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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６回田川市教育委員会６月定例会を開会いたし

ます。本日の日程ですが、２議案が追加となっております。そのため、日程第１１

までとなります。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５５５５回田川市教育委員会回田川市教育委員会回田川市教育委員会回田川市教育委員会５５５５月定例会会議録月定例会会議録月定例会会議録月定例会会議録

の承認についての承認についての承認についての承認について」」」」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２７年第５回田川市教育委員会５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。日程日程日程日程第２第２第２第２    議案第１９号「平成２７年度教育費（６月補正）予算議案第１９号「平成２７年度教育費（６月補正）予算議案第１９号「平成２７年度教育費（６月補正）予算議案第１９号「平成２７年度教育費（６月補正）予算

要求について」要求について」要求について」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    議案第１９号「平成２７年度教育費（６月補正）予算要求について」説

明申し上げます。今回は地方選挙のため、当初予算は主に経常経費のみの予算編成

でしたので、６月補正はそれ以外の予算を計上しております。１ページの総括表を

お願いします。歳出につきましては合計４７２１万１千円を補正要求としておりま

す。既決予算額を合わせますと１１億７８８１万３千円でございます。歳入につき

ましては、９６万円の減額をしております。既決予算額と合わせますと１億８７４

２万１千円でございます。歳出の主なものとして、教育総務課におきましては幼稚

園園舎改築事業費に伴う補償費でございます。学校教育課におきましては後藤寺、

伊田児童クラブの改修工事請負費によるものです。生涯学習課におきましては教育

集会所の改修工事及び体育施設の修繕に係る費用などでございます。文化課におき

ましては視聴覚資料購入費です。世界記憶遺産推進室におきましては石炭・歴史博

物館運営に関する事業費、企画展及び開催イベント費、世界記憶遺産に関する調査

研究費です。歳入の主なものにつきましては、幼稚園使用料の減、放課後児童クラ

ブの改修工事による県補助金などです。詳細につきましては、各課からそれぞれ説

明をさせていただきたいと思います。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 それでは、教育総務課に係ります平成２７年度６月補正予算につい

てご説明いたします。資料の６ページをお願いします。１０款４項１目、幼稚園園

舎改築事業費です。歳出で３９万７千円の増額補正を行うものであります。これは

たがわこどもセンター『まいまい』の整備工事に係る周辺建物等の事後調査の結果、

一部損傷が認められましたため原状回復に要する費用総額のうち４９％を教育総
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務課が負担するものでございます。５１％は子育て支援課ということです。なお、

今回の補正で工事に係る補償は完了ということになります。以上で教育総務課に係

る６月補正の説明を終わります。 

○学校教育課○学校教育課○学校教育課○学校教育課長長長長 続きまして、学校教育課の平成２７年度一般会計６月補正予算につ

いてご説明いたします。まず、歳出から説明させていただきますので、７ページを

お願いします。上段、放課後児童健全育成事業費で補正額が３３３万６千円の増額

です。補正の内訳といたしましては放課後児童クラブで実施している学習支援の支

援員さんに交通費相当の謝礼金を支出する。また、後藤寺児童クラブのフローリン

グの改修、伊田児童クラブのフェンス設置工事費を計上しております。下段、学校

適正規模推進事業費で補正額が７３万５千円の増額です。補正の内訳といたしまし

ては新中学校のあり方に関する審議会の開催回数の増による謝礼金の増、それから、

住民説明会にかかる委員謝礼金の増、さらに先進地視察にかかるバス借上料の増で

ございます。８ぺージをお願いします。上段、事務局管理経費で補正額が１万６千

円の増額です。補正の内訳といたしましては新たに通学路安全推進会議を設置する

ためで、委員１０名の内ＰＴＡ代表及び校区活性化協議会代表の各１名ずつの謝礼

金でございます。下段、中学校図書館運営事業費で補正額が４万７千円の増額です。

補正の内訳といたしましては後藤寺中学校卒業生同窓会から同校図書館への寄附

金による増額でございます。９ページをお願いします。子どものための教育・保育

給付費で５７万６千円の増額です。補正の内訳といたしましては子ども・子育て支

援新制度へ移行した幼稚園児にかかる施設給付費の増で記載のとおりでございま

す。続きまして、２ページをお願いします。歳入でございます。上段が田川市立幼

稚園使用料、中段二つが幼稚園の国庫負担金と県負担金、下段は放課後児童クラブ

改修工事に伴う県の補助金でございます。説明は以上でございます。 

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 続きまして、生涯学習課でございます。６月補正予算の要求の主な

ものについて説明をさせていただきます。今回の６月補正予算は歳出のみの補正で、

事業といたしましては１０ページから１５ページまでの１１事業で３５９４万９

千円の増額補正でございます。１０ページをお願いします。下段、社会教育総務経

費でございます。その主なものは社会教育関係の研修会や講演会のポスターや看板

等の作成に使用いたします大型プリンターやノートパソコンが老朽化したため買

い換えるための器具費でございます。１１ページをお願いします。上段、教育集会
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所管理運営費でございます。老朽化した教育集会所等の施設は計画的に改修を進め

ております。今年度は下伊田教育集会所の改修に伴う工事請負費や設計委託料等で

ございます。１２ページをお願いします。上段、人権・同和問題啓発事業費でござ

います。その主なものは人権・同和教育関係の講座実施に伴う謝礼金や児童生徒を

対象とした宿泊研修実施に伴う食糧費等でございます。１４ページをお願いします。

下段、地域スポーツ活動推進事業費でございます。今年度、新規事業で小学校を中

心に障害者スポーツの体験を通して体力の向上と人権意識の高揚を目指して実施

するブラインドサッカー教室の体験学習委託料等でございます。１５ページをお願

いします。上段、市民体育大会事業費でございます。毎年１０月に実施しています

市民体育大会の実施に伴い大会業務を田川市体育協会に委託するための業務委託

料でございます。下段、保健体育総務事務費でございます。生涯学習課が管理して

おります総合運動公園内に設置しているローラースライダー等の遊具施設を補修

するため、同施設を管理している指定管理者に委託するための業務委託料でござい

ます。本修繕は市公園の維持管理を適切に行い、公園施設の長寿命化を図るため計

画的に維持管理ができるように、昨年度、都市計画課が中心になって策定しました

田川市公園施設長寿命化計画に基づいて今年度から実施するため、生涯学習課が管

轄している総合運動公園分を計上したものでございます。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    次に文化課でございます。文化課におきましては歳入、歳出ともに寄附

