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○○○○委員長委員長委員長委員長    ただいまから、平成２６年第４回田川市教育委員会３月臨時会を開会します。

日程第１ 議案第９号「田川市石炭・歴史博物館の組織機構について」を議題としま

す。なお、本日は市長部局より世界記憶遺産推進室の財津室長、綿施企画官にご出席

をお願いしております。また、会議で遅れていらっしゃるようですが、総務課の金子

課長、峯課長補佐も出席していただきますので、よろしくお願いします。それでは、

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 それでは、日程第１ 議案第９号「田川市石炭・歴史博物館の組織機構に 

ついて」ご説明いたします。本件は、田川市教育委員会の権限に属する教育事務のう

ち、田川市石炭・歴史博物館の組織機構を改め、その事務の一部を市長部局に補助執

行させることについて、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。資料にそって説明いたしま

す。本件については市長部局で検討委員会を作り、組織のあり方について検討結果報

告書が出ております。その報告書に、この件の経過から補助執行の必要性や補助執行

の体制等が記載されておりますので、まず、その報告書から読み上げさせていただき

ますので、お手元にある検討結果報告書をご覧ください。検討の手法でございます。

田川市におけるこれまでの文化財行政の経緯、とりわけ田川市石炭・歴史博物館（以

下「市博物館」という。）が田川市石炭資料館として開館し、後に博物館法に基づく登

録博物館になったこと、さらには市博物館が所蔵、管理する山本作兵衛氏の炭坑記録

画並びに記録文書６２７点を含む６９７点（以下「山本作兵衛コレクション」という。）

がユネスコ世界記憶遺産に登録されたことなどの経緯、並びに現在における田川市の

文化財及び歴史資料（以下「文化財等」という。）を取り巻く環境・組織体制や国・地

方公共団体の動向等を踏まえつつ、文化財等にかかる環境及び組織体制のあり方につ

いて整理を行った。そのうえで、これから当該あり方に沿った環境等の整備を市が行

うに当たり、想定される課題を明らかにしたうえで、当該課題ごとに議論を深め、本

委員会としての見解を取りまとめる形で検討を行った。検討の経過といたしまして、

第１回の平成２６年２月１１日から第４回の平成２６年３月６日まで、表にあるとお

りの内容で検討をしております。検討結果です。⑴ はじめに、市博物館は、昭和５

８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、現在に至っている。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
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を幅広く行ってきた（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）。このよ

うな状況の中、平成２３年５月に山本作兵衛コレクションがユネスコ世界記憶遺産に

登録されたことに伴い、当該コレクションの保存・調査研究・展示及び情報発信とい

った新たな業務が発生した（それまでは、当該コレクションを構成する炭坑記録画の

原画を展示することはほぼ無かったものの、ユネスコ世界記憶遺産の登録後、原画公

開の要望の声が高まりを見せた。また、これに併せ、当該コレクションの構成資料の

大半に、脆弱かつ長期保存が困難とされる紙が使用されていることから、状態調査及

び修復等、文化財保存科学の視点に基づく保存に向けた対応の必要性が生じた。）。さ

らに、現在、飯塚市や直方市と連携し、旧三井田川鉱業所伊田竪坑及び斜坑を含む「筑

豊炭田遺跡（群）」の国史跡指定に向けた取組がなされるなど、近年、市博物館におけ

る役割や機能が急速に拡大している。しかし、その一方で、当該役割や機能の拡大に

適切に対応するための環境・組織体制の抜本的な整備には至っておらず、結果、世界

記憶遺産の円滑かつ効果的な活用にかかる取組はもとより、市博物館としての本来の

役割や機能、すなわち所属する学芸員が取り組むべき専門分野の調査研究等にも支障

を来している状況が見受けられる。また、これに加え、ユネスコ世界記憶遺産の登録

を受け、市長事務部局内に平成２３年１０月に設置された世界記憶遺産推進室（以下

「推進室」という。）と教育委員会内に設置されている市博物館が、現在、世界記憶遺

産の保存・活用等にかかる中核的な役割や機能を分け合う形で事務事業がなされてい

るが、双方の意思の疎通や一体的な取組が十分に図られているとは言い難い状況も見

受けられる。 

さらには、このような状況の中、世界記憶遺産の保存・活用等にかかる中核的な役割

や機能を集積した施設（山本作兵衛・世界記憶遺産センター（仮称）以下「センター」

という。）整備の早期実現を市は目指しているとのことであるが、現時点において、そ

の見通しは立っていないとのことである。以上の状況等を踏まえ、田川市の文化財等

にかかる環境及び組織体制のあり方等について、整理・検討を行うものである。⑵ 田

川市の文化財等にかかる環境及び組織体制です。ア 組織体制等の現状として、(ア)
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で市博物館、(イ)で推進室の現状を記載しております。イ 今後取り組むべき主な業

