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（１４時３０分開議） 

○教育長 ただいまから、令和２年第１回田川市教育委員会１月定例会を開会いたします。

まず、会議に先立ち報告があります。教育委員の毛利眞一郎氏の任期満了に伴い、田川市

議会１２月定例会において、光井敬夫氏を新たに教育委員に任命することが同意されまし

た。また、これを受けて１２月２５日付けで市長から教育委員会委員に任命されましたの

で、ご報告をさせていただきます。それから、退任された毛利委員は教育長職務代理者で

ございましたので、後任の方を私が指名する必要がありました。今回、任命された光井委

員を教育長職務代理者に指名いたしましたので、併せてご報告させていただきます。ここ

で、新たに就任された光井委員からご挨拶をいただきたいと思います。光井委員、よろし

くお願いいたします。 

○光井委員 ご紹介いただきました、光井でございます。教育長、教育委員の皆さん、そし

て事務局の皆さんと力を合わせて田川市の教育に、微力ながら尽力してまいりたいと思い

ますので、どうかよろしくお願いいたします。 

○教育長 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それでは、日程第１「議席

の指定について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○教育総務課長 それでは、日程第１「議席の指定について」ご説明申し上げます。令和元

年１２月２５日付けで新たに光井委員が任命されました。田川市教育委員会会議規則第２

条に「委員の議席は、委員の任命があった都度教育長が会議にはかってこれを定める。」

と規定しておりますので、この規定に基づきまして、今般、議席の指定についてお諮りす

るものであります。日程第１の資料をご覧ください。教育委員の議席番号は記載のとおり

でございます。これまで、慣例により職務代理者の議席は１番、また、職務代理者以外の

委員の皆様はご就任いただいた順の議席番号としておりました。このため、仮議席として

今ご説明いたしました順番にお座りいただいているところであります。以上で説明を終わ

ります。 

○教育長 今、お座りいただいている仮議席を本議席として決定したいと思いますが、いか

がでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議ありませんので、現在座っていただいているとおり、議席番号１番を光井職務代

理、２番を河底委員、３番を加治委員、４番を柴田委員とさせていただきます。 

  次に移ります。日程第２「令和元年第１３回田川市教育委員会１２月定例会会議録の承

認について」を議題とします。あらかじめ送付しておりましたが、内容、文言等について、

何かご質問、ご意見ございませんか。 
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  ないようですので、会議録を承認することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第１「令和元年第１３回田川市教育委員会１２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３ 議案第１号「田川市石炭・歴史博物館設置条例施行規則の一

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。 

○文化生涯学習課長 日程第３ 議案第１号「田川市石炭・歴史博物館設置条例施行規則の

一部改正について」ご説明いたします。本案は、令和２年４月１日から地方公務員法及び

地方自治法の一部を改正する法律が施行され、会計年度任用職員制度が導入されるに当た

り、現在、特別職非常勤職員として任用されている田川市石炭・歴史博物館長の事務を整

理する必要があること及び田川市石炭・歴史博物館の組織体制を見直す必要が生じたため、

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

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ページをお願いいたし

ます。１ 改正理由です。令和２年４月１日から地方公務員法及び地方自治法の一部を改

正する法律が施行され、会計年度任用職員制度が導入されるに当たりまして、現在、特別

職非常勤職員として任用されております田川市石炭・歴史博物館長の事務を整理する必要

があること及び田川市石炭・歴史博物館の組織体制を見直す必要が生じたために、所要の

改正をしようとするものでございます。２ 改正概要でございます。⑴ 会計年度任用職

員制度が導入されるに当たり、特別職非常勤職員が担う事務が整理・厳格化されました。

博物館法第４条第２項に規定する館長の職務は、一部を一般職が担うことが適当であると

の総務省見解が示され、特別職非常勤職員が担う事務として新制度ではなじまないため、

現行の館長の勤務形態に即した規定の整備を行うものです。⑵ 現副館長の任期満了に伴

いまして、副館長職を廃止するものでございます。３ 改正内容です。⑴ 館長は、非常

勤とすることができること。⑵ ⑴の規定により非常勤の館長を置く場合、法第４条第２

項に規定する館長の職務は、博物館を所管する課の長が行うものとすること。⑶ 非常勤

の館長は、博物館の事業について助言を行うこと。⑷ 副館長職の配置規定を削除するこ

と。⑸ 語句及び条の見出しの修正でございます。４ 参考といたしまして、⑴ 厳格化

される特別職非常勤職員が従事する職務を記載しております。ア 専門的な知識経験又は

識見を有すること。イ 当該知識経験等に基づき事務を行うこと。ウ 事務の種類は、助

言、調査、診断又は総務省令で定める事務であること。以上の全ての要件に該当する職に

限定されております。２ページをお願いいたします。⑵ 法第４条第２項では、「館長は、

館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める。」と示されておりま
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す。⑶ 会計年度任用職員とは、現行の臨時・非常勤職員については、各地方公共団体で

任用根拠や勤務条件の決定等が行われ、統一的な任用根拠に基づく任用がなされていたと

は言い難く、今後は会計年度任用職員制度として、その任用・勤務条件の統一的かつ厳格

な取扱いを行うこととなります。このことから、博物館の館長につきましては、先ほども

申し上げましたとおり、法第４条第２項の規定に示されております「館長は、館務を掌理

し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める」という部分につきましては、所

属の課長が行うものとするものでございます。また、５ 改正条文案、６ 新旧対照表を

添付しております。７ 施行期日は、令和２年４月１日を予定しております。説明は以上

でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第３ 議案第１号「田川市石炭・歴史博物館設置

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４ 議案第２号「田川市石炭・歴史博物館付属研究所設置要綱の

廃止について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第４ 議案第２号「田川市石炭・歴史博物館付属研究所設置要綱

