
 

 

 

（１３時３０分開議） 

○教育長 ただいまから、平成３０年第１３回田川市教育委員会１２月定例会を開会いたし

ます。日程第１ 「平成３０年第１２回田川市教育委員会１１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、送付していましたが、内容、文言等について、何か、

ご質問、ご意見ございませんか。 

  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 「平成３０年第１２回田川市教育委員会１１

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 議案第２７号「平成３１年度田川市立小・中学校県費負担教

職員人事異動方針について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○学校教育課長 日程第２ 議案第２７号「平成３１年度田川市立小・中学校県費負担教職

員人事異動方針について」です。これは、平成３１年度田川市立小・中学校県費負担教職

員人事異動方針について、田川市教育委員会事務委任及び臨時代理規則第２条第６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。次のページをお願いいたします。読

んで提案とさせていただきます。「平成３１年度田川市立小・中学校県費負担教職員人事

異動方針（案）」、田川市教育委員会、田川市立小・中学校県費負担教職員の人事異動につ

いては、各学校教職員の教育に対する意欲を高め、教職員組織の改善と適正化を図るとと

もに、学校の活性化や特色ある学校づくり等の教育改革を推進し、本市教育の充実発展を

図るため、次の方針に基づいて行う。１ 適材適所を旨とし、教職員構成の適正化と充実

を図る。２ 同一校永年勤続者の交流に努め、新陳代謝の促進を図り清新の気風を醸成す

る。３ 教職員の過員解消に伴う広域人事、校種間及び県立学校との人事交流については、

県の方針に基づいて対応を図る。４ 本市教育施策方針を踏まえ、長期的展望の下に、全

市的立場から厳正かつ公平に行う。５ 管理職の任用に当たっては、筑豊教育事務所管内

及び本市の長期的な視野に立って、人格高潔で有能な人材の確保に努める。その際、若い

人材や女性の推薦を積極的に行う。６ 新規採用教職員の配置に当たっては、その育成を

考慮して行う。以上が異動の方針でございます。２、３ページにつきましては、「平成３１

年度田川市立小・中学校県費負担教職員人事異動取扱要領（案）」です。田川市立小・中

学校県費負担教職員人事異動は、「田川市立小・中学校県費負担教職員人事異動方針」に

基づき、詳細についてあげているところでございます。説明させていただきます。それで

は１ 教職員組織の充実適正化についてでございます。⑴ 学校のかかえる課題及び特質

等を十分に勘案する。⑵ 教職員組織の均衡を失しないよう資格、性別、年齢等を勘案す
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る。⑶ 中学校においては、教科運営、生徒指導の適正化を優先する。⑷ 加配教員等に

