが面積的に難しい状況にあります。このほか、現在の市博物

館におきましては、炭坑等に関する企画展示機能を備えることも面積的に難しい状

況であります。またその一方、第３展示室に展示しております先史時代から近世ま

での文化財資料につきましては、本市の極めて重要な歴史資料であり、さらなる展

示等の充実を図る必要がありますが、この点につきましても面積的に対応すること
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が難しい状況になっております。これらのことを踏まえまして、本件にかかる基本

的な考えといたしまして、近年、富岡製糸場と絹産業遺産群が世界文化遺産に登録

されるなど、国内におきましても、近代化産業遺産が大いに注目される中、本市が

有する炭坑文化遺産を強く内外に発信する必要性がますます生じており、市博物館

の、本市の石炭にかかる歴史博物館としての役割が増しているものと思料いたしま

す。以上のことを踏まえたうえで、市博物館の基本的性格を整理する必要があると、

このように思料いたします。そこで、市博物館の基本的性格の整理につきまして記

載しております。市博物館を次の事業をとり行う、石炭に特化した歴史博物館とす

るというものでございます。まず、一点目の事業の柱といたしましては、本市にお

ける石炭の歴史について資料の収集、調査研究、保存及び展示を行うというもので

ございます。もう一つの事業の柱といたしまして、世界記憶遺産に登録された山本

作兵衛コレクション、世界記憶遺産としての価値と意義及びその背景となった筑豊

石炭産業と地域社会について資料の収集、調査研究、保存及び展示を行うというも

のでございます。この基本的性格の整理を今回行った際に少し取り扱いを検討する

必要がございますのが、先程申し述べました市博物館２階にあります第３展示室の

取り扱いでございます。先程説明いたしましたとおり、こちらにつきましては現在、

考古資料及び民俗資料が展示されているという状況でございます。この取り扱いと

いたしましては、先程説明いたしました「博物館の基本的性格」を踏まえまして、

第３展示室のテーマをこれまでの「田川地方の歴史と民族」から「”UNESCO Memory 

of the World～世界の記憶～“」に変更するというものでございます。なお、現在、

当該展示室に展示いたしております文化財資料の展示、収蔵場所の確保、こちらを

前提条件にするものでございます。これらの状況を踏まえまして、この度文化課の

ほうから考えを取りまとめていただきましたのが、アに記しております埋蔵文化財

センター（仮称）の新設でございます。上記のテーマの変更に伴いまして、第３展

示室の展示資料及び市博物館に収蔵しております埋蔵文化財等の展示、収蔵場所が

必要となりますが、建設又は改修費用及び集客見込み等の費用対効果を勘案し、次

のとおり建設候補地を定めるものでございます。第１順位といたしまして旧教育庁

舎、第２順位といたしまして田川市美術館裏駐車場、第３順位といたしましてその

他でございます。こちらにつきましては、８月２８日の総務文教委員会におきまし

て事務報告を行った際、この建設候補地につきましては議員からさまざまなご意見
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をいただいております。そういったご意見を踏まえまして、今後速やかに市として

の候補地の案というものを検討した上で取りまとめたいと、このように考えており

ます。今回のテーマ変更に伴う第３展示室の改修でございます。今回とり行う予定

にいたしております市博物館の改修期間中に、この第３展示室の改修につきまして

も当初は計画しておりませんでしたが、今回新たに盛り込むこととし、合わせて実

施をしたいというふうに考えております。この改修は現在の第３展示室の展示資料

の移動及び不要となる展示ケースの撤去等を行ったうえで、変更したテーマに即し

た展示を行うというものでございます。なお、当該改修にあたりましては、企画展

が開催できるよう、汎用性のある仕様としたいというふうに考えております。上記

改修に併せまして、必要に応じローケース等所要の備品調達を別途行いたいと考え

ております。なお、本案件につきましては教育委員会の諮問機関でございます田川

市石炭・歴史博物館等運営協議会に８月２５日にお諮りをいたしまして、ご了解を

いただいたことを申し添えたいというふうに思います。これで田川市石炭・歴史博

物館の基本的性格の整理等に関する説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 何かご意見、ご質問等ございませんか。 

  先程、第３展示室の収蔵物を新しい場所に移す、埋蔵文化財センターというのを

作るという話がありましたけれども、議員さんからいろいろなご意見がありました

とおっしゃっていましたが、例えば、どんなご意見がありましたか。 

○○○○世界世界世界世界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 さまざまなご意見をいただきましたけれども、まず、埋蔵

