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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１７回田川市教育委員会１２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年第平成２６年第平成２６年第平成２６年第１６１６１６１６回田川市教育委員会１回田川市教育委員会１回田川市教育委員会１回田川市教育委員会１１１１１月定例会会議録の月定例会会議録の月定例会会議録の月定例会会議録の

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。 

     ご質疑ないようですので、日程第１「平成２６年第１６回田川市教育委員会１１

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４議案第４議案第４議案第４７７７７号「平成２号「平成２号「平成２号「平成２７７７７年度年度年度年度田川市立小・中学校県費田川市立小・中学校県費田川市立小・中学校県費田川市立小・中学校県費

負担教職員人事異動負担教職員人事異動負担教職員人事異動負担教職員人事異動方針方針方針方針について」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。 

○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４７号「平成２７年度田川市立小・中学校県費負

担教職員人事異動方針について」ご説明いたします。本件は、平成２７年度田川市

立小・中学校県費負担教職員人事異動方針について、田川市教育委員会事務委任及

び臨時代理規則第２条第６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ページをお願いします。平成２７年度の人事異動方針でございます。読

んで説明に代えさせていただきます。田川市立小・中学校県費負担教職員の人事異

動については、各学校教職員の教育に対する意欲を高め、教職員組織の改善と適正

化を図るとともに、児童生徒数の減少や変化の激しい時代の中で学校の活性化や特

色ある学校づくり等の教育改革を推進し、本市教育の充実発展を期するため、次の

方針によって行う。１ 適材適所を旨とし、教職員構成の適正化と充実を図る。２ 

同一校永年勤続者の交流に努め、新陳代謝の促進を図り清新の気風を醸成する。３ 

教職員の過員解消に伴う広域人事、校種間及び県立学校（中・高一貫教育校を含む。）

との人事交流については県の方針に基づいて対応を図る。４ 本市教育施策方針を

踏まえ、長期的展望の下に、全市的立場から厳正かつ公平に行う。５ 管理職の任

用に当たっては、筑豊教育事務所管内及び本市の長期的な視野に立って、人格高潔

で有能な人材の確保に努める。その際、若い有能な人材の推薦を積極的に図る。６ 

新規採用教職員の配置に当たっては、その育成を考慮して行う。なお、平成２６年

度人事異動方針との違いにつきましては、５の管理職の任用につきまして、「人格

高潔で」という言葉を挿入しています。また、文末に「その際、若い有能な人材の

推薦を積極的に図る」という言葉も挿入させていただいております。また、６の新

規採用につきましては、平成２６年度までは新規採用教職員の「確保に当たっては」
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とありましたが、今回は「配置に当たっては」というふうに改めさせていただいて

います。また、以前は「広く人材を求め」という言葉を挿入していましたが、それ

を削除しています、と申しますのは、教職員の大量退職時代を迎え、新規採用教員

が増えてきております。ですから、確保に努めるというよりも適正な配置を考えて

いく時期にきているというふうに判断をしております。次のページをお願いします。

この方針に基づきまして人事異動取扱要領でございます。読み上げます。田川市立

小・中学校県費負担教職員人事異動は「田川市立小・中学校県費負担教職員人事異

動方針」に基づき、以下の要領で行う。１ 教職員組織の充実適正化について、1）

学校のかかえる課題及び特質等を十分に勘案する。2）教職員組織の均衡を失しな

いよう資格、性別、年齢等を勘案する。3）中学校においては、教科運営、生徒指

導の適正化を優先する。4）加配教員等については、その職務内容及び学校組織運

営上の課題を考慮し、その適正化を図る。5）管内同一ブロック（田川市・田川郡）

における人事異動を図る。6）小・中学校間や県立高等学校（高等学校・特別支援

教育諸学校・中高一貫教育校）との人事交流（研修も含む）を図る。7）学校事務

の共同実施を踏まえた職員配置に努める。２ 年度末異動について、1）管内同一

ブロック、管内他ブロック、管外、他府県及び県立学校との交流については、筑豊

教育事務所、県教育委員会との協議の上行い、人材確保に努め教職員組織の改善と

適正化を図る。2）職員組織の状況を考慮し、適材適所を旨として小・中学校職員

の異動を行う。3）職員人事の刷新のため、同一校永年勤続者の計画的異動を図る

（６年異動、１０年までを原則）。新規採用者は学校運営上の事情等を考慮しつつ、

同一校の永年勤続は避ける。4）校長・教頭の異動については、業績評価の結果を

考慮し、学校、地域の実態に立ち、同一校勤続年数の適正化を図る。5）異動希望

のある教職員については、本市教育の振興上あるいは学校運営上著しく支障がない

と認められる場合に、その理由を考慮して異動を行う。３ 昇任及び新規採用者の

配置について、1）校長・教頭です。校長・教頭任用候補者選考試験受験者のうち

から、人格高潔で教育的識見、学校の管理運営に対する意欲、研修指導等に十分な

力量を持つ者について教育事務所を経て、県教育委員会へ推薦するものとする。2）

新規採用者です。市内の状況に鑑み適正に配置を行う。４ 中学校における教頭専

任化に努める。５ 配偶者及び三親等内の親族の同一校配置は行わない。６ 教職

員の異動にあたっては、学校経営の方針や学校事情等も考慮し、校長の意見を徴し
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て行う。以上でございます。 

○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。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 本市の異動に関してはということでいろいろと出てきておりますが、管