務として、(ア)で市博物館のａからｆまで、(イ)で推進室のａからｄまでの業務を記

載しております。ウ 環境及び組織体制、今後取り組むべき業務から見える主な課題

です。(ア)上記のとおり、市の振興発展、とりわけ観光振興に資する施策に関連の深

い業務や市博物館と推進室が一体となって推進すべき業務を今後取り組むことが予定

されているが、これらの業務を円滑かつ着実に推進することができる組織づくりにつ

いて検討する必要がある。(イ)先史時代から近世までの文化財等については、市のこ

れまでの長きに亘る歴史を証する極めて重要な財産であり、さらなる資料の収集・保

存・調査研究及び展示が求められるところであるが、現状では、当該文化財等にかか

る環境及び人員体制に限りがあり、保存・活用の推進をなかなか見込むことができな

い状況にある。⑶ 国や地方公共団体の動向、ア 国の動向です。平成１７年１月に、

文部科学省の機関である中央教育審議会は、「地方分権時代における教育委員会の在り

方について」答申を行った。この答申の中で、「地方自治体における行政責任は、その

多くは首長が負っているが、教育に関する事務については、主に首長から独立した教

育委員会が責任を負っている。その理由としては、教育について政治的中立性や継続

性・安定性の確保が強く求められ、合議性の機関を通じて公正中立な意思決定や住民

意思の反映を図ることが適当だと考えられる。」との基本的な考えを示している一方で、

「教育委員会は、地方自治体の中で独立・完結して教育事務を担っているのではなく、

首長と役割を分担しながら、必要な事務を行っているため、教育に関する事務の中で

首長から独立して執行する必要があるものは何かを明確にすることが必要である。」と

の考え方を示している。特に、文化財保護に関する事務については、「文化財は国民共

通の貴重な財産であり、一旦滅失・毀損すれば現状回復が不可能であるといった特性

を踏まえて、開発行為との均衡を図る必要がある。このような状況を踏まえ、文化財

保護に関する事務は、引き続き教育委員会の担当とすることを基本としつつ、文化財

を積極的に活用した地域づくりを進めるなど一定の必要性がある場合には、文化財保

護と開発行為との調整の仕組みを整えた上で、自治体の判断により首長が担当するこ

とを選択できるようにすることを検討すべきである。」との見解を示している。イ 全

国自治体の状況です。地方公共団体の執行機関の組織は、それぞれ明確な範囲の所掌

事務と権限を有する執行機関によって系統的にこれを構成している。その一方で、地

方公共団体は、その組織及び運営の合理化に努め、最小の経費で最大の効果を上げる
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こと、すなわち、住民負担の軽減を図り行政能率を向上することが要請されている。