金の受入れに伴う増額補正のみでございます。まず、歳入から説明をさせていただ

きます。４ページをお願いします。教育費寄附金でございます。耳の日文庫用寄附

金１１万１千円でございますが、これは毎年美術館で耳の日コンサートを開催して

おられます加治誠子様より耳の日コンサートの収益金として、１１万１３８０円を

寄附金としていただいたものでございます。また、文化事業寄附金につきましては、

和太鼓花組、代表者は原田瑞枝様でございますが、本年４月２９日にチャリティコ

ンサートをなさいまして、その収益金から２万円を文化事業の寄附金としていただ

いたものでございます。合計で１３万 1 千円を寄附金として増額補正いたしており

ます。次に、この寄附金を受けましての歳出でございます。１６ページをお願いし

ます。図書館蔵書充実事業費でございます。耳の日文庫用のＣＤ購入費として１１

万１３８０円を計上しております。これは端数調整の関係で補正額としては１１万
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２千円の増額となっております。次に、１７ページをお願いします。文化振興事業

費でございます。和太鼓花組からいただきました寄附金２万円を市民文化祭の補助

金に充当し、２万円の増額補正となっております。以上で文化課の説明を終わりま

す。 

○○○○推進室長推進室長推進室長推進室長 世界記憶遺産推進室に係ります平成２７年度６月補正予算の説明を申

し上げます。歳出からご説明申し上げます。１８ページをご覧ください。１０款５

項５目、石炭歴史博物館運営事業費でございます。補正の理由といたしましては、

石炭・歴史博物館の運営に係る事業費の補正でございます。補正額１８５万８千円

の増額でございます。主な補正の内容といたしましては、こちらに記載のとおりで

ございますが、特筆すべき点といたしまして石炭・歴史博物館展示パネル製作等委

託、そして、解説用テレビ、テレビ台購入、これはいずれも後で事務報告させてい

ただきます明治日本の産業革命遺産の世界文化遺産登録を受けての市の対応とし

て行います事業に伴い、補正をするというものでございます。詳細につきましては、

後でご説明申し上げます。続きまして下表でございます。１０款５項５目、教育普

及事業費でございます。補正の主な理由といたしましては、石炭・歴史博物館にお

いて企画展及び関連イベントを実施するための補正でございます。こちらにつきま

しても同様に明治日本の産業革命遺産の世界文化遺産登録を受けての本市の対応

といたしまして、来月からイベントを開催したいと思っておりまして、関連経費を

計上するものでございます。直接的に関係するものといたしましては、企画展関連

イベント講師謝礼金、企画用消耗品費、写真現像代、企画展用リーフレット・広報

たがわ印刷代、写真使用料、展示用パネル購入費、いずれも企画イベントのための

経費でございます。総額２３７万３千円の増額補正でございます。１９ページをご

覧ください。１０款５項９目、世界記憶遺産保存事業費でございます。補正の理由

といたしましては、先般、ご説明申し上げたかと思いますけれども、平成２４年度

から平成２６年度の３年間にかけまして、九州国立博物館の場所と設備をお借りい

たしまして山本作兵衛コレクション６９７点の内、市が所蔵しております６２７点

につきまして、一点一点の状態調査並びに所要の修復作業を行ってまいりました。

その作業は昨年度末で完了いたしましたが、酸性紙の永年保存に係る研究につきま

しては、国内におきまして行われた事例がございません。従いまして、まだまだ酸

性紙の永年保存に係る取り組みといたしましては、更なる調査・研究が必要という
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ことがございますので、今年度から京都造形芸術大学日本庭園・歴史遺産研究セン

ターと共同する形で、近現代史紙資料の保存修理の共同研究を実施したいと考えて

おります。主な内容といたしましては、研究補助の謝礼金、旅費等々でございます。

総額３８万円の増額補正でございます。最後に下表でございます。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。補正の主な理由といたしま

しては、炭坑、筑豊炭田、山本作兵衛コレクション等の調査・研究に係る事業費の

補正でございます。補正の主な内容といたしましては、研究会研究員謝礼金、調査・

研究等にかかる旅費等々でございます。総額１４１万２千円の増額でございます。

次に歳入のご説明を申し上げます。５ページをご覧ください。１７款１項９目、近

代化産業遺産保存活用基金繰入金でございます。本件につきましては、平成２３年

度、これは世界記憶遺産に登録直後でございましたが、個人の方から寄附をいただ

きました。寄附の目的といたしましては、世界記憶遺産の保存活用に使っていただ

きたいという趣旨のご寄附でございましたが、この時点では世界記憶遺産に直接的

に関係する基金が創設されておりませんでした。従いまして、近代化産業遺産保存

活用基金に一時的に積み立てていたということでございますが、それ以降に世界記

憶遺産保存活用推進基金が創設されておりますので、そちらの方に移し替えるべく、

今回繰入を行うということでございます。続きまして、下表の１９款４項２目、雑

入でございます。こちらにつきましては、昨年度文化庁の補助を活用いたしまして

炭坑マンガを制作いたしましたが、本年度第２版から１冊１００円で販売したいと

考えておりますので、その収入を見込むものでございます。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。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 学校教育課の７ページの下段です。住民説明会に係る委員謝礼金という

のは今、行われている住民説明会ということでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 はい、そのとおりでございます。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ２回というのは何でしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 住民説明会は１回で終わるのではなくて、複数回開くべきだと考え

ておりますので、予算としては２回分を計上させていただいております。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 本年度ですね。 

○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。 
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○委員長○委員長○委員長○委員長 関連しますけれども、住民説明会が現在、行われている最中ですが、今ま

で説明会が行われた地区に関しましての感触など、様子をお聞かせください。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 ６月４日（木）に鎮西校区、６月５日(金）に中央校区、６月８日

（月）に伊田校区の３校区で説明会を実施させていただいております。いただいた

ご意見の主なものといたしましては、通学方法や安全性へのご心配の声、また、ご

自身の中学校時代の体験から学校の適正規模に対する価値を言われた方、あるいは

小中一貫校の関連といったように多様な視点から意見をいただいております。また、

計画ができてから説明してほしいというご意見もいただきました。これにつきまし

てはすべてが決まってから住民説明会を実施しているという疑義を生じさせない

ためにも、中間答申を受けた段階で説明会に入らせていただいているところです。

なお、必要に応じて今後も説明会を開催する旨をご説明しております。説明会の終

了後にアンケートを回収させていただいているのですが、そのアンケートの結果を

現在のところで簡単にご説明いたします。主に２つのことをお伺いしました。中学

校が直面している課題がわかりましたか。それから、中学校の再編の目的がわかり

ましたか。ここでいただいたのはこの２点です。あとは自由記述とさせていただい

ております、わかった、まあまあわかった、あまりわからなかった、わからなかっ

たと４段階で評価をいただいて、わかった、まあまあわかったを合わせまして肯定

的な評価、あまりわからなかった、わからなかったを合わせまして否定的な評価と

いうふうに考えさせていただきますと、中学校が直面している課題については肯定

的な評価であった方が７７.８％、否定的な評価であった方が９．８％。再編の目

的について、これは再編の是非を問うものではありません、説明がわかったかとい

うものです。肯定的な意見が７７．８％、否定的な意見が１０．５％でした。ご回

答いただいていない方がおられますので、１００％にはなっておりませんが、こう

いう反応でございました。以上です。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 世界記憶遺産推進室にお聞きします。先日の国立博物館での開催状況、

