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（開会１４時００分） 

○○○○教育教育教育教育長長長長    ただいまから平成２７年第８回田川市教育委員会８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７７７７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７７７７月定例会会議録の承認につ月定例会会議録の承認につ月定例会会議録の承認につ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７回田川市教育委員会７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２９号「平成２７年度教育費（９月補正）予算議案第２９号「平成２７年度教育費（９月補正）予算議案第２９号「平成２７年度教育費（９月補正）予算議案第２９号「平成２７年度教育費（９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 日程第２ 議案第２９号「平成２７年度教育費（９月補正）予算要求に

ついて」ご説明いたします。資料の１ページをお願いします。総括表でございます。

歳出におきましては、今回の補正額９４０万３千円の減額となり、既決予算額と合

わせますと１１億６９４１万円となります。続きまして、歳入につきましては、今

回の補正額２４７万６千円の増額となり、既決予算額と合わせますと１億８９８９

万７千円となります。詳細につきましては、各課からご説明申し上げたいと思いま

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 学校教育課でございます。歳入からご説明いたします。２ページを

お願いします。上段、小学校補助金で１５万３千円の増額補正でございます。内容

は特別支援教育就学奨励費補助金の増でございます。理由といたしましては、特別

支援教育就学奨励費認定者の増員による補助金の増でございます。次に、労働保険

被保険者納付金で６万３千円の減額補正でございます。これは、少人数学級教員が

見込みより減となりましたため、その雇用保険料が減となったことによるものでご

ざいます。続きまして、歳出でございます。５ページをお願いします。上段、１０

款１項２目、外国語指導助手活用事業費で３５万５千円の減額でございます。補正

の理由といたしましては、外国語指導助手（ＡＬＴ）が交代をいたしました。その

ことに伴いまして、共済費それから賃金が減額となっております。また、帰国旅費

が増額になっておりますが、相殺をいたしましたところ減額ということになりまし

たので、減額補正をさせていただいております。下段、１０款２項１目、小学校少

人数学級運営事業費で１２４１万円の減額でございます。補正の理由といたしまし

ては、市費講師の減、これは７名を見込んでおりましたが６名だったこと、及び任
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用月数の減、これは講師不足でなかなか決まりませんでした。その後、講師は決定

いたしましたが、４月からという訳にはいきませんでしたので、その任用月数の減

による共済費、賃金、旅費の減となっております。６ページをお願いします。１０

款２項２目、小学校就学援助事業費で１５３万２千円の増額でございます。補正の

理由といたしましては、認定者数が増となりましたので、そのための扶助費の増で

ございます。なお、具体的な認定者数につきましては記載のとおりでございます。

下段、１０款３項１目、中学校少人数学習指導事業費で２１６万９千円の減額でご

ざいます。補正の理由といたしましては、これも市費講師の任用月数の減でござい

ます。４月当初から任用ができなかったことに伴う共済費、賃金の減でございます。

７ページをお願いします。１０款３項２目、中学校就学援助事業費で５４万２千円

の増額でございます。補正の理由といたしましては、小学校と同様に認定者数の増

でございます。以上でございます。 

○生涯学習課企画官○生涯学習課企画官○生涯学習課企画官○生涯学習課企画官 生涯学習課の補正予算についてご説明いたします。１０款６項

２目、事業名はオリンピック・パラリンピックキャンプ地誘致推進事業費でござい

ます。補正額につきましては３０万６千円の増額補正です。事業内容につきまして

は、ご存知のように２０２０年東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。

その事前キャンプ誘致に必要な情報収集を国、それから国際オリンピック組織委員

会等で顔つなぎをするというものでございます。説明は以上です。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 続きまして、文化課でございます。まず、歳入からご説明いたします。

３ページをお願いします。県支出金の社会教育費委託金でございます。現在、上本

町遺跡、西田川高校の敷地内の発掘調査を行っておりまして、まもなく終了いたし

ます。これは福岡県教育委員会から委託を受けているものでございます。発掘の際、

当初の見込みより地中の遺物や遺構が多く出まして、発掘作業員の人数も多く必要

となりました。そこで県教育委員会と協議の上、受託契約を変更し、委託金の増額

補正を行うものでございます。８３万１千円の増額補正となっております。なお、

これに伴い歳出の埋蔵文化財の発掘調査受託事業費も増額となるところでござい

ますが、８月中旬に調査が終了いたしますので、９月補正に間に合いませんでした。

そのため歳出につきましては、予備費から充用させていただくこととしております。

続きまして、歳出でございます。９ページをお願いします。１０款５項６目の文化

会館維持管理費でございます。これは文化センターの緞帳が経年劣化により破断す
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る可能性が高いとの点検結果が出ましたので、安全確保のために緞帳落下防止のた