の廃止について」ご説明させていただきます。本案は、田川市石炭・歴史博物館の組織体

制を見直すに当たり、平成２５年４月１日に設立された田川市石炭・歴史博物館付属研究

所を、令和２年３月３１日をもって廃止する必要が生じたため、田川市教育委員会事務委

任及び臨時代理規則第２条第８号の規定により教育委員会の議決を求めるものでござい

ます。１ページをお願いいたします。１ 廃止理由でございます。田川市石炭・歴史博物

館副館長兼付属研究所長から令和２年３月３１日の任期満了をもって退任する意向が示

されました。それに伴いまして、令和２年度からの田川市石炭・歴史博物館の組織体制を

見直すに当たり、平成２５年４月１日に設立された田川市石炭・歴史博物館付属研究所は

一定の役割を果たしたと考えられるため、廃止しようとするものでございます。２ 付属

研究所の概要でございます。⑴ 付属研究所の設立経緯です。平成２３年５月のユネスコ

世界の記憶の登録に合わせ、高度な専門的な調査に裏づけられた「山本作兵衛コレクショ

ン」、「炭坑」や「筑豊炭田」等の正しい理解が必要不可欠であり、その調査研究を広く市

民等に還元する必要があることから、平成２５年４月１日に設立されております。⑵ 付

属研究所の設立目的です。田川市の所有する世界の記憶並びに近代化産業遺産に関連した

研究を行い、田川市固有の文化財の保護及び調査を進め、本市の文化の伝承等に努めるこ
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とを目的としております。⑶ 付属研究所の事業です。３つ記載しておりますが、ア 山

本作兵衛コレクション及び筑豊炭田に関する資料の収集・整理、イ 山本作兵衛コレクシ

ョン及び筑豊炭田の調査、研究、ウ その他、筑豊炭田史研究に関して、特に必要と認め

る調査、研究などを行っておりました。⑷ 付属研究所のこれまでの主な取組といたしま

して、ア 山本作兵衛炭坑記録画の解説文の洗い出し・確認、イ 山本作兵衛関係記事の

収集・リスト化、ウ 筑豊炭田史資料の収集・デジタル化、エ 三井田川鉱業所の調査研

究などに取り組んでおりました。⑸ その他として、付属研究所を中心に行われていた調

査研究につきましては、本来、博物館に備わっていた機能であるため、引き続き博物館で

行うことといたします。また、高度な調査研究においては、必要に応じて外部有識者を招

聘し、助言等を受けながら実施したいと考えております。３ 廃止日につきましては、令

和２年３月３１日です。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第４ 議案第２号「田川市石炭・歴史博物館付属

研究所設置要綱の廃止について」は、原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第５ 議案第３号「田川市立中学校設置条例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。 

○推進室長 日程第５ 議案第３号「田川市立中学校設置条例の一部改正について」であり

ます。本案は、中学校の再編による新中学校の建設に伴い、仮設校舎を建設する伊田中学

校の位置を変更するもので、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あります。１ページをご覧ください。第１ 

背景につきましては、記載のとおりでございますので説明は省略させていただきます。第

２ 条例改正の内容でございます。１ 改正理由については、２点ございます。１点目が

⑴ 所在地の変更であります。２校の新中学校の建設につきましては、既存校舎を解体し

て同敷地内に新中学校を建設することから、建設期間中は仮設校舎を利用します。そのう

ち、伊田中学校につきましては、新校舎建設期間中は既存の屋内運動場等の利用ができな

い等の理由から、仮設校舎をたがわ情報センター隣接地に建設することになりました。そ

のため、伊田中学校の学校位置を変更するものであります。２点目は、平成１９年６月の

学校教育法の一部改正に伴う規定の整備でございます。２ページをご覧ください。４ 施

行期日であります。この条例は、公布の日から施行しますが、先ほど申しました所在地の
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改正規定につきましては、仮設校舎の引越しの時期を現時点で明確に示すことが困難であ

ることから、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において、規則で定めることに

しております。当然、その日につきましても、別途、教育委員会に報告を行うことにして

います。なお、別紙１に改正条例案、別紙２に新旧対照表を添付しております。また、別

紙３に伊田中学校の仮設校舎配置図を添付しています。別紙３をご覧ください。たがわ情

報センターを含む用地全体を記載しております。配置図の下の部分が情報センターになり

ますが、校舎はご覧のとおり２棟建てで、右側のＢ棟が普通教室及び管理諸室、左側のＡ

棟が特別教室棟になります。用地東側の通用口から生徒は登校し、校舎に入ってくること

になります。教職員用の駐車場を校舎北側に確保することで、生徒と車の動線が交差しな

いよう考慮しております。また、南側には若干でございますが、軽運動ができるスペース

も確保しております。以上、「田川市立中学校設置条例の一部改正について」の説明を終

わります。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  別紙３の配置図ですが、外で軽く運動ができるようなスペースがどこにあるのか、説明

をお願いします。 

○推進室長 仮設校舎のＢ棟の下に６つのレーンを記載していると思いますが、ここを軽運

動ができるスペースにしたいと考えております。 

○教育長 このスペースの地面はアスファルトですか。 

○推進室長 土になります。 

○教育長 Ａ棟の西側のスペースは何になりますか。 

○推進室長 こちらの区画につきましては、たがわ情報センターの利用者用の駐車場になり

ます。 

○教育長 わかりました。ほかに何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第５ 議案第３号「田川市立中学校設置条例の一

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 事務報告「新中学校におけるプールの設置（案）について」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 日程第６ 「新中学校におけるプールの設置（案）について」ご報告いたしま

す。まず、現在、仮称東中学校、西中学校それぞれの設計業務を行っています。今後、設

計作業を進めるにあたり、多くの決めなければならない事項がございます。今回は、プー
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ルの設置について、ご意見をいただければと考えております。１ページをご覧ください。