内同一ブロックにおける人事異動を図るということが出てきております。それで、

これから先は田川市だけではなくて、田川市郡で人事異動をしていく方が効果的で

はないかということも考えていかないといけないのではないかと思います。年代的

には少し前ですけど、田川市から出されたとか、田川市に戻って来たとか、昔はそ

ういう言葉がありましたが、今はそうでなくて田川市郡一緒なんだよという感覚に

先生方がなるような形に、ひょっとしたら今はなっているかもわかりませんが、そ

んな方向に持って行っていただきたいと思います。田川市郡が全体的にうまくいく

ために人事異動をしていくという方向に持っていかなくてはならないのではないか

と思います。例えば、飯塚市は以前は田川市と同じように市独自で人事異動をして

いました。今もしているのかどうかはわかりませんが、規模が大きくなりましたの

で、田川市郡とはニュアンスが違うのではないかという気がします。ですから、そ

このところを充分考慮していきながら人事異動を行ってほしいと思います。 

○○○○委員長委員長委員長委員長 今のお話に関連するのですけれども、田川市郡が一つのブロックというこ

とで田川市郡は同じブロックですから同じような状況といいますか、意外と状況の

把握はできていると思うのですが、先程も出てきていましたように中高一貫校とか、

県立の学校とか、他地区の学校などと交流をすることによって、よその地区はどの

くらいの力量を持っているかということを実際に見にいって、実感して帰ってくる。

教育大附属などに行っていただいたりとか、そういったことでこのブロックとの違

いを実感していただけるチャンスをたくさん作っていただくのも、また良いことで

はないかと思っています。それで、教職員の名簿を見ていますと帰ってきてほしい

方がなかなか帰ってこられないような状況で、県の方に行ってらしたりとか、よそ

の地区のお役目をされていたりなさいますので、そこら辺のアプローチの仕方を今

までどおりではなく今年は少し変えてみて、たぶん今までも一生懸命に帰してくだ

さいとおっしゃっていたと思いますけれども、どうしても田川市に欲しい人材を確

保するといいますか、連れてくる方法を何とか考えていただきたいと思っています。

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 良い人材の確保については、全力で努めさせていただきたいと思い
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ます。また、県行政等に出ている職員につきましては、これは貴重な研修機会でご

ざいますから、そこで身に付けたものを田川市の学校に返していただきたいという

意味で帰って来ていただくと共に新たな人材を送り出したいと考えているところで

す。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 数年後に定年を控えた方なども戻って来られておりませんので、早く帰っ

て来ていただいて実力を田川で広めていただきたいなと思っております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 田川市でも心的状況でお休みしている先生方が何人かおられますね。例

えば、人事異動で別のところに動いたら多分大丈夫だろうという人、それから、別

の人が動いた方がこの人は活躍していけそうな人とか、そういう考え方というのは

おかしいですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 働く意欲の問題に関わってくると思いますので、職場を変えること

によって回復されるというふうに判断をいたしましたら、積極的にそこは進めてま

いりたいと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長    あとは、学校長がどういうふうに学校経営をしようとしているのか、とい

うのが大きなポイントになると思います。その中で学校長がやはり職員のことにつ

いてはきちんと把握をする訳で、この人はほかにいった方がいいとか、ここにいた

方がいいとか、いろいろな意見を校長の方が教育委員会に出して、総合的に教育委

員会で判断するという、そういうやり方で今のところはやっていっていると思って

います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    何年後になるかはわかりませんけど、将来、中学校が２校になっていくと

いうプランがあるわけですから、これからの昇任に関してはそこら辺を視野に入れ

てからということになると思います。今、中学校は猪位金学園を除いて７校あるわ

けですが、そこに管理職は２人ずついるので、今は１４人いる状態です。将来２校

になれば、管理職は４人になってしまいます。この１４人と４人の差というのは、

がんばってがんばって、そして、選ばれてなっていく４人のところに、今は１４人

いるという言い方もできるかもしれません。ですから、そこら辺のところをどう見

ていくかというところで、これからの管理職は上手にリーダーシップを取っていけ

る方になっていただく、ということを視野において、これからの昇任についてはぜ

ひ、お願いしたいと思います。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 特に、中学校は委員長が言われたとおり再編を視野に入れなければ
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ならないので、中学校の管理職こそ交流人事を積極的に進めてまいらなければなら

ないとも考えています。 

○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４７号「平成２７年度田川市

立小・中学校県費負担教職員人事異動方針について」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「田川市立図書館及び田川市美術館の指定管田川市立図書館及び田川市美術館の指定管田川市立図書館及び田川市美術館の指定管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理者制度導入について理者制度導入について理者制度導入について」」」」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３ 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

度導入について」現在まで検討しております状況についてご説明いたします。資料

をご覧ください。⑴指定管理者募集の趣旨、⑵指定管理者制度導入に際しての基本

目標、⑶指定管理者に期待する管理運営、この３項目につきましては、６月４日の

定例教育委員会でご報告をさせていただきました際にお示しした内容ですので、説

明については省略させていただきます。３ページをご覧ください。先に、⑸の田川

市美術館協議会の審議状況について、ご説明させていただきます。アの美術館協議

会の開催状況ですが、(エ)の９月１９日開催の第４回美術館協議会までは審議状況

について、ご報告をさせていただいておりました。次の(オ)１１月２７日開催の第

５回美術館協議会におきまして、美術館協議会委員の一致したご意見といたしまし

て、指定管理者制度を導入することについてはご賛同いただきました。しかし、指

定管理者制度導入スケジュールにつきましてはもう少し協議が必要ということで、

意見がまとまりませんでしたので１２月１６日に第６回美術館協議会を開催する予

定でございます。事務局といたしましては、第５回の美術館協議会におきまして、

導入時期につきましては田川市第５次行政改革実施計画において、平成２６年度末

までに導入施設の設置条例改正を挙げていますことから、図書館、美術館、両協議

会のご意見をいただいた後に教育委員会、議会への説明をさせていただき、早々に

事務を進めるといたしますならば、平成２７年１０月導入を案として美術館協議会

に出させていただいております。⑷の図書館協議会の審議状況でございますが、１

１月２８日に第２回図書館協議会を開催いたしまして、その際、指定管理者制度導
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入スケジュール、導入時期につきましても事務局案にご賛同をいただいております。