めのフックチェーンほか、部品交換作業を行うため、指定管理業務委託料の修繕料

について増額補正をするものでございます。指定管理者には、維持管理のための委

託料と修繕のための委託料を別に計上しておりますが、指定管理者が修繕を行った

方が、より迅速に、そして、より低額に行えるとの判断により、施設修繕のための

業務委託料を増額するものでございます。増額補正額は１８４万２千円でございま

す。以上です。 

○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の所管しております９月補正予算の説明をさせて

いただきます。まず歳入からご説明申し上げます。４ページをご覧ください。１９

款４項２目の雑入でございます。こちらにつきましては、６月６日から７月２６日

まで開催されました福岡市博物館での山本作兵衛コレクション展覧会の会場にお

きまして、図録並びにオリジナル商品等を物品販売していただきました。その売り

上げの代金でございます。１６４万５千円の増額補正を行っております。続きまし

て、歳出でございます。１０ページをご覧ください。上表の１０款５項５目の石炭

歴史博物館維持管理費でございます。補正の理由といたしましては、産業ふれあい

館Ａ棟、Ａ棟と申しますのは２棟ございますうちの伊田竪坑櫓側の棟でございます。

今般、このＡ棟におきまして白蟻が発生いたしましたので、白蟻の防除を行うとと

もに被害のあった箇所について補修を行うためのものでございます。施設修繕料、

白蟻駆除委託料、合わせまして８９万７千円の増額補正でございます。次に、下表

の１０款５項５目の石炭歴史博物館運営事業費でございます。こちらにつきまして

は、先程ご説明申し上げました福岡市博物館で開催された山本作兵衛展における物

品販売手数料を支払うため予算要求をしておりました。その後、財政課と協議を行

い、当該経費につきましては現計予算で対応することとなりましたので、ここには

掲載しておりますけれども、最終的には９月補正に予算計上しないこととなりまし

た。よって、この４１万２千円の増額補正は全額落とさせていただきます。以上で

説明を終わります。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご質問、ご意見等ございませんか。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 オリンピック・パラリンピックの誘致推進事業がありましたけれども、

具体的に田川市でどんなことができそうなのかを教えてください。 

○生涯学習課企画官○生涯学習課企画官○生涯学習課企画官○生涯学習課企画官 誘致するにはいろいろなパターンがあります。先程言ったよう
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にまず、国の国際オリンピック組織委員会にお願いをして、田川市ではこんな施設

があって、こんな宿泊施設がありますということを提示します。そして、来年のリ

オオリンピックのときに国がそれをプレゼンしてくれて、４年後のオリンピックの

時に福岡県の田川市に行こうかなということになる。それと、もう一つは国を絞り

込んでというやりかたもあるそうです。ただ、国を絞り込んでの場合は、実際にア

フリカとか、ガーナとかに職員が出向いて行って、ＰＲ活動をしなければいけない

ということですので、その辺は国と調整しながら勉強していきたいと思います。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 田川市に今ある施設を使って、誘致できそうな競技というのは、実際に

何かありますか。 

○生涯学習課企画官○生涯学習課企画官○生涯学習課企画官○生涯学習課企画官 実際には体育館がメイン会場になると思います。もうすぐ日本

開催での２種目が決まります。候補としては野球、女子ソフト、それから空手が有

望なんですけれども、空手となれば、田川市の体育館でも十分使えます。それと、

女子ソフトについても市民球場で十分にできるというソフトボール連盟の話もあ

りますので、その辺から入っていきたいと思っています。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 どこかの国の選手の方が来られるということですよね。施設として使う

場所はあるけれども、寝泊りするところといいますか、生活をするところは田川市

に目途が立つところはあるのでしょうか。 

○生涯学習課企画官○生涯学習課企画官○生涯学習課企画官○生涯学習課企画官 基本的には現在、民間の宿泊施設もあります。また、宿泊施設

を建てられたら一番いいのですが、その辺は今、市長と協議しているところです。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 学校教育課ですが、歳入の２ページです。特別支援教育就学奨励費のと

ころで１４人から２５人に増えたということですが、歳出の６ページでは１６人か

ら２５人に増えたとなっています。それで、この２人の差というのが何なのか。そ

れとも、これとこれとは同じではないのですか。 

○○○○学校学校学校学校教育課長教育課長教育課長教育課長 申し訳ありません、歳入の人数、１４人が正しいと思います。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 今のことに関連してですけれども、この特別支援教育の対象になる子が

増えるということは、年度途中に認定されるということなのでしょうか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 そのケースもございます。年度途中でやはり特別支援学級での支援

が必要であると判断されましたら特別支援学級へ転級ということになります。ただ、

このケースの増員は、当初予算を作った段階から４月に学校がスタートするまでに

時間がありますから、その間に学校と保護者で協議し、教育委員会も交えてその中
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で特別支援学級でサポートした方がこの子は伸びると判断される子がいますので

それにより子どもの数が増えたということでございます。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 先日、研修会で聞いてきたのですけれども、来年４月１日から法第２２

条の３が変わるということなんですけれども、田川市ではそれに向かってどういう

準備をし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 学校教育法施行令第２２条の３項というのは、特別支援学校及び特