まず、１ 学校プール施設のあり方については、新中学校建設に際し、学校プール施設の

整備について、現在のプール施設を取り巻く現状や課題について把握し、設置費用や維持

管理に係る経費及び水泳授業や地域開放等のニーズの観点から整理を行った次第でござ

います。なお、プール施設の設置に関しては、新中学校開校準備協議会や地域における説

明会でも意見が出ております。続きまして、２ 学校プールの現状であります。現在、各

学校に設置されているプール施設の維持管理経費は、１校当たり年間約７９万円で、その

内訳といたしましては、光熱水費４３万円、消毒用の薬剤等の消耗品費４万円、水質検査

の委託費２万円、過去５年間の施設修繕費の平均が３０万円となっています。また、現在

設置されているプール施設は、新しいもので２０年、古いものでは５０年を経過するなど、

いずれも施設の老朽化が進んでおり、今後も修繕料や工事費の増加が見込まれます。その

他、プールの清掃など教職員の時間的負担も要しているのが現状でございます。一方、水

泳の授業は、水中で安全に泳ぐための技能や知識を取得するのみならず、自己の生命を守

るなど重要な授業であるものの、プール施設を活用する時間は、児童・生徒一人当たりお

おむね年間１０時間程度であり、当然、普通教室や特別教室等の利用頻度と比較すると、

その活用頻度は極端に少ないものです。また、現在、プール施設の地域開放につきまして

は、一部の小学校では実施されているものの、中学校においては実施されていないのが現

状でございます。次に、３ プールの建設に係る経費についてでございます。プール施設

は、おおむねプール槽、ろ過機、管理棟を有し、その耐用年数は、プール槽で約３０年で

ございます。このプール施設を設置するために必要な費用は、２５メートルプールで、概

算で約２億３千万円でございます。また、プール施設を維持管理するためには、光熱水費

等の維持管理経費に加え、プール槽の補修やろ過機の更新など定期的な改修費用も必要と

なってまいります。続きまして、４ 水泳授業の民間施設活用についてであります。現在、

全国的に学校プール施設の老朽化や高額な維持管理費を削減するため、水泳授業において

民間施設を活用する自治体が多くなっています。田川地域を含む筑豊地域におきましても、

水泳授業で活用可能な施設が存在し、飯塚市、直方市、嘉麻市、糸田町等では、既に民間

のプール施設を活用した授業が実施されております。２ページをご覧ください。５ プー

ルを設置した場合、あるいは民間活用した場合を比較検討した表でございます。経費比較

等については、１校当たりで比較しております。まず、前提の条件といたしまして、プー

ルを設置する場合、新中学校の建設に伴いプール施設の新設を行うことになります。プー

ル規模は、２５メートルの７コースを想定しております。また、プールの耐用年数は３０

年で算定しております。続きまして、民間施設を活用した場合は、新中学校開校予定の令
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和４年度から実施することを想定しております。生徒数につきましては、生徒数の多い東

中学校で算定しております。経費比較におきましては、プールを設置する場合、設置費用

２億３千万円を耐用年数３０年で割りますと、費用は年額７６６万円、維持管理費が年間

７９万円、その他補修、更新費用が別途必要になりますが、合計８４６万円となります。

民間施設を活用した場合につきましては、施設使用料が５０万８千円、送迎用のバス委託

料が２２０万円で、合計２７０万８千円となります。続きましてメッリトでございますが、

設置した場合につきましては、授業時間を最大限確保でき、生徒の移動に係る負担がござ

いません。また地域開放が可能であり、防火用水としての活用も可能であります。次に、

民間施設を活用した場合につきましては、プールの設置費用が不要であります。また、清

掃等の必要もなくなり、教職員の負担がなくなります。さらに、屋内プールを活用する場

合でありますが、年間を通して活用が可能であり、天候に左右されることもございません。

また、別途費用が必要になりますが、インストラクターの指導が可能な施設もございまし

て、これができれば、教職員の負担軽減につながるものと考えております。一方、デメリ

ットでございますが、プールを設置する場合は、当然、その設置費用が必要であり、屋外

に設置するため、天候により授業が行えない場合があります。また、清掃作業等のため、

教職員に負担がかかることになります。民間施設を活用した場合は、生徒の移動に係る負

担が発生するとともに、移動時間が必要となるため、授業時間の短縮が想定されます。ま

た、当然、地域開放等は不可能でございます。以上のことから、６ 今後の方針案でござ

いますが、プール施設を設置するためには、多額の経費を要します。３ページをご覧くだ

さい。さらに、維持管理経費及びろ過装置の更新など定期的な修繕費も発生します。一方、

田川地域や飯塚地域には、民間のプール施設が存在し、その活用が見込めるところであり、

生徒の移動に係る負担や授業時間の短縮などが想定されますが、教職員の負担軽減、設備

投資に係る経費、維持管理経費に加え、老朽化した際の改修費等を総合的に勘案しますと、

新中学校におけるプール施設の設置については、設置しないことが望ましいと考えており

ます。なお、以下に近隣の民間等プール施設の一覧を掲載しています。以上、新中学校に

おけるプールの設置案についての説明を終わります。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

○柴田委員 民間のプールを利用する場合は保護者の負担はあるのですか。 

○推進室長 授業ですので、保護者の負担は発生しないものと考えております。 

○教育長 施設使用料の約２７０万円に含まれるということですね。 

  ほかに何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

○光井委員 何点か質問します。１点目は、教育委員会としてプール設置案についての結論
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をいつまでに出せば良いのか。２点目は、開校準備協議会が設置されていますが、その中