今後１２月１６日開催の美術館協議会を開催しました後に、関係条例の一部改正等

を議案上程する予定の３月議会の前に、１月の定例教育委員会におきまして、詳し

い報告をさせていただきたいと考えております。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、ご意見等ございませんか。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 この指定管理者制度を導入した後に、何らかの理由で途切れた場合の対

策というのを考えていますか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 途切れるとおっしゃいますと。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 やはり企業ですから、これはもうダメだとなった場合です。例えば、以

前、武雄市に連れていっていただきました。人口は武雄市の方がわずかに多いくら

いであまり変わらないと思うのですけど、立地条件が武雄の場合はすぐ後ろに大型

商業施設がありました。それから、図書館の雰囲気も非常に明るいです。やはり田

川市の場合は、その分だけハンデがあると思います。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 武雄市の図書館と田川市立図書館は、目指すべき方向性といいますか、

目標が違ってまいります。そういうことですので、指定管理者の業者を公募します

際には、今までも説明をしておりましたが、図書館と美術館を一括で指定管理者制

度導入ということでございますので、その辺の基本の方針と目標をしっかりと説明

をいたしまして、公募要件や仕様書等につきましても十分に精査をいたしまして公

募する予定でございます。その際、委託料につきましても、基本的な考え方が経費

を節減するという考え方ではございません。あくまで市民サービスの向上というこ

とを目標にいたしておりますので、委託料についてもその辺を考慮して決めてまい

りたいと考えております。公募いたしまして、実際に業者が選定されまして、議会

で議決をいただき、実際に導入ということになりましたら、当然、年度協定という

のを結びます。毎月モニタリングというのをいたしますので、最初の指定管理者は

３年とか、年度途中となれば３年半とか、そういうことを考えております。そうい

う契約期間がございますけれども、その間はきっちり毎月モニタリングをしてまい

りますし、年度の当初に年度協定をきちんと結んでまいりますので、契約している

間に指定管理者が撤退するようなことにはならないように考えてはおります。田川

市は以前より指定管理者制度を他の施設でも導入しておりますが、年度途中で撤退

というようなことにはなっておりませんし、指定管理者制度を導入している他市町
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村を見ましても、年度内にその指定管理者が撤退するということはあまり聞いたこ

とがありません。あくまで契約期間が終わった後で、次の業者を選定する際に今ま

での業者ではなく、他の業者を選定する。そちらの業者の方が選定する際に業務が

優れているということで、他の業者が選定されるということは当然ありますけれど

も、契約期間内に撤退するということを私は聞いたことがないので、もちろんそう

いうことのないようにしてまいりたいと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ほかに、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４日程第４日程第４日程第４    事務報告「田川青少年ホールの改事務報告「田川青少年ホールの改事務報告「田川青少年ホールの改事務報告「田川青少年ホールの改

修工事の実施について」修工事の実施について」修工事の実施について」修工事の実施について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 日程第４ 事務報告「田川青少年ホールの改修工事の実施について」ご

説明いたします。１ページをお願いします。まず、工事概要でございます。ア エ

レベータの設置、イ 外壁調査及び不良箇所の張替え、ウ 屋上防水工事、エ ト

イレの洋式化及び温便座設置でございます。次に、工事期間でございますが、平成

２６年１１月１９日から平成２７年２月２８日までを予定しております。ただいま、

もう工事に入っております。工事場所につきましては、次のページ以降に１階平面

図と２階平面図を添付しております。平面図の薄く塗った場所が改修工事の場所と

なります。次に、工事期間中の施設の使用制限についてでございます。この改修工

事が施設全体の外壁調査及び不良箇所の張替え等を実施いたしますために足場を組

みます。それから、玄関ホール横の談話室及び２階大会議室にエレベータを設置す

ることになりますので、玄関及び階段の利用が困難となります。また、トイレの洋

式化等を行うことからトイレの使用も制限されますので、この工事期間中の使用に

ついてはかなり制限が出てまいります。ただし、毎年市内の保育園等が行うお遊戯

会等で小ホールの使用がなされていることから、利用者への注意喚起を行いながら、

細心の安全確保を行うことで、利用できるように調整をさせていただいております。

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、ご意見はございませんか。 

  私は近くにおりますので、よく外壁に足場やネットのようなものなどが張ってあ

るのを見るのですけれども、近年にも何度もそういうことがあっていたと思うので

すけど、そういった履歴はどうなっているのですか。塗り替えとか、修理とか、そ

ういった履歴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 去年は大ホールの外壁の補修等をいたしました。施設の長寿命化という

ことで、耐震については調査をしたうえで、実際に改修が必要なところはしていく

という状況です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 耐震化は青少年ホールの方はされてないのですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 大ホールも青少年ホールの方も耐震調査はしております。耐震化につき