別支援学級の対象となる児童・生徒の区分けをしているものです。実は中教審から

就学基準に該当する障害のある子どもについては、特別支援学校への就学を原則と

するという従来の就学先決定の仕組みを改めて、障害の状態や本人の教育的ニーズ、

それから本人、保護者の意見、教育それから医学、心理学と専門的見地からの意見、

学校、地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みへと変更

することが適当であると提言がなされて、それを受けて就学の手続きに関する整備

を行うということが進んできております、学校教育課では従来、就学指導委員会と

呼んでいたものを教育支援委員会と名称も変更いたしまして、保護者の意見聴取を

充分にすること、それから、その委員会の中でそれぞれ専門的な立場からのご意見

をいただくこと、さらに充実をさせていこうとしているところでございます。ただ

し、今までも保護者に来ていただいていましたし、また、その開催回数についても

年５回確保して充分な審議を進めてきていましたものですから、大きな変更はない

とは思います。ただし、名称を変更することによって、その趣旨をさらに活かして

保護者の意見を十分に聞いて、最終的には市町村教育委員会が決定することとされ

ておりますので、適切な、本当にその子に合った就学先の決定につなげてまいりた

いと思います。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 先月もその件に関して部長さんにもご意見を伺ったりして、どのお子さ

んに対しても特別支援教育が必要なのか。それとも、発達障害のお子さんを早く見

つけるべきではないのだろうかというような話もしました。先日の研修では豊前市

が国から指定を受けて、そういった早期支援コーディネーターを配置して、という

ような体験発表があっておりました。私たちもそういうことを参考にさせていただ

くことができるのではないかと思いますので、この件に関してもよろしくお願いし

ます。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 教育支援委員会は何月から始まるのですか。といいますのは、これは来
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年の４月以降からのことでしょうから、この子ども達は特別支援委員会で審議され

ずに各学級に入っているのですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 従来の就学指導委員会の時期と、どうしてもサポートが必要で入る

子ども達の時期がずれるというお話ですが、本当にサポートが必要な子ども達がい

た場合は、できるだけ早期にサポートをしなければいけませんので、その場合、委

員会は開かれておりませんが、委員さんの任期は１年間でございますので、委員さ

んのところに直接、資料を持っていかせていただいて、そして、ご相談をして、こ

の子は特別支援学級のサポートが必要であるというご判断をいただいています。学

校と学校教育課だけで判断してい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。ありがとうございます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ほかに、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２９号「平成２７年度教育費

（９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    議案第３０号「平成２８年度使用中学校教科用図書の議案第３０号「平成２８年度使用中学校教科用図書の議案第３０号「平成２８年度使用中学校教科用図書の議案第３０号「平成２８年度使用中学校教科用図書の

採択について」採択について」採択について」採択について」を議題とします。本案につきましては、５月定例会において報告し

ましたとお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） 

  ご異議がないようですので、この案件については非公開とします。 

・ 

・ 

・ 

  次に移ります。ここからは通常のとおり公開とします。日程第４日程第４日程第４日程第４    議案第３１号議案第３１号議案第３１号議案第３１号

「田川市立図書館条例施行規則の全部改正及び「田川市立図書館条例施行規則の全部改正及び「田川市立図書館条例施行規則の全部改正及び「田川市立図書館条例施行規則の全部改正及び田川市立図書館利用規程の廃止に田川市立図書館利用規程の廃止に田川市立図書館利用規程の廃止に田川市立図書館利用規程の廃止に

ついて」ついて」ついて」ついて」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 日程第４ 議案第３１号「田川市立図書館条例施行規則の全部改正及び

田川市立図書館利用規程の廃止について」ご説明いたします。本案は、田川市立図

書館の指定管理導入により、運営業務の実施が指定管理者へ移行することに伴い、

利用者への制限及び禁止事項を規定するため、規程を廃止して規則を全部改正しよ
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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決めるものでございます。１ページをご覧ください。田

川市立図書館条例施行規則の全部を改正する規則でございます。第１章、総則の第

２条は休館日について記載をしております。その第１項に指定管理者が必要と認め

たときは、教育委員会の承認を得て、臨時に休館し、又は開館することができる。

この場合は、あらかじめ指定管理者が掲示するものとする。という一文をいれてお

ります。また、第１項に、現行では第３日曜日、休日の翌日、館内整理日を休館日

としておりましたが、それを変更し、休館日を月曜日のみとしたいと規定しており

ます。次に、第３項の年末年始の休館についてです。現行１２月２９日から翌年１

月４日までとしていたものを、１２月２９日から翌年１月３日までとし、開館日数

が増となるように改訂をしております。次に、第３条の開館時間についてです。現

行９時３０分から１８時まで、木曜日のみ２０時までとしているものを平日はすべ

て９時３０分から２０時までとしております。また、日曜日、土曜日及び休日は現

行９時３０分から１７時までとしているものを、９時３０分から１８時までとし、

開館時間を延長しております。次に、第４条の相談業務につきましては、利用規程

に定めていたものを規則に組み込み規定しておりますが、内容に変更はございませ

ん。第５条の損害賠償の方法等につきましては、条例第５条に規定していた損害賠

償についてを、より具体的に個々に規則で規定しております。第２章、館内利用の

第６条の館内秩序、第７条の館内閲覧につきましては、利用規程に定めていたもの

を規則に規定したもので、第６条の館内秩序につきましては、より具体的に規定し

ております。第８条の視聴覚資料の利用につきましては、規則に規定していたもの

で内容についても変更はございません。第９条の資料の複写につきましては、第３

号の費用負担につきましては、規則に規定していたもので金額等についても変更は

ございませんが、第４号で郵便による複写の依頼ということにつきまして、新たに

規定しております。第３章、館外利用の第１０条の図書の予約につきましては、利

用規程に定めていたものを規則に規定したもので、予約の冊数の限度や取り置き期

間について具体的に規定しております。次に、第１１条の館外利用の登録、第１２

条の図書館利用カードの交付、第１３条の館外利用に供しない資料、第１４条の利

用カード登録の有効期間につきましては、利用規程に定めていたものを規則に規定

したものでございます。特に変更はないのですが、第１２条の第３号と第４号、こ
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こに利用カードを紛失したことによって生じる事故や損害について、また、再交付