でどのような協議になるのか、また所属の部会はどこになるのか。３点目は、資料の中に、

これまでの説明会でも意見がなされているとありますが、これまでどのような意見が出さ

れたのか。４点目は、現在、学校で日本スポーツ振興センターの保険を使用していますが、

民間の施設を利用した場合、往復の移動やインストラクターの指導を受けている最中に何

か起こった場合は保険が適用されるのか。まず、この４点をお聞きしたいです。 

○推進室長 １つずつお答えさせていただきます。まず１点目の結論についてですが、現在

作業を進めております基本設計の中で施設等を決定してまいりますので、この１月定例教

育委員会又は２月の定例教育委員会で結論を出していただきたいと考えております。その

結論をもって設計に反映していくことになっております。２点目についてですが、今回の

施設につきましては、開校準備協議会での検討は考えておりません。以前、開校準備協議

会の委員には、東中学校と西中学校それぞれのイメージ図については、ご説明させていた

だきました。３点目の質問にも重なってきますが、そのイメージについて様々な意見をい

ただいた中で、ある委員の方から「プールを設置するかしないかのところから検討しては

どうか」という意見をいただきました。また、議会の場ではありませんでしたが、他市の

状況を把握している議員もいらっしゃいまして、同様の意見をいただきました。次に４点

目の保険の適用の件でございますが、県立大学の体育施設を借りる際の問題と重複するの

ですが、往復の移動やそこで行われる授業につきましては、正規の授業になりますので、

もしそこで生徒がけがをした場合は保険の適用範囲に含まれるという理解でおります。 

○柴田委員 体育の先生でも水泳が専門ではない先生もいらっしゃると思いますが、資料に

インストラクターの指導も可能な施設もあると書かれていますので、民間のプールを利用

する場合、常時ではなくても時々インストラクターが授業に入り、着衣水泳をご指導いた

だけたらと思います。私は、どの子どもでも同じ経験をさせてあげたいと思いますので、

ぜひその点よろしくお願いいたします。 

○推進室長 記載している施設の中でインストラクターがいる施設は多くございませんけ

れども、これまでも基本計画の中で部活動を含めて専門家等の活用をしていきたいと記載

させていただいておりますので、柴田委員からご意見いただきましたように外部人材の活

用ができるような方策を検討していきたいと思っております。 

○教育長 資料の３ページにある７ 近隣の民間等プール施設と記載されていますが、県立

大学以外は移動距離があると思いました。スクールバスのある近隣の民間プール施設につ

いては、記載されていませんが、何か意図があるのですか。 

○推進室長 今おっしゃられているのは、糸田町と田川市の境にある民間施設のことと思い
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ますが、後藤寺中学校の仮設校舎の設置に当たり、事前にプールを撤去しますので、仮設

校舎利用期間中の水泳の授業については、そちらの民間施設の活用も検討の１つと考えて、

事前に色々とご相談をさせていただきました。しかし、現在の１つの中学校のクラス数で

あれば受け入れは可能であるが、再編後のクラス数の規模になると、既存の受け入れ態勢

の中に組み込むというのは、なかなか厳しいというご意見をいただいておりました。この

ことから、特定の学年だけ行かせるというわけにはいかないので、学校ひとまとまりで１

つの施設を利用するという考えから近隣の施設として資料に掲載しております。 

○教育長 資料に記載している施設は、受入れが可能という了解を取っているということで

すか。 

○推進室長 了解とまではいきませんが、西中学校と東中学校の両校の受け入れは厳しいも

のの、１校全学年の受入れは可能である施設を記載しております。 

○教育長 県立大学のプールはわかりませんが、その他の施設についてはインストラクター

が配置されていると思います。しかし、筑豊緑地プールについては、私が把握している限

りでは近隣の学校の受入れ等はしていないのではないかと思いますが。 

○教育部長 おっしゃられるように、地元の近い施設で、また、インストラクター等の充実

した施設で、水泳の高度な指導を受けることができる形が理想かと思います。担当課が協

議等を行っておりますが、屋内の温水プールであれば、やり方によっては夏場以外でも授

業が可能となりますので、再度協議をして、理想の形の対応ができればと思っております。 

○教育長 水泳の授業時間は年間１０時間程度と書いてありますが、悪天候でプールに入れ

ない日もあります。本当は、年間を通して時間数をしっかり確保できることが望ましいと

私も思います。 

○光井委員 時間数に関連するのですが、年間１０時間が１つの基準だと思います。ただ、

民間の施設を利用する場合は往復する時間がかかって、その移動時間は授業時間数にはカ

ウントできないのではないかと思います。また、学校と施設を往復する時間を考えれば、

１回につき１時間程度の授業がカットされるのではないかと思います。年間１コマであれ

ば１０時間程度、２コマ連続で授業を行うのであれば５時間程度の授業がカットされます

けれども、その問題をどう対応するかというと学校現場ではかなり厳しいものがあると思

います。説明会等で意見をいただいたということですが、私は、校長会等に相談していた

だいて、ほかにも課題があるかもしれませんし、それは解決していくべきだと思います。

例えば、事前にプールの時間割が組まれていく形になると思いますが、学校現場では突発

的な来客対応等によって授業が変更となることも多いです。そのような突発的な授業の組

替えが難しいというデメリットも出てくると思いますので、そのようなことも含めて解決
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しておく必要があるかと思います。反対ということではございません。課題を明確にして、

解決しておくべきではないかと思います。 

○教育部長 今の件でございますが、全国の状況といたしましては、小学校で約５千校がプ

ールを廃止しております。中学校におきましても２千５００校近くが廃止している状況が

ありまして、神奈川県の市等では、全部廃止という先進事例もございますので、十分研究

して、学校教育課と一緒に取り組んでまいりたいと思っております。 

○教育長 光井委員からも意見がありましたので、校長会等で授業時間数のことなどの協議

をし、先進事例の研究もした上で、再度２月定例会において田川市教育委員会としての結

論を出したいと思います。 

  ほかに何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第７ 事務報告「仮設校舎及び西中学校（仮称）

の浸水想定への対応について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○推進室長 日程第７ 「仮設校舎及び西中学校（仮称）の浸水想定への対応について」ご