そして、現在、開催中の福岡市の博物館での状況、それはどういう状況かわかりま

すか。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 ４月１日から４月１９日まで九州国立博物館の１階ミュージアムホー

ルにおきまして計１７日間、こちらは先程、ご説明申し上げました３年間の保存に

向けた取組みの詳細を明らかにする目的で展覧会を行いました。こちらにつきまし
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ては１７日間で概ね５５００人の方にお越しいただきました。これは入場料は無料

でございます。そして、その期間中に先生方をお招きをしまして、記念講演会を行

いました。そのときは、会場に入りきれないくらい、１１１名の方にお越しいただ

きました。例えば、九州各地の紙資料を取り扱われている博物館、史料館、そうい

った関係者の方にもたくさんお越しいただいたということでございます。九州国立

博物館では田川市の主催でございました。そして、今、福岡市で行われております

展覧会につきましては、福岡市の博物館で６月６日、先週の土曜日がオープンでご

ざいました。７月２６日まで非常に長期間にわたりまして展覧会が開催されるとい

うことで、こちらにつきましては実行委員会形式で開催されるような形になってお

りまして、石炭・歴史博物館は特別協力という形で関わらせていただいております。

こちらにつきましては、実質上、６月６日、７日と２日しかまだ経っておりません

で、本日が３日目でございますので、だいたいどれくらいの方がお越しいただいた

かという連絡等はまだ挙がってきておりません。こちらにつきましては保存に向け

た展示も若干ありますが、基本的には山本作兵衛コレクションの絵とその背景とな

る石炭産業を広く伝えるような趣旨で展示を行っていただいております。博物館が

所蔵しております原画につきましては６０点を２クール、計１２０点をお貸しいた

しまして、展示していただくということになっております。以上でございます。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 福岡市の博物館は通常、入場料が１４００円くらいしますよね。国立博

物館と比べると、入場料の関係から少ないかもしれませんが、大々的にテレビで宣

伝しましたから、多ければいいですね。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 ご指摘のとおり特別展でございますので、通常の常設展示の入館料とは

別に１０００円を超えるような入場料を徴されているというふうに伺っておりま

す。いずれに致しましても福岡市博物館の特別展示室の面積は非常に広いものがご

ざいます。田川市の市立図書館に所蔵されております９枚の壁画がございます。２

階に展示されて全部を展示できずに一部は収蔵されているというふうに伺ってお

りますが、おそらく初めてだろうと思いますけれども、今回はその巨大な壁画を９

枚全部横並びに並べて、横が１８メートルになるということですが、それを一挙に

展示できているということからしても、かなり広くスペースをお使いいただいて、

大規模な作兵衛展を実施していただいているということでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 先程、紙資料の保存研究ということでしたけど、これは和紙以降の紙につ
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いてということですが、例えば、戦時中の遺書だとか、そういったものもいろいろ

なところで多く保存されていると思うのですが、ご協力なさる方々、他の美術館や

博物館の方々などはいらっしゃるのですか。 

○推進室長推進室長推進室長推進室長 世界記憶遺産に登録をされて永年、これからどうやって保存していくの

か。特に田川市の場合は他の博物館等と少し状況が異なっておりますのは、これま

でほとんど原画を展示しておりませんでした。展示しなくてもよかったと申し上げ

た方がいいのかもわかりません。それが、世界記憶遺産に登録されたことによって

遠方からお越しいただき、その時に遠方からお越しいただいても原画を１枚も見ら

れないといったところで、なぜ、原画が見られないのかというような強いご希望を

いただくことが登録以降ございました。そういったことを受けまして、これまで展

示しなくてもよかったものを、いかに保存に配慮しながら展示できるか。その展示

と保存の落としどころといいますか、両立をどのようにしていくのかという非常に

大きな課題を投げかけられました。そういうこともあって、まずは今の状態がどう

いう状態なのかということを、きちんと把握する必要があるということで３年間を

かけて、一点、一点、調査を行い、それをすべてカルテにしました。これからの取

り組みといたしましては、先程申し上げましたとおり、そういった酸性紙の保存に

向けた研究というのは、国内でもまったくと言っていいほどなされておりません。

それはなぜかというと、酸性紙に描かれた資料で、国内で重要と思われる資料は今

までなかったと申し上げた方がよいかもわかりません。それがこういった形で酸性

紙に描かれた資料でこれだけ重要なものがあるというようなことになりましたので、

酸性紙の永年保存に向けた研究の必要性が生じたということなのです。委員長もお

っしゃられました南九州市であったり、恐らくもうすぐ登録になるであろう舞鶴市

の引揚記念館といったような山本作兵衛コレクションと同じような酸性紙に描かれ

た手紙であったり、日記であったり、そういったものが第２、第３の山本作兵衛コ

レクションとして世界記憶遺産に登録されるということになるでありましょうから、

記念講演会にもそういったところから学芸員の方々にお越しいただきましたけれど

も具体的な連携した取り組みまでは至っておりません。ただ、基本的に世界記憶遺

産に登録をされると、その自治体の責務として永年保存に向けた取り組みに務める

ことという必要性が生じてまいりますので、そういった時に私共は国内第１号とし

て、まずは研究を始めて、これからそういった方々に第２、第３という形で加わっ
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ていただくよう働きかけを行いたいと思いますし、そういった受け入れを行ってま

いりたいと考えております。 

○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、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） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第２ 議案第１９号「平成２７年度教育費

（６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３日程第３日程第３日程第３    議議議議案第２０号「平成２７年度田川市立学校学校評議員案第２０号「平成２７年度田川市立学校学校評議員案第２０号「平成２７年度田川市立学校学校評議員案第２０号「平成２７年度田川市立学校学校評議員

の委嘱について」の委嘱について」の委嘱について」の委嘱について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 日程第３ 議案第２０号「平成２７年度田川市立学校学校評議員の

委嘱について」ご説明いたします。本件は田川市立学校学校評議員の委嘱について、

田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１２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。小学校の学校評

議員の名簿でございます。記載のとおりでございまして、変更分についてご説明を

いたします。２ページをお願いします。小学校の委員の変更がありましたものは金

川小学校、上から２番目の方に変更があっております。３ページお願いします。中

学校の委員の変更がありましたものは猪位金中学校、３名から２名へ１名減となっ

ております。４ページをお願いします。中央中学校の一番上の方は新規に委嘱した

いと考えている方でございます。なお、年齢、性別、略歴、それから推薦理由につ

きましては、記載のとおりでございます。 

○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。 

名簿を見ますと６０歳以降の方が多いようですが、任命されてから年数と共に高

齢化していくと思うのですけれども、そういったことでも特に支障はないのでしょ

うか。いろいろな世代の方のご意見が取り入れられているのだろうかという気がす

るのですが、その辺はいかがですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    地域の中で、地域の皆さんの声を学校の中でお聞かせいただくとい