までの制限について、今回新たに具体的に規定しております。第１５条の館外利用

の貸出冊数と期間につきましては、図書の貸出冊数を現行５冊から１０冊に増やし

ております。また、第１６条の予約以外の図書の取置き期間につきましても、今ま

で利用規程等を定めていなかったので、今回新たに規定するものでございます。第

１７条の特別貸出、第１８条の貸出の停止等につきましては、利用規程に定めてい

たものを規則に規定するもので、内容に変更はございません。第１９条の自動車文

庫、第２０条の貸出文庫につきましても、規則に規定していたもので内容に変更は

ございません。第２１条の自動車文庫等の登録、第２２条の自動車文庫等の貸出冊

数と期間、第２３条の自動車文庫等の運行につきましては、利用規程に定めていた

ものを規則に規定するものでございますが、第２１条第２号の貸出文庫の借受けを

管理する代表者につきまして、その責任について明記しているところが新たに規定

したものでございます。次に、第４章の図書館施設の利用につきましては、今まで

規則にも利用規程にもなかったものでございまして、新たに規定したものでござい

ます。第２４条から第２８条までございます。施設利用の制限について、また、視

聴覚室の利用の許可や利用許可の取消し等を館長の権限で規定しております。次に、

第５章の寄贈及び寄託につきましては、今まで寄託で図書館に図書館資料を寄贈し、

又は寄託することができるという一文のみで規定していたものを、第２９条の資料

の寄贈、第３０条の資料の寄託、第３１条の寄託資料の取り扱い等、第３２条の寄

贈又は寄託の費用負担として新たに規定したものでございます。なお、この規則に

つきましては平成２７年１０月１日から施行いたします。また、この規則の施行に

より田川市立図書館利用規程を廃止するという訓令も添付しております。また、規

則改正に伴う様式の変更につきましても別紙で添付しております。以上で説明を終

わります。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 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３１号「田川市立図書館条例

施行規則の全部改正及び田川市立図書館利用規程の廃止について」は原案のとおり

可決いたします。 
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  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３２号「田川市立図書館視覚障害者用図書利用議案第３２号「田川市立図書館視覚障害者用図書利用議案第３２号「田川市立図書館視覚障害者用図書利用議案第３２号「田川市立図書館視覚障害者用図書利用

規程の一部改正について」規程の一部改正について」規程の一部改正について」規程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。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 日程第５ 議案第３２号「田川市立図書館視覚障害者用図書利用規程の

一部改正について」ご説明いたします。本案は、田川市立図書館の指定管理導入に

より、運営業務の実施が指定管理者へ移行することに伴い、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。それでは新旧対照表に沿って説明

をさせていただきます。田川市立図書館規則を田川市立図書館条例施行規則へ改正

いたします。また、規則の改正に伴い、号数等が変更になっております。第５条の

その他につきましては、改正前、田川市立図書館利用規程を準用するというところ

が規則を準用するというふうに改正いたします。内容につきましては特に変更はご

ざいません。以上で説明を終わります。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 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３２号「田川市立図書館視覚

障害者用図書利用規程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３３号「田川市美術館条例施行規則の一部改正議案第３３号「田川市美術館条例施行規則の一部改正議案第３３号「田川市美術館条例施行規則の一部改正議案第３３号「田川市美術館条例施行規則の一部改正

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３３号「田川市美術館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、田川市美術館の指定管理導入により、運営業務の

実施が指定管理者へ移行することに伴い、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。それでは新旧対照表に沿ってご説明させていただ

きます。第２条の組織です。田川市教育委員会事務局を田川市教育委員会というふ

うに改正いたします。また、第２項の美術館に館長その他必要な職員を置く。とい

う項目は削除となります。第３条の開館時間につきましては、第２項、前項の規定

にかかわらず、田川市教育委員会が必要と認める場合は、というところを指定管理

者が特に必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、というふうに改正いた

します。次に、第４条の休館日につきましては、第２項、委員会が必要と認める場
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合には、これを変更し、又は臨時に休館することができる。というところを指定管

