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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２７年第２回田川市教育委員会２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「平成平成平成平成２７２７２７２７年第年第年第年第１１１１回田川市教育委員会１月定例会会議録の承認につ回田川市教育委員会１月定例会会議録の承認につ回田川市教育委員会１月定例会会議録の承認につ回田川市教育委員会１月定例会会議録の承認につ

いていていていて」」」」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

ご質疑等はございませんか。 

     ご質疑ないようですので、日程第１「平成２７年第１回田川市教育委員会１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    議案第議案第議案第議案第４号４号４号４号「市長の事務の補助執行に関する協議につ「市長の事務の補助執行に関する協議につ「市長の事務の補助執行に関する協議につ「市長の事務の補助執行に関する協議につ

いて」いて」いて」いて」を議題とします。本日は市長部局より総務課の溝口課長、二場総務法制係長

が出席しておられます。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２ 議案第４号「市長の事務の補助執行に関する協議につい

て」ご説明いたします。本案は、地方自治法第１８０条の２の規定に基づき市長か

ら協議のあった総合教育会議に関する事務の補助執行について、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。なお、協議の内容につきましては、本日出席いたしております

総務課の方から説明させていただきたいと思います。 

○総務課長○総務課長○総務課長○総務課長    補助執行の協議をお願いしていただくにあたりまして、総合教育会議の

事務についてということで資料を作っております。今回補助執行をお願いする業務

の主なものが総合教育会議に係りますので、まず、総合教育会議についてご説明申

し上げます。１ 総合教育会議の設置についてでございます。これは地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が平成２７年４月１日から施

行され、教育委員会制度改革が行われますが、この中の一つとして、全ての地方公

共団体に「総合教育会議」が設置されることとなります。次に、２ 総合教育会議

の概要でございます。まず、皆様ご存知のとおり、⑴会議は首長、市長が招集いた

します。そして、⑵会議は、首長と教育委員会で構成されます。⑶会議には、必要

に応じ関係者又は学識経験者の出席を要請し、意見を聴くことができます。そして、

⑷協議及び調整を行う事項でございます。首長と教育委員会は会議において次の事

項を協議及び調整を行い、その結果を尊重しなければならないとされております。

まず、ア 教育行政の大綱の策定についてでございます。続いて、イ 教育の条件整

備など重点的に講ずべき施策、ウ 児童、生徒等の生命及び身体の保護等緊急の場
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合に講ずる措置（いじめ問題への対応）等でございます。そして、ここが今回皆様

方に協議をお願いする部分でございます。３ 総合教育会議の事務について、総合

教育会議の運営に係る事務については首長の権限に属するものであるが、市長の意

向に基づき、次の観点から、組織の効率性及び効果性を考慮して、教育委員会事務

局の職員により補助執行するものとしたいと考えております。まず、⑴教育委員会

会議との連携、⑵協議事項等の議題の円滑な審議、⑶緊急の場合（いじめ問題等）

に即応できる体制ということが主な要因となっております。そして、次のページで

ございますが、今日の協議でご承認いただけますれば、４ 今後のスケジュールに

て動くこととなります。まず、平成２７年３月に関係規則の改正を行います。市長

の権限に属する事務を委員会又は委員の事務を補助する職員に補助執行させるこ

とに関する規則、そして、平成２７年４月に総合教育会議の設置、これは法の施行

により設置されるものでございます。そして、２７年度中に大綱の策定、また、随

時、必要に応じ会議を開催する計画となっております。そして、５ 参考として、

補助執行について書いております。大きなポイントとしましては予算業務、教育委

員会の予算につきましては、本来、市長の事務でございますので、その部分は補助

執行という形になっております。それとポイントとして、イに下線を引いておりま

すが、補助執行であることから、権限は異動しません。今回のことにつきましても

会議を主催すること自体は首長になっておりますので、その辺りが異動する部分で

はございません。そして、先程の説明と重なりますが、本市において現在行ってい

る補助執行の例でございます。ア 市長の権限を教育委員会の職員が補助執行して

いる例としまして、予算の執行、物品の管理、基金の運用等を行っております。逆

にイ 教育委員会の権限を市長部局の職員が補助執行している例としまして、石

炭・歴史博物館に関すること、炭坑に関する文化財の保護に関することでございま

す。以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 次のページのスケジュールについての説明はよろしいですか。 

○総務課長○総務課長○総務課長○総務課長 申し訳ありません。移行のスケジュールでございますが、上段は総合教

育会議の部分でございます。まず、⑴会議の事務局を決定する必要があります。そ

の後、⑵会議運営費の予算の計上、そして、⑶規則、規程等の改正がございます。

そして、⑷会議の開催につきましては、先程申しましたとおり平成２７年度以降に

なってまいります。それと、今回のことには関係ございませんが、中段に新教育長
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関係としまして、現教育長の任期、平成３０年１０月７日までの任期等を記してお

ります。そして、下段にその他として、教育委員会規則の改正が必要となりますの

で、それを平成２７年３月にする必要があるということをスケジュールにさせてい

ただいております。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。 

  ３の総合教育会議の事務についてというところで、⑴教育委員会会議との連携、

⑵円滑な審議、⑶いじめ等に即応できる体制とありますけれども、新聞報道等で教

育委員会制度が変わるきっかけになったのはいじめ問題であったと思います。教育

委員会がいじめに対してゆるい体制であったというので、そこを変えなければなら

ないということで今回変更されたと思うのですが、事務局が教育委員会でそこら辺

の対応はどうなのでしょうか。 

○総務課長○総務課長○総務課長○総務課長 その辺りは市長と話をしました。この改正につきましては今、委員長が

いわれましたように、滋賀県大津市の問題に端を発しております。法改正の趣旨と

か、法改正にあたる審議会等の会議録を読みますと、コミュニケーション不足とか、

連絡の不徹底とか、意思疎通の確認ができていないとか、そういう部分が今回の改

正の発端といいますか、起因になっているとは認識しております。その中で、市長

の方からは現在すでにコミュニケーションがとれているので、その辺りは滋賀県と

は少し違う状況にある。それと、県内他市の動向等も見ましたが、やはりいじめの

問題となりますと、市長部局が執行するとなると市長部局にそのデータが上がって

まいります。そういう子どもの情報等が上がってくるということを含めまして、そ

の辺りを考慮した結果でございます。既に連絡とか、コミュニケーション等がとれ

ているので、今のままでいいのではなかろうかということです。今のままを取る形

式としては委任とか、補助執行とか、そういうスタイルがあるのですが、補助執行

のスタイルでいいのではなかろうかというのが市長の考え方でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ただ、いじめというのはなかなか見つけにくい問題で、身近な人でもなか

なか分かりにくいものですから、そこら辺に対して新たな角度でというのも必要で

はないかと思うのですけれども、この機会に何かそういったもので付加されるポイ

ントというのはないのでしょうか。 

○総務課長○総務課長○総務課長○総務課長    会議自体には当然、市長が入られます。それと、会議には必要に応じて、

意見を聞きたい方などを呼ぶことができますので、市長部局の方の担当課等と確認
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をしたいことがある場合等、呼ぶことができますので、事務には特段問題がないの

かなというような認識でおります。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 例えば、いじめ問題の場合、今はそういうことについては教育委員会の

中で緊急に会議を開いたりする場合もあります。それが、今度は総合教育会議にな

ってくるということですか。いじめが教育委員会で分かって、そして、その後に首

長の方に連絡がいくという形になるのですか。市長部局が先に見つけるということ

はないでしょう。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 首長に直接申し出があるかもしれません。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 例えば、いじめの問題が起こった時に、第３者委員会を作るという大きな

課題があります。まず、教育委員会でいじめを確認したら、それでは第３者委員会

を作るのかどうか。それで、教育委員会として第３者委員会を作ろうということに

なれば、総合教育会議で第３者委員を選任してもらう、そういう流れがあるのでは

ないかと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 そうすると２段構えになるような形になるのですね。 

○○○○教育教育教育教育長長長長 当然なりますね。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 変わったからには、このいじめの問題については今まで以上に手厚い対応

ができないと意味がありませんので、その辺のところは素早く発見して、素早く解

決できるように、問題が起こらないような形にするための準備をしていきたいなと

思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 今の総合教育会議の事務についてのところですが、教育委員会事務局の

職員により補助執行するものとしたいというところをもう少し説明をお願いした

いと思います。 

○総務課長○総務課長○総務課長○総務課長 基本的なことを言いますと、イメージ的には今、定例教育委員会があっ

ておりますが、この会議に市長が加わるような会議をイメージしていただければ良

いと思います。そして、それに関する事務、今、教育総務課がしている事務ですが、

会議録とか、会議の開催についての庶務的なこと、それが事務に当たります。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 今後のスケジュールを見ると、３月までには規則の改正をして、その後、

大綱を策定していくのでしょう。その内容は大変難しく大きな内容だろうと思いま

す。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 大綱を作ることに関して、田川市の問題としては学力がなかなか上がって



 