う意味では、地域の中ではそれ相応の役割を果たしておられる方ばかりですから、

大変ありがたく思っております。また、学校評議員がＰＴＡの現役世代、現役役員

さんとは兼ねられないものですから、直接的には保護者のお声というのはＰＴＡを

通していただくようにしております。ですから、大きな支障というのは各学校から
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あがってきてはおりません。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 評議員の方が入れ替わるタイミングというのがあると思うのですが、何ら

かの形で辞職されたりなさった時に入れ替わるというシステムなのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 お辞めになるというようなご相談をいただいたときに交代すると

いうことです。あまり短いスパンですと継続性というのがなかなか難しくなってま

いりますから、ある程度の継続はお願いしたいというふうには考えているところで

す。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 期の途中で健康を害されたりとかなさった時は、そのタイミングで入れ代

わるということなのですか。それとも、次の年度まで人数が減ったままでいくので

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 教育委員会の議決をいただくという性格上、欠員でその年度は過ご

していくことになります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 何か、ご質問等ございませんか。 

  ないようですので、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） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第３ 議案第２０号「平成２７年度田川市

立学校学校評議員の委嘱について」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２１号「指定管理者の指定につ議案第２１号「指定管理者の指定につ議案第２１号「指定管理者の指定につ議案第２１号「指定管理者の指定について」いて」いて」いて」を議題と

します。事務局に説明を求めます。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 日程第４ 議案第２１号「指定管理者の指定について」説明をいたしま

す。本案は、田川文化エリア（田川市立図書館及び田川市美術館）の指定管理者の

候補者を選定したので市議会に提案するに当たり、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。指定管理者の指定について、選定された指定管

理者候補の住所・名称・指定期間でございます。住所は北九州市戸畑区汐井町１番

６号 ウェルとばた９階、名称はタガワ・ビブリオ＆アート・アソシエーション、

代表者は池上秀一でございます。構成団体につきましては３ページをご覧ください。

別紙１として、構成団体一覧を挙げております。この候補者として指定されました

業者につきましては１業者ではございませんで、３つの業者が共同で申請し、今回

選定されたものでございます。代表団体は株式会社日本施設協会、構成団体がａｄ
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ｆ株式会社、この会社は田川市内の大字弓削田に所在しております。もう一つの構

成団体は株式会社図書館流通センター、これは東京都文京区の会社でございます。

１ページに戻っていただきまして、指定期間は平成２７年１０月１日から平成３１

年３月３１日までの３年６か月間としております。この候補者が選定されました指

定管理者選定委員会の開催についてでございますが、開催日は平成２７年６月１日

（月）１５時からでございました。選定基準及び配点につきましては、別紙２とし

て４ページから６ページにかけて記載しております。事業計画の内容から地域の活

性化や地域の人材育成に貢献していることまで１１の項目に亘って配点をいたし

まして、１人１００点満点でございます。選定結果につきましては別紙３のとおり

です。７ページをお願いします。選定結果表でございます。選定委員さんは８名い

らっしゃいましたので、１００点満点の８人分、合計で８００点となっております。

Ａ事業者と候補者として選定されましたタガワ・ビブリオ＆アート・アソシエーシ

ョンの点数をそこに記載しております。１ページをお願いします。指定管理者候補

の概要及び事業計画等でございますが、施設運営の実績につきましては、別紙４と

して８ページから１３ページにかけて記載しております。これは主に図書館の指定

管理者としての事業実績となっております。次に、サービス向上のための方策でご

ざいます。これは指定管理者候補となりましたタガワ・ビブリオ＆アート・アソシ

エーションが申請書及びプレゼンテーションで実際に発表なさったものでござい

ますが、簡単にまとめております。サービス向上のために、①気持ちの良い対応、

②快適・安心な空間、③わかりやすい、④出会える、⑤平等、ということを５つの

ポイントとし、常に親しみを持って利用いただける施設環境の整備に努めますとい

うことをおっしゃっております。まず、①気持ちの良い対応といいますのは図書館

の場合、カウンターが図書館の顔となりますので、カウンターでの第一印象がリピ

ーターを生み出す重要なポイントというふうに考えております、というようなこと

でございました。②快適・安心な空間といたしましてはマナーブックの配布や返却

図書のクリーニング等、返却図書のクリーニングといいますのは、専用の書籍用の

洗浄剤を使って図書を清潔に保つというようなことでございました。２ページをお

願いします。③わかりやすいということにつきましては初めての来館でもわかる書

架の案内や館内案内をわかりやすくするというようなことでございました。④出会

えるということにつきましては資料と出会う、テーマに合わせた企画展示や読書意
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欲を喚起するような展示を行うということ。考えと出会う、読書ノートの設置等で

利用者同士の交流を促す。また、レファレンスサービスの向上ということで図書館

スタッフの能力向上や情報共有のためのレファレンス事例集の活用などを行って

いくということをおっしゃっておりました。⑤平等ということにつきましては高齢

者や障害者向けのサービスについて、資料の整備、利用を援助する工夫、環境の整

備を行っていくということでございました。利用者等の要望の把握及び実現策につ

きましては、セルフモニタリングを行い、アンケートを行うということでございま

した。事業実施計画につきましては、図書館、美術館、それぞれ別紙５、別紙６の

とおり年間の事業実施計画を挙げております。図書館につきましては１４ページか

ら１６ページ、美術館につきましては１７ページから１９ページにかけて記載して

おります。図書館につきましては、子育て支援の講座や道徳に関するセミナー・図

書コーナーの設置、ビジネス・就業支援事業、文化講演会やビブリオバトルという

ような近年話題になっております本のプレゼンテーションの手法なのですが、そう

いうものを開催いたしますということでございます。美術につきましては、例年開

催しておりますコレクション展や田川の子どもたちによる絵画展、英展、公募田川

美術展、夜の美術館につきましては、今までどおり踏襲して開催していきます。そ

れ以外にアート＋ふるさと芸術祭、これは仮題でございますが、ふるさとづくりに

向けた田川の絵画だけでなく、フォトギャラリー、オブジェなどいろいろな作品を

展示するような展覧会を開催したいということをおっしゃっておりました。それと、

絵本原画等につきましては田川市美術館はずっと継続して行っておりますので、ア

ンパンマンの原画展等を開催したいということを挙げております。平成２９年度、

平成３０年度につきましても参考までにご覧になっていただきたいと思います。２

ページに戻っていただきまして、指定管理委託料の提案額でございます。平成２７

年度は年度途中の指定管理者導入でございますので、既に予算が決まっております。

田川市が現在予算額として計上しておりますのが６９６３万１千円でしたけれど

も、この候補者さんが提案なさった金額が６８１３万７千円ということでございま

す。平成２８年度から平成３０年度につきましては、１億３６３４万４千円とご提

案をしていただいておりますが、これは今後、この候補者が指定管理者として選定

された後に教育委員会と協議の上、決めていくような話になると思います。以上が

候補者として選定されましたタガワ・ビブリオ＆アート・アソシエーションにつき
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ましての説明でございます。これを市議会に提案するに当たって教育委員会の議決