理者が必要と認めるときは、委員会の承認を得て、臨時に開館し、又は休館するこ

とができる。というふうに改正いたします。また、使用がすべて利用という文言に

変わりますので、第５条の使用許可の申請が利用許可の申請、美術館の施設を使用

が美術館の施設を利用というふうに改正いたしますので、許可申請書も使用許可申

請書が利用許可申請書というふうに改正いたします。第６条の使用許可につきまし

ても、利用許可というふうに改正し、第２項は新規でございます。前項に規定する

利用の許可の順序は、前条第１項の利用（変更）許可申請書提出の順序による。た

だし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。という新し

い項目が入っております。また、第７条の利用期間につきましても新規でございま

す。美術館の施設の利用期間は、準備及び原状の回復に要する日数を含むものとす

る。第２項、利用者は、利用を開始した後においては、利用期間を延長することは

できない。ただし、指定管理者が他の利用に支障がないと認めた場合は、この限り

でない。第３項、前項ただし書きの規定により、利用期間の延長について許可を受

けたときは、当該延長に係る超過利用料金を直ちに納付しなければならない。とい

う新しい項目が入っております。第７条の使用の取止め等が第８条の利用の取止め

等に改正され、第８条の使用料につきましては、全文削除となっております。第９

条の附属設備使用料につきましては、附属設備利用料と改正いたします。第１０条

の観覧料及び使用料の減免は、使用料を利用料に改正し、第２項の委員会を指定管

理者へ改正いたします。また、第２項の第４号から第７号まで身体障害者、精神障

害者、知的障害者及びその介助者についての減免について、新しく規定をしており

ます。今まで美術館には身体障害者に対する減免の規定はございませんでしたので、

今回、新たに規定したところでございます。また、第３項も委員会を指定管理者へ、

使用料を利用料へ改正いたしております。第１１条の使用料の還付につきましても、

使用料を利用料へ改正いたしております。第１２条の美術作品等の館外貸出しにつ

きましても、委員会を指定管理者に改正いたしております。第１３条の美術作品等

の寄贈又は寄託につきましては、現行は委員会は、美術作品等の寄贈又は寄託を受

けることができる、としておりましたけれども、本来、寄贈又は寄託に関わること

につきましては財産の取得でございますので、委員会ではなく市長が正しいという

ことで、今回、市長に改正をしているところでございます。第１４条の入館者及び
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使用者の心得につきましても、使用者を利用者に改正しております。最後に第１８

条につきましては、美術館協議会のことでございます。現行、事務局は、美術館内

に置く。となっていましたが、事務局は、委員会に置くと改正しております。１０

ページは附属設備使用料の一覧表でございますけれども、使用料を利用料へ改正し

ております。また、開館当初はスライド映写機、８ミリ映写機、１６ミリ映写機も

貸出をしておりましたけれども、現在はもう使っておりませんので、規則改正の際

にこのスライド映写機、８ミリ映写機、１６ミリ映写機を削除をしております。利

用の金額については変更はございません。また、説明は省略させていただきますが、

この規則改正に伴う様式の新旧を添付しております。以上で説明を終わります。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 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３３号「田川市美術館条例施

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７日程第７日程第７日程第７    議案第３４号「田川市美術館美術資料収集及び審査に議案第３４号「田川市美術館美術資料収集及び審査に議案第３４号「田川市美術館美術資料収集及び審査に議案第３４号「田川市美術館美術資料収集及び審査に

関する要綱の一部改正について」関する要綱の一部改正について」関する要綱の一部改正について」関する要綱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。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 日程第７ 議案第３４号「田川市美術館美術資料収集及び審査に関する

要綱の一部改正について」ご説明いたします。本案は、田川市美術館の指定管理導

入により、運営業務の実施が指定管理者へ移行することに伴い、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す。新旧対照表に沿って、ご説明させてい

ただきます。第１条につきましては、資料並びに審査というところを資料及び審査

というふうに文言を正しく訂正しております。第３条第１号、内外の優れた作品と

いうところを国内外の優れた作品というふうに変更しております。また、第４号に

つきましても、前各号というところを前３号に掲げるというふうに文言を正しく訂

正しているところでございます。第６条の審査の実施につきまして、現行では、美

術資料の審査は、候補者名簿に登載された者のうちから、審査の都度５名以内を指

名して行う。とございますが、これを第４条の収集審査会の実施といたしまして、

市長は、美術資料の収集の審査を行うため、収集審査会を開催し、専門的意見を徴

する。というふうに変更しております。第５条の候補者名簿の作成につきましても、
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現行、教育長は、としておりましたが、財産の取得に関するものでございますので、

市長と改めております。審査委員の選任に当たっても市長がというふうに変更をし

ております。審査の委嘱につきましても、現行、教育長は、としておりましたが、

市長は、審査会の都度、と変更しております。ただし、審査の対象となる美術資料

の内容によっては、審査委員の数を追加することができる。と新しく規定しており

ます。その第１号、美術について学識経験を有する者を審査する美術資料について

の専門知識を有する者と変更しております。第２項、第３項につきましても新たに

追加しているところでございます。美術資料の調査につきましては、教育委員会が

やっておりましたが、指定管理者に調査をしていただきますので、指定管理者は、

と変更しているところでございます。最後に８条でございます。収集しようとする

美術資料の収集の可否及び予定価格の適否等について行うものとする。というとこ

ろを各号に掲げる事項に基づき行うものとする。として３項を挙げているところで

ございます。第２項につきましては、教育長に報告するものとする。としておりま

したが、市長に報告するものとする。と変更し、すべて財産の取得に関するもので

ございますので、市長に報告する、購入については市長が定めるというふうに改正

をしたところでございます。以上で説明を終わります。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 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３４号「田川市美術館美術資

料収集及び審査に関する要綱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８日程第８日程第８日程第８    議案第３５号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会議案第３５号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会議案第３５号「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会議案第３５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」委員の委嘱（交代）について」委員の委嘱（交代）について」委員の委嘱（交代）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 議案第３５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」ご説明申し上げます。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あります。なお、今回は委嘱を行いますのは田川市中学