このようなことから、一部の地方公共団体では、異なる執行機関間における組織や職

員配置の重複を避け、行政の能率的処理と一体性の保持に寄与するため、地方自治法

第１８０条の７に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部（博物館や美術館等

にかかる事務）を地方公共団体の補助機関である職員に補助執行させるといった動き

が、全国に広がりを見せる傾向にある。その下に、地方自治法第１８０条の７を記載

しております。⑷ 田川市の文化財等にかかる環境及び組織体制のあり方についてで

す。市の貴重な文化財等について、適切な保存並びに積極的な活用を図るべく、その

環境と組織体制を整えるべきであることは言をまたないところである。これまで見て

きたとおり、市の特徴点として、当該文化財等のうち、炭坑にかかる文化財等の主に

活用において、将来の地域の振興発展に向けた市の施策と関連している点が挙げられ

る。しかし、その一方で、当該活用に際しては、所管部署が市長事務部局と市教育委

員会にそれぞれ存在しており、一体的な取組を円滑に行うことができていない状況に

ある。また、市博物館における現状の環境と組織体制では、市の幅広い歴史にかかる

文化財等の収集・保存・調査研究及び展示を適切に推進することが困難な状況にある

ということが言える。これらのことを勘案すると、市博物館と推進室それぞれの組織

の位置づけや体制、並びに市の文化財等の保存・展示環境を今後も、現状維持してい

くことは適切な選択とは言えず、行政能率の向上を図り、また、担うべき役割や機能

を最大限に果たすことができる環境・組織体制へと整備する必要があると思料する。

なお、国や地方公共団体の動向等を踏まえ、当該組織体制の整備に際し、補助執行（市

長事務部局〔推進室〕の職員が市博物館業務を所管する。）の手法を市が採用すること

については妥当であり、また有効な措置であると思料する。しかし、当該環境・組織

体制の整備に当たっては、幾つかの課題も見受けられるため、当該課題を明らかにし

たうえで、それら課題に対する当委員会としての見解を付記する。⑸ 課題の明示と

当該課題に対する当委員会としての見解です。ア 全体的な課題、(ア)市博物館が所

管する歴史の整理について、考古資料や民俗資料等、市の貴重な文化財等を適切に収

集・保存・調査研究及び展示することが可能となる環境・組織体制を別途整えたうえ

で、市博物館が所管する歴史を炭坑にかかる歴史に特化することについては重要な取

組であり、極めて妥当であると考える。イ 個別具体の課題、(ア)博物館業務と文化

財保護・調査業務の整理について、市の規定により、文化財の保護・調査業務につい
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ては市教育委員会文化課文化係の所管業務と位置づけられているが、市が市博物館業

務を補助執行することとし、かつ市博物館を石炭に特化した歴史博物館とした場合に

おいては、特例措置として、炭坑関係の文化財等の保護・調査業務を市博物館が所管

するという点については妥当であると考える。ただし、市は市博物館の円滑な事業運

営を行うことができるよう、学芸員の人員体制やキャリアアップ等について十分配慮

すること。(イ)市の文化財等（炭坑関係の文化財等を除く）にかかる環境整備につい

て、市の文化財等（炭坑関係の文化財等を除く）の重要性に鑑み、保存・調査研究及

び展示に必要な環境並びに組織体制の整備に努めること。特に、文化財保存科学の視

点に基づく文化財等の適切な保護に十分配慮すること。また、当該環境の施設と市博

物館において、共通の助言体制を敷くなど、円滑な連携に努めること。(ウ)市博物館

第３展示室の取り扱いの整理について、世界記憶遺産関係資料の展示充実に加え、国

内外の石炭博物館や世界記憶遺産所蔵機関との交流・連携に資する活用策について検

討を図るべきと思料する。(エ)出土した石炭資料の取り扱いの整理について、埋蔵文

化財保護・調査業務を所管する市教育委員会が史跡に関する業務についても所管する

ことが適切であると思料する。そのうえで、発掘調査等に伴い出土した石炭資料につ

いては市博物館が所管することとし、市教育委員会は発掘調査報告書を添えて、当該

石炭資料を市博物館に移管することが最も適切な措置と言える。(オ)市博物館長と推

進室長の役割・権限・責任の整理について、市博物館長は当該博物館が所管する分野

について高い識見を有し、そのうえで博物館代表者として対外的な役割を負うところ

が大きいが、今回の組織機構等の見直しにより、これから市が市博物館を石炭に特化

した歴史博物館としたうえで、国内外の石炭博物館等との交流・連携に積極的に努め

ていくということであれば、なおさらその役割の重要度は増してくるものと思われる。

以上のことを踏まえ、市博物館長若しくは市博物館関係者に炭坑にかかる高い識見と

豊富な人脈等を有する人物の登用が重要であると思料する。そのうえで、推進室長に

ついては、市博物館の常勤副館長として明確に位置づけ、世界記憶遺産の保存・活用

等にかかる事業はもとより、市博物館が展開・実施する事業についても、当該事業運

営責任者として、所要の決裁権限等を付与し、市博物館が所管する事務事業全般を掌

理することができるよう、その役割・権限・責任を課すことが最も適当であると考え

る。(カ)文化財関係機関（国・福岡県・田川市）窓口の整理について、文化財関係機

関（国・福岡県・田川市）窓口の整理については、次の案が適当であると考える。た
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だし、市教育委員会文化課と市博物館における業務遂行過程において、双方、円滑か