 ５

いかないということがあります。その根本には子どもの環境の問題があります。家

庭の環境だったり、周りの支える環境だったり、また、経済的な問題であったり、

保護者の子どもに対する向き合い方の問題があったりとか、そういうことがありま

す。ですから、できれば子育て支援課とか、福祉関係の課とかとも連携しながら、

もっとやり取りをしながら、教育委員会が子どもをフォローしていけるような形に

なればいうことはないと思うのですけれども、それに対して、この総合教育会議の

事務局を教育委員会が補助執行するということがどんな意味合いをもってくるの

でしょうか。 

○総務課長○総務課長○総務課長○総務課長 分けて話さないといけないのですが、今、委員長が言われた部分、子ど

もの教育に関しては生活全般が関係している。それは当然大事なことだと認識して

おります。そこを市長部局と調整する会議が総合教育会議であるということです。

そういうことを教育委員会と首長が話し合って、そういう認識を持ってもらって、

そういう部分を強化していかないといけないという方向性になれば、それはそれで

総合教育会議の話し合う議題だと認識しております。それと大綱についてですが、

大綱自体は大きな方向性を示すものですので、今、委員長が言われたような方向性

をまとめて、細かいことを書けというようにはなっていなかったと思いますので、

そういう方向性でいいのではなかろうかと思います。ただ、そういう方向性につき

ましては、教育施策方針を含めて、今までも教育委員会主導で行ってまいりました

部分に肉付けされていくのかなということをイメージしております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ただ、教育委員会と同時に子育て支援課とか、そういうところはずっと

いろいろと関係してきますから、補助執行するということにしていますが、教育委

員会の職員よりはと思ってしまいます。やはり本庁とのつながりというのは絶対必

要だと思います。補助執行ということであるならば、これについての専門的といい

ますか、そういうところを教育総務課に作る必要があるのではないかと思います。 

○総務課長○総務課長○総務課長○総務課長 毛利委員のご心配されることと、今回の補助執行については少し違って

くるのですが、市長部局の方に会議に入っていただきたいという招集があれば、入

ることは特段問題がないと思います。そういう会議ですので、市長部局と教育委員

会の話し合いを持つのも特段問題がないと思います。それと、今のところですが、

市長部局との調整の窓口を総合政策課が担うような形を想定しております。市長部

局の取りまとめをお願いするような形は想定できておりますので、今回の補助執行
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に関する事務は庶務的事務ですので、今、毛利委員がご心配された市長部局とのつ

ながりとは別というふうには考えております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ただ、私が言いたいのは今までなかった大変な仕事が教育総務課に入っ

てくるのだから、もう一人ぐらいプラスしたほうがいいのではないかということで

す。今までどこの市町村もしたことがないような大変なものを作らないといけない

というところを考えると、そういうことも必要ではないかと私は思うのですが、ど

んなものですか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 やはり最初に物を作るというときはとても大変でしょう。今までは２つの

ポジション、教育委員会と市長部局という形であったものを、これからは位置関係

がどんなふうになるのかは少しわかりにくいので、図で示してもらったらありがた

いのですが、教育委員会があって、市長部局があって、総合教育会議というのはそ

の間をつなぐようなものになると考えてよろしいのでしょうか。 

○総務課長○総務課長○総務課長○総務課長 これは文部科学省の資料ですが、冊数をもってきていないので配ること

はできませんが、今までは首長と教育委員さんがいらっしゃって、別々になってい

ました。この資料の表をそのまま読みますと、首長が教育に口を出さない方がいい

のかなとか、教育委員会で言えば、予算の権限を首長はどう考えているのかなとか、

コミュニケーションがとれていないような絵になっております。総合教育会議の中

で協議、調整するのが教育行政の大綱の策定と教育の条件整備等で重点的に講ずべ

き施策とか、そういう諸々のことを話し合って、調整していきましょうという、そ

ういう場であると考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 つまり、総合教育会議というのは教育に関しての諸々のことを話し合うと

いうことですね。教育委員会だけがやっていた部分だけではなくて、市長部局が担

当している子育て支援課や福祉関係の課等とも情報のやりとりをしながらという

形になるわけですよね。 

○総務課長○総務課長○総務課長○総務課長 必要に応じて呼ぶことができるみたいな形になります。 

○○○○総務法制係長総務法制係長総務法制係長総務法制係長 協議及び調整の言葉の使い方なのですが、まず、調整の方からお話

させていただくと、今までは、教育委員会と市長部局それぞれ権限が異なっており、

「市長には予算の執行権があるが教育委員会にはない。ただし、教育委員会につい

ては教育行政に関するものについて運営、管理していくという権限がある。」とい

ったように、それぞれ調整というものがない状態で分かれていました。ただし、実
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際に業務を行っていくときには予算の執行というのは必ずつくものでございます。

そこの予算の兼ね合いでありますとか、教育委員会で考えた教育行政であるとか、

そういうところをきちんとマッチングさせるのが調整ということになります。もう

一つ、協議というのがございますが、この協議というのは自由な意見で田川市の教

育について市長の考え方、教育委員会の考え方、それぞれが自由に意見を言い合う。

それが協議ということになります。総合教育会議が設置されましたら、皆さんには

この会議のテーブルについていただいて、その中で自由な意見を言っていただく。

今までは法律に調整という言葉はきちんと書いていなかったのですけれど、この会

議のテーブルの中で調整させていただくということです。教育委員会が考えている

予算、市長が考えている教育行政、そういうことをきちんと合わせるという、そう

いう場を設けるものが総合教育会議です。今回、その事務局をどこに置こうかとい

うことで、市長に意向を伺ったところ、この３の⑴から⑶までに書かれていますと

おり、先程総務課長が説明いたしましたが、教育委員会会議の中に市長が入るとい

うイメージがございますので、教育委員会会議を開くことと、そこに市長が加わる

ということは会議の開催でありますとか、招集とか、そういう形の中で教育委員会

会議と業務がかなり重なる部分がございます。また、協議事項の円滑な審議という

ことで、議題は主に教育行政に関することですので、教育委員会の事務局職員の方

がその審議についての議題を理解されています。これを一度、市長部局に持ってい

くと、そこで説明をして、それから、また総合教育会議の中に提案するという形に

なりますので、そのところも教育委員会事務局で補助執行を行う方が円滑な審議が

開かれるのではないかということでございます。緊急の場合のいじめ問題に即応で

きる体制というのは、いじめというのが主に学校の内部で行われております。その

時はすぐに市長をその会議の中に呼べば即応できるということになります。それを

市長部局にもっていくと、ワンクッション置くことになりますので、そのタイムラ

グだけでも時間がかかるということでございます。すぐに市長を呼んで、そこで会

議を開けばスムーズな会議が開かれるのではないかということです。以上のことを

踏まえまして、やはり今、お話をした３点の効率性及び効果性というところを配慮

いたしまして、田川市では教育委員会の職員に補助執行してもらうのがいいのでは

ないかという意見であります。以上です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今の説明で教育委員会事務局が補助執行する意味というのはよくわかり
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ました。ただ、総合教育会議は協議をするだけではないですよね。協議をしたら、

その結果、何かのアクションが取られるわけです。そのアクションを取る時、例え

ば、経済的に困窮している家庭の子どもの学力アップに関して、何か連携を取ると

か、そういうときにいろいろな処理をするのは各課になっていくわけです。でも、

そこで振り分けといいますか、話し合いの結果をまとめたりするのは教育委員会の

事務局がやるということなんですよね。どこかが元締めになって、それを集約して、

実行できているのか、継続的に行われているのか、そういうことができる形に持っ

ていかないといけないと思います。しかし、今まで教育委員会は全然違うところに

いたのですから、そういったやりとりは円滑にできるのかどうか。最初はできるか

もしれませんけれども、事務局の人間が変わっていって、最初の大きな目標、謳い

文句がだんだんと形骸化していった場合、その流れがきちんと継続していけるのか

どうかということが心配なのです。ですから、この機会に、例えば、稟議をきちん

と回して、確認をして、最後は戻ってくるというようなルールを作っていただきた

いと思います。人が変わっても、時間が経っても、この最初の良い目標、総合教育

会議という形がきちんとキープできていくような形、そういう最初の正しい形がず

っと保持されていくようなものでなければ意味がないと思うのです。教育委員会が

事務局をさせていただくのは大変ありがたいと思うのですが、それがなし崩しにな

っていった時、教育委員会では支えきれないような形になっていっては困りますの

で、そこら辺の仕組みづくりというのはきちんと考えていただきたいなと思うので

すが、いかがでしょうか。 

○○○○総務法制係総務法制係総務法制係総務法制係長長長長 今、お伺いしたとおりだと思います。補助執行を行うということは、

教育委員会の中で解決したりとか、責任をとったりとか、そういったことではあり

ません。今回の法の趣旨というのは市長も入ったところで教育行政について一緒に

進めていこうということですので、総合教育会議で決まったことというのは、市長

にしろ、教育委員会にしろ、どちらとも尊重義務というのがございます。その中で、

例えば、教育委員会であれば教育委員会の職員に総合教育会議をうけて指示がある

と思いますし、市長の方は市長が総合教育会議で教育委員会の方からいただいたご

意見を踏まえて市長部局の職員に指示があるものと考えています。また、総合教育

会議の運営や進め方につきましては、会議の中で定めるものと法律で決められてお

りますので、これは新年度に入りまして会議が開かれましたら、その中での議題と
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して上がってくるものだと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 最初はきちんと作るのですけれども、どうしても時間が経つと形が変わっ

てくるので、そこの歯止めをするようなシステム作りをきちんとしていただきたい

と思います。修正はしながらということになるでしょうが、最初が肝心だと思いま

すので、そこの大もとについてはぜひ、お願いしたいと思います。これから事務量

は増えていくと思いますので、教育長、人員についてはどんな感じになりそうです

か。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 新しく仕事が増えるということについて、実際に事務を担当しようとして