校長会からご選出をいただきました委員さんでございます。なお、最新の田川市石

炭・歴史博物館等運営協議会委員名簿を添付しておりますので、ご参照ください。

また、田川市石炭・歴史博物館等運営協議会設置条例第４条第１項の規定により、
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この委員の任期は残任期間となっております。以上でご説明を終わります。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご質問、ご意見ございませんか。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 田川市石炭・歴史博物館等運営協議会は具体的にどのような審議をなさ

るのかとか、年に何回くらい審議をなさるのかということを教えてください。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 まず、この協議会が何を所掌しているのかということでございますが、

この名称からおわかりいただきますように、第一義的には田川市石炭・歴史博物館

の運営について、さまざまなご意見をいただくということでございます。なお、位

置付けといたしましては、博物館法という法律に基づく機関でございますが、田川

市教育委員会の諮問機関でございます。さまざまな重要事項についてご提言をいた

だくという機関でございます。この「等」と書いておりますのは、石炭・歴史博物

館以外に文化センターの運営につきましてもご意見をいただくというような形に

いたしております。回数でございますが、近年は１回ないし２回ぐらいと非常に回

数が少なかったのですが、この協議会の委員さんあるいは田川市議会の方からも、

もう少し回数を増やして活発な議論をいただいた方がいいのではないかといった

ご意見をいただきましたので、昨年度から概ね４回程度の回数で開催をさせていた

だいております。 

○教育委員○教育委員○教育委員○教育委員 ほかに、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８ 議案第３５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９日程第９日程第９日程第９    報告第３号「平成２７年度田川市教育委員会職員の異報告第３号「平成２７年度田川市教育委員会職員の異報告第３号「平成２７年度田川市教育委員会職員の異報告第３号「平成２７年度田川市教育委員会職員の異

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

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 日程第９ 報告第３号「平成２７年度田川市教育委員会職員の異動

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３条の規定に基づき、教育委員会職員の異動について臨時に代理したため、第

４条第２号の規定により教育委員会に報告するものであります。次のページをお願

いします。平成２７年度教育委員会職員の異動総括表です。平成２７年７月１３日

発令の異動は１人であります。田川市美術館が指定管理者制度へ移行するまでの間

ということで９月３０日までですが、吉栁教育長が美術館長を兼務いたします。平
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成２７年８月１日発令の異動でございます。昇任者が２人、異動者（市長部局へ出

向したもの）が５人、異動者（教育委員会へ出向したもの）が５人であります。異

動の詳細につきましては次のページに記載しておりますので、説明は省略させてい

ただきます。以上でございます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご質問、ご意見ございませんか。 

  ないようですので、日程第９ 報告第３号「平成２７年度田川市教育委員会職員

の異動について」は承認することとします。 

  次に移ります。日程第１０日程第１０日程第１０日程第１０    事務報告「田川市立図書館及び田川市美術館の指定事務報告「田川市立図書館及び田川市美術館の指定事務報告「田川市立図書館及び田川市美術館の指定事務報告「田川市立図書館及び田川市美術館の指定

管理者への業務引継ぎに伴う臨時休館について管理者への業務引継ぎに伴う臨時休館について管理者への業務引継ぎに伴う臨時休館について管理者への業務引継ぎに伴う臨時休館について」」」」を議題とします。事務局に説明を

求めます。 

○文化○文化○文化○文化課長課長課長課長 日程第１０ 事務報告「田川市立図書館及び田川市美術館の指定管理者

への業務引継ぎに伴う臨時休館について」ご説明いたします。１ページをご覧くだ

さい。まず、⑴臨時休館の理由です。本年１０月１日からの指定管理者への業務引

継ぎに伴い、田川市立図書館及び田川市美術館を臨時休館といたします。また、そ

の期間中に、図書館においては年１回実施する全蔵書の点検作業を、また美術館に

おきましては事務室床面の改修工事を合わせて実施いたします。⑵臨時休館期間で

す。図書館は９月２０日（日）から９月３０（水）までの１１日間でございます。

美術館につきましては月末に貸館予約があったため、９月７日（月）から９月１３

日（日）までの７日間と少し前倒しで休館をいたします。貸館予約につきましては、

１年前から予約を受け付けるものですので、申し訳ありませんが、少し前倒しで休

館といたします。⑶臨時休館期間中の利用者サービス対応についてです。図書館に

つきましては、例年行っていることでございますが、蔵書点検期間中は貸出を行い

ませんので、その前に貸出冊数等の制限を設けず貸出をするという期間を設定して

おります。図書資料につきましては、通常は５冊ですが、無制限といたします。視

聴覚資料につきましては、通常は２点ですが、７点といたします。その貸出期間に

つきましては、図書資料につきましては、９月６日から休館に入ります前日の９月

１９日までといたします。視聴覚資料につきましては、１週間後の９月１３日から

同じく９月１９日までといたします。以上で説明を終わります。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご質問、ご意見等ございませんか。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 このことを市民の皆さんにお知らせするのは、どういう方法を取られま
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すか。 