ましては、青少年ホールの方は特別に大規模な改修は必要なく、あくまで外壁の不

良箇所を改修するということです。 

○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「山本作兵衛氏の炭坑記事務報告「山本作兵衛氏の炭坑記事務報告「山本作兵衛氏の炭坑記事務報告「山本作兵衛氏の炭坑記

録画及び記録文書原録画及び記録文書原録画及び記録文書原録画及び記録文書原資料資料資料資料のののの取取取取扱いに係る基本方針の改正について」扱いに係る基本方針の改正について」扱いに係る基本方針の改正について」扱いに係る基本方針の改正について」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 日程第５ 事務報告「山本作兵衛氏の炭坑記録画及び記録

文書原資料の取扱いに係る基本方針の改正について」ご説明いたします。資料の１

ページをご覧いただきたいと思います。まず、概要といたしまして、田川市及び福

岡県立大学が所有、保管する山本作兵衛氏の炭坑記録画並びに記録文書６９７点、

いわゆる山本作兵衛コレクションのユネスコ世界記憶遺産登録を受け、本市は、本

市所有の６２７点の原資料について、適切な取扱いを行うべく、平成２４年４月１

日付けで「山本作兵衛氏の炭坑記録画並びに記録文書原資料の取扱いにかかる基本

方針」を策定いたしました。基本方針の策定に当たりましては、当時、本市は山本

作兵衛コレクションの状態調査を行っていなかったことから、基本方針の「３ 本件

に係る基本的な考え」において、「当面の措置として状態調査が完了するまでの当分

の間の基本方針をここに定めることとし、当該調査の完了した後に、その調査結果

に基づく所要の改定を行うこととする。」と定めておりました。本市は、平成２４年

度から３か年計画で、特定非営利活動法人文化財保存支援機構に山本作兵衛コレク

ションの状態調査及び保存・修復措置を業務委託し、当該作業を推進してきました

が、今般、山本作兵衛コレクションの中核的な資料であります炭坑記録画５８５点

について状態調査が完了し、その調査結果が提出されたところであります。以上の

状況を踏まえ、田川市世界記憶遺産保存等指導委員会及び森田稔田川市文化アドバ

イザーの指導の下、状態調査結果に基づく一部改正を行いました。なお、当該方針

につきましては、そのほかの文言修正等のそういったような改正も行っております。
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続きまして、２ 主な改正の内容についてであります。２ページをご覧いただきた

いと思います。まず、原資料の公開についてであります。改正の前は炭坑記録画の

公開期間を、一律に年２回、年当たり３０日と定めていました。改正後は、状態調

査の結果に基づいて作成されたカルテに記載された原資料の状態を示すランクに従

って定めるというふうにいたしております。こちらにつきましては、５ページをご

覧いただきたいと思います。今回、山本作兵衛コレクションのうち、田川市が所有

しております炭坑記録画５８５点につきましてランクＡ、ランクＢ、ランクＣとい

う形でランク分けを行っております。ランクＡというのは一番劣化があまり見受け

られないというような状態が良いものでございます。ランクＢ、ランクＣとなるに

従いまして、劣化が進んでいるというようなことでございます。なお、５８５点の

内４４２点がランクＡでございました。ランクＢにつきましては１２２点、そして、

ランクＣにつきましては２１点でございます。これまで山本作兵衛翁ご本人あるい

はご遺族の方から田川市はたくさん寄贈していただきました。５８５点の絵を寄贈

していただきましたが、これまでの私たちの先輩の保存に向けた取り組みが非常に

厳格に保存を行うというところを徹底いたしておりましたので、先生方にお話をお

伺いしても思いのほか状態は良いということでございました。ただし、中には２１

点ほど、かなり劣化が進んでいるというものもございます。このランクごとに、例

えば、一番良い状態であるランクＡであれば、これまでは年間の公開期限は３０日

以内としておりましたが、４０日で年間の公開回数も２回以内、そして、次回公開

までの最低期間は１８０日、半年くらいは空けるというふうにいたしております。

以下ランクＢについては、３０日で１回以内、１年間は最低空ける。ランクＣにい

たっては、年間１５日間しか公開できず、１回以内で、次回公開まで最低２年間ぐ

らいは期間を空けるというふうに、それぞれのランクごとに、今後その公開期限の

取り扱いを分けて執り行うというものが改正の内容でございます。２ページをご覧

いただきたいと思います。原資料の公開の例外でございます。改正前は国立文化財

機構が所管する博物館の展示環境が整った場所とするといたしております。いわゆ

る国立博物館でのみ公開ができるというふうにいたしておりました。改正後は公開

承認施設の展示環境が整った場所において市が指定する条件を満たす場合、又は公

開承認施設以外において市が主催又は共催し、かつ、市が指定する条件を満たす場

合は、公開を許可するというふうにいたしております。次のページをご覧ください。



 