いる担当課としてはどうですか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 今まで行っている教育委員会と同じような形という説明はありま

したが、別の組織として、やはり事務が増えてまいります。また、特に初年度は模

索の部分もあります。市の職員を減らしてきているような状況の中ではありますが、

やはり人員的には足りないような状況です。それから、もう一点は市長部局との連

携がやはり大切だと思います。今もお話の中にありましたように、総合教育会議で

話され、そして、それを実行するというところが伴います。要するに、ＰＤＣＡの

サイクルが実施されるような形になるかと思いますが、総合教育会議の中で話され

る部分につきましては、教育委員会の内容だけではなく、先程から言われていると

おり児童福祉の関係とかもあります。その辺りは市長部局ときちんと連携を取らな

ければいけないし、市長部局のＰＤＣＡの窓口といいますか、そういうところもき

ちんと定めて、市長部局の内容の部分については、そこでとりまとめをしていただ

くというような形にきちんとなっておれば、円滑に事務が進められていくのではな

いのかなというふうに、担当課長としては思っております。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 教育委員会と市長部局との連携というのは、新しい教育委員会制度になら

なくても、これはきちんと進めて行かなければならない課題です。今でも子育て支

援課とか、いろいろなところと連携してやっているではないですか。でも、今の状

況だとなかなかスムーズにいかない面が出てきている。それで、今度、総合教育会

議ができるということは、これからは取り組みやすくなるのではないかと思うんで

す。だから、せっかく新しくこういう制度ができるのだから、そこはこれを利用し

て、いろいろな取り組みができるように担当課は少しきついかもわかりませんが、

教育委員会は担当課だけでなく、学校教育課も生涯学習課も文化課も一緒になって
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取り組んでいく、それは大事なことだと思っています。教育総務課には今の人員の

中で新しい仕事ができるということはきついかもわかりませんが、そこは市長部局

の方へ人員の増のこともお願いしながら、補助執行に取り組んでいこうということ

でやったらいいと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 教育長もおっしゃいましたが、こういうお役目をいただけるのならば一生

懸命に取り組んでいっていただきたいと思います。ただ、教育委員会が事務局をさ

せていただくにあたって、市長部局の方々には市長部局の担当課設置による連携、

具体的には市長部局の関係課への周知や資料等を精査しての取りまとめや適切な

提供をお願いしたりとか、そういうところに積極的に関わっていただいて、良い運

営をしていけたらと思いますので、その辺りのところをお願いしたいと思います。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 先々、ある程度の形が決まりましたら、市長部局がやる仕事の何が教育

総務課の方に移行したのか、そういったものは示してもらえるのですか。私には、

はっきりと内容が見えないものがたくさんあってよく解らないので、どういった仕

事が移行して増えたのか、その辺りの具体的なことというのは示してもらえるので

すか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 そこは示してくださいと要望したらいいのではないですか。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 今後、どういうふうに動いていくのかがわからないので、もし、そうい

う具体的な項目がわかればお願いします。 

○○○○総務課長総務課長総務課長総務課長 今の星野委員のお話についてですが、例えば、大綱であれば市長部局が

したとしても、ほとんどの大枠は教育委員会が作る形になると思います。市長部局

が作る部分がきたというだけで示していいんですよね。そうしないと、全体を入れ

てしまうと、ものすごい業務というふうになりますから、委員長が言われたような

子育てとの連携、調整の部分が補助執行される、市長部局との連絡調整とか、そう

いう部分だけがくるということです。大綱と書いてしまうと、元から全部というよ

うな感じを受けてしまうので、そういう調整業務とか、会議を開いていただく業務

とか、そういうことが補助執行でくる部分です。その辺をどう表わすことができる

のかというところです。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 大綱というのは憲法の前文のようなものですか。 

○総務課長○総務課長○総務課長○総務課長 国が示していることで言えば基本方針、大枠でいいというふうにはなっ

ています。 
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○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 それにしたがって、後は考えていこうということですか。 

○総務課長○総務課長○総務課長○総務課長 その大綱を教育委員さんと首長さんで話し合って、こういう枠組みで行

うという方向性を決める会議です。それに基づいて、市長部局が協力しないといけ

ない部分もあるし、教育施策方針も当然合致しなければいけません。教育の大綱で

すので、教育の部分が大部分になるので、その辺りが星野委員が言われた、どうい

うことがくるのかということになりますと、市長部局との調整の部分だろうと思う

のです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 実際に事務をやっている方の意見も聞いてみたいと思います。どなたかお

願いします。 

○教育総務○教育総務○教育総務○教育総務課課課課課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐 大綱自体は新しい仕事だと思います。その中の大部分は教育

委員会が作る部分であって、プラスアルファは首長がそれ以外で、先程、言ったよ

うな子育て部分、福祉部分を踏まえて、全体的なものを作って、初めて大綱という

ことになると思います。だから、今、星野委員が言われた、この事務に関してどの

部分が、どの事務が補助執行されたのかと言われたら全部がそうです。大綱を作る

こと自体が新しいことをしますので、ただ、その中の教育部分につきましては、教

育委員会が素案を作るに当たっては教育施策方針等を参考しながら、こういったも

のはどうでしょうかと作った中で首長がそれでいいのであれば、首長はそれを大綱

に入れ込むし、この部分は違う、この部分を入れろというのであれば、それを作る

ような形になりますので、事務自体は全部の事務が補助執行という形でこちらにく

るということになります。内容自体は今、課長が言われたように部分的には教育委

員会の部分、市長部局の部分等がありますので、それをあわせたものが大綱という

形になると思います。そうではないですか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    どうでしょうか。 

○総務課長○総務課長○総務課長○総務課長 総合教育会議の中で大綱を策定しますので、それを業務とすれば、ただ、

首長が主催するということですので、その取りまとめの事務をするのです。そのデ

ータを出すのは、どちらが事務局を持とうと作り上げていくのはそれぞれの課にな

ります。 

○○○○教育総務教育総務教育総務教育総務課課課課課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐 補助執行するにあたって、大綱自体は今、言われたように教

育委員会がすることは全部のとりまとめをしなくてはいけません。教育委員会部分

は教育委員会が作ります。市長部局部分は市長部局が作ります。それをとりまとめ
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て全部としますので、事務の補助執行はその大綱自体を全部補助執行する形になり

ます。もし、市長部局で事務局をもつのであれば、市長部局の方からこういった資

料を提出してくれと言われれば、教育委員会は提出するような形になります。星野

委員さんが言われる、どの部分の事務をするというのであれば、総合教育会議の事

務、それをすべて作る。そして、設置から、その後の動き、そのすべてにはなると

思います。ただ、大部分が教育委員会の部分であるということです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この際、何か聞いておきたいことなどございませんか。 

  それでは今の説明をお伺いしまして、教育委員会の事務局が補助執行するという

ことにご異議はございませんか。 

（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４号「市長の事務の補助執行

に関する協議について」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５号「平成２６年度教育費（３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○教育部長○教育部長○教育部長 平成２６年度教育費（３月補正）予算要求についてでございます。１ペ

ージをお願いします。総括表でございます。まず、今回の補正は歳入で４１４万８

千円の増額、歳出で３３００万９千円の減額補正でございます。ご存知のように、

３月補正は執行残等の整理が主なもので、それに基づく決算見込みという形でござ

います。まず、歳出でございます。歳出の主なものといたしまして、放課後児童健

全育成事業費がございます。これは嘱託職員の賃金等の減でございます。それから、

図書館費でございます。図書館の新システムを前倒しで導入ということをやってお

り、その委託料の減でございます。また、歳入につきましては、先程の放課後児童

健全育成事業費補助金でございます。これは、歳出減に伴う国の補助金の歳入の減

でございます。それから、学校施設環境改善交付金でございます。これにつきまし

ては、予算要求の時点では安全率というのを見まして、入ってくるかどうかがはっ

きりしないものがございましたので、その安全率をみて予算を計上しておりました。

補助率は３分の１でございますけれども、満額といいますか、補助金がつくように

なりましたので、約９９０万円の増というふうになっております。以上が補正の主

な要因でございます。詳細につきましては、各課からそれぞれご説明を申し上げた

いと思います。 
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○教育総務課○教育総務課○教育総務課○教育総務課長長長長 教育総務課に係ります平成２６年度３月補正予算要求額の概要に

ついてご説明いたします。１０ページをお願いします。まず、歳出でございます。

上段、事業名 旧教育庁舎管理経費でございます。これは旧教育庁舎の維持管理の

ための各種経費であります。補正の主なものは電気料で電力消費量の減に伴い、基

本料金の単価が安くなったことから２９万２千円の減額補正をいたしております。

次に下段、事業名 中学校施設防災機能強化事業費でございます。これは中学校施

設が災害の避難場所として必要な機能を発揮できるよう防災機能の強化を図るた

めの経費でございます。平成２７年度に実施を予定いたしております屋内運動場の

天井等落下防止対策工事に伴う設計委託料の入札残と旅費の執行残により１０万

４千円の減額補正をいたしております。１１ページをお願いします。上段、事業名 

幼稚園施設維持管理経費でございます。これは田川市立幼稚園の維持管理のための

各種経費でございます。臨時職員等賃金、水道料等の執行残及び清掃委託料等の入

札残により２０２万円の減額補正をいたしております。次に、歳入でございます。

２ページをお願いします。歳入の主なものといたしましては、中段の学校施設環境

改善交付金９９３万６千円の増額補正でございます。これは先程、部長から説明が

ございましたとおり、伊田小学校、鎮西小学校の校舎外壁改修工事に係る補助金の

増額補正でございます。国からの交付金の認定額を少なめに見ていたのですが、ほ

ぼ満額つきましたので、この交付金の認定額が増加されたということでございます。

次に、下段の雑入でございます。これは船尾武道館を管理しております指定管理者

からの電気、水道の負担金として１９万８千円、また、中学校の校舎等ガラス破損

にかかる弁償金２９万３千円を増額補正いたしております。以上で教育総務課に係

ります平成２６年度３月補正予算要求額の説明を終わります。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 続きまして、学校教育課に係る平成２６年度３月補正予算について