○文化課長○文化課長○文化課長○文化課長 休館につきましては、既にホームページ等に載せておりますし、広報等

にも掲載をいたします。また、指定管理者と事務引き継ぎを始めたばかりですけれ

ども、指定管理者のほうでも新たにホームページを開設いたしますので、そちらで

もお知らせはします。また、館内の掲示板にも休館についてはお知らせをしており

ます。なお、１０月１日から指定管理者になります、ということにつきましても掲

示はしてまいりたいと考えております。 

○神崎委○神崎委○神崎委○神崎委員 休館中に訪れてがっかりしたということがないように、いろいろなとこ

ろでお知らせをしていただきたいと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ほかに、ご意見、ご質問ございませんか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第１１日程第１１日程第１１日程第１１    事務報告「田川文化センター事務報告「田川文化センター事務報告「田川文化センター事務報告「田川文化センター及及及及

び田川青少年文化ホールの指定管理者の募集について」び田川青少年文化ホールの指定管理者の募集について」び田川青少年文化ホールの指定管理者の募集について」び田川青少年文化ホールの指定管理者の募集について」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１１ 事務報告「田川文化センター及び田川青少年文化ホールの

指定管理者の募集について」ご説明いたします。１ページをお願いします。⑴指定

管理者制度の検証、ア これまでの経過について挙げております。第１期、第２期

は田川ビルメンテナンス協同組合、そして、現在第３期になっておりますが、平成

２５年４月１日から平成２８年３月３１日までを株式会社ケイミックスが指定管

理者として運営しております。イ 施設の設置目的の取組状況でございます。「市民

の文化の向上と福祉の増進を図る」ということで、特に平成２６年度には、市民参

加型ミュージカル「炭坑よ、永遠に！」の公演する等、非常に好評をいただいてい

るところでございます。ウ 利用者数及び稼働率の状況でございます。最後のペー

ジに資料１として平成１８年度から平成２６年度までの利用者数、稼働率等を挙げ

ております。市直営の平成１８年度と比較いたしますと、概ね利用者数は増加して

おりますが、稼働率は一定のまま上昇してないような状況でございます。平成２５

年度及び平成２６年度の利用者数が減少している原因といたしましては、平成２５

年度は田川文化センターの耐震工事、平成２６年度は田川青少年文化ホールのエレ

ベータ設置及び外壁等の改修工事がございましたので、その間の利用制限によるも

のでございます。エ 施設の管理状況でございます。軽微な補修等は指定管理者自

ら資材を調達し、職員が迅速に対応していただいておりますが、現在築３５年以上
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経っておりまして、この施設を気持ちよく利用されるよう、清掃回数を増やす等の

維持管理に努めているところでございます。ただ、両施設の舞台設備である音響設

備及び照明設備は毎年点検は行っておりますが、更新がなされていないので、早急

に整備する必要が出てきている状況でございます。２ページをお願いします。オ  

行政経費の縮減についてでございます。指定管理者制度導入によって、資料にござ

いますように、かなり経費的には縮減が図られているところでございます。カ 検

証に基づく課題でございますが、指定管理者制度の導入により財政効果は現れてい

るところでございますが、施設の利用者数の増加は見られるものの稼働率は５０％

を下回っている状況でございます。今後、施設の設置目的を達成するため、施設の

有効活用をさらに図る必要がございますことから、指定管理者には文化団体や地域

団体等の利用者と協働して、地域文化の向上を図る活動を積極的に進め、新たな利

用者の確保に努めるということが必要になっていくかと考えております。３ページ

をお願いします。⑵次期募集に向けた基本方針でございます。ア 募集方法は今ま

でどおり公募といたします。イ 指定期間は、これまでの３期は３年間としており

ましたが、５年間としたいと考えております。５年間とすることにより文化団体及

び地域団体等の継続的な信頼関係の維持が強化され、さらに市民ニーズの調査、分

析等を行うことでよりよい自主事業の実施等、利用者及び稼働率の上昇が見込まれ

るものと考えており、５年間に指定期間を延長したいと考えております。ウ 利用

料金制度はこれまで同様に適用いたします。エ 提案を求める主な内容としまして

は、以下のとおりでございます。特に、(カ)地域ボランティアとして貢献し、また

その体制を整備すること。ということを新しく挙げているところでございます。⑶

今後のスケジュールでございます。申請要項及び仕様書の配布期間、公募は９月 1

日から９月３０日まで 1 か月間行いたいと考えております。施設の視察及び業者に

対する説明会は９月９日を予定しております。申請受付期間は１０月１日から１０

月９日を予定しております。指定管理者候補の選定につきましては、平成２７年１

０月中旬から下旬にかけて選定委員会を開催する予定でございます。その選定委員

会で候補者として選定された業者さんの指定議案及び告示につきましては、平成２

７年１２月を予定しております。その後、協定書の締結を１月にし、引き継ぎ期間

を経て、新しい指定管理者につきましては平成２８年４月１日からの開始となる予

定でございます。以上で説明を終わります。 
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○教育長○教育長○教育長○教育長 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日程第１２日程第１２日程第１２    諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告「８月行事予定につ「８月行事予定につ「８月行事予定につ「８月行事予定につ