を求めるものでございます。ご審議お願いいたします。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご質問、ご意見等ございませんか。 

  指定管理者候補は何団体が手を挙げられましたか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 ４月２１日に田川文化エリアの指定管理を導入するにあたっての業者

説明会をいたしました。その時には６つの業者さんが説明会においでになりました。

実際、５月１５日までの申請期間に申請をなさいましたのが、このタガワ・ビブリ

オ＆アート・アソシエーションともう１業者の２業者でございました。ただ、説明

会にいらっしゃいました６業者のうち３業者がこのタガワ・ビブリオ＆アソシエー

ションという共同体を組んでの申請でございましたので、実際は６業者が説明会に

はいらっしゃいましたけれども、そのうちの４業者が申請に至ったと、そのうち３

業者は共同体での申請になったということです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ８ページから１３ページまでの実績がございますが、これはそのタガワ・

ビブリオ＆アート・アソシエーションの構成団体のうちのどの団体の実績になりま

すか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 これは、株式会社図書館流通センターの実績になります。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 他の２団体さんは実績はございますか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 日本施設協会さんは、北九州の方では図書館流通センターさんと組んで

指定管理者を受けていらっしゃるものもありますし、この資料には載せておりませ

んけれども、他にも何件か指定管理を受けていらっしゃいます。構成団体のａｄｆ

株式会社は地元の方なのですが、この代表者の方は田川美術協会の会員さんでいら

っしゃいまして、美術館の指定管理の運営に携わりたい。ただ、図書館については

ノウハウがないので、図書館のノウハウがある図書館流通センターと共同体で申請

をしてきたということでございますので、美術館については実績はお持ちでありま

せん。ただ、図書館流通センターさんは去年、総務文教委員会の議員さん達と一緒

に名古屋の清須市に視察に行ってまいりました。そのとき、図書館流通センターさ

んは三越さんと共同体を組んで一括で指定管理者をなさっているという実績はお

持ちです。 

○公門委○公門委○公門委○公門委員員員員 ７ページの別紙３についてです。４月２１日に業者さんの説明会があっ

たということですが、その時に選定基準とか、配点とか、そういうことについての
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説明はなさっていないのでしょうか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長    実際に業者説明会をいたしましたが、その前にもホームページに指定管

理者を募集しますということで公募の情報をすべて流しております。そのときに募

集要項とか、仕様書についてもすべてホームページにアップいたしましたので選定

の基準等につきましてもすべて公表をしております。実際に説明会のときも募集要

項の中に選定の基準がございますので、それについては説明を申し上げます。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 このＡという業者がどういう事情だったかはよくわからないのですけ

れども、指定管理経験の有無で４０点というのがなければ大変不利になるはずなの

に、そこのところがよく分からないのです。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 先程も申しましたように選定の基準は公募する時点で公表しておりま

すし、説明会でも説明をしておりますので、応募される業者さんについてはこうい

う配点でしますということは当然、最初からわかっていらっしゃったとは思います。

ただ、それだけの配点ではございませんので、他のところで自分のところをアピー

ルするようなものをお持ちになっての応募であっただろうと思います。ただ、教育

委員会といたしましては図書館と美術館一括での指定管理というのは、全国でも例

が少のうございまして、特に市民サービスの向上ということを第一義にしてまいり

ましたので、やはり実績ということについてはやはり配点の中に入れざるを得なか

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 資料も当日配布ですし、内容もよくわからない部分があります。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 選定委員会は６月１日だったのですが、実際にこの選定委員会の事務を

するのは総合政策課の行政改革推進室です。文化課もプレゼンテーションをすると

きは中に入らせていただいたのですが、その後の採点、その他については外に出て

というような状態でした。選定委員会で決まったのは決まったのですが、本来だっ

たら候補者が決まった時点で、行政改革推進室はホームページにすぐアップしたり

するそうなんです。ただ、まだ議会の方に報告ができておりません。もちろん、教

育委員会で議決をしていただかないことには議会の方に提案はできませんので、公

表するのを待っていただいているような状況です。資料についても間に合わず、本

日配布というような形になりまして申し訳ありません。今日、教育委員会として候

補者を決めていただき、１１日の総務文教委員会で事務報告をさせていただいて、

その後、６月の本会議期間の総務文教委員会で議案として正式に提案をするという
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ような段取りでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 この業者さんが将来的に問題なく、各施設を管理してくださるというのが

間違いないのならば良いのですけれど、どういう感じなのでしょうか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 そういうところを第一に考えて選定の基準を決めております。やはり失

敗してもらっては困りますので、絶対こういうところは押さえてというところを挙

げて基準を定めております。それぞれの団体さんがその基準に沿ってプレゼンをな

さった上で、選定委員さんが採点をされた結果、候補者として選定されたという状

態です。代表団体は日本施設協会という戸畑の会社になっておりますけれども、こ

こは施設管理が主な業務になると思います。図書館については図書館流通センター

が、美術館についてはａｄｆ株式会社が実際の運営にあたるというようなことにな

ると思います。図書館につきましては、図書館流通センターは数々の実績があるの

で、かなりのノウハウがあります。それと、ａｄｆ株式会社も美術協会の会員さん

でいらっしゃいますので、地元の美術に関わる方たちとの人脈もありますし、この

団体さんがプレゼンの中でもおっしゃったのは、あくまで地域に根差してというこ

とです。教育委員会が募集要項とか、仕様書に謳っています、地元に根差した、地

域の人のつながりを持ったようなそういう空間にしてくださいということを挙げ

ておりますので、それをまず目標に掲げて、職員につきましてもすべて地元採用、

図書館長とかは本社の方から派遣されると思いますが、その他の職員につきまして

は地元から採用しますということは、はっきりおっしゃいました。代表が戸畑の方

なもので外から来たみたいな感覚があろうかと思いますが、地元の方もこの構成団

体の中に入られていますし、プレゼンの中でも地元に根差した活動をやっていきま

すということをおっしゃいましたので、そういう点では心配はないかと思います。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 今の説明を聞いていると、ａｄｆ株式会社の方は美術を愛好されている方

だからというふうに感じたのですが、実際に美術をなさる方と運営する、経営をす

る方というのは視点が違うと思うのですが、そこら辺のところはどうですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 申し訳ございません、説明が足りなかったと思います。この代表者の方

は自分の会社を持っていらっしゃる、実際に経営をなさっている方でプラス美術協

会の会員さんでもあって、絵を描いてらっしゃるような方です。経営については素

人ではないということです。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 美術館の経営ということですか。 
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○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 美術館の経営については実績はありません。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 文化課からは美術館に集客するために、どんなところから企画をとってく