ご説明いたします。歳出からご説明いたします。すべて減額補正でございますが、

主な要因は対象児童・生徒及び対象者の減でございます。１２ページをお願いしま

す。上段です。放課後児童健全育成事業費で５８７万４千円の減額補正でございま

す。補正の内訳といたしましては当初見込んでおりました嘱託職員の数、補助指導

員の数が減になっておりますので減額させていただいております。１３ページをお

願いします。上段です。教育研究所経費で２１９万７千円の減額補正でございます。

この件につきましては、臨時職員１名が総務課所管になったことによります賃金及
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び共済費の減でございます。１８ページをお願いします。上段です。小学校少人数

学級運営事業費で１９５万９千円の減額補正でございます。この件につきましては、

任用した市費講師が給与ベースの低い方でございましたので、数の変化ではなくて

給与ベースの違いにより減額が生じております。１９ページをお願いします。上段

です。小学校就学援助事業費で１０５万１千円の減額補正でございます。この件に

つきましては、対象児童の減による減額でございます。２２ページをお願いします。

上段です。中学校少人数学習指導事業費で７２万９千円の減額補正でございます。

この件につきましては、小学校と同じく給与ベースの低い先生方を任用したことに

よります減額でございます。２５ページをお願いします。上段です。休日学習推進

事業費で１４０万５千円の減額補正でございます。この件につきましては、学び塾

は５月から実施といたしましたので、実施回数が減になったこと。また、同じく謝

金について講師の出勤時間を４時間に見積もっていましたが、３時間で適応できた

ことによる減額でございます。２７ページをお願いします。幼稚園就園奨励費で１

５６万円の減額補正でございます。この件につきましては、補助対象者の減により

まして減額が生じております。続きまして、歳入についてご説明いたします。５ペ

ージをお願いします。上段の教育総務費補助金でございます。この件につきまして

は、若年者専修学校等技能習得資金補助金の貸付者を３名で見積もっておりました

が、１名に留まりましたので、減額となっております。その他の歳入につきまして

は、記載のとおりでございます。以上で学校教育課の３月補正の説明を終わります。 

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 続いて、生涯学習課の平成２６年度３月補正予算の要求額について

説明をいたします。今回の３月補正予算は決算見込みとして執行残が生まれるもの

の減額補正でございますが、その中で主なもののみ説明をさせていただきます。ま

ず、歳出でございますが、事業といたしましては２８ページから３５ページに記載

しております１５事業を予定しております。２９ページをお願いします。下段、人

権・同和教育事務費でございますが、予定していた研究大会等の不参加に伴う旅費

の減額補正でございます。３０ページをお願いします。上段、地域活動指導員設置

事業費でございますが、その主なものはカルタ大会参加者数減に伴う記念品料の減

額補正でございます。下段、人権・同和問題啓発事業費でございますが、その主な

ものは小・中学生を対象として実施しました合宿研修会の参加者数の減に伴う食糧

費の減額補正でございます。３２ページをお願いします。上段、市民会館維持管理
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費でございますが、その主なものは照明器具のＬＥＤ化等による電気料金が減額に

なったことに伴う光熱水費の減額補正でございます。下段、市民会館改修事業費で

ございますが、その主なものは入札残に伴う建設工事費の減額補正でございます。

３４ページをお願いします。下段、保健体育振興経費でございますが、その主なも

のは入札残に伴う器具費の減額補正でございます。３５ページをお願いします。地

域スポーツ活動推進事業費でございますが、その主なものは授業数の減に伴う小学

校の体育の授業に派遣しておりますコーディネーターの謝礼金の減額補正でござ

います。最後に歳入でございます。７ページをお願いします。雑入で家庭教育講座

託児料の１千円を計上しておりましたが、事業完了に伴う減額補正でございます。

以上で生涯学習課の説明を終わります。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 続きまして、文化課に関わります平成２６年度３月補正予算について説

明をいたします。まず、歳出の主なものについて説明をいたします。３６ページを

お願いします。上段、図書館維持管理費でございます。これは決算見込みによりま

す電気料、水道料の減額補正及び入札によります清掃委託料の減による補正でござ

います。下段、図書館運営事業費でございます。これは嘱託職員を予定して予算計

上しておりましたが、再任用職員が配置されたため、臨時職員等共済費及び臨時職

員等賃金が減となったものでございます。また、データ抽出等業務委託料につきま

しては、図書館の電算システムの選定をしているところでございますが、見込んで

いた以上の委託料を必要としなくなりましたので１４９万２千円の減としており

ます。３８ページをお願いします。上段、文化財保護事業費でございます。これは

博物館長の旅費として費用弁償で見込んでおりましたものを減額としております。

下段、埋蔵文化財発掘調査事業費でございます。これは不動産等鑑定手数料を計上

しておりましたが、その鑑定と再鑑定が必要なくなりましたので減額をしておりま

す。４０ページをお願いします。上段、文化会館改修事業費、下段、田川青少年文

化ホールエレベーター設置等事業費でございます。これはどちらも設計等委託料が

入札による減となりましたことから減額補正をしております。４１ページをお願い

します。上段、美術館維持管理費でございます。美術館は夜間会館の事業を行った

り、特別開館等を実施した結果、入館者が増えまして、電気使用量及び水道使用量

が増となりまして電気料、水道料等の増額補正をしております。下段、美術館運営

事業費でございます。自主企画による展覧会が本年度は２回ございましたので、こ
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れに伴う嘱託職員の時間外勤務の増で賃金等が増額補正となっております。次に歳

入でございます。８ページをお願いします。一番上の美術館使用料貸館分、美術館

使用料展覧会分、いずれも増額補正となっております。上から３段目の文化振興基

金繰入金ですが、これは美術館の入館料が増額しておりますので、それに伴う減額

でございます。この繰入金と申しますのは美術館の企画展事業費にかかる経費の中

から収入を引いた後の金額を文化振興基金からの繰入金としておりましたので、収

入が増えた分、経費もいくらか削減されておりますので、その分が減額となってお

ります。また、文化会館の充当分につきましては、文化振興事業の奨励事業の申請

が今年度は若干少なかったものですから、その分が減額となっております。次に債

務負担行為の説明をさせていただきます。４５ページをお願いします。債務負担行

為の削除でございます。田川市立図書館の管理を行わせる指定管理者委託料につい

て債務負担行為を設定しておりましたが、平成２６年度中に指定管理者の選定につ

いての事務が発生いたしませんでしたので、これは削除しております。４６ページ

をお願いします。債務負担行為設定の設定でございます。これは埋蔵文化財確認調

査委託料でございます。今年度の２月から西田川高校の発掘調査に入っております

けれども、県の方から発掘調査を７月頃までに完了させてほしいとの要請がござい

ましたので、平成２７年度すぐにその調査に入らなければなりません。そのために

業務委託等の入札の関連事務を今年度内に開始する必要があることから、今回債務

負担行為を設定させていただいております。限度額は平成２７年度に予算計上して

おります３８６万１千円としております。以上で文化課に係ります３月補正の説明

を終わります。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 続きまして世界記憶遺産推進室に係ります平成２６年度３月補正予算

の説明を行います。歳出からご説明申し上げます。４３ページをご覧ください。上

段でございます。１０款５項５目、石炭歴史博物館運営事業費でございます。補正

の内容といたしましては、昨年１０月１日付けで任用をいたしました文化財アドバ

イザーが体調不良により博物館にお越しいただく回数が当初予定していた回数よ

りも減になりまして、それに伴う報酬の減額でございます。これに併せまして、臨

時職員等の任用期間の減に伴う共済費、賃金それぞれ減額を行っております。合わ

せまして１７３万７千円の減額としております。下段でございます。１０款５項９

目、世界記憶遺産保存事業費でございます。補正の内容といたしましては、世界記
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憶遺産保存等指導委員会の開催回数の減に伴います委員の謝礼金の減額、これに併