つ十分な情報共有が図られるよう配慮すること。下に図がございますが、説明は省略

させていただきます。(キ)市博物館の外部機関の整理について、市博物館と文化セン

ターを所管する、現行の田川市博物館等運営協議会の組織を見直し、文化センターの

施設と分ける形で市博物館に特化した新たな協議会組織を設置することについては妥

当であると考える。また、当該協議会内に世界記憶遺産の保存と活用に関する部会を

設置することについても、適当な措置であると思料する。(６)その他の意見、社会教

育行政の推進に際しては、教育基本法に基づく生涯学習の理念、すなわち「国民一人

一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたっ

て、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に

生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。」に則ったうえで、社会教

育施設の組織上の位置づけ及び展開する事業等において、その取り扱いの均衡を図る

など、十分考慮し、今後さらに市の文化行政全体の振興に努められるよう、市並びに

市教育委員会に対し要望する。以上が報告書の内容です。１０ページ、１１ページに

検討委員会の設置要綱等を添付しております。そして、新たな組織体制の組織図も添

付しております。今、検討結果報告書を読ませていただきましたけれども、その内容

については文言形式で少しわかりにくいところもありますので、この図で簡単に説明

をさせていただきます。今まで石炭・歴史博物館におきましては、文化課の中に博物

館という組織を組織しておりまして、博物館に課長職というのが存在しておりません

でした。文化課長が基本的に見るという形でしたが、係長職においても存在しており

ませんで、文化課内、事実上は図書館に課長、係長がいるという状況であり、博物館

においてはそういう組織機構があまり確立されたものではなかったような形になって

おりました。新たな組織体制におきましては、市長、副市長の下に世界記憶遺産推進

室が直属であるわけですけれども、そこに博物館という形で管理運営が入っていくと

いう形になります。館長は現在、安蘓館長ですが、館長はそのまま安蘓館長が引き継

ぎ、非常勤の館長として、そこに存在することになります。そして、その下に副館長

として、これは実質、市の職員が課長権限で下につくという形になっております。そ

れから、もう一人の副館長として今、研修所長をしております方がそこに並列でいる

という形になります。その下に係長が一人つきます。現状では係長もおりませんし、

副館長という職もございません。これが新たにできているところでございます。係長
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の下に管理班、世界記憶遺産推進班、歴史班という３つの班を明確にわけるような形

になっております。現状はこういう班分けもございません。歴史班のところに研究所

とありますが、これも明確に班ということではありませんので、研究所がそこにある

という形になっております。管理班については博物館の管理運営、今までやってきた

ようなことを管理班が行うということになると思います。世界記憶遺産推進班につい

ては、歴史資料の収集などをやっていくのですけれども、世界記憶遺産の活用という

ところが大きなポイントになります。これは今まで世界記憶遺産推進室という市長部

局でやっていたところで、博物館ではその辺はやっていなかったところです。そうい

ったところがここに入ってくることになります。下に人員体制が書いておりますが、

基本的に学芸員をこういう配置にしようかということでプランとして入っております。

新たに答申書に基づいて設置されておりますのが、田川市文化財アドバイザーという

仮称ではございますが、こちらに専門的なアドバイザーを置くことによって市長部局

と教育委員会からの意見等を取り入れながら、調整していきながら、学芸員の指導等

にあたっていくという形になります。教育委員会としましては、教育長のもとに文化

課がありますが、文化課は埋蔵文化財班ということで埋蔵文化財を基本的に担当し、

そのまま教育委員会に残るという形であります。ただ、現在、博物館におりますけれ

ども、事実上、博物館は先ほど説明したような形になりますので、埋蔵文化財班は文

化課内に設置するという形になっていくと思います。それから、田川市郷土歴史資料

館（仮称）という形で書いておりますが、博物館を石炭関係に特化するような形にし

ますので、それ以外の郷土資料に関しましては、新たに別な場所にそういう資料館を

作ろうというような形で考えております。これはすぐにできるものではありませんの

で若干、日数を要しますけれども、そこは整備をされた時点で、きちんと資料館、図

書館、美術館、それぞれに課長をおいて、そこで管理・運営ができるような形でやっ

てくださいというのが報告書の中に書かれている内容の一つでございます。簡単です

が、以上で組織図の説明を終わります。今後の進め方について、簡単にご説明いたし

ます。本日、この補助執行のあり方についてご承認いただけましたら、市長部局の方

でまた慎重に検討していただきまして、市議会等の承認を得ましたら、教育委員会の

方で正式に補助執行が進められるよう教育委員会の事務の一部を補助執行する規則を

定める必要があります。規則が正式にここで認められれば、市長部局で補助執行をス

タートするという形になります。期日としては市長部局の体制整備が整えば４月１日
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から補助執行することが適当であると考えております。その場合は３月中に再度、臨

時教育委員会を開いていただきまして、規則の制定を図る必要がございます。以上で

説明を終わります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 説明が終わりました、ご質問、ご意見等ございませんか。 

少し複雑ですけれども、だいたいの流れはご理解されましたでしょうか。簡単に言

うと、今まで教育委員会が博物館を管轄していたが、世界記憶遺産推進室が市長直属

の機関として執行する。この場合の責任と権限は、どちらにどうあるのでしょうか。 

○総務○総務○総務○総務課課課課課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐 ただいまのご質問についてお答えします。地方自治法に基づいて補