文化財センターの新設の場所でございます。例えば、旧教育庁舎ということになり

ますとかなり古い建造物になりますし、耐震性の問題等もあるのでこの建物でよい

のかといった、そういったご意見あるいはその回遊性といいましょうか、博物館、

美術館、そして、この埋蔵文化財センター、図書館もありますけれども、そういっ

た文化施設をいかに市民あるいは来訪者の方々に回っていただけるか、そういう回

遊性を踏まえたような計画にすべきではないか、そういったご意見もいただいてお

ります。ほとんどのご意見はそういった埋蔵文化財センターの建設場所についての

ご意見でございましたが、一部、石炭・歴史博物館を石炭に特化するということで

埋蔵文化財を少し軽々しく扱っているのではないか。そういうようなご意見もいた

だいておりましたが、私ども執行部といたしましては、むしろ逆の話で埋蔵文化財

とか、古代から近世までの幅広い田川市の歴史を証する文化財資料はもっと展示な
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りを充実させないといけないのですけれども、先程申し上げました１８１㎡という

面積的な制約があって、なかなかそういった展示の充実ができないのでというよう

な説明も行っております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 一市民として考えましたら、学校の跡地とかはとても身近な場所で空いて

いるところがあったりしますので、懐かしいそういったところで子ども達が田川の

昔を知るような、勉強になるようなものがたくさん置かれているというのも良いこ

とではないかと思ったりもしたのですが、そういうご意見はなかったようですね。 

○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 総務文教委員会の際あるいは博物館等運営協議会の際に

はいただいてはおりません。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 実際にセンターができるのはいつごろ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 今はまだ計画といいますか、検討の段階でございますのでいつというこ

とはまだはっきり決まっている訳ではございません。いずれにしても、博物館は改

修工事もされていますので、その間保存に関して環境が必要なものにつきましては、

そういう美術館なり、資料館なりに一時的にお預けしたり、環境が特別に必要ない

ものにつきましては、旧船尾小学校に保存させていただいたりとか、そういうこと

を思っております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 その間、田川市での展示はないということなのですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 今後速やかに検討はしていかないといけないのですが、今、全庁的に施

設の総合的な管理計画を検討しておりまして、そちらの状況を考慮しながら検討し

ていかなくてはいけないと思っております。 

○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、次に移ります。 

  日程第５日程第５日程第５日程第５    事務報告事務報告事務報告事務報告「「「「田川市石炭田川市石炭田川市石炭田川市石炭・・・・歴史博物歴史博物歴史博物歴史博物館空調設備の更新について館空調設備の更新について館空調設備の更新について館空調設備の更新について」」」」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 「田川市石炭・歴史博物館空調設備の更新について」ご説

明申し上げます。本件につきましては、先般からご説明いたしておりますが、現在、

田川市石炭・歴史博物館におきましては収蔵室並びに屋外の収蔵庫、そして、第２

展示室を中心としたエリアにおける市博物館の一部改修の設計業務を行っており

ます。それに併せまして、当初予算で約２億７，５００万円の工事請負費も予算計

上されているという状況でございますが、この度、博物館の全体的な空調を賄って

おります空調設備につきまして非常に危惧される状況があるということが判明し
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ましたので、この報告に記しておりますとおり、少し金額的なものはかさみますが、