せまして山本作兵衛コレクションに係ります運送回数の減に伴う運送料の減額で

ございます。合わせまして１０３万円の減額としております。４４ページをご覧く

ださい。上段でございます。１０款５項９目、世界記憶遺産研究機関設置・運営事

業費でございます。補正の内容といたしましては、本年予定をしておりましたシン

ポジウム開催を翌年度に延期しますので、それに伴います講師謝礼金、印刷費、郵

便料の減額でございます。また、これに併せまして執行残による著作権料の減額で

ございます。合わせまして６８万円の減額としております。下段でございます。１

０款５項９目、世界記憶遺産ガイド等拡充事業費でございます。補正の内容といた

しましては、館内解説者委託料の減によるものでございます。４６万１千円の減額

でございます。歳入でございます。９ページをご覧ください。上段でございます。

１２款１項７目、社会教育使用料でございます。こちらにつきましては石炭・歴史

博物館の入館料２４０万円の増額補正を行っております。こちらにつきましては当

初今年度の年度途中で改修工事に伴います休館を予定しておりましたが、今年度ま

るまる開館するということになりましたので、それに伴い入館料の増を見込むもの

でございます。下段でございます。１９款４項２目、雑入でございます。こちらに

つきましても上段の説明と同様にパンフレット売上代金等、オリジナル商品等売上

代金、そういったものを１年間開館することにより増額補正を見込むものでござい

ます。合わまして８５万６千円の増額でございます。以上で説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問、ご意見等ございませんか。 

  予算のことではないのですが、学校教育課に質問です。１８ページの少人数学級

のところで、減額理由について低い賃金の講師を雇うことになりましたからという

ような説明がありましたが、先生の経験が浅かったりとか、そういう方しか集まら

ないような状況になっているのではないのかなという気がしたのですけど、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 ご承知のとおり講師の任用につきましては、先に県の定数の欠に伴

う常勤講師が優先されてまいります。その後、市費の講師の任用ということになっ

てまいります。そして、その後、非常勤の任用ということになってまいります。数

的には足りておりますが、定数が多様化していることにより人材の確保が難しくな

ってきているのは事実で、それに伴って質がなかなか保証できなくなってきている
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というのもあると思います。そういうことで、それを補うために研修会等を実施し

ているところでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    今後もこの状況が続いていく、ますます激しくなっていくのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    これはその時の子どもの数によって、つまり３５になるかどうかの

境目で決まってくるものですから、そうとばかりも言えないと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 どこかに研修に何名参加するはずだったけれども、参加人数が減ったとい

う記述があったと思うのですが、先生方の研修が設定されているのであれば、なる

べく多くの方に出ていただきたいなと思うのですけど、その辺りはどうなのですか。

無理なのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 １２ページの放課後児童クラブの指導員さんの研修です。奨励をし

てまいりたいと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 せっかく予算がとってあるならば、チャンスを生かしていただきたいなと

思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 １３ページの上段、研究所に関することです。臨時職員１名が総務課所

管になったということですが、そうなった意味とその仕事内容について教えてくだ

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 この１名につきましては、今年度は市が推奨しておりますチャレン

ジ雇用という制度、障害をお持ちの方の雇用を進めようということに伴いまして１

名配置をいたしましたので、学校教育課ではなくて総務課所管というふうになって

おります。仕事内容につきましては、通常の研究所の臨時職員と変わるものではご

ざいません。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 わかりました。それと、これは小学校にも中学校にもあるのですが、教

職員の健康診断受診者の減という記述がありました。１８９人から６７人というこ

とになれば３分の１しか受けてないということになりますが、残りの３分の２はど

ういう形で受診をしているのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 これは共済の人間ドックを受ける方がかなりおられます。人間ドッ

クあるいは１日ドックを受けた方は、そちらで健康診断が済んだというふうにみな

されるものですから、こういう数字になっております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ３分の２はそちらで受けていると考えていいですね。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 先生方はもれなく受けないといけないような仕組みにはなっていますか。 
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○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 健康診断は受けなければいけないので受けております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 先程の賃金が低い方を雇用せざるを得なかったということについては、皆

さんも関心がおありではないかと思いますので、これから新年度の手配がそろそろ

始まると思うのですけれども、少しでも良い講師の方を早めにと思います。過去に

は中学校で新年度が始まってからも、まだ主要科目の先生がいないということがあ

りましたので、そういうことのないように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 おっしゃるとおり３５人学級実現のための市費講師でございます

ので、特に小学校は基本的に学級担任ということになりますので、県費と同様に質

の高い講師の確保に努めてまいりたいと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員    １９ページの上段についてです。１年生の準要保護対象人数について、

１２２人の想定が１０５人になったとありますが、傾向としては毎年減っていると

いうことなのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 いいえ、そうではなくて、当初予算は実績から見込みを立てるもの

ですから、それに比べて少なかったということで年度ごとの傾向で減っているとい

うことは言えないと思います。 

○公門委○公門委○公門委○公門委員員員員 ２６ページの下段です。園児数の減とありますが、これは４月当初から

１００人いなかったのでしょうか。それとも途中でいなくなったのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 スタート時点から９１名でございました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 幼稚園の締め切りはもう終わったのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 先日、３歳児さんの抽選をさせていただきました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 当初予算には正確な人数は間に合わないのですね。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 はい。ですから、５歳児が４０名、４歳児が４０名、３歳児が２０

名の計１００名で当初予算は作成させていただいております。 

○公門○公門○公門○公門委員委員委員委員 抽選ということは定員をオーバーしているということですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ３歳児さんは今年度２０名の定員に３８名の応募がございました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ３歳児で入園してしまえば、そのままずっと通えるのですね。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 次の年になれば、２０名が新しく入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 定員上そういうことになります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ほかに、ご意見、ご質問等ございませんか。 

  ないようですので、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 
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（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５号「平成２６年度教育費（３

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４日程第４日程第４日程第４    議案第６号「田川市立幼稚園授業料及び入園料徴収条議案第６号「田川市立幼稚園授業料及び入園料徴収条議案第６号「田川市立幼稚園授業料及び入園料徴収条議案第６号「田川市立幼稚園授業料及び入園料徴収条

例施行規則の一部改正について」例施行規則の一部改正について」例施行規則の一部改正について」例施行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。 

○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６号「田川市立幼稚園授業料及び入園料徴収条例

施行規則の一部改正について」ご説明いたします。本案は、平成２６年４月に開園

した田川市立幼稚園が新たに３歳児を受け入れることにより、所要の改正をしよう

とするもので、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。１ページをお願いします。田川

市立幼稚園授業料及び入園料徴収条例施行規則の一部を次のように改正いたしま

す。第２条第１項第２号を次のように改正いたします。「園児 田川市立幼稚園に

在園する４歳児及び５歳児をいう。」を「園児 田川市立幼稚園に在園する３歳児、

４歳児及び５歳児をいう。」に改めます。この規則は、公布の日から施行し、平成

２６年４月１日から適用する。以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご意見、ご質問等ございませんか。 

ないようですので、原案のとおり可決いたしますがご異議はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第４ 議案第６号「田川市立幼稚園授業料

及び入園料徴収条例施行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５日程第５日程第５日程第５    議案第７号「田川市立幼稚園設置条例の一部改正につ議案第７号「田川市立幼稚園設置条例の一部改正につ議案第７号「田川市立幼稚園設置条例の一部改正につ議案第７号「田川市立幼稚園設置条例の一部改正につ

いて」いて」いて」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５ 議案第７号「田川市立幼稚園設置条例の一部改正につい

て」ご説明いたします。本案は、平成２６年４月に開園した新園の名称を変更する

ため、所要の改正をしようとするもので、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。１

ページをお願いします。田川市立幼稚園設置条例の一部を次のように改正する。第

２条の表名称の欄中「田川市立後藤寺幼稚園」を「田川市立幼稚園」に改める。附

則、この条例は、公布の日から施行する。たがわ子どもセンター『まいまい』内に

ある幼稚園につきましては、後藤寺幼稚園の安全性の確保の観点から国の学校施設
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環境改善交付金による移転改築の形により行われたため、条例上の名称については

従来のとおりでございました。今般、教育総務課を通じ、国に確認をいただいたと

ころ、その名称について変更しても支障はないという回答を得たため、田川市立幼

稚園に変更するものでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご意見、ご質問等ございませんか。 

確認しておきたいのですが、後藤寺幼稚園という名称はあったのですが、伊田幼

稚園という名称はなくなっていたのですね。 

○学校教育○学校教育○学校教育○学校教育課長課長課長課長    はい。 

〇委員長〇委員長〇委員長〇委員長 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はございませんか。 

（異議なしの声あり） 

  異議なしと認めます。よって、日程第５ 議案第７号「田川市立幼稚園設置条例

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６日程第６日程第６日程第６    議案第８号「田川市立図書館条例議案第８号「田川市立図書館条例議案第８号「田川市立図書館条例議案第８号「田川市立図書館条例等等等等の一部を改正するの一部を改正するの一部を改正するの一部を改正する

条例について」条例について」条例について」条例について」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６ 議案第８号「田川市立図書館条例等の一部を改正する条例に

ついて」ご説明いたします。本案は、田川市立図書館及び田川市美術館に指定管理

者制度を導入するため、田川市立図書館条例、田川市図書館協議会設置条例及び田

川市美術館条例を一括で、所要の改正をしようとするもので、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。資料の１ページをご覧ください。田川市立図書館条例等の一部

を改正する条例について、概要でございます。平成２７年１０月１日から田川市立

図書館及び田川市美術館に指定管理者制度を導入する。⑴指定管理者候補者の選定

方法につきましては公募によります。⑵田川市美術館に利用料金制度の導入をいた

します。指定管理者制度の導入に際して、田川市美術館に併せて利用料金制度を導

入いたします。利用料金制度とは指定管理者の経営努力を促すために、公の施設の

利用に係る料金を、指定管理者の収入として収受させる制度でございます。⑶田川

市図書館協議会及び田川市美術館協議会につきましては、従来どおり本教育委員会

の諮問機関といたします。⑷指定期間につきましては、新規での指定管理者制度導

入であること、導入効果を慎重に検証する必要があることから、次回の選定時期等
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を考慮して、平成２７年１０月１日からの３年６か月といたします。⑸施設運営の