報告いたします。こちらにつきましても、先の１２月市議会の一般質問におきまして、仮

設校舎及び仮称西中学校を浸水想定区域内に設置することについて、質問がなされており

ます。そのことに関しまして、教育委員会としての基本的な考えをまとめるため、ご意見

をいただければと考えております。１ページをご覧ください。まず、１ 経過でございま

す。近年、集中豪雨等による水害が頻発しており、短時間で河川が増水したり、堤防が決

壊して甚大な被害が発生する事例が増加しております。平成２８年、国は、平成２７年関

東・東北豪雨において、堤防決壊に伴う氾濫が発生したことに伴い、洪水時の円滑かつ迅

速な避難を確保し、または浸水を防止することにより、水害による被害の軽減を図るため、

想定し得る最大規模の降雨により、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸

水想定区域として指定し、その区域等の見直しを公表していました。２ 現状でございま

すが、本市では、上記見直しの結果、遠賀川水系彦山川が洪水予報河川に、同中元寺川及

び金辺川が水位周知河川として指定されており、その浸水想定区域内には、次のような小

中学校がございます。彦山川流域では伊田小学校及び鎮西小学校、中元寺川流域では後藤

寺中学校と弓削田小学校が、いずれも最大想定水深として０．５から３メートル未満の浸

水が想定されております。次に、３ 議会からの指摘事項でございます。１点目は、⑴ 新

たに設置する仮称西中学校を浸水想定区域内に設置することであります。しかし、今回の

学校配置では校舎及び屋内運動場等は浸水想定区域外に設置を予定しており、運動場及び

一部部室を浸水想定区域内に設置予定でございます。２点目は、⑵ 中学校再編に伴い設

置する仮設校舎の位置が浸水想定区域内であることです。こちらにつきましては、伊田中
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学校を設置するたがわ情報センター前、後藤寺中学校の運動場内はともに、想定区域内で

ございます。以上のことから、生徒の安全を担保しているとは言い難いため、新中学校の

建設位置について、白紙撤回を求めると質問されておりました。これらのことにつきまし

て、４ 教育委員会の基本的な考え方でございますが、まず、⑴ これまでの浸水想定区

域につきましては、２日間総雨量４０５ミリの降雨を想定したものであり、現在の後藤寺

中学校は、この浸水想定区域に指定されておりませんでした。⑵ 一方、１ 経過でお示

ししたとおり、今般の浸水想定区域の見直しは、想定し得る最大規模の降雨を想定してお

ります。具体的には、１２時間総雨量５９２ミリの降雨により、増水した河川が、現在の

堤防で安全に流すことができる最大流量に達した時点で、堤防決壊することを想定したも

のでございます。２ページをご覧ください。⑶ この浸水想定区域に該当するのは、仮称

西中学校グラウンド部分のみであり、校舎や屋内運動場の建設予定地は該当しておりませ

ん。グラウンド部分のみが浸水想定区域に該当しております。ただし、⑷ 当然ながら、

河川の増水は時間経過とともに水位が上昇するため、水位情報を的確に得ることで、生徒

の安全は浸水想定区域外の校舎内で確保が可能でございます。⑸ また、地元である大黒

町や西本町、奈良区等の中元寺川沿岸も浸水想定区域であり、このような地域であるから

こそ、避難所の設置が必要でございます。このことから、現在の後藤寺中学校は、このよ

うな浸水想定区域の住民の避難先として活用が求められております。当然ながら、周辺が

浸水想定区域であるため、地域住民に対しては早め早めの避難を周知徹底することが重要

であり、自主防災組織を中心とした日頃からの訓練が必要になってまいります。次に、⑹ 

仮設校舎については、その設置期間が２年間程度と短期間ですが、近年の頻発する水害を

考慮すると、水位情報の取得、タイムラインによる行動計画を記載した、仮設校舎に特化

した避難計画を策定する必要がございます。⑺ 浸水による被災のみならず、地震や大規

模事故など、あらゆる災害に対応するため、教育委員会として、災害予防、抑止を基本と

した、児童・生徒に対する日頃からの防災教育の実施や教職員の防災対応力の向上など、

組織として防災に取り組む必要があると考えております。これらの考え方につきましては、

⑻ 防災に係る権威でもある山口大学大学院の瀧本浩一准教授の研修の際に、口答ではご

ざいますが、確認を行った次第でございます。なお、別紙に彦山川及び中元寺川の浸水想

定区域図を添付しております。以上、「仮設校舎及び西中学校（仮称）の浸水想定への対

応について」の説明を終わります。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

○光井委員 これまで教育委員会事務局や教育委員会でかなり検討され、現在の学校設置位

置を決定されたと思います。総合的に判断してこの学校位置で進めていますので、あとは
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このような厳しい状況が万が一想定される場合には、それがないようにバックアップして

いくことが重要であろうと考えます。そういう意味で言うと、４ 教育委員会の考え方の

特に「⑹ 水位情報の取得、タイムラインによる行動計画を記載した、仮設校舎に特化し

た避難計画を策定する」の部分が非常に重要になってくると思います。これは仮設校舎に

限らないのですが、学校は意外と警報が出ているかどうかなどの情報をリアルタイムで収

集できていない部分がありますので、学校にそのような連絡を入れていくことや学校側が

インターネットで河川の情報を見るなどのきめ細かな形で避難計画を策定していただき

たいと思います。あわせて、近隣住民の方も同じような条件だと思うので、学校の放送を

使うと近隣にも伝わりますので、情報を流しながら近隣住民の安全を確保していくという

考え方も良いのではないかと思います。 

○教育長 ほかに何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第８ 事務報告「田川市教育委員会事務局業務