るかというのは大変なんですというようなお話をよく聞いていたので、そういった

目で管理ができるのかということについては、どうですか。 

○文化○文化○文化○文化課長課長課長課長    もちろん、館長の人脈とかもございますが、企画についてはこういう企

画をやりたいという原案をまず作るのは学芸員でございます。学芸員は嘱託職員で

すけれども、そのまま継続して雇用したいということをおっしゃっていますし、そ

の学芸員の意見を取り入れながら、館長になられる予定の方も美術界の中で人脈の

ある方ですので、そういう人脈も利用して企画を持っていきたいということでござ

いますので、その点は心配ないかと考えております。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 この採点でいくと、美術館と図書館の指定管理の経験がないところは、

これからも採用される可能性はなくなりますね。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 今回はこのような選定の基準で採点をしております。次回をどのように

するかということにつきましては検討していかないといけないと思いますが、今回

につきましては、先程言いましたように初めての指定管理導入でございまして、図

書館、美術館については全国でも実績が少ないということがございましたので、実

績というものは入れさせていただきました。ただ、どこの指定管理者の選定基準に

つきましても、実績ということをまったく無視してということはありません。実績

イコール信頼性ということに１００％ならないかもしれませんけれども、やはり実

績というところは必ずどこの指定管理者さんにつきましても入っているようでご

ざいます。参考にさせていただきました清須の選定基準につきましても、実績、信

頼性ということについて、選定基準の中に入っておりましたので、今後検討課題に

はなるかもしれませんけれども、まったく外れるものではないというふうには考え

ます。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 指定管理者制度を導入するということになったとき、別紙３で言えば、

４番を重視しようということではなかったのですか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 事業計画の内容等でございましょうか。選定委員会の選定結果が別紙３

ということになるのですが、プレゼンを聞いた限りでは候補者として選定された業

者さんも先程説明したように事業計画の内容、その他につきましてもかなり具体的

に説明はしておられました。選定委員会の結果云々については、私が申し上げるも
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のではございませんけれども、ここの評価がＡ社と比べて少し下がっておりますが、

そんなに差があるようなものではない、却って実績がありますので、具体的なノウ

ハウで説明していらっしゃったように私は感じました。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 ６４と３２という数字で見ると２社の評価は違いますね。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 これは収支予算と利用料金の収入状況でございまして、Ａ社の方が収支

予算がかなり低く抑えられていたようでございました。それにつきましては、人員

配置の問題もあったようでございます。Ａ社の方が職員の予定人数が少なかったで

す。少なくてもできるというようなご提案だったのだと思いますけれども、候補者

として選定されましたタガワ・ビブリオ＆アート・アソシエーションの方が配置人

員が多かったので、その分収支予算が上がってきたような状況になっております。

ただ、ここにつきましては提案された金額で点数の高い、低いが決まっていたよう

な、そういう採点の仕方になっていました。 

○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、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） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第４ 議案第２１号「指定管理者の指定に 

 ついて」は原案のとおりに可決いたします。 

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２２号「田川市図書館協議会委員の委嘱議案第２２号「田川市図書館協議会委員の委嘱議案第２２号「田川市図書館協議会委員の委嘱議案第２２号「田川市図書館協議会委員の委嘱((((交代交代交代交代))))    

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。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 日程第５ 議案第２２号「田川市図書館協議会委員の委嘱（交代）につ

いて」ご説明いたします。本案は、委員３名が交代するため、田川市教育委員会事

務委任及び臨時代理規則第２条第１２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。次のページをお願いします。田川市図書館協議会委員の名簿で

ございます。今回、交代される委員さんは下段の３人の方でございます。交代され

る委員の任期は前任者の残任期間となっておりますので、平成２７年６月１日から

平成２８年５月３１日まででございます。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。 

ないようですので、原案のとおりに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） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第５ 議案第２２号「田川市図書館協議会
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委員の委嘱(交代)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２３号「田川市美術館協議会委員の任命（交代）議案第２３号「田川市美術館協議会委員の任命（交代）議案第２３号「田川市美術館協議会委員の任命（交代）議案第２３号「田川市美術館協議会委員の任命（交代）

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。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 日程第６ 議案第２３号「田川市美術館協議会委員の任命（交代）につ

いて」説明いたします。本案は、委員２名が交代するため、田川市教育委員会事務

委任及び臨時代理規則第２条第１２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。次のページをお願いします。田川市美術館協議会の委員の名簿で

ございます。今回、交代される委員さんは下段の２人の方でございます。交代され

る委員の任期は前任者の残任期間となっておりますので、平成２７年６月１日から

平成２８年５月３１日まででございます。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。 

  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） 

  ご異議なしと認めます。よって、日程第６ 議案第２３号「田川市美術館協議会

委員の任命（交代）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    議案第２４号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会議案第２４号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会議案第２４号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会議案第２４号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会

委員の委嘱委員の委嘱委員の委嘱委員の委嘱((((交代交代交代交代))))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。 

○○○○推進室長推進室長推進室長推進室長 日程第７ 議案第２４号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会委員の

委嘱(交代)について」ご提案申し上げます。本案は、委員１名が交代するため、田

川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第１２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。次のページをご覧ください。田川市石炭・歴

史博物館等運営協議会委員名簿でございます。今回、任命する方は一番上の方でご

ざいます。任期につきましては、平成２７年６月１日から平成２８年５月３１日ま

ででございます。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 7 議案第２４号「田川市石炭・歴史博

物館等運営協議会委員の委嘱（交代）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８日程第８日程第８日程第８    事務報告「『明治日本の産業革命遺産事務報告「『明治日本の産業革命遺産事務報告「『明治日本の産業革命遺産事務報告「『明治日本の産業革命遺産    九州・山口と九州・山口と九州・山口と九州・山口と
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関連地域』のユネスコ世界文化遺産登録に係る本市の対応について」関連地域』のユネスコ世界文化遺産登録に係る本市の対応について」関連地域』のユネスコ世界文化遺産登録に係る本市の対応について」関連地域』のユネスコ世界文化遺産登録に係る本市の対応について」を議題としま

す。事務局に説明を求めます。 

○○○○推進室長推進室長推進室長推進室長 「『明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域』のユネスコ世界