基本方針です。本市では、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、基本方針には「市民の教育と文化の

発展のため、図書館を身近に感じ、『本を読むこと』の楽しさなどを知ってもらえ

るよう関係団体などと連携し、図書館機能の充実を目指します。また、市民が心豊

かな質の高い生活を送るために、優れた芸術文化を鑑賞する機会や文化活動に参加

できる機会をつくります。」と掲げております。この実現に向け、指定管理者制度

を導入し、図書館及び美術館サービスに対する市民満足度のさらなる向上を図ろう

とするものです。２ページをお願いします。⑹指定管理者制度導入に際しての基本

目標、⑺指定管理者に期待する管理運営につきましては、昨年６月４日の定例教育

委員会で一度説明をさせていただいております。また、１２月の定例教育委員会に

おいてもこの資料を出させていただいておりますので、説明は省略させていただき

たいと思います。３ページをお願いします。⑻指定管理者が行う業務の範囲等でご

ざいます。これは以下の通りアからケまでございます。ア 図書館法第３条に規定

する事業の実施に関すること。イ 田川市立図書館の施設及び付属設備の維持管理

に関すること。ウ 田川市美術館の施設の使用の許可に関する業務。エ 田川市美術

館の施設及び附属施設の維持管理に関する業務。オ 提案書により提案された管理

運営業務。カ 事業計画書、事業報告書等の作成。キ モニタリングの実施。ク引継

業務。ケ その他図書館及び美術館の管理運営に必要な業務。としております。４

ページをお願いします。⑼今後の日程につきましては、前回の定例教育委員会でも

スケジュール案については説明をさせていただいていますので、簡単に説明をさせ

ていただきます。３月に市議会において条例改正の議案を提案いたします。４月か

ら５月に指定管理者候補の公募、選定をいたしまして、６月には教育委員会におき

まして指定管理者候補（案）の決定をいただきまして、６月の市議会におきまして

指定管理者の指定の議決をいただきたいと考えております。その後、７月から９月

に業務の引き継ぎをいたしまして、１０月１日の指定管理者による管理運営の開始

を目指したいと考えております。２ 施行期日は平成２７年１０月１日を目指すも

のでございます。３ 改正を必要とする条例でございますが、そこにありますよう

に田川市立図書館条例、田川市図書館協議会設置条例、田川市美術館条例の３条例

でございます。４ 新旧対照表ですが、５ページから８ページに別紙でつけており
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ますが、わかりにくいので別紙１、２、３でつけております新旧対象表で説明をし

たいと思います。まず、別紙１の田川市立図書館条例の新旧対照表をご覧ください。

現行の第３条にあげております「図書館に館長その他必要な職員を置く。」という

ものを改正案では「指定管理者による管理」といたしております。図書館の管理に

関する業務のうち、次の各号に掲げるものということで、図書館の維持管理に関す

る業務、図書館法に規定する図書館奉仕に関する業務、前２号に定めるもののほか、

委員会が別に定める業務として指定管理者による管理についての業務内容をあげ

ております。次に、入館の制限についてですが、第４条、現行では「田川市教育委

員会（以下「委員会」という。）」を「指定管理者」に改めております。１項の第２

号にあります「図書館の職員」というところを「指定管理者」というふうに改めて

おります。次に、損害賠償に係るものでございます。第５条、現行では「委員会」

としておりますところを「委員会及び指定管理者」というふうに改めております。

次に、別紙２の田川市図書館協議会設置条例の新旧対照表をご覧ください。現行の

第２条第２項に「（以下「委員会」という。））という文言がありませんので、改正

するにあたって、この文言をいれております。第６条の委任につきましては、現行

では「館長がこれを定める」というふうにしているところを「委員会がこれを定め

る」というふうに改正をしております。次に、別紙３の田川市美術館条例の新旧対

照表をご覧ください。現行では条例にあがっておりません条文でございます。指定

管理者による管理というのを第３条にあげております。以下条文の数字が一つずつ、

ずれていくような感じになります。事業につきましては、第２項、現行では「委員

会」というところを「指定管理者」というふうに改正をしております。次は使用許

可に関するものでございますが、現行で「委員会」というところを「指定管理者」

に改正をしております。また、これ以降、現行では「使用」というところを「利用」

に、「使用者」というところを「利用者」に改正をしております。次は使用許可の

制限に関するものでございますが、現行で「委員会」というところを「指定管理者」

に改正をしております。次に、利用許可の取り消し等でございます。現行では「委

員会」というところを「指定管理者」に改正をしております。次に、使用料の減免

につきましても、「委員会」というところを「市長」というふうに改正をしており

ます。次の使用料の還付につきましても、「委員会」というところを「市長」とい

うふうに改正をしております。使用者の義務につきましても、「使用」を「利用」
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に改正をしております。入館の制限につきましては、現行では「委員会」というと

ころが「指定管理者」というふうに改正をしております。第２号の「職員」という

ところも「指定管理者」というふうに改正しているところでございます。次の損害

賠償の義務でございますが、下の別表第１です。特別展で現行は「委員会が定める

額」とありますところを「指定管理者が定め、委員会が認めた額」というふうに改

正をしております。別表第２につきましても「使用」というところを「利用」とい

う文言に改正をしております。注意書きも同じでございます。以上で新旧対照表に

ついての説明を終わります。基本は市民サービスの向上を目指すということを第一

義に図書館と美術館の指定管理者制度導入を目指しまして、これに係ります条例の

改正をするものでございます。以上で、田川市立図書館及び田川市美術館の指定管

理者制度導入のための田川市立図書館条例等の一部を改正する条例についての説

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。 

  今回の改正とは関係ないかもしれませんが、利用料金制度というものについて説

明していただけますか。１ページに公の施設の利用に係る料金とありますけれども、

公の施設に係る料金というのはどういうことですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 現在、指定管理者制度を導入しております文化センター等、直営の場合

は使用料としていたものを利用料というふうに訂正をしました。利用料金につきま

しては、指定管理者の収入として収受させるという制度でございます。直営の場合、

使用料はあくまで市の収入としてあがってまいりましたけれども、指定管理者にな

りましたら、現在、使用料としておりますものは利用料金といたしまして、指定管

理者の収入としてあがることになります。ただ、管理委託料につきましては、現在、

歳出で組んでおります維持管理費、運営事業費等ですが、その中から利用料金を見

込んだところを差し引いたところで、指定管理委託料として指定管理者に支払うと

いうようなものでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そうすると美術館の指定管理者が、例えば、印象派と近隣レストランとコ

ラボした音楽とディナーの夕べという企画をして、１万円のチケットを販売した時

はどんなふうになるのですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 ケースバイケースでございますが、指定管理者がそういう民間のいろい

ろなノウハウを使って、新たな企画をということについては当然、どんどんしてい
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っていただかないといけません。ただ、企画につきましては事前に教育委員会と協

議をした上で決めさせていただきますので、その時に協議ということにはなります

けれども、急にそういう高額なものにするということについては個人的にはいかが

なものかと思います。現在、企画展等で入館料をとっておりますけれども、やはり

それは公立の美術館でございますので、なるべく低い金額に設定して、多くの人に

観ていただきたいというのがございます。その趣旨に沿った方向で運営をしていた

だきたいと考えておりますので、基本は変わらないところでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ただ、今から先はゆとりのある高齢者の皆さん方がいろいろな知的刺激を

求めて、娯楽を求めて、広範囲に動き回られることがありますので、例えば、遠方

からそういった企画を楽しみたいとおっしゃる方もおられるかもしれないので、そ

ういったことについての取り扱いというのもこの際、少し先を見通しておいていた

だけるとよろしいかと思います。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 今、言われたような企画については、基本的には田川市の基本目標に沿

った企画運営とは別で、自主企画のような形で指定管理者さんがなさるような対応

になろうかと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 自主企画の時の売り上げといいますか、発生したお金についてはどのよう

になるのですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 自主企画については予算は指定管理者さんにはお渡ししませんし、当然、

指定管理者さんは自主運営になりますので経費も自分達でもち、自分達が処理する

というような形にはなります。ただ、どういう事業をされるのかということについ

ては、事前に教育委員会に協議いただくというのが大事なことです。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 別紙３、田川市美術館条例新旧対照表について質問です。６ページの現

行は施設使用料で、改正後が利用料のところですが、利用者が入場料金を徴収しな

い場合と利用者が入場料金を徴収する場合となっているのですけれども、この利用

者というのはどういうふうに理解すればいいのですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 先程、説明しましたように使用料が利用料、使用者が利用者というふう

に変わります。この場合、この別表第２の利用者というのは美術館を借りて展覧会

をなさる個人の方々、グループの方等です。貸館で利用されるほとんどの方は入場

料金を徴収されない方が多いのですが、たまに入場料金を徴収される方がいらっし

ゃいます。あくまで貸館として美術館を利用される方、美術館を使って自分の作品
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を発表したりする方、アートホールの場合はコンサート等もございますけれども、

そういう利用の仕方をなさる方という意味です。入館者という意味ではありません。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 入場料金を徴収しないにも金額があるのですね。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 これは部屋を使う場合の使用料です。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 徴収する金額ではなくて利用料金ですね。わかりました。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ほかに、ご質問等はございませんか。 