包括業務委託に係る委託事業者の決定について」を議題とします。事務局に説明を求めま

す。 

○教育総務課長 教育総務課から「田川市教育委員会事務局業務包括業務委託に係る委託事

業者の決定について」ご報告いたします。１ページをお願いいたします。本件につきまし

ては、昨年の８月定例教育委員会において方針等をご説明申し上げ、事務を進めてまいり

ました。９月の定例議会において予算措置を行い、委託事業者の候補者の選定を行った結

果、今般、委託事業者が決定したため、事務報告を行うものでございます。１ 事業名に

つきましては、田川市教育委員会事務局業務包括業務委託でございます。２ 業務内容に

ついてでございます。学校事務業務、学校図書司書業務、特別支援教育支援業務、放課後

児童クラブ運営業務、石炭・歴史博物館受付等業務の５業務の業務委託を行うものでござ

います。５業務の中で人員につきましては、９４名の委託を行う形になっております。３ 

委託期間につきましては、令和２年４月１日から令和５年３月３１日までの３か年、業務

委託を執り行うものでございます。４ 委託事業者については、株式会社共立メンテナン

ス、代表取締役 上田卓味氏でございます。後ほど、委託事業者について詳しくご説明い

たします。５ 契約金額につきましては、４億６千７２４万９９００円で、３か年の委託

料になります。６ 契約締結日は、令和元年１２月２５日でございます。７ 委託事業者

決定経緯でございます。⑴ 委託事業者決定方法については、プロポーザル審査委員会を

設置し、審査委員会において審査及び委託候補者を選定し、その後、委託候補者と協議を

行い、委託事業者を決定したものでございます。⑵ 主なプロポーザル参加資格でござい

ますが、ア 法人格を有し、福岡県内に事業所を有すること。イ 過去５年以内に、委託
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業務のいずれかの受託実績を有するものであること。又は、過去５年以内に、福岡県内に

おける地方自治体の行う事務に係る受託又は派遣契約実績を有する者であることを条件

といたしております。⑶ 審査項目でありますが、ア 業務実施方針、業務実施体制、イ 

人材確保及び育成、地元雇用、ウ 安全対策、エ 業務実績、経営基盤、オ その他の独

自提案、社会貢献等、カ 提案価格の６項目について審査を行っております。⑷ 委託候

補者の選定方法につきましては、プロポーザル審査における合計得点の平均が６０点以上

の者のうち、最上位の者を第１位の委託候補者、次点の者を第２位の委託候補者として選

定しております。⑸ プロポーザル参加事業者数につきましては、３事業者です。受託し

た共立メンテナンスのほか２社でございます。⑹ 審査結果につきましては、共立メンテ

ナンス、Ａ社とＢ社としており、得点については記載のとおりでございます。この点数に

よって、候補者順位第１位の共立メンテナンスと協議を行いました。その内容につきまし

ては、⑺ 提案内容を踏まえて協議決定した事項等に記載しております。この内容につい

ては、協議して新たに仕様書に記載したものであります。ア 業務実施体制、ア）業務の

円滑な執行体制構築のため、市内に事業所を開設する。イ）市内営業所に統括責任者を配

置し、業務管理及び業務責任者等への指示を行う。ウ）毎年度定期的なモニタリングの実

施などを協議しております。イ 人材確保及び育成、地元雇用については、ア）各業務に

現在従事している職員、従事経験者及び市民の優先的雇用への配慮、イ）現在の給与水準

の維持を協議しております。ウ 安全対策につきましては、個人情報保護マニュアル等の

作成、統括責任者、業務責任者及び業務従事者への研修の実施を行うことを協議しており

ます。エ その他、期待される効果等でありますが、ア）市内営業所の開設に伴う法人住

民税納付による歳入増、それから、イ）委託事業者運営施設への石炭・歴史博物館に係る

パンフレット等の設置によるＰＲなどでございます。⑻ 主な経過につきましては、記載

のとおりでございます。８ 今後の予定につきましては、⑴ 委託事業者による転籍希望

者への面接、採用手続きを１月下旬から３月末まで、⑵ 田川営業所開設、⑶ 業務開始

準備を３月までに行います。９ 委託事業者の会社概要でございます。会社名につきまし

ては、先ほども申し上げましたとおり、株式会社共立メンテナンス。本社につきましては

東京都にございますが、管轄支店として福岡市に九州支店がございます。また、田川営業

所の開設準備を行っておりますので、開設すればそこが管轄支店となります。⑺ 共立メ

ンテナンスの主な事業でございます。ア 寮事業として、学生寮や社員寮の施設を管理し

ております。また、先ほど申し上げました、パンフレット等の設置が可能なホテル事業、

ビジネスホテルやリゾートホテルの施設をもっております。そして１番肝心なウ 自治体

業務受託事業でございますが、ア）受託業務内容については、記載のとおりでございます。
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イ）九州管内受託実績には、包括業務委託の実績を記載しております。１２０自治体、約

３００業務の実績を有しております。福岡県内は篠栗町と須恵町、佐賀県玄海町、佐賀県

有田町、宮崎県日南市等で包括業務委託を実施しております。４ページには、参考として

プロポーザル方式の概要を記載しております。１ 定義をご覧ください。発注する契約の

性質又は目的が価格のみによる競争入札に適さないと認められる場合において、実績、専

門性、技術力、企画力、創造性等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な事業者を選

定するため、一定の条件を満たす提案者から企画提案書の提出を受け、業務の履行に最も

適した候補者を決定する方式がプロポーザル方式になります。審査項目ごとに業者から提

案していただき、審査委員が点数をつけて、委託候補者を決めて協議をするものでござい

ます。プロポーザル方式には⑴ 公募型と⑵ 指名型がございます。今回の包括業務委託

については、公募型で行っております。広くプロポーザへの参加者を募集し、申込みがあ

った者のうち、プロポーザルへの参加資格要件を満たす者から企画提案を求める方式で執

り行っております。３ 参加資格要件です。先ほど申し上げました内容等の資格要件を設

定し公募しております。４ 主な事務の流れは、記載のとおりでございます。以上で、説

明を終わります。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第９ 事務報告「史跡筑豊炭田遺跡群保存活用

計画（案）について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第９ 事務報告「史跡筑豊炭田遺跡群保存活用計画（案）につい