 １０ 

公開承認施設の説明を行っております。公開承認施設と申しあげますのは、博物館

や美術館などの国宝・重要文化財の所有者（管理団体を含む）以外の者が当該文化

財を公開しようとする場合、文化庁長官の許可が必要とされますが、文化財の公開

活用の観点から、文化財の公開に適した施設としてあらかじめ文化庁長官の承認を

受けた場合、公開後の届出で足りることとされております。この文化財保護法第５

３条第１項ただし書の規定により、文化庁長官の承認を受けた施設を「公開承認施

設」と呼びます。この資料の最後のページをご覧ください。資料４でございます。

こちらに本年１１月１０日時点の国内におけます公開承認施設の都道府県別の一覧

を記載しております。北海道から沖縄までございます。また、地方の公立、私立の

博物館、美術館以外に先程、申し上げました国立の博物館も公開承認施設として承

認されておりまして、計１１１施設が現在公開承認施設として承認をされておりま

す。福岡県で申し上げますと九州歴史資料館、糸島市立伊都国歴史博物館、福岡市

博物館、福岡市美術館、北九州市立自然史・歴史博物館、こういったところが公開

承認施設として承認されているというところでございます。こういったような施設

で、なおかつ、一定の条件を満たせば田川市石炭・歴史博物館以外でも展示するこ

とができるというふうに改正を行ったというものでございます。２ページに戻って

いただきたいと思います。続きまして、原資料の貸出の例外でございます。改正前

は、原資料の保存措置を含めた状態調査の目的においてのみ他に貸出を行うことが

可能といたしておりましたが、改正後につきましては、原資料の保存措置を含めた

状態調査及び⑵で許可された施設での公開の目的において市が適当と認める場合、

貸出可能とする、といたしております。続きまして、原資料の撮影の例外でござい

ます。改正前につきましては、撮影の目的は、状態調査や複製画、デジタル画像フ

ァイルの作成とし、市が適当と認める機関等に許可する、というふうにいたしてお

りましたが、改正後は撮影の目的に、映像作成を追加いたしております。市が実施

する場合に限定し、市が適当と認める機関等に許可するということであります。続

きまして、原資料の保存措置を含めた状態調査についてであります。改正前は、原

資料の保存措置を含めた状態調査を基本方針に基づき実施いたしております。平成

２４年から３か年計画でこの作業を行っておりますが、本年度が最終年度になって

おり、ほぼ完了に近づいております。改正後につきましては、基本方針に基づいた

状態調査結果を踏まえ、毎年、田川市世界記憶遺産保存等指導委員会及び田川市文
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化財アドバイザーの指導の下、市保存科学担当学芸員が毎年状態調査等を行うとい

うふうに改正いたしております。３ページをご覧いただきたいと思います。状態ラ

ンクの見直しでございます。先程、申し上げましたＡランク、Ｂランク、Ｃランク、

そういったようなことを当初設定いたしておりませんでしたが、この⑺の調査結果

に基づきまして、毎年保存等指導委員会において状態ランクの見直しを行うという

ものでございます。先程のランクＡ、Ｂ、Ｃと分けておりましたが、当然ながら劣

化が進んでまいりますので、その時々の状態に合わせましてランクの見直しを行う

というものでございます。最後に、総合的な保存管理計画についても改正いたして

おります。改正前は状態調査結果に基づき、平成２６年度末までに総合的な保存管

理計画を策定するといたしております。この総合的な保存管理計画は現在、市保存

科学担当学芸員を中心に策定作業を行っておりますが、改正後につきましては、そ

の策定された保存管理計画は、保存等指導委員会及び田川市文化財アドバイザーの

指導の下、先程申し上げました市保存科学担当学芸員が必要に応じて見直しを行う

というふうに改正を行っております。資料１は改正後の基本方針の全文をお付けし

ております。内容につきましては省略させていただきます。資料２につきましては、

新旧対照表をお付けしております。そして、資料３につきましては、今後は石炭・

歴史博物館以外で公開する場合におきまして必要に応じ、この調査票を用い、市保

存科学担当学芸員が調査を行います。その際に用いる調査表を参考資料としてお付

けしております。以上で説明を終わります。 

○委○委○委○委員長員長員長員長    ご意見、ご質問等ございませんか。 

  今のご説明では、保存についてと貸し出しをした先の状況とか取り扱いについて

でしたけれども、貸し出すということは運搬をするということになるのでしょうか

ら、梱包や運搬についての基準というのは何か定められていますか。 

○○○○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 原資料につきましては、美術搬送というふうにいたしてお

ります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 それは美術搬送という分野の基準というのがあるのですか。 

○○○○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 大手の運送会社、日本通運とか、クロネコヤマトとか、そ

ういったところであればそれぞれの美術搬送がございますので、それに乗っ取って

搬送していただければ結構というふうにいたしております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 公開承認施設一覧というのはこれだけではなくて、いろいろなところに
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あるものすべてが該当するということなのですか。それとも、田川市のこれについ

てはここだけですよということなのですか。例えば、よその仏像とか、いろいろな

文書とかを公開するのはすべてこれに則って行うということなのですか。そうでは

なくて、田川市の山本作兵衛氏についての公開がこれなんですよということなので

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 この公開承認施設は、先程申し上げました文化財保護法に

基づくものでありまして、いわゆる文化財保護法で定められております国宝、重要

文化財を展示する際の１つの目安になる施設ということでございます。山本作兵衛

コレクションはご存知のとおり国宝でも重要文化財でもありませんが、私共の基本

的な考え方として、国宝、重要文化財並みに扱う。それと同等に扱うというふうに

いたしておりますので、今回の公開できる施設というのも、その文化財保護法に基

づく公開承認施設を一つの基準としたというものでございます。当然ながら、先程

言いましたこの公開承認施設以外でも国宝、重要文化財は公開することはできます。

できるのですが、事前に文化庁長官の許可をいただかないと公開ができないという

縛りがございます。 

○○○○委員長委員長委員長委員長    このお話を聞きながら、少し漠然と思い巡らしたのですが、作兵衛さんの

原資料を保存するために大体どのくらいの資金が必要になるのかと、そういう目途

はついているのでしょうか。 

○○○○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 大きく分けまして、ソフト的な取り組みとハード的な取り