  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８号「田川市立図書館条例等

の一部を改正する条例について」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年度文部科学大臣優秀教職員表彰事務報告「平成２６年度文部科学大臣優秀教職員表彰事務報告「平成２６年度文部科学大臣優秀教職員表彰事務報告「平成２６年度文部科学大臣優秀教職員表彰

者の決定について」者の決定について」者の決定について」者の決定について」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「平成２６年度文部科学大臣優秀教職員表彰者の決定につ

いて」ご報告いたします。１ページをお願いします。１ 表彰の目的及び対象でご

ざいますが、優れた成果を上げた教員を表彰することで、教員の意欲を高め、資質

能力の向上に資するためでございます。全国の国公私立学校の現職の教職員（教職

員経験１０年以上かつ原則として５０歳未満）で、学校教育における教育実践等に

顕著な成果を上げた者として推薦のあった者について、文部科学省が審査を行い決

定をいたします。２ 受賞者につきましては、略歴等につきまして記載のとおりで

ございますので、読み上げは省略させていただきます。２ページをお願いします。

３ 受賞決定日は平成２６年１２月２５日で、４ 表彰状伝達式は平成２７年１月１

９日（月）東京都メルパルクホールで実施され、当該教員が出席をいたしておりま

す。報告は以上でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 表彰者の先生について、ご紹介をいただきたいのですが、どんな先生でし

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 私は学級担任時代からよく知っておりますので、彼の学級担任とし

ての実力はもちろん高く評価をさせていただいております。また、平成１６年から

は略歴にありますように、福岡教育大学附属小倉小学校で３年間教鞭をとられ、文

部科学教官として研究にもあたられ、専門は道徳でございます。そのまま平成１９

年に筑豊教育事務所の充指導主事として教育行政にも関わってこられています。現
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在は鎮西小学校主幹教諭ということで、教科指導においても、それから教育経営の

面においても実力の高い教員であるというふうに評価をしているところです。以上

でございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 頼もしい先生が田川にもいらっしゃるのは嬉しいことです。この先生に続

くような道を歩いていらっしゃる先生方もたくさんいらっしゃいますでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    研修については計画的に呼びかけて、例えば、附属学校であるとか、

教育センターの研修等に続けて行ってくださっていますので、大丈夫です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 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８日程第８日程第８日程第８    事務報告「田川市石炭・歴史博物事務報告「田川市石炭・歴史博物事務報告「田川市石炭・歴史博物事務報告「田川市石炭・歴史博物

館改修事業について」館改修事業について」館改修事業について」館改修事業について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 日程第８「田川市石炭・歴史博物館改修事業について」現状、そして、

これからの見通しについて、ご説明申し上げます。１ページをお願いします。まず、

概要でございます。田川市石炭・歴史博物館では「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、当該コレクションを適切に保存・管理するための

改修工事に向けた設計を行っており、また、平成２６年度９月議会におきまして、

経年劣化等に伴う市博物館の空調機器の更新及び市博物館を「炭坑」に特化した博

物館とするための第３展示室の改修工事に伴う設計業務委託料について予算計上

をそれぞれ行い、これらの追加工事を含め、平成２７年４月ないし７月に着工する

方針でこれまで事務を進めてまいりました。しかし、ユネスコ世界文化遺産の国内

候補であり、本市の二本煙突や伊田竪坑櫓が関連資産として位置づけられ、山本作

兵衛コレクションと深い関わりのある「明治日本の産業革命遺産～九州・山口と関

連地域～」が平成２７年６月の世界遺産委員会、こちらはドイツのボンで開催され

ますが、その委員会におきまして世界文化遺産に登録された場合、登録の時期が市

博物館の改修工事予定期間と重なることになり、観光客を受け入れられない事態が

想定されるというところでございます。このことは、最悪の場合、本市が誘致に取

り組んでおります世界遺産ビジターセンターの候補地から外れるなどの事態を招

く恐れがあり、また、世界遺産登録時に多くの観光客が来ることで生じる地域活性

化の好機を逃すこととなることが懸念されるところでございます。つきましては、

当該世界文化遺産の登録結果を踏まえたうえで柔軟に対応すべく、市博物館の改修

工事期間等については、見直しを行い、次のとおり対応することとしたいというふ
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うに考えております。それでは、市博物館改修内容についてでございます。現在、

設計を進めておりまして、委託をお願いしておりますのは本年３月３１日まで設計

を行っていただくということでございます。現時点での改修の場所につきまして、

それぞれ図面でお示しをしておりますので、別紙１をご覧いただきたいと思います。

別紙１は博物館の２階部分でございます。この赤字で標記しておりますのが、今回

工事を予定している箇所並びに内容でございます。主には２階の収蔵庫、こちらは

山本作兵衛コレクションを収蔵する収蔵庫でございますが、こちらの温湿度管理あ

るいはそこから廊下を渡らずに準備室、現在は図書室でございますが、その準備室

を通りまして第２展示室にそのまま作品を移動させることができる、そういった環

境を作っていきたいというふうに考えております。この収蔵庫、準備室、第２展示

室、この空間のみ厳格な温湿度のコントロールができる環境を作ってまいりたいと

考えております。続きまして、別紙２をご覧いただきたいと思います。こちらは１

階部分でございます。今回の改修工事につきましては２階部分に集中しておりまし

て、１階につきましては左下に空調機械室と書いておりますが、こちらに既存の空

調機器の本体がございます。今回、その空調機器の更新を行うこと、そして、先程

申し上げました収蔵室、準備室、第２展示室を賄います厳格な温湿度のコントロー

ルができる空調機器を新たに設置することに伴いまして、現在の空調機械室のスペ

ースが拡張されるというものでございます。別紙３をご覧いただきたいと思います。

こちらは屋外にございます屋外収蔵庫でございます。先程別紙１でご説明申し上げ

ました現在、図書室として利用しております空間を準備室として改めることにより

まして、現在の図書室の機能が損なわれるということになりますので屋外収蔵庫に

書庫、閲覧室兼作業室を設けたいというふうに考えております。それでは本資料の

２ページをご覧いただきたいと思います。オの第３展示室でございます。こちらは

昨年、ご説明申し上げたかと思いますが、市博物館を石炭に特化した歴史博物館と

するため、第３展示室のテーマをこれまでの「田川地方の歴史と民俗」から「UNESCO 

Memory of the World～世界の記憶～」へ変更し、既存展示ケースの撤去等を行っ

たうえで、テーマに沿ったパネル等の展示や企画展が開催できる設備の設置、新た

にシアタールームを設けるなど行いたいと考えております。こちらにつきましては、

まだ設計に描かれておりませんので、先程お示しをいたしました図面にはまだ示さ

れていないということでございます。続きまして、これからの市博物館改修のスケ
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ジュールについてでございます。先程申し上げました本年６月から７月にかけて行

われます世界遺産委員会で明治日本の産業革命遺産が世界文化遺産に登録される

かどうかによって改修の時期を２段階構えで考えたいというふうに考えておりま

す。改修期間につきましては、変更後のところでございますが、世界文化遺産に不

登録の場合は速やかに改修に着手したいというふうに考えておりまして、平成２７

年１０月から平成２８年の１１月末までを改修期間として想定いたしております。

また、世界文化遺産に登録された場合につきましては、本年１２月までは開館した

いというふうに考えておりまして、平成２８年年１月から平成２９年２月末までで

改修を行いたいというふうに考えております。こちらにつきましては主なスケジュ

ールを別紙４でお示しをいたしております。上段が現行でございます。中段が世界

文化遺産に不登録の場合、下段が世界文化遺産に登録された場合の改修スケジュー

ルでございます。６月末から７月頭にかけましてドイツで開催される予定でありま

す世界遺産委員会で登録の可否の決定がなされますが、それに先立ちまして、平成

２７年５月初旬にユネスコの諮問機関にあたりますイコモスという機関がござい

ますが、こちらが世界文化遺産登録可否の勧告を行います。いわゆる答申を行うと

いうものでございます。それを受けまして、本決定が６月末から７月にかけて開催

されます世界遺産委員会であるということでございますので、概ねこれまでの例で

見ますと、５月初旬のイコモスの勧告で今回の明治日本の産業革命遺産の登録がな

されるか、なされないか、そういったところが大体見通せるというふうに考えてお

ります。不登録の場合は速やかに工事に着手するということでございまして、基本

的には設計業者と協議を行いまして想定をしております。改修工事は期間として概

ね８か月、そして、枯らし期間と言いまして文化財資料にあまりよくない影響を及

ぼします、そういった資材を使うことによりまして、そのまま文化財資料を入れ込

まずに一定期間をそのままの状態にして、そういった空中にあります有害物質を飛

ばす作業を置く期間を設ける必要があるということでございます。それが概ね６か

月ぐらい要するということでございます。登録された場合についても同様でござい

ます。本件に係ります予算措置について、別紙５に記載をしてございます。今回、

改修の期間が２段階構えということで、最悪の場合は平成２９年まで改修がかかっ

てしまいますので、現在、計上をしております工事請負費等、今回の３月補正で落

とす作業を行いまして、６月に改めて工事請負費あるいは第３展示室の設計に係る
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委託料、そういったものを計上したいというふうに考えております。以上で田川市