て」ご説明いたします。１ページをお願いいたします。１ 背景でございます。本市は、

石炭記念公園を中心とする三井田川鉱業所伊田坑跡が、筑豊炭田遺跡群の一つとして、平

成３０年１０月１５日に国指定史跡となりました。近年では、文化財をまちづくりに活か

しつつ、地域社会全体で、その継承に取り組んでいくことが必要とされています。これを

受けまして、文化財保護法が改正され平成３１年４月１日に施行されております。今回の

法改正で、個々の国指定文化財の保存活用計画が、法的に位置づけられることとなってお

ります。そこで、筑豊炭田遺跡群の国指定史跡としての適切な保存活用を図るため、史跡

筑豊炭田遺跡群保存活用計画を令和元年度中に策定するものでございます。２ 本計画策

定の目的及び効果でございます。本計画の策定によりまして、史跡の保存活用の考え方や

所有者が主体的に行うことができる範囲が明確になること、史跡の保存管理の的確性が向

上し、必要な諸手続などをわかりやすくすること、また、保存活用のために必要な事項等

が所有者のみならず地域・行政にとっても目に見える形となり、史跡の適切な保存活用が

図られることとなります。特に本市の伊田坑跡は、都市公園として維持管理や活用がなさ
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れており、公園としての利用頻度が高いという特徴がございます。本計画の策定で、伊田

坑跡の価値や方向性が共有でき、また伊田坑跡の保存管理、活用、整備、運営体制などの

必要な諸事項を明確にできることで、史跡としての計画的な保存活用が促進されると考え

ております。３ 本計画の名称及び策定の考え方です。⑴ 名称は、史跡筑豊炭田遺跡群

保存活用計画、三井田川鉱業所伊田坑跡編となります。⑵ 策定の考え方でございます。

筑豊炭田遺跡群は、田川市のほか、直方市、飯塚市の史跡で構成されております。同一の

歴史的背景を共有しながらも、３つの史跡指定地が地理的に離れ、置かれる環境も異なっ

ていますことから、史跡指定地がそれぞれ所在する３市が、理念や方針を共有しつつ、各

史跡指定地の実情に応じて保存活用計画をそれぞれ策定することといたしております。そ

れぞれの名称につきましては、記載のとおりでございます。田川市と直方市は今年度、飯

塚市は令和２年度策定予定でございます。４ 本計画の位置づけでございます。本計画は、

国指定史跡の適切な保存活用を明確化するために定めるものでありまして、文化財保護法

や都市計画法等を踏まえつつ、第５次田川市総合計画を上位計画として、田川市教育大綱

など関連する他の計画等との整合性を図ることといたしております。５ 本計画の期間で

ございます。令和２年度から令和１１年度までの１０年間を計画期間とし、前期を前半の

５年間、後期を後半の５年間に分けて計画を実施したいと考えております。また、情勢の

変化等によりまして、必要に応じて計画内容の見直し・改訂を行うことといたしておりま

す。６ 本計画策定に向けた取組でございます。⑴ 三井田川鉱業所伊田坑跡保存活用計

画策定委員会を立ち上げ、意見や助言を求めております。次のページをお願いいたします。

ア 策定委員会委員の名簿につきましては、記載のとおりでございます。また、この会議

にはオブザーバーといたしまして、福岡県、直方市、飯塚市が参加し、文化庁との協議を

行いながら進めております。イ 開催日ですが、令和元年１０月と１２月に開催しており

ます。また、⑵ 本計画策定に係る意見交換会といたしまして、ワークショップを令和元

年９月９日に開催いたしております。７ 今後の予定でございます。⑴ 本日の定例教育

委員会で報告をさせていただき、また、今月中に市議会へ報告する予定といたしておりま

す。そして、２月上旬を予定しておりますが、パブリックコメントを実施する予定です。

⑶ 最終原稿の作成を２月中旬までにいたしまして、最終的には、３月下旬に刊行したい

と考えております。８ 本計画案の内容につきましては、冊子を添付させていただいてお

ります。説明は以上でございます。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第１０ 議案第４号「田川市教育職員の任用、

賃金等に関する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。 
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○学校教育課長 日程第１０ 議案第４号「田川市教育職員の任用、賃金等に関する規則の

一部改正について」ご説明いたします。本案は、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。改正点は１

点でございます。別表第１の給与相当月額の改正でございます。本市におきましては、平

成２２年度より小中学校における少人数指導を実施するための市費講師を任用しており

ます。市費講師の給与体系のうち給与相当額及び教職員の手当等相当額については、県に

準じて支払うこととなっております。福岡県公立学校教職員の給与に関する条例の一部及

び福岡県公立学校教職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例が、令和元年１２

月２４日に公布されました。したがいまして、先ほど述べましたように市費講師の給与等

を県に準じたものとして改正するために、議案として提出するものでございます。なお、

次のページ以降につきましては、新旧対照表を添付しております。以上で説明を終わりま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第１０ 議案第４号「田川市教育職員の任用、賃

金等に関する規則の一部改定について」は、原案のとおり可決いたします。 

次に移ります。日程第１１ 事務報告「田川市市民プール使用料の改定（案）について」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課長 日程第１１ 事務報告「田川市市民プールの使用料の改定（案）につ

いて」でございます。１ページをお願いいたします。１ 経過でございます。消費税率の

引き上げに伴いまして、市民プールを除く体育施設の利用料に係る改正につきましては、

令和元年度６月議会におきまして田川市体育施設条例の一部を改正したところでござい

ます。今回は、田川市市民プール使用料について改定を行うものでございます。市民プー

ルの使用料につきましては、以前から議会におきましても田川市民とそれ以外の利用者の

区別ができないかという意見もいただいているところですが、その意見も考慮しながら改

定案を考えております。なお、使用料条例ですので議会の議決を得る必要がございまして、

教育委員の皆様にもご意見等をいただければと思っております。続きまして、２ 田川市

市民プール運営に与える影響についてです。市民プールへの入場については、自動券売機

を利用するシステムとなっておりまして、自動券売機に要するつり銭は、毎日１００円硬

貨を主に１０万円程度準備し、対応しているところでございます。表１をご覧ください。

現状の料金は、消費税率５パーセント見合いの単価となっており、一般料金が５００円、
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生徒が４００円、児童が３００円となっております。消費税率１０パーセントで計算する