組みがございます。ソフト的な取り組みで申し上げますと、先程申し上げました平

成２４年度から平成２６年度の３か年度でＪＣＰ（文化財保存支援機構）という、

いわゆる国宝、重要文化財、そういった重要な資料を保存する専門的な団体でござ

いますが、そちらに委託を行いまして状態調査と所要の修復作業を行いました。そ

ちらにつきましては、やはり１千万円を超える金額を投じております。ただし、そ

のほとんどは文化庁の補助事業として適応を受けておりますので、文化庁からお金

をいただいて、それに充てたというところがございます。そちらも１千万円を超え

る金額は出てきております。ただ、問題はハード的な問題でして、今の博物館には

この山本作兵衛コレクションを永年保存できる環境がございません。そちらを現在、

改修すべく設計を行っております。主なところで言いますと、山本作兵衛コレクシ

ョンを収蔵する２階の収蔵庫、それと展示をする第２展示室、こちらをメインにし



 

 １３ 

て現在の粗々の金額で２億７千５百万円という金額が出ております。この山本作兵

衛コレクションをこれから未来永劫保存するためには、委員長からご指摘いただき

ましたような経費というのは必要になってくるということでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    原画は風化していくという話を聞いておりますけれども、それを止めるた

めの加工などもこれからされるのでしょうか。 

○○○○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 今、ご指摘いただきましたことは、要はいわゆる酸性紙と

言われますが、酸化されるとぼろぼろになってしまうということでございますので、

それを酸化しないような形にしないといけません。それはいろいろなやり方がある

ということですが、当然ながら科学的な処理、いわゆる脱酸処理というのを行う場

合は、かなりリスクを伴って色が変色したり、紙質が悪くなったりといったリスク

もあるので、今回は所要の修復作業を行うに当たりましては脱酸処理を行っており

ません。代わりにそれぞれの紙の大きさに併せて中性紙箱という箱を専用に作りま

して、その中に中性紙を間に挟む形で５枚くらいを１つの箱に収めるというような

形の取り組みは行っております。温湿度の急激な変化というのが劣化を早めるとい

うふうに言われておりますので、ある程度一定の温湿度の環境を保つということが

必要になりますので、それに向けた収蔵庫の改修あるいは第２展示室の改修を行い

たいということでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ほかに、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    議案第４８号「田川市教育委員会議案第４８号「田川市教育委員会議案第４８号「田川市教育委員会議案第４８号「田川市教育委員会

事務局処務規則の一部改正について」事務局処務規則の一部改正について」事務局処務規則の一部改正について」事務局処務規則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。 

○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６ 議案第４８号「田川市教育委員会事務局処務規則の一部

改正について」ご説明いたします。本件は田川市教育委員会事務局処務規則の一部

改正の必要が生じたことから、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。改正の内容といた

しましては、本年３月３１日に田川市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に

関する規則を制定し、関係規定の一部改正を行いましたが、その際、文化課文化係

と世界記憶遺産推進室において事務の取り扱いの整理がついておりませんでした。

田川市近代化産業遺産保存活用基金につきましては、世界記憶遺産推進室が所管す

ることとなりましたので、これに伴い今般規則の一部改正を行うものでございます。

１ページをお願いします。田川市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則
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（案）でございます。田川市教育委員会事務局処務規則第４条中⑻田川市近代化産

業遺産保存活用基金に関すること、⑼その他文化行政に関することの２点を⑻その

他文化行政に関することに改めることとするものでございます。なお、この規則の

新旧対象表を次のページに添付しております。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、ご意見はございませんか。 

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６ 議案第４８号「田川市教育委員会事

務局処務規則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７日程第７日程第７日程第７    事務報告「平成２６年度全国学力・学習状況調査の市事務報告「平成２６年度全国学力・学習状況調査の市事務報告「平成２６年度全国学力・学習状況調査の市事務報告「平成２６年度全国学力・学習状況調査の市

町村別結果の公表について」町村別結果の公表について」町村別結果の公表について」町村別結果の公表について」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７ 事務報告「平成２６年度全国学力・学習状況調査の市町

村別結果の公表について」ご説明いたします。１ 平成２６年度全国学力・学習状

況調査の市町村別結果の公表についての方針でございます。公表については同意し

ない、といたします。理由といたしまして、全国学力・学習状況調査は、教員の「授

業改善」と「学校・家庭・地域」が一体となった教育改善につなげるために実施し

ています。具体的には、児童生徒の解答傾向を把握し、一人ひとりの誤り等を追究

し、学校や家庭が具体的手だてを講じることで学力向上への効果をねらうものであ

ります。したがいまして、各学校が保護者や地域住民に向けて自校の結果を公表す

ることは、地域全体での学力の向上、教育の向上に取り組むことにつながる観点か

ら望ましいことであると考えますが、県下自治体が比較できる公表方法は、序列化

や過度な競争が生じる等の影響が懸念され望ましくないと考えます。なお、学校教

育課としましては、今後、市民に対しまして本市全体の調査結果に分析結果を併せ

て公表する予定でございます。以上でございます。 

○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。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 その市民向けの公表というのは大体いつごろを想定していますか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 １月末を目途にと考えています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この学力調査に関連してですけれども、今回の田川市の結果を顧みまして、

田川市としても子ども達の指導に対する考え方を再確認する時期ではないかと思っ

ています。長年、学力向上プロジェクトを実施してまいりました。もう１０年を越
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していると思いますけれども、その結果がどのように今回の結果に反映しているの