文化遺産登録に係る本市の対応について」ご説明申し上げます。１ページをお願い

します。まずは概要につきましてご説明申し上げます。「明治日本の産業革命遺産 

九州・山口と関連地域」が、ユネスコ世界遺産委員会の諮問機関にあたりますイコ

モス、これは国際記念物遺跡会議の略称でございます。こちらの機関により「記載」

勧告がなされ、２３の構成資産すべてが本遺産の構成要素として認められました。

今後は、この「記載」勧告を踏まえまして、ドイツのボンにおいて、６月２８日か

ら始まります第３９回世界遺産委員会におきまして、世界文化遺産一覧表への記載

可否が最終的に決定される運びであります。本市におきましては、これまでの経過

等を踏まえ、「明治日本の産業革命遺産」が世界文化遺産に登録された際は、まず、

その登録を祝福するとともに、そのうえで「明治日本の産業革命遺産」の関連資産

を保有し、また、筑豊炭田の中核都市として明治期の産業革命に多大な貢献を果た

してまいりました本市の認知度を高めるとともに本市の交流人口のさらなる増加

を図る必要があると思料いたしまして、後にご説明申し上げます記念事業を今回、

実施するものであります。次に「明治日本の産業革命遺産」と本市の関わりについ

てご説明申し上げます。「明治日本の産業革命遺産」は１９世紀後半から２０世紀

初頭にかけまして、幕末から明治期の日本における重工業分野（造船、製鉄・製鋼、

石炭産業）の急速な産業化の道程を時間軸に沿って証言する一連の産業遺産（８県

１１市２３構成資産）により構成されております。本市におきましては、平成１７

年７月から石炭産業を支えた筑豊炭田を代表する建造物として旧三井田川鉱業所

伊田竪坑櫓と同第一・第二煙突、通称二本煙突を「九州・山口の近代化産業遺産群」、

これが現在の「明治日本の産業革命遺産」の前の名称でございますが、こちらの構

成資産として位置づけたうえで、ユネスコ世界文化遺産登録を目指す取組を展開し

てまいりました。しかし、平成２１年１０月、東京で開催されました「九州・山口

の近代化産業遺産群」専門家委員会におきまして、これら二つの遺産につきまして

は、世界遺産の基準を満たさないとの理由から構成資産から除外されたところでご

ざいます。とはいえ、構成資産候補を決定する過程におきまして専門家委員会の議

論の対象となりました、特に関連の深い遺産であることに間違いはなく、現在は構
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成資産ではなく、関連資産として位置づけられております。さらに、山本作兵衛コ

レクションのユネスコ世界記憶遺産登録、こちらは平成２３年５月に登録されまし

たが、このことはこの「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産登録推薦に係る

一連の調査におきまして、伊田竪坑櫓と二本煙突等の調査のため本市を訪れておら

れました海外の専門家らによって、山本作兵衛翁が描きました炭坑記録画が高く評

価されたことがきっかけになっております。以上のこと、並びに構成資産である北

九州市の八幡製鉄所や大牟田市・荒尾市の三池炭坑と歴史的な繋がりが深く、また

地理的にも両地の中間地点にあたることなどを踏まえまして、現在、本市は「九州・

山口の近代化産業遺産群」世界遺産登録推進協議会のオブザーバー市として会議等

に出席をいたしまして、「明治日本の産業革命遺産」が世界文化遺産に登録された

際は、田川市石炭・歴史博物館がそのビジターセンターとして役割を果たすことが

できるよう、機能の誘致を今日まで続けているところでございます。こういったこ

とを踏まえまして、今年度行います世界文化遺産登録記念事業の実施につきまして

ご説明申し上げます。事業名といたしましては「明治日本の産業革命遺産」ユネス

コ世界文化遺産登録記念事業、チクホウフォーカス２０１５～煙突の見える町より、

作兵衛さんの心と共に～と題しまして開催したいと考えております。会期につきま

しては平成２７年７月１１日（土）から１１月２９日（日）まででございます。会

場につきましては田川市石炭・歴史博物館並びに田川市文化センターを予定いたし

ております。この事業の構成内容でございます。まず、３つの柱がございまして、

１つ目は特別原画展といたしまして「炭坑の記憶展」仮称でございますが、こちら

を実施したいと考えております。会期につきましては全体的な会期と同じく７月１

１日から１１月２９日でございます。会場は田川市石炭・歴史博物館におきまして、

田川市・田川市教育委員会の主催で、チクホウフォーカス実行委員会企画・協力の

もと行いたいと考えております。この展覧会の内容といたしましては、石炭・歴史

博物館２階第２展示室、２階ロビー、産業ふれあい館展示室等におきまして、山本

作兵衛翁炭坑記録画（原画）と筑豊の石炭産業と人々の暮らしを撮影した写真を効

果的に配置し、ご紹介したいと考えております。筑豊を原点として世界的に活躍し

ておられます写真家・本橋成一氏が撮影されました素顔の山本作兵衛翁のポートレ

ートを紹介し、その人柄をしのぶとともに、山本作兵衛氏と同じ志で坑内労働の傍

ら、失われゆく炭坑の姿を今日まで取り続けられました橋本正勝氏のほか、帆足昌
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平氏あるいは永吉博義氏の写真展示など筑豊に残る「ヤマの暮らし」の記憶を共有

できる展示を行いたいと考えております。続きまして２つ目の事業といたしまして

「青春の門」の集い in 田川ということで、映画の上映と関連トークのイベントを

行いたいと考えております。現時点におきまして、予定ではございますが、開催日

を平成２７年１０月１２日（月）と考えております。場所は田川市文化センター・

大ホールでございます。こちらはチクホウフォーカス実行委員会主催、田川市共催

の予定であります。内容といたしましては１９７５年東宝制作の「青春の門」、こ

ちらは本市で撮影が行われ、地元住民と銀幕スター、日本映画を代表する名監督と

謳われた浦山桐郎監督が一体となって作り上げた作品でございます。撮影の様子を

映画製作に携わった人々によるトークセッションで振り返り、当時の時間を共有す

る内容と考えております。構成はプロローグ、映画解説、映画製作に携わった人々

によるトークセッション、「青春の門」上映とし、開催当日におきましては、ホワ

イエ等におきまして関連資料、映画看板等を展示したいというふうに考えておりま

す。最後に３つ目の事業といたしまして「明治日本の産業革命遺産」パネル展示を

行いたいと考えております。こちらも会期は全体的な会期と同じく７月１１日から

１１月２９日まででございます。こちらのパネル展示につきましては、この会期終

了後におきましても常設に展示したいと考えております。場所は産業ふれあい館の

展示室でございます。内容といたしましては「明治日本の産業革命遺産」の構成資

産及び本遺産と本市との関わりなどを紹介するパネル展示を行いたいと考えてお

ります。これらの事業と附随いたしまして関連のイベントも予定しております。ま

ず、一点目といたしましてオープニングセレモニーでございます。会期の初日にあ

たります７月１１日に開催したいと考えております。主催者及び来賓のあいさつを

いただきました後、「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産登録を記念いたし

ますので、その関連資産として位置づけられております二本煙突の煙を演出したい

と考えております。煙が煙突から出なくなって数十年が経っておりまして、その当

時の原風景を覚えていらっしゃる方もだんだんと少なくなってまいりました。この

「明治日本の産業革命遺産」で多大な貢献を果たしてまいりました田川の炭坑の歴

史の原風景を見ていただきたいというふうに思っております。ただ、こちらにつき

ましては物理的な課題というものがいくつもございます。煙を出す場合は有害物質

を伴うような煙でありますと環境に著しい影響を及ぼしますので、環境に配慮した
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形でどのような形の煙を演出することができるのか。その辺りは今、業者に調査を