全体的な空調設備を更新する必要があるというふうな結論にいたりまして今回、説

明を行うものでございます。それでは１ページをご覧いただきたいと思います。田

川市石炭・歴史博物館に設置されています空調設備の現状について、まず、取りま

とめを行っております。現在、田川市石炭・歴史博物館に設置されている空調設備

の機種・仕様等につきましては、そちらの表で取りまとめているとおりでございま

す。１番の水冷パッケージいわゆる冷却装置から９番の排気口まで９つの部品とい

いますか、そういった装置で構成される空調設備ということになっております。こ

のうち一番重要といわれております１番の水冷パッケージ、冷却装置でございます

が、こちらは製造年月が昭和５７年３月になっております。昭和５８年に石炭資料

館として開館して以降、現在３２年目に入っておりますが、この間一度もこの水冷

パッケージを更新していないということでございます。その状況は世界記憶遺産推

進室が４月に着任して以降判明いたしましたので、現在、この空調設備のメンテナ

ンスを行っていただいております地元の業者さんの意見をいただいております。そ

ちらを⑵で取りまとめております。本年５月に当該空調設備の保守点検業務受託業

者に対しまして、本件に係る意見等を聴取いたしましたところ、次のとおりのご意

見をいただいております。この空調設備は設置後３０年以上が経過しており、機器

の故障・老朽化等に伴い、いつ設備がダウンするか分からない状況であるというこ

とでございます。この水冷パッケージの中にいろいろな部品が入っておりますが、

その中でも圧縮機、熱交換器、送風機、こういったようなものは同一のメーカーが

製造した同一の機器でないと取替ができない、要は代用品で賄うことができないと

いうことでございます。また、当該主要機器以外の機器（部品）につきましては、

同一メーカーが製造した同一機器（部品）でなくても代用が可能であるということ

でございます。また、冷房機器にフロンガス（番号２２、６０～７０㎏）を使用し

ているということでございますが、５年後の平成３２年以降はモントリオール議定

書に基づきまして入手が困難になるということでございます。この空調設備は、稼

働する際のエネルギーとして電気とともに重油も使用しており、ランニングコスト

が非常にかかる形となっております。新規設備に取り換えた場合、メンテナンス料

を含むランニングコストが現在の約半分程度になるということが想定されるとい

うものでございます。また、通常、定期的にこれら空調設備のメンテナンスを行っ
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たといたしましても、部品の供給、これは生産ということでございます。生産が終

わる２０年から２５年程度の経過地点で、空調設備を円滑に実施することができる

よう更新計画を立てるべきであるということでございます。一般的に言われており

ますのは、こういう博物館や美術館で賄っております空調設備は通常１７年から１

８年くらいで計画的に更新すべきということでございます。これが一番の理想では

ございますが、なかなかそういった形にはどこもなっていない状況でございます。

そうした時、次に理想として考えられるのは２０年から２５年程度でだいたいその

設備の部品の生産が終わってしまうので、それくらいを目途に更新するのがベスト

ということでございます。本市の博物館の場合、更に現在でも使用を継続しており

まして３２年目に入っているという、そういう状況でございます。こういうような

ご意見をいただきましたので、現在、水冷パッケージの中にある主要機器の国内在

庫あるいは生産の状況がどうなっているのかということをお調べいたしておりま

す。そちらが表２でございます。先程の業者からのご意見にもありました１番の圧

縮機あるいは３番、４番の熱交換器、そういうようなものがございますが、１番の

圧縮機につきましては現在、国内に部品のストックはないということですが、こち

らは生産供給が可能であるということで、場合によっては生産していただける可能

性があるということでございますが、３番、４番の熱交換機につきましては在庫も

ありませんし、生産も完全に中止しているということでございます。これらの部品

につきましては代用品で賄うことはできないということでございますので、仮に、

現在、日々使っております空調設備の中の熱交換器がダウンしてしまいますと最悪

の場合、空調設備そのものがまったく使用できなくなるということでございますの

で、その時点から博物館は休館しないといけないという形になろうかと思います。

表の下に書いておりますとおり、水冷パッケージの中にある主要機器に対する現在

までの保守・点検状況につきましては、圧縮機は十数年前に３台中２台を交換した

ということでございますので、１台だけが古いままということでございます。また、

熱交換器につきましては薬品で洗浄したことはあるけれども、交換したことはない

ということでございます。本件にかかる問題点といたしましては、今回の調査によ

り、代用がきかない水冷パッケージの中にある主要機器が国内においてほとんど在

庫がない状況であり、在庫のない機器が故障した場合は、当該空調機本体を更新す

る必要があるということでございます。この空調機本体を更新する場合に要する費
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用は、４，０００万円から５，０００万円程度であるということでございますが、