かということ、これについては１０年目の時に反省をして検討をしていたはずです

が、その結果がまたこのようなことですので、その解析が正しかったのかどうか、

学力向上プロジェクト自体が本当に役立つプロジェクトとして活動しているのかど

うかというところを再度検討する時期ではないかと思います。小学校については確

かに結果が出ていますけれども、中学校に関してはうまいこと繋がっていませんの

で学力向上プロジェクトは小学校に関しては有効だったかもしれないが、中学に対

してはどうだったのかというところを再認識していただく時期ではないかと思って

います。それと３５人学級についてです。もう１２月ですので、解析をしていって、

来年度に向けての方針を固めていく時期ではないかと思っています。私は、３５人

学級はありがたいことであったと思いますけれども、それによって、逆に生徒指導

に困難をきたした部分がなかっただろうかというところも含めて、再度検討して学

校によっての運用の仕方というのを考えて、来年度に向けていくのも１つの方法で

はないかと思っています。それから、教育研究所でいろいろと研修をしていただい

ておりますけれども、これについても今年度もいろいろと学校での研究発表がござ

いました。その研究発表の様子を拝見しておりましても、醸成された内容のものが

発表されているかといいますと、そういう状況ではないというような気がしており

ます。それで、教育研究所の研修プログラムの見直しについても、そろそろしてみ

る時期ではないかと思っています。それから、田川市の学力に関する有識者会議を

委ねておりますけれども、有識者会議に丸投げをするという形ではなくて、教育委

員会として１つ１つの案件について、自分たちで再点検して、来年に向けて何が必

要であったのか、何を改善しなくてはいけなかったのかというところを、これは校

長会や教頭会の力も借りながら、冬休みなどを活用して再度調整する必要があるの

ではないかと思います。そして、有識者会議のご意見が出ました後で、自分達で反

省し、検討した点と突き合わせながら客観的に見れば、こういうことなんだとか、

こういう見方があるのだなとか、そういうことがあると思います。そういうところ

も自分達でやっていないとそこはわからないでしょうから、そういったところを答

えが出るまで準備をする必要があるのではないかということと、来年度に向けての

活用ポイントになるのではないかということで、これからお忙しい時期になられる

とは思うのですけれども、各課でそういった点を点検してみるのも良いことではな
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いかと思います。それから、もう１つ付け加えると、今年度始まりましたときに今

年のプラン、５年後のプラン、１０年後のプランというのを明確に出してみません

かということをご提言いたしましたけれども、やはり分かりやすい具体的な目標と

いうのがあれば、皆さんも動きやすいと思います。施策方針というのは、総花的な

もので抽象的になりやすいので何年後にはこれ、今年はここをがんばるというよう

な、教育委員会としての大きな目標としてはいかがかと思います。そうすれば全員

一致した共通認識ができるのではないかと思います。そのためには平成２６年度中

に何をしなくてはならないのかということがあると思いますので、そこら辺にも手

をつけていっていただきたいと思っております。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 まず、学力向上プロジェクトの検証についてでございますが、校種

間連携を行おうとする中で、家庭、地域と学校が連携をして子どもを守り、意欲を

支えることということについては成果があった、それは数字でも見えてきておりま

す。ただし、言われるように基礎、基本的なところの重点化と申しますか、そこが

やはり足りてなかったのではないかというふうに総括をしております。そこで、今

年度残りは基礎、基本の徹底というところをキーワードにして、今、学校に取り組

んでいただいております。また、次年度に向けましては更なる重点化、例えば、全

国学力・学習状況調査でいいますと、算数Ａ、数学Ａに特化してとか、領域まで絞

り込んでまず、やってみるというような具体化が必要であろうと思います。具体的

に申しますと、Ａ問題、小学校で言いますと計算があと２問、中学校で言いますと

計算があと３問解ければ、ほぼ県平均にいく訳でございます。小学校は超えるので

すから、今、言われたように、具体的な目標をもって、あと２問、あと３問と具体

的に示しながら取り組んでまいろうというところでございます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 委員長が言われた３５人学級の見直しというところをもう一度、いいです

か。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 見直すというのではないんです。人数を増やすというのではなくて、４０

人を３５人にしたがために、いっぱいいっぱいになっているところがあったりはし

ないかということです。具体的な学校名を出すのはどうかと思いますけれども、生

徒を追いかけてまわらなくてはならないような学校については、そこら辺を少し弾

力的な校長裁量とかで運用できるようにすれば、もっとうまいこと使えるのではな

いかという気はするんです。それがあるがために、先生方がバタバタしているとい
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うのではどうしようもないでしょうから、そこら辺のところをいろいろな角度から

もう一度検証してみて、いろいろなご意見を現場の方から出していただいて、良い

ところもあるだろうけれども何か困ったことはないだろうかとか、少人数ならいい

んだと最初から決めつけるのではなくて、そういったところも検証しながら、せっ

かく予算をいただいたことですから、これを上手いこと利用できるように検討する

のも必要ではないかと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 要は、３５人学級実施のために配置された教員の学校での使い方といいま

すか、配置について学校全体のことを見渡して工夫したらどうかというふうな捉え

方でいいですか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そこは、私は専門家ではないので、そこら辺の詳しいところはわかりませ

んけれども、そういうことができるのではないかという気がします。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 例えば、当該学校と話をして、検討して、当該学校の意見を聞きながら配

置を考えていくという、そういう姿勢でいい訳ですね。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 教育委員会だけでは情報が足りないと思えば、教育事務所等に問い合わせ