助執行を実施する場合、市長部局のある職員に対しまして事務を補助させますので事

務事業実施にあたっては市長部局、今回でいいますと世界記憶遺産推進室の職員が担

う。ただし、責任と権限におきましては教育委員会に存在しますので、いわゆるここ

で初めて連携という言葉がでてくるかと思います。例えば、博物館の所管につきまし

ては博物館法に基づきますと教育委員会となっておりますので、基本的に事務につき

ましては世界記憶遺産推進室が事務を執行していくのですが、例えば、博物館の改修

をやるというような話になりますと教育委員会にお伺いをたてる、というようなこと

も今後必要になってくると思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 事務というのはどのくらいの範囲を示していますか。 

○総務課○総務課○総務課○総務課課課課課長補佐長補佐長補佐長補佐 総務課の方でも資料をご用意したものがございますので、お配りさ

せていただきまして、ご説明させていただこうかと思いますが、よろしいでしょうか。 

（委員長の了承により資料配布） 

○総務課○総務課○総務課○総務課課課課課長補佐長補佐長補佐長補佐 お手元に届きましたでしょうか。総務課といたしまして、世界記憶

遺産推進室それから文化課との協議の上で効率的また効果的な組織運営の観点、それ

から、人事行政を推進する上で計画的な人事管理を推進する観点、それから、法制上

の適正運用の観点の３つの観点から、今後の推進室と博物館の推進体制を検証したも

のをとりまとめたものでございます。内容につきましては、先程、文化課長からご説

明のあった内容と重複する点もございますのでご了承いただきたいと思います。まず、

１番目に背景をあげさせていただいております。これは先程、文化課長からご説明が

ありましたとおり国の動向といたしまして文部科学省が平成１７年に中央教育審議会

を立ち上げまして、この中で答申が行われております。これは、地方分権時代におけ

る教育委員会の在り方について、この中で教育委員会が地方公共団体に置かれる合議
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制の執行機関であり、首長から独立した行政委員会としての位置付け、これはもう当

然基本であろうというような考えを示している一方で、教育に関する事務の中で首長

から独立して執行するものもあるのではないかという、問いがなされております。こ

れに対しまして、特に、文化財保護に関しては、文化財保護と開発行為との調整の仕

組みを整えた上で、自治体の判断により首長が担当することも選択すべきではないか

というような答申がなされています。これを受けまして、⑵の全国自治体の状況とい

うことで、端的に申しますと異なる執行機関におけます組織や職員配置の重複を避け

まして、行政の能率的処理と一体性の保持を進めていきましょう。そうすることによ

って、地方自治法第１８０条の７がこれに該当するのですが、これが先程、ご説明の

あった補助執行という手法になります。これを用いてやっていこうではないかという

ことで平成１７年以降、全国の自治体では教育委員会が担っております事務の一部を

補助執行させていただくというような経緯でございます。他の自治体におきましては、

生涯学習に係るもの、スポーツに係るもの、文化事業に係るもの、補助執行はいろい

ろな形でやっております。次のページにあります表は、博物館に係る事務の補助執行

等の取組、先進的事例６市の状況をあげさせていただいております。これ以外にも愛

知県の岡崎市、また近隣では福岡県福岡市がこのような取組を行っています。本市の

状況でございますが、簡単な経過を下段にあげさせていただいております。まず、世

界記憶推進室の設置経緯をあげさせていただいています。そして、２４年４月から現

在のあり方です。次に、現状と課題とありますが、これも先程、文化課長からご説明

があったかと思いますが、現況といたしましては今後、田川・筑豊地域の振興発展に

資する施策、それから、博物館と推進室が取り組むべき施策を一体的に推進していく、

また、役割や機能を十分果たしていくというような組織を再構築すべき段階に直面し

ているのであろうというふうに総務課の方は考えています。そして、委員長からご質

問がありました、どのような事務を今後、進めていくのかということで⑷今後の主な

取組、今後、博物館と推進室が一体的に取組むべき業務、進めていくべき業務という

ことで表にまとめさせていただいています。このようなことを踏まえまして、今後の

方向性について総務課の方で⑸今後の方向性で整理させていただきました。関係法令

等に基づく対応ということで調査させていただいております。それが、(ア)になりま

す。地方自治法上の逐条解説等をあたって、市長の補助機関である職員に補助執行さ

せ、市長の補助機関となる職員に博物館の管理及び教育普及活動を補助執行させるこ
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とは可能という見解に至っています。次に、(イ)になりますが、博物館法第１９条の