と、一般が５２０円、生徒が４１０円、児童が３１０円と１０円単位の料金となり、新た

に５０円、１０円硬貨のつり銭を準備する必要があり、自動券売機へのつり銭の補充回数

が増えることが予想されます。消費税増税分だけを考えた場合、現状１００円硬貨で１０

万円程度のつり銭を準備していることに加えて、新たにつり銭を準備することになるため、

かなりの重さにもなり人員も必要になってくると考えております。３ 田川市市民プール

の維持管理に係る経費についてでございます。市民プールの年間維持管理経費を年間入場

者数で除して、１人当たりの維持管理経費を算出すると、表２のとおりとなり、１人当た

りの基準額を５００円と想定いたしました。表２では、今年度を含む過去３年間の年間維

持管理経費及び総入場者数を記載しております。単純にそれを割りますと、１人あたりの

換算経費は平成２９年度が４８２円、平成３０年度が４７７円、令和元年度は雨天の関係

で入場者数が少なかったため５０２円となります。このことから基準額は、おおむね５００

円が適当と判断したところでございます。２ページをお願いいたします。４ 使用料の改

定について、市民プールの使用料金は、平成１４年度オープン当時から変更していないた

め、少なくとも消費税率引き上げに伴う料金改定は実施すべきでございますが、先ほど申

し上げました表１のとおり新たに少額つり銭が生じることから、その両替や補充作業等に

伴う来場者の待ち時間が長くなり、今まで以上に混雑が生じることが予想されます。この

ことから、市民プールの使用料は、一般、生徒、児童の３つに区分されていることを考慮

いたしまして、表２で算出しました、入場者１人あたりの基準額５００円を生徒の金額と

して設定いたしまして、一般については基準額にプラス１００円の６００円、生徒は基準

額の５００円、児童については基準額マイナス１００円の４００円といたしまして、現行

の個人使用料に一律１００円を加算することとしたいと考えております。次に、５ 来場

者への影響等についてです。平成３０年度に１５０件ほどのアンケート調査を行い、その

調査では来場者のうち市内の方が約２３．３パーセント、田川郡の方が約１１．３パーセ

ント、市外の来場者が約６５．３パーセントとなっております。家族４人で市民プールに

来場した場合４００円の増額となりますが、時間制限がなく駐車場料金もかからないこと

などから、市外から来られる方への影響はあまり大きくないと考えております。しかしな

がら、田川市内の小学生の場合、１回につき１００円の増額は、子どもたちにとって負担

が大きくなることから、市内小学生全員に対し、無料券を１人１枚配布し負担の軽減を図

るとともに、市内児童を市外児童よりも優遇することとしたいと考えております。参考の

欄に児童が市民プールに４回行った場合を想定して記載しております。現行の料金は

３００円ですので、４回行った場合１２００円となりますが、改定案では１回４００円とな
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りますので、３回で１２００円となります。ただし、無料券を１枚配りますので１２００

円で今までと同じ４回使用できると考えております。下には５回行った場合を想定して記

載しております。無料券を使えば、５回行った場合でも１００円増のみになると考えてお

ります。以上で、説明を終わります。 

○教育長 何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  昨年の総入場者数は天候等で若干減っていますが、市民プールは、施設が充実していて

とても人気のある施設です。また、田川市はパラリンピックのキャンプ地等になっており、

バリアフリーのみんなが安心して暮らせるまちづくりを推進しています。昨年の９月１日

には障害者に特化して市民プールの開放日を設けました。私が聞いたところによると、雨

の中たくさんの方が利用していたようですが、やはり使いにくいところや改善しなければ

いけないところがあると聞いています。当然、年数が経てば補修する費用もかかります。

利用人数が変わらなければ、使用料改定によりかなりの増収になるのではないかと思いま

すので、そういった将来の補修や障害者の方も使いやすいようにするための積立のような

ことができれば良いと思いますが、そういったことについての考えはありますか。 

○文化生涯学習課長 まだ正確な試算ができておりませんが、今年度であれば指定管理料と

して４５０万円を支払っておりますが、この使用料改定によって４５０万を支払う必要が

なくなってくるのではないかと思っております。また、施設の補修を必要とする箇所が増

えてくると考えられますので、このまま維持できるとは考えておりません。当然、年月が

経てば経つほど補修費用も大きくなると考えておりますので、なるべく早い時期に積み立

てて、上手く使えるような形にしたいと思っております。また、今後財政課とも協議をし

ていきたいと考えております。 

○教育長 ぜひ検討してください。市民プールは市外からの利用も多い施設ですし、田川市

市民プールを利用したついでに博物館にも行ってみようかとなれば、まちの活性化にもつ

ながっていくと思うので、よろしくお願いします。 

○文化生涯学習課長 使用料の改定とあわせて検討していきたいと考えております。 

○教育長 ほかに何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第１２ 諸般の報告「⑴ １月の行事予定につ

いて」を議題とします。 

（各課長から教育長及び各課の行事予定を説明） 

  次に移ります。「⑵ ２月定例会の日程案について」を議題とします。 

○教育総務課長 それでは、２月定例会につきましては、２月１０日、月曜日はいかがでし

ょうか。 
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○教育長 よろしいでしょうか。ご異議ないようですので、２月定例会は２月１０日、月曜

日、１４時３０分に決定いたします。 

  ほかに何か、ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、以上をもちまして、令和２年第１回田川市教育委員会１月定例会を

閉会いたします。 

（１６時００分閉会） 