この空調機本体だけを更新すればよいということではなくて、それに伴いまして建

築工事あるいは機械工事、電気工事、そういったような付帯工事も別途発生すると

いうことでございますので、かなり費用的にかさむというものでございます。また、

当該空調機本体を更新する場合、既存のダクトを使用することはできますが、ダク

トと新設する空調機本体をつなぐ部品の交換が必要であるということでございま

す。また、そもそも水冷パッケージは温湿度管理が暖房時のみ可能な装置でありま

したが、十数年前にその部品が故障をしたため、現在は暖房時であっても温湿度管

理ができない状況になっているということでございますので今、既に不具合が生じ

ているということでございます。３ページにつきましては田川市石炭・歴史博物館

が設置しております空調設備のランニングコスト等の表でございます。平成２２年

から２５年までの重油と電気のそれぞれの使用料でございます。見ていただきます

とおわかりいただけようかと思いますが、年間でランニングコストだけで６００万

円弱の使用料が発生しているということでございます。先程申し上げましたとおり

今回、空調設備を更新した場合はこれらのランニングコストあるいはメンテナンス

料は現在の半分程度になるということが見込まれるということでございます。また、

これに合わせまして、クーリングタワーあるいはボイラーといったものが新たな空

調設備を更新することにより不要となり、水冷パッケージも省スペースタイプの小

型化となりますため、新たなスペースが生じるということが期待できるということ

でございます。また、今回、空調設備を更新する場合、都市再生整備計画にかかる

国庫補助あるいは過疎対策事業債の適用を受けることが見込まれ、有利な財政支援

の状況の下で更新することができる、こういったことも期待できるということでご

ざいます。当該空調設備は、設置から３０年以上が既に経過しており、この設備が

いつダウンするか分からない状況であります。仮にダウンした場合、その時点から

数か月程度博物館は休館を余儀なくされるとともに、多額の更新費用がその際も発

生するなど厳しくまた危険な状況にあるということが言えようかと思います。この

ことから、今回の市博物館の改修工事に合わせて、当該空調設備の更新も一緒に行

う必要があると思料いたします。なお、当該空調設備の更新にあたりましては、今

回の市博物館の改修工事において実施することしております第２展示室及び収蔵

室内を賄う温湿度管理を厳格に行うことができる高機能な空調機器とは別に、既設
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の機器と同等程度の機器を導入することが合理的であると考えております。５ペー

ジにつきましては現在の空調設備の状況でございます。１番に水冷パッケージの本

体、２番に屋上にございますクーリングタワー、３番にボイラーでございます。そ

して、６ページは現在、２億７，５００万円の工事に対する設計を行っていただい

ております委託業者からいただきました、こういった仕様で更新してはいかがかと

いったような資料でございます。そして、７ページは今回この全体的な空調設備の

改修に伴う設計に係る経費を９月補正で予算計上いたしておりますので、その際の

参考資料でございます。以上で説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 結局、全部でいくら掛かるのですか。 

○○○○世界世界世界世界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 全体的な空調設備につきましては、実際に設計をやってみ

ないといくら掛かるか分からない状況ではありますが、今、概算の概算で積算を行

っております。７ページの下から４行目でございますが、空調合計ということで１

億２，４２５万４千円という金額が出ております。この金額が今の概算の積み上げ

の金額でございまして、先程、言いました本体の更新、付帯的な建築工事、機械工

事、電気工事全部を合わせますと１億円を超える見込みであるということでござい

ますが、実際に設計をしてみて、正確な数値を積み上げていきたいと考えておりま

すので、今のところはこれ以上申し上げようがありません。ただ、１億２，４００

万円ぐらいだとすると、それ以外の改修工事費が２億７，５００万でございますの

で、合算いたしますと４億円くらいになるということでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 空調の更新については国庫補助金が期待できるということですけれども、

それは全額ではないのですね。  

○世界○世界○世界○世界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 国土交通省の補助事業になりますので、その所管をしてお

ります都市計画課並びに財政課の意見を聴取いたしておりますけれども、今は他の

事業がございますので、例えば、過疎対策事業債を満額つけることができるのか、

あるいは国土交通省の都市再生整備計画事業にすべてのるのかといったところは

まったく不透明であるということでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 前回、紙がダメになってしまうので特別な温度管理をした部屋で管理をし

ますという話がありましたが、その部屋もこの大きな空調で一括管理で温度調整を

されているのですか。 

○世○世○世○世界記憶遺産推進室長界記憶遺産推進室長界記憶遺産推進室長界記憶遺産推進室長 先日、お話をいたしました２億７，５００万円の工事費の
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中に含まれております、当初から予定をしております２階の収蔵室、第２展示室、

そして、暗室を改修する冷蔵保管庫になりますが、これらを賄う空調設備といいま

すのは温湿度を厳格にコントロールするような非常に高機能な空調設備になりま

す。今日ご説明申し上げました空調設備は、それよりもランクが落ちるような形の

空調設備ということでございまして、別途でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 逆に申せば、今まで温湿度管理ができていなかったということは大変なこ

とだった訳ですね。 

○世界記憶遺産推進室○世界記憶遺産推進室○世界記憶遺産推進室○世界記憶遺産推進室長長長長 そうです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 何か、ご質問等ございませんか。ないようですので、次に移ります。 

  日程第６日程第６日程第６日程第６    諸般の報告「９月行事予定について」諸般の報告「９月行事予定について」諸般の報告「９月行事予定について」諸般の報告「９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） 

○委員長○委員長○委員長○委員長 次に移ります。「「「「１０１０１０１０月定例会の日程案について」月定例会の日程案について」月定例会の日程案について」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 １０月定例会でございますが、１０月６日（月）の１４時からでい

かかでしょうか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 よろしいでしょうか。 

        ご異議ないようですので、１０月定例会は１０月６日（月）の１４時からに決定

いたします。 

  ほかにご質問、ご意見等ございませんか。 

  それでは、以上をもちまして平成２６年第１４回田川市教育委員会９月定例会を

閉会いたします。 

（閉会１５時４０分） 

 

 

 