いて」いて」いて」いて」を議題とします。 

（各課長が教育長及び各課の行事予定を説明） 

（教育研究所より資料の説明がなされた） 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 教育長にお伺いしたいことがあるのですが、８月６日は出校日というこ

とで平和授業などがなされたと思います。今年は終戦から７０周年ということ、ま

た、安保法制などが議題になっていますが、学校で平和教育をするときに先生方が

どんなふうに子ども達に話をしているのか。先生方、お一人お一人の考え方がござ

いましょうから、それをどこまで子ども達に伝えているのか。いろいろな考え方が

世の中にはあると思いますが、先生の考え方を子ども達に伝えているのだろうか。

それとも、何か基準があって平和教育をされているのだろうか、ということを教え

ていただきたいと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 各学校で年間の教育課程の中で平和教育についても位置付けをされてい

ると思いますので、それに沿ってやっていると思います。小学校の場合では、１年

生から６年生までの子ども達の発達段階にあった内容について、先生方は学年とか、

近接で話し合いをして、子ども達に平和の尊さとか、８月６日なので被爆者の思い

だとか、そういったものを丁寧に日常の授業とつないでやっていると思いますが、

集約等はしていますか。 

○○○○学校教育学校教育学校教育学校教育課長課長課長課長 内容の集約はいたしておりませんが、そもそも平和教育はわが国の

憲法の理念に基づく教育基本法や学校教育法に記されている根本精神を基本とし

て学習指導要領に則って行われるものだと思います。ですから教育の中立性の確保

というのが当然のことであると考えております。従いまして、具体的に何をどうや

っているかというような集約はいたしておりません。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 ７月２９日の読売新聞に福岡教育大学の准教授が安保法制デモの練習

を学生にさせたという記事が載っておりましたけれども、教員養成機関でそのよう

なことがされたことに驚きました。この記事を読んで、私達が知らないところで、

先生方、お一人お一人のいろいろな考え方が、知らないうちに子ども達の中にすり

込まれているのではないだろうかということに不安を覚えました。これから先、何

十年と子ども達は生きていかなくてはならないので、社会状況はどんどん変化して
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いきますし、その時代、その時代で子ども達はいろいろなことを考えながら、情報

と知識と、そして過去の経験をフル活用しながら判断していかなければならないと

思いますので、未来のためにも文科省の基準に基づいて、きちんとした平和教育が

されますようお願いしたいと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 当然、子ども達一人ひとりが自分の世界観とか、社会観とか、政治を見る

力とか、そういったものを子ども達一人ひとりが自由に作っていく、それを学校教

育等が何か規制するとか、そういうことは当然あってはなりません。平和とか、人

権とか、いろいろな社会の今の状況についてしっかりした自分なりの考えを育てて

いくということは大事なことなので、そういう政治的中立というのは当然のことで

そういったところは教育委員会としてもきちんと各学校現場を見渡しながら進め

たいと思います。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 お願いします。 

○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長○生涯学習課長 今の件に関連してですが、神崎委員さんも言われましたように今年

は戦後７０周年の節目でございます。９月３日１６時３０分から市民会館におきま

して大刀洗の平和祈念館の館長さん、それから、そこで朗読をされている方と伴奏

をされている方の３名をお呼びしまして、講演を予定しております。今回の講演に

つきましては、人権教育の中央講座の１コマとして開催をさせていただくのですけ

れども、ご承知のように戦争というのは人権侵害の最たるものでございますので、

そういった位置付けで開催をする予定にしております。もちろん教育委員さんにも

ご案内を差し上げる予定にしております。また、学校の先生方にも平和教育にぜひ、

役立てていただきたいという思いもありまして、ご案内を差し上げたいなと思って

おります。また、図書館関係といいますか、絵本の読み聞かせとか、そういったボ

ランティアの方にもご案内を差し上げたいと考えております。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 人格の完成と平和的、民主的な社会の形成者を育てていくという、そうい

った理念をしっかりと持っていなければいけないと思いますので、保護者や地域の

方など、みなさんの信頼を得られるような中身を作っていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 もう一つお伺いしたいことがあるのですが、田川市教育委員会事務委任

及び臨時代理規則についてですが、これは新教育委員会制度になっても変更はない

のですか。 



 

 １９ 

○教育総務課○教育総務課○教育総務課○教育総務課課長課長課長課長補佐補佐補佐補佐 それに合わせて変えております。    

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 まだ、もう一人の教育委員さんはここにはお迎えしていないのですけれ

ども、この教育委員会は小さな田川市であり、合議の場でありますので、いろいろ

なご意見を出せるような場でなければならないと思っております。教育委員は責任

がありますので、厳しい判断を行う場合もあります。市民の負託を得られるために

は仲良し広場になることがないように、いろいろな市民のご意見がここで徴取でき

るような合議の場となることを願っております。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 教育委員会は多様な意見といいますか、いろいろな立場の人の意見が反映

される場であることが大事だと思います。                               

    次に移ります。「９月の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 ９月定例会でございますが、９月７日（月）の１４時からでいかが

でしょうか。 

○教育長○教育長○教育長○教育長    ご異議ないようですので、９月定例会は９月７日（月）の１４時からに決

定します。 

 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８回田川市教育委員会８月

定例会を閉会いたします。 

（閉会１５時３５分） 

 

 

 

 

 