していただいておりますので、できるだけ皆様のご期待に沿うような形で煙を演出

したいというふうに考えております。続きまして、７月１１日はこの石炭記念公園

内におきまして、ミニちくまる号の体験乗車のイベントを計画いたしております。

こちらにつきましては平成筑豊鉄道のご協力をいただく予定でございます。また、

この会期中におきまして、上野英信さんの作であります幻灯人形劇「せんぷりせん

じが笑った」このワークショップを行いたいと考えております。内容といたしまし

ては、子ども達が人形劇の吹き替えなどを経験し、出来上がった映像を鑑賞する、

そういったワークショップでございます。その他、写真家によるトークイベントあ

るいは昔の田川の風景を写した写真パネルに来館者が自由な書き込みができるよ

うに展示し、見に来られた方々の記憶を共有できるような仕掛け、そういった思い

出掲示板といったようなものも行いたいと考えています。その他、横断幕・懸垂幕

の設置でございます。世界文化遺産の登録が果たされましたら、それをお祝いする

意味を込めまして、横断幕・懸垂幕をそれぞれ博物館と市役所の法面に設置したい

と考えております。世界記憶遺産登録以降は市費を投じまして積極的なＰＲ活動を

行ってまいりませんでした。こういったことを行わなくとも世界記憶遺産登録以降

はかなりメディアの方々から取材を受けまして、そういった形での露出が果たされ

てまいりましたが、４年が経過し、また現在におきましては一番旬な話題といたし

まして「明治日本の産業革命遺産」と構成資産にスポットがあたるような形でかな

り露出がなされています。なかなか関連資産ということで取り上げていただく機会

も限られております。そういった中で新聞であったり、テレビであったり、そうい

ったメディア露出の中で埋もれることなく、その存在感を積極的にＰＲするために

はある程度の市費を投じてメディアを活用し、ＰＲ事業を展開する必要があるとい

うふうに考えております。今回、ラジオ、新聞、テレビ、そういったメディアを活

用いたしまして、積極的にＰＲを行いたいと思っております。相当程度の市費を投

じますので、当然ながらそれに見合う形でのＰＲがなされるのか。その辺りをしっ

かりと今年度は分析をいたしまして、来年度以降の効果的なＰＲ事業の展開に努め

てまいりたいと考えております。また、当然ながら市費を投じないものにつきまし

ても、広報たがわ、市のホームページ、あるいは北九州空港や市役所の玄関ロビー

におけるパネル展示、そういったようなものも複合的に重層的に行ってまいりたい
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というふうに考えております。そして、その他でございます。現在、５月４日のイ

コモスの勧告で「記載」勧告がなされましたが、一部報道で中国あるいは韓国から、

この遺産登録について異議が出ているというようなこともございます。ないという

ふうに信じていますが、万が一、世界文化遺産登録が叶わなかった場合は文面の「記

念」を「祈念」といたしまして、事業は予定どおり行いたいと考えております。最

後に予算につきましては最後のページに表で取りまとめております。今年度は地方

選がございましたので、当初予算は骨格予算、暫定予算でございましたので、今年

度は事業等につきましても政策的な経費はほとんど計上しておりません。従いまし

て今回の件も６月補正の肉付け予算の中で計上したいと考えておりますが、一部７

月１１日から開催することに伴います経費で６月補正では間に合わない経費がご

ざいます。こちらにつきましては、財政課と協議を行いまして予備費の充用を行っ

た上で対応してまいりたいというふうに考えております。しかし、この予備費の充

用につきましては６月１１日の総務文教委員会におきまして、総文の委員さん方に

ご説明をし、一定のご了解をいただいて執行してまいりたいと考えております。以

上で「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」のユネスコ世界文化遺産

登録に係る本市の対応についての事務報告を終わります。 

○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。 

  明治日本の産業革命遺産が正式にユネスコの世界文化遺産に登録されるとしたら、

いつですか。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 ６月２８日からドイツのボンにおきまして世界遺産委員会が行われま

す。その期間中ですが、入ってきている情報によりますと７月３、４、５の３日間

におきまして新規案件の審議がなされるということでございます。情報をいただい

たところによりますと、３日の後半もしくは４日の前半でこの「明治日本の産業革

命遺産」の審議の順番になるというようなことでございます。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 先程、マスメディアにＰＲをするとおっしゃいましたけれども、この世界

文化遺産に登録されるかどうかというのが近づいてきたら、全国版のキー局のニュ

ースやワイドショーでまた話題になると思うのですけれども、前回、内定しました

というときにも田川に関連資産があるのに地図には出てこなかったので、もし、で

きるのならば、キー局の方に忘れていませんかと早めに確認していただけたらと思

います。７月３日に向けて盛り上がっているときに、全国に散らばっている地図の
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中に田川にもありますよというのを出していただけるような働きかけを前もって

してみたらいかがかなと思います。そうしなければもったいないと思います。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 その件につきましては、大変重要な内容が一つございます。構成資産だ

けで日本地図の中に点を落として、それで「明治日本の産業革命遺産」という形に

なりますと、八幡製鉄所が構成資産の中に選ばれておるのですが、そのエネルギー

供給源となりました筑豊炭田がその構成資産の中にない、地図の中で白くなってい

るということで歴史的に見ても、それはストーリーとしてなかなか完結しないとい

うところもありますので、私共としましては関連資産とはいえ、この明治日本の産

業革命において筑豊炭田が果たしてきた役割は決して小さくないというふうに考

えておりますので、その辺りをしっかりと皆さん方に正しく伝わるような取り組み

を行ってまいりたい。そのためにはその情報発信元になっております「九州・山口

の近代化産業遺産群」の事務局の方にも働きかけてまいりたい。この関連資産のみ

を有した市は全部で４つございます。飯塚市の伊藤伝右衛門邸も関連資産に位置づ

けられておりますが、田川だけの問題ではなく、それら関連資産も含めたところで

一つのストーリーが完成するんだというふうに考えておりますので、その辺りは事

務局に強く働きかけてまいりたいと考えています。 

○公門委員○公門委員○公門委員○公門委員 関連イベントのところですが、石炭の缶詰とかは販売しないのですか。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 缶詰ではないのですが、ビニールに石炭のかけらを入れたものは販売し

てございます。非常に人気商品なのですが、それは通常販売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 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９日程第９日程第９日程第９    諸般の報告「６月行事予定につい諸般の報告「６月行事予定につい諸般の報告「６月行事予定につい諸般の報告「６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。「「「「７７７７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 ７月定例会でございますが、７月１５日（水）の１４時からでいか

がでしょうか。 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ご異議ないようですので、７月定例会は７月１５日（水）の１４時からに

決定します。 



 

 ２５ 

  次に移ります。これより先の議案は人事に関することでありますので、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項及び田川市教育委員会会議規則第

１２条の規定により非公開と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） 

  ご異議ないようですので、この案件については非公開とします。 

・ 

・ 

・ 

○委員長○委員長○委員長○委員長 ここからは通常のとおりの公開とします。 

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、以上を持ちまして、平成２７年第６回田川市教育委員会６月

定例会を閉会いたします。 

（閉会１５時５５分） 

 

 

 