規定を考慮いたしますと、教育委員会の権限を侵害しないためにも補助執行を選択す

ることの妥当性が書かれています。そして、この補助執行を行う場合、(ウ)になりま

すが、職務権限は教育委員会に属しますので、事務執行にかかる決定権を教育委員会

が有することになります。今後、別に定める予定であります「教育委員会の権限に属

する事務の補助執行に関する規程」を制定予定でございますが、これを制定すること

によって、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」、それから「博物館法」、これ

にかかる諸条件の制限は解決するものであります。その手法の手続きの考え方という

のが四角囲みで囲っております①から④でございます。先程の補助執行、これが規程

か、規則になるかはわかりませんが、補助執行に関する規程を制定いたしまして、補

助執行にかかる事務の処理につきましては、教育委員会の事務局処務規程または同委

員会の専決規程に市長部局の専決権者を定める話になります。例えば、大阪の堺市は

このあたりの規程を整備しておりますので、参考にしたいと思います。そして、博物

館の所管は、博物館法にのっとり、教育委員会に属する。そして、次の手法で教育委

員会事務委任及び臨時代理規則に定めのある教育委員会が教育長に事務を委任してい

るものについては、教育長の専決とするというようなものが今後の手法の手続きであ

り、また考え方ということでございます。実は、混同するかと思いまして、ここにあ

げてはいないのですが、地方自治法に基づきますと他にも委任という手法も考えられ

ます。ただ、委任になりますと、すべてを市長部局に委任することになりますので、

博物館法第１９条との整合性をはかることができないというような状況でございます。

また、教育委員会の地方教育行政法にかかる職務権限の特例という方法もあるのです

が、これにも制限がありまして、文化財に関することは除きますというような制限が

あります。また、これを選択することによって、議会があらかじめ教育委員会の意見

聴取をするという、そういったかなりの期間を要するものが存在いたします。その辺

りのすべてを勘案いたしますと、補助執行することによって教育委員会の権限を侵害

しないという大前提から、補助執行が一番妥当性があるというふうに総務課は考えて

いるところでございます。それから、下段は検討委員会の結果報告について組織移行

にかかる部分を掻いつまんで四角囲みで整理させていただいておりますが、ここは省

略させていただきたいと思います。最後のページでございますが、これが結論になり

ます。ウ 先進的事例を参考とした組織機構の再編です。ここはすべて朗読させていた
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だきます。機構改革を行うにあたって、地方分権の進展に伴う本市の役割の変化を踏

まえた組織体制の整備、市民にわかりやすく簡潔で効率的かつ効果的な組織体制の整

備は、市長部局及び教育委員会双方の共通認識であり、広範な施策を一元的に集約し、

効果的に実行するため、教育委員会の権限の一部を補助執行することは、最も有効な

手立てであると思料する。したがって、組織及び運営の合理化に努め、最小の経費で

最大の効果を上げること、すなわち、住民負担の軽減を図り行政能率を向上するため、

先述に述べた検討委員会の検討結果を踏まえつつ、先進的事例を参考とした組織機構

の再編として、教育委員会の権限の一部を補助執行することとし、広範な施策を一元

的に集約し、効果的運用を図りたい、このように考えている次第でございます。なお、

最後のページに組織図をあげさせていただいています。先程、文化課長からご説明が

あった組織図とほぼ一緒でございますが、今後、人事のお話とか、付属機関のお話と

か、そういうことが出てきますので、まずは組織のことだけをまとめまして、今回は

組織機構に関することを限定させていただくところで案をご提示させていただいてい

るところです。以上が総務課からの説明になります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ありがとうございます。今のご説明を鑑みて、何かご質問等ございませんか。 

資料の４ページです。四角で囲んである部分ですが、②補助執行にかかる事務処理

は、市長部局の専決権者を定める。それと、④教育長の専決によるという、この具体

的な例というのはどういうふうことですか。 

○総務課○総務課○総務課○総務課課課課課長補佐長補佐長補佐長補佐 ④の教育長の専決によるものは現在、臨時代理規則などで定めてい

るものが教育長の専決事項でございますので、これはもう覆すことはないのですが、

②の部分です。市長部局の専決権者を定める、先程の事務を執行する際に当然、決裁

が必要になってきます。例えば、簡易なものから、特に重要というものもございます

が、市長部局側で補助執行させるわけですから、その決裁権者を世界記憶遺産推進室

の室長に委ねるというような形でその辺を整理しておくというようなことになります。

○○事業の何に関しては世界記憶遺産推進室が事務を執行する、細部に亘るものを定

めていく予定のものが先程申しました補助執行に関する規程になりますので、今後、

先程お話がありましたとおり、３月の下旬くらいに臨時会が開催される際には、その

辺の詳細にわたるものが提示されるものと考えております。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 文化課からいただきました資料の最後の表ですが、結局、推進室と教育委員