石炭・歴史博物館改修事業についての説明を終わります。 

○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。 

産業革命遺産に登録されるかどうかで、設備投資とかは変わってくるのですか。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 明治日本の革命遺産という名称になって、少し親しみがないような形に

なりますけれども、元々は九州・山口の近代化産業遺産群という名前になっており

ました。元々田川市はご存知のとおり九州・山口の近代化産業遺産群の中に二本煙

突と竪坑櫓を構成資産として位置付け、なおかつ、それを世界文化遺産に登録して

いただく、そういった活動を行っておりました。そういった活動から派生する形で、

平成２３年５月に山本作兵衛コレクションが世界記憶遺産に登録されたというこ

とでございます。現在、二本煙突と竪坑櫓につきましては構成資産から漏れており

まして、関連資産として位置づけられております。従いまして、明治日本の産業革

命遺産のオフィシャルな構成団体の中に私どもは入っておりませんが、関連団体に

なっているということでございます。明治日本の産業革命遺産につきましては一番

北は釜石市、一番南は鹿児島市と、非常に広範囲に亘って遺産群が点在しておりま

すので、それらを観光客の方が観て回っていただくときに、ぜひ田川市にもお越し

いただきたいと考えております。そういうことでございますので、この世界遺産に

登録された時に大幅な設備等の変更ということは基本的に考えておりませんが、こ

の田川にお越しいただくにあたっては、この明治日本の産業革命遺産と、いわゆる

筑豊炭田との関わりについてはきちんと説明をしないといけないというふうに考

えておりまして、そういった展示機能は今後、高めていき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    平成２８年５月くらいに、それがわかるのですか。 

○推進室○推進室○推進室○推進室長長長長 本年の５月です。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 プロモーションの準備はできているのですか。富岡製糸場が決まるぞと思

った瞬間にものすごくブレイクしましたよね。山本作兵衛さんの時はプロモーショ

ンの準備がぜんぜんできてなくて決まりましたよね。だから、大変損をしたような

形になっていますけれども、今回、手を上げていて、可能性があるのならば施設と

かよりも先にそういう準備をしなくてはいけないと思います。山本作兵衛さんの施

設はあって、夜の二本煙突も見ていただければ、すごく素晴らしいので、皆さんに
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来ていただければブレイクすると思うのですけれども、プロモーションの準備とか

は、もうされているのですか。 

○推進室○推進室○推進室○推進室長長長長 平成２３年は大変混乱した状況もございました。また、富岡も想定以上

のお客さんが来られて大変混乱したという話も伺っております。そういうことを踏

まえまして、この明治日本の産業革命遺産につきましては、現在、国の内閣官房が

中心になって登録の活動を進めておりますけれども、その内閣官房を中心に、これ

からどのようなプロモーション、どのような受け入れを行っていくのかということ

を現在、詰めの作業に入っているところでございます。そして、先程ビジターセン

ターの話もありましたけれども、その活動の中に田川市も関連資産としてしっかり

と参画をしたいというふうに考えておりますので、その辺りの連携についても強め

ていっているということでございます。それと併せまして、この遺産群の中に入っ

ておりますのは北九州の八幡製鉄所とか、中間市にありますポンプ室とか、大牟田

の炭坑跡とか、そういったところがございますが、それだけではなく田川とか、京

築とか、いろいろな炭鉱都市がございますので、そういったネットワークを構築し

て、福岡県内に何とか観光客を呼び込もうということを今、福岡県が音頭をとって

行っております。そういった国としての全体的な取り組みと福岡県独自の取り組み

という現在、２つの取り組みが行われているということでございます。そういった

取り組みを一緒にさせていただくにあたって、４月に閉館してしまいますと当然そ

ういった準備から外れてしまうということになりますので、今回は苦渋の決断では

ございましたが、こういった措置を行いたいというふうに思い立ったということで

ございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 富岡はすごくマスコミに取り上げられていましたよね。準備はできていな

いといいながらもその違いは何なのでしょうか。 

○推進室○推進室○推進室○推進室長長長長 おそらく富岡は準備ができていないというよりは準備はされていらっ

しゃったのだと思いますけれども、想定を超えるお客さんが爆発的に来られたとい

うことだと思います。おそらく、それは平成２３年５月の山本作兵衛コレクション

時の田川市と同じような状態であったのだろうということが一点です。それと、話

を伺いますと産業遺産の１つの大きな宿命だと思うのですが、なかなか大規模な施

設を維持する、非常に老朽化したものがほとんどですので、それをどのように手を

付けるのか、財源確保も手法も含めて、やはりどこも苦慮されているという話は伺
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います。その最たるものが長崎の端島、いわゆる軍艦島でございまして、こちらは

今の明治日本の産業革命遺産の遺産群の中の一つに上げられておりますけれども、

そちらもそういった意味での受け入れ、どこまで観光客の方に入っていただけるの

か、そういったところも含めて、苦慮されているという話は伺っております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    煙突などに関して、田川市は近年改修工事をしておりますので、そういっ

た点ではすぐにでも来ていただいて見ていただける状態なので、後はいかに取り上

げられるかというようなことだと思います。教育委員会としては田川市に住んでい

る人たちに良いイメージをもっていただき、誇りが持てるようなきっかけになれば、

本当にありがたいことだと思います。そういった意味でもプロモーションをしてい

ただいて、皆さんが自信を持って田川出身だと、田川に住んでいると言えるような

もっていき方になれば本当にありがたいなと思います。こんなチャンスはないと思

います。山本作兵衛さんは背景にある歴史を理解してもらって、足を運んでもらっ

て見てもらわないとわからないものなのですけど、煙突にしても、竪坑にしても視

覚的に入ってくるようなものなので、全体的な流れ、大牟田や北九州や長崎という

流れもありますので、その中で素通りをされなくて、田川の良い印象を持っていた

だけるようにプロジェクトをしていただけたら、みんなが自信を持てる田川市にな

れると思うので、よろしくお願いします。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 文化遺産ということではないかもしれませんが、田川地区が観光資源と

してどのように持っていくかということです。作兵衛さんの絵画展にも行ったこと

があるのですが、例えば、田川市は石炭だけではなくて、今はだいぶ衰退しました

けれどもセメント産業もあるわけです。今は香春岳に上がれるかどうかはわからな

いけれども、香春岳は上に上がれるんです。上に上がって田川市郡全体を見ると、

すごく風景が良くて、それは素晴らしい観光資源ではないかと思ったんです。以前、

一度だけ上に上がったことがあるのですが、その時は日本セメントもすごく活動し

ている時で会社のバスでしか上がれませんでした。大きなトラックとか、人間の身

長の２倍も３倍もあるようなタイヤとかも見たし、風景も見ました。あそこも観光

に充分使えるなと私はずっと思っていました。それで、田川市だけでなく田川市郡

も含めて観光資源というのをやはり作っていかないといけないのではないかと思

っています。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 私も上ったことがありますが、１台だけでも重機を置いていただくとすご
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く楽しいと思います。人間よりもずっと大きなタイヤの石灰を掘るブルドーザーみ

たいなショベルカーみたいな重機があったり、一面真っ白で、次元の違う世界のよ

うなところで本当にすごかったので、毛利委員さんのアイデアは素晴らしいと思い

ます。ただ、香春町なんですよね。だから、横のつながりというのも大事だと思い

ます。発表が５月ということで、そこから短期でいろいろなことをしていかないと

いけないのでしょうが、もっと他にも田川ならではのものがあるのではないかなと

思います。ここで田川のイメージを変えて胸を張っていきたいという気がしますの

で、ぜひともお願いしたいと思います。 

 ほかに、ご質問、ご意見等ございませんか。 

ないようですので、次に移ります。日程第９日程第９日程第９日程第９    諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告「「「「２２２２月行事予定につい月行事予定につい月行事予定につい月行事予定につい

て」て」て」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。「「「「３３３３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 ３月定例会でございますが、３月１１日（水）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、３月定例会は平成２７年３月１1 日（水）の１

４時からに決定します。 

  ご質問、ご意見等はございませんか。 

  この場を借りてお聞きしたいのですけれども、先日、校長先生のヒアリングがご

ざいましたが、全般的にどんな感じでしたか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 年度初めの経営ビジョンに対する評価でございましたので、概ね良

好に経営はなされていたというふうに考えました。ただし、それを見取るときの評

価の観点として、あるいは評価の手法として改善できるところがあったのではない

か。そのことにつきましては具体的にヒアリングの場で、例えば、こういう方法で

見取ると見やすいですよとか、あらかじめこういうふうな目標設定の仕方をしてお

くと、後で評価がしやすいですよということを説明申し上げたところでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 先程、教育研究所からタブレットを使って授業をしましたという話があり

ましたが、学校にタブレットは配置されているのですか。 

○○○○教育教育教育教育研究所長研究所長研究所長研究所長 必要というところは学校の予算の中から買っています。 
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○委員長○委員長○委員長○委員長 各学校で買っている状態なのですね。 

○○○○教育教育教育教育研究所長研究所長研究所長研究所長 市全体では配っていないです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    体育の時なども自分のフォームとお手本を比べたりするのに、とても便利

が良いみたいなので、もし、今後予算がとれるのであれば、そういった方向も検討

していただきたいなと思った次第です。 

ほかに、ご質問、ご意見等ございませんか。 

ないようですので、以上をもちまして平成２７年第２回田川市教育委員会２月定

例会を閉会いたします。                                                                                   

（閉会１６時３０分） 

 

 

 