てみるのもいいでしょう。他のところはどんなふうにしているかという情報もいた

だけるかもしれませんし、いろいろな情報をいただきながら、このいい制度をより

よく活用できればと思います。ただ、いただいたからそのままというのではなくて

改善の余地があるならば、来年度に向けて再点検してみるのはいいことだと思いま

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「「「「教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会に係る１に係る１に係る１に係る１

２月議会の一般質問について２月議会の一般質問について２月議会の一般質問について２月議会の一般質問について」」」」を議題とします。 

○○○○教育部長教育部長教育部長教育部長    １２月定例会におきまして、教育委員会に係る一般質問は４名ございま

した。まず、陸田議員でございます。陸田議員につきましては、組合立の中高一貫

教育についての質問が突如ございました。この内容といたしましては、田川市とし

ては今回の中高一貫教育に関しての検討委員会に市長が参加すべきではないのでは

ないかとのご意見がございました。市長の方は広義的に、この検討委員会には参加

していきたいというふうな答弁でございました。それから、通告に基づきます内容

につきましては、中学校給食の実施に向けての質問でございます。議会での請願が

採択から３０数年を経過しているにも関わらず、中学校給食が実施されていないで
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はないか、早急に解決すべきであるというふうな質問でございます。中学校給食に

つきましては解決すべき重要な課題ということで、教育委員会としては認識してお

りますということを前提に諸条件等が整った段階で、実施を考えていかなければな

らない。そのためには関係機関との調整等を図ってまいりたいというふうに答弁い

たしたところでございます。次に、柿田議員につきましては、教育環境の整備につ

いてのご質問でございました。まず、一点目は小・中学校における冷暖房を設置す

べきではないかというご質問でございます。本市におきましては、ご存知のように

特別教室等につきましては設置しておりますけれども、普通教室につきましては設

置しておりません。エアコンの設置については現段階では考えていないということ

で答弁させていただいております。その対策といたしましては、児童・生徒の体調

管理には十分細心の注意を払ってまいりたいという答弁をさせていただいたところ

でございます。また、２点目の質問におきましては、中学生の長期休暇における居

場所作りについての質問がございました。この件に関しましては、校区活性化等の

取り組みを紹介すると共に、今後におきましても地域の取組みについては、教育委

員会として支援をしてまいりたいというふうにいたしております。次に、佐々木議

員でございます。小・中学校の教育環境の整備についてということでございました。

また、校舎の大規模改造を行うことが必要ではないかということでございます。箇

所、箇所では現在も修繕等はやっておりますけれども、大規模改修を年次的に計画

していくべきではないかということでございました。また、学校技術員の適正な配

置についても要望があっております。まず、委員会といたしましては、建築年数及

び危険性、それから、緊急度を考慮した年次計画を策定して、学校施設の改修、強

化を図っていきたいという前向きな答弁をいたしております。これについては、現

在、審議いたしております中学校の適正規模との兼ね合いがございます。そのこと

を踏まえながら、年次計画を策定してまいりたいと考えております。次に、特別支

援教育支援員の配置の充実についてということで質問がございました。教育委員会

といたしましては、まずは学校内の体制を総合的に見ていき、現状に応じて適切に

対処していきたいというふうに答弁いたしております。これは、やはり年々、支援

が必要な子どもさんが増えております。それに適切に対応していきたいということ

で考えております。次に、子どもの貧困についてということで質問がございました。

就学支援の割合と学習状況調査の結果から、平均正答率が低い傾向にあることが文



 

 １９ 

科省の白書によって出されております。したがって、家庭の経済状況が学力格差や

進学に影響しているというのは明白でございますので、本市におきましても同様と

考えられます。このことから、現在、行っている施策の充実及び関係機関との連携

を図りながら、全ての児童・生徒にとって、より良い教育活動を実施するよう、少

し難しい問題ではございますが、そういうふうな答弁をさせていただいたところで

ございます。次に、石松議員の質問でございます。豊かな教育環境の整備というこ

とでございます。教師用指導書について、現在、１学年に 1 冊となっておりますが、

学級ごとに配布したらどうかということでございます。教育委員会といたしまして

は、一般的な指導方法だけでなく、実態に即した指導方法を工夫改善することが大

切である。一律な教員の指導ではなく、その実態を見極めてきちんとしていく、参

考書に頼らず工夫していきなさい、そういうことが必要なんだという答弁をさせて

いただいているところでございます。それから、超過勤務の時間の問題等もござい

ました。また、新中学校の設置についてということでも質問がございましたが、こ

の件につきましては当委員会に随時報告しておりますとおり、その内容と同様の答

弁をさせていただいたところでございます。以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ありがとうございました。次に移ります。「１２月行事予定について」「１２月行事予定について」「１２月行事予定について」「１２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 前年の年末年始に問い合わせがあったのですが、里帰りをした際に山本作

兵衛さんの作品を見ようと思ったけれども帰省中には開いていなかったとか、冬休

みに勉強をしようと思って図書館に行ったけれども閉まっていたとか、そんなお話

がありましたので、たぶん広報では年末年始の情報を一覧表にして出してはいるの

だろうと思いますが、多くの皆さんにその情報がいき渡るように何か工夫をしてい

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 次に移ります。「「「「１１１１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 １月定例会でございますが、１月９日（金）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 ご異議ないようですので、１月定例会は平成２７年１月９日（金）の１４

時からに決定いたします。 
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  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１７回田川市教育委員会１２

月定例会を閉会いたします。 

（閉会１５時３０分） 

 

 