会の意見を調整するのは市文化財アドバイザーということ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 文化財アドバイザーはもちろん重要な事項については仲介しますけれども、

例えば、埋蔵文化財で出てきたものを資料館に預けるとか、そういうことは双方で連

携しますので、それは二つの方法があると思っていただければと思います。 

○委員○委員○委員○委員長長長長 市長部局と教育委員会の意思の疎通とか、協力体制とか、そういうことは日々

どのようにして行われていくのでしょうか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 その辺は今からの検討課題でございます。実際にやってみないとわからな

いようなところがありますが、副館長という位置づけになっておりますけれども、推

進室のトップである室長と文化課長が相互で協議をしていくというのが基本的な形だ

と思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 検討結果報告書の中には重複した仕事や人材については一本に絞って合理化

していくことが大切だと書いてありましたが、この表を見ると、最終的には副館長と

か、係長とか、増えているような気がするのですが、実際問題として関係者は増えて

いくのでしょうか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 実際問題として関係者は増えていきます。そういいますのは現状の博物館

の管理運営体制そのものがやはり不足をしていたということです。逆に言えば、組織

を基本的にきちんと作り直してから補助執行をしていただくというのが一番理想的な

のでございますけれども、現状として、それがなかなか進んでいないという状況です。

補助執行をしてもらうということが決まった後で市長部局のほうで体制をきちんと整

えるという形を現状では考えています。現状として、今、博物館には課長職がいませ

ん。命令系統も文化課の課長がやるという形になっていますが、やはりそこで遅れが

生じるとか、問題が発生した時にすぐに対応ができないとか、いろいろな問題点があ

りますので、こういう体制の方がきちんとしていくのではないかということを考えて

います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 総務課からいただいた資料にも先程と同じような文言がありましたので、今

後、実態として人数が増えているではないかとか、管理職が増えているではないかと

か、そういうようなご意見が将来的には出るかもしれませんので、その辺りの説明も

きちんとなされた方がよろしいのではないかと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 実際の問題として、田川市として博物館を中心に観光の面だとか、都市開発

の面だとか、そういういろいろなことを考えたら、やはり教育委員会だけではなくて、

市長部局と一緒になってやらなくてはいけないので今回のことで動きは早くなるので
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はないかなと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 気になりますのは、動きが非常に早いことです。検討結果報告書の検討の経

過を見ましたら、２月１１日に始まって３月６日に結論が出ています。私たちも急に

聞きましたけれども実際に市議会議員さんとか、いろいろな関係者の皆さんとか、そ

の点についてはどのような感触をもたれているのでしょうか。 

○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 非常に短期間でまとめていただきました。議会には月曜日、

１０日に正式にご報告をする予定です。そこでご意見をいただくということになるか

と思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 いろいろなご意見があると思いますけれども、そういうご意見を考慮しなが

ら良い方向に向かうよう、お願いします。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 副館長はどんな役割をするのでしょうか。 

○○○○文化文化文化文化課長課長課長課長 館長は本来、石炭博物館の運営について、いろいろなことをします。副館

長の役割の一つに、現在は私が行なっているのですが、館の修繕であるとか、いろい

ろな庶務的なことがでてきます。そういったものの決裁権限というのは、非常勤であ

る館長には与えられておりません。副館長はその決裁権限をもっておりますので、そ

ういったことを処理していくというのが一つです。また、館長も非常勤ですので常時

いるわけではありません、もう一人の副館長には、そういったところのサポートを今

後、やっていっていただくということです。それと同時に研究分野をひっぱっていく、

サポートしていくということも、もう一人の副館長には担っていただきたいと考えて

おります。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 副館長は２人いるのですね。１人の副館長が室長で、そのほかにもう１人、

副館長がいるということですね。 

○○○○世界記憶遺産世界記憶遺産世界記憶遺産世界記憶遺産推進推進推進推進室室室室長長長長 今の副館長の件ですけれども、平成２６年度は副館長２人体

制ですが、平成２７年度からは副館長は室長の副館長が１人という体制になります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 理由はあるのですか。 

○○○○文化課長文化課長文化課長文化課長 現在の館長が高齢のため、副館長としてサポートされる方がそのまま館長

になるという予定であります。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 文化課についてですが、文化課は博物館の一部と図書館と美術館ですか。

博物館は記憶遺産以外のことについてが博物館ということになるのですか。その博物

館はどこに行くのですか。 
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○○○○文化課長文化課長文化課長文化課長 きちんとご説明いたします。石炭関係が石炭歴史博物館という形で考えて

います。埋蔵文化財及び他の資料につきましては、別の所に移設を考えております。

その候補地はまだはっきりと決まっておりませんが、第３展示室の改修が今すぐに行

われるわけではありませんので、今後 1 年の間に検討していきます。当面は博物館に

ありますけれども、埋蔵文化財班は、現在、文化課の事務室がある図書館の方に移動

すると思います。それと、史跡に関して、掘るものがあるものに関しては基本的に埋

蔵文化財班が担当するべきだろうということで今のところは進んでおりますけれども、

これも石炭と直接関係がありますので、掘った跡がどうなるかとか、そういう部分が

ありますので、その辺りは今後の分掌事務の検討で引き続き協議を行うという形で考

えている部分です。基本的に埋蔵文化財とその他の文化財は文化課に移管するという

ことになります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 再度、確認したいのですけれども、埋蔵文化財はもう博物館にはおかないの

ですか。 

○○○○文化文化文化文化課長課長課長課長 そうです。将来的にはそうなります。 

○委○委○委○委員長員長員長員長 しばらくの間、整理するまではおくのですね。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長    はい。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 名前は石炭博物館になるのですか。 

○○○○文化文化文化文化課長課長課長課長 振り分けができていませんので、振り分けた後に名称についても検討する

と思います。 

○○○○文化文化文化文化課長課長課長課長 ２６年度に改修を予定していますけれども、改修の時期とかはまだ明確に

決まっておりませんので、当面はそのまま展示はさせていただくと思います。改修が

終わりましたら新しい名前になると思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 引き続き埋蔵文化財も間があくことなく展示はされるのでしょうか。 

○○○○文化文化文化文化課長課長課長課長 基本的に改修が終わるまでは、引き続きそのまま展示をさせていただきた

いと思っておりますので、調整はしていきたいと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長    改修が終わった後はどこかにまた展示されるのですか。 

○○○○文化文化文化文化課長課長課長課長 はい。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 長い歴史の中で石炭というのは明治から後、時間で考えると少しの間です。

そう考えると、埋蔵文化というのは相当昔から、長い間に亘っています。田川は石炭

が突出している訳ですが、だからこそ、その前の段階で何かあったはずなんです。私
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も夏吉とか、いろいろなところを見に行きましたが、武士の時代等いろいろあったは

ずだけれども、それが全然出てきていません。だから、埋蔵文化財についてもきちん

としたものを作ってほしいと思います。そうしないと、石炭の良いところばかりを出

して、もう一方が隠れたようになっているので、そこも充分研究できるようなスペー

スを作っていただきたいなと思います。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 私も毛利委員と同感です。石炭がすごく表に出ていますけれども、やはり

長い歴史の中で何かあるとは思います。ですが、その辺りが出てこないので、組織と

して石炭歴史博物館と郷土歴史資料館ですか、分かれてやっていくということは逆に

そういうこともやれるのかなとすごく期待しています。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ぜひ、お願いします。ただ、田川市だけで固まらず、田川地区全体の構想

の中で進めて行っていただくと大変ありがたいですね。つながりのある何かがあるは

ずです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 そういったものに関して、そういうことに携わる人材というのは田川市には

おられるのでしょうか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 基本的にそれにタッチする学芸員はおります。それ以外に郷土研究会とい

う研究組織があります。そこの筆頭は館長なのですが、郷土研究会は田川市だけでな

く田川地区ですので、福智町や川崎町等も含めて全体の郷土研究を日々行っています

ので、そういうところと今後、連携をしていくと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 石炭と埋蔵文化財、両方とも田川の歴史でありましょうから、ぜひ良い具合

に研究していただいて、皆さんに見ていただき、知っていただきたいと思います。ほ

かにご意見はございませんか。 

本日、田川市石炭・歴史博物館の組織機構について事務局よりの説明をいただきま

した。説明内容にしたがって、今後、教育委員会の権限に関する事務の補助執行に関

する規則等、事務手続きを行っていただきたいと思います。これについてご異議はご

ざいませんか。 

（異議なしの声あり） 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この規則ができるのはいつごろですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 ３月の下旬、ギリギリになると思います。そのころ、臨時教育委員会で決

定していただきたいと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご異議なしと認めます。よって、日程第１ 議案第９号「田川市石炭・歴史
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博物館の組織機構について」は原案のとおり可決いたします。 

        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、以上をもちまして、平成２６年第４回田川市教育委員会３月臨

時会を閉会いたします。 

（閉会 １８時１０分） 

 

 

 

 

 