ついては、その職務内容及び学校組織運営上の課題を考慮し、その適正化を図る。⑸ 管

内同一ブロック（田川市・田川郡）における人事異動を図る。⑹ 小・中学校間や県立高

等学校との人事交流を図る。⑺ 学校事務の共同実施を踏まえた職員配置に努める。２ 

年度末異動についてでございます。⑴ 管内同一ブロック、管内他ブロック、管外、他府

県及び県立学校との交流については、筑豊教育事務所、県教育委員会との協議の上行い、

人材確保に努め教職員組織の改善と適正化を図る。⑵ 職員組織の状況を考慮し、適材適

所を旨として小・中学校教職員の異動を行う。⑶ 職員人事の刷新のため、同一校永年勤

続者の計画的異動を図る。（６年異動、１０年までを原則）新規採用者は、学校運営上の

事情等を考慮しつつ、同一校の永年勤続はさける。⑷ 校長・教頭の異動については、業

績評価の結果を考慮し、学校、地域の実態に立ち、同一校勤務年数の適正化を図る。⑸ 異

動希望のある教職員については、本市教育の振興上あるいは学校運営上著しく支障がない

と認められる場合に、その理由を考慮して異動を行う。続きまして、３ 昇任及び新規採

用者の配置についてでございます。⑴ 校長・教頭任用候補者選考試験受験者のうちから、

人格高潔で教育的識見、学校の管理運営に対する意欲、研修指導等に十分な力量を持つ者

について教育事務所を経て、県教育委員会へ推薦するもとのとする。その際、若い人材及

び女性の推薦を図る。⑵ 新規採用者でございます。市内の状況に鑑み適正に配置を行う。

特に、中学校では、学校再編時に円滑な人事が行えるよう計画的な配置に努める。４ 中

学校における教頭専任化に努める。５ 配偶者及び三親等内の親族の同一校配置は行わな

い。６ 教職員の異動にあたっては、学校経営の方針や学校事情等も考慮し、校長の意見

を徴しておこなう。以上でございます。よろしくご審議お願いいたします。 

○教育長 今、人事異動方針についての説明がありましたが、何か、ご質問、ご意見ござい

ませんか。 

○毛利委員 質問というよりお願いがあります。今、講師を経て新規採用される方が多いで

すが、田川市内外に関わらず講師の時の勤務状況等を調べた上で、学校に配置してもらえ

たらと思います。また、一般人事については、事務所の担当と交渉すると思いますが小学

校教員の場合、英語等の免許も持っている方も貴重だと思うので、そんな方がいらっしゃ

ったら、ぜひ推薦してほしいと思います。 

○学校教育課長 分かりました。 

○教育長 講師や他の郡市からの転入も含めて、情報把握をお願いします。また、司書教諭

等の免許も書き忘れている方もいらっしゃるので、資格等については、しっかりと書き込



 

 

2 

 

んでほしいと思います。 

  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２ 議案第２７号「平成３１年度田川市立小・

中学校県費負担教職員人事異動方針について」は、原案のとおり可決いたします。 

  次に移ります。日程第３ 事務報告「新中学校創設基本計画（案）に係る住民アンケー

トの結果について」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３ 新中学校再編推進室に係ります「新中学校創設基本計画（案）に係

る住民アンケートの結果について」、ご報告いたします。まず、１ページをご覧ください。

「１ 調査の主旨」、「２ 調査期間」につきましては、記載のとおりであり、説明につき

ましては割愛させていただきます。「３ 調査対象」です。今回のアンケート調査は、一

般住民を対象にしたアンケートと、小中学校及び未就学児の保護者を対象としたアンケー

トに分けて実施しました。「⑴ 一般住民用アンケート」については、配布数２，０００

枚に対し回収数６５０枚、回収率は３２．５０％であり、平成２６年実施の前回アンケー

トと比べ１２．３７ポイントの増となっております。２ページをご覧ください。次に、「⑵ 

保護者用アンケート」ですが、「小・中学校の保護者」については、配布数２，４６５枚

に対し回収数１，７７５枚、回収率は７２．０１％であり、こちらも前回に比べ２９．８９

ポイントの増となっております。また、「未就学児の保護者」については、配布数 

１，０８５枚に対し、回収数３６０枚、回収率は３３．１８％であり、前回に比べ 

１１．５３ポイントの増であります。これらのことから、今回のアンケートについては、

市民及び保護者の関心が非常に高いものとなったことが伺えます。続きまして、アンケー

ト調査結果については、報告書でご報告いたします。まず、別冊の調査報告書の「一般住

民用アンケート」をご覧ください。１ページをご覧ください。内容につきましては、重複

するため説明を割愛させていただきます。２ページをご覧ください。「４ 調査結果」です。

まず、問１は、回答者の居住する小学校区に対する設問の回答を円グラフにまとめたもの

です。無作為抽出で対象者を選んでおり、一部順番が前後するものの、回答者の割合は配

布時の割合と、ほぼ等しい結果となっております。続きまして下段の、問２ は、年齢に

関する設問の回答を円グラフにまとめたものです。続きまして、３ページをご覧ください。

問３は、中学生以下の子どもがいるかという設問であり、複数回答可としたため、回答数

が回答者数を上回っております。回答結果は以下のグラフのとおりであります。続きまし

て、下段の問４は、中学校を２校にすることについての認知度に関する回答結果でござい



 

 

3 

 

ます。「よく知っている」、「だいたい知っている」、「聞いたことはある」の割合が全体の約

８割を占めており、中学校再編について、一定の周知がなされていることが分かります。

４ページをご覧ください。問４の中学校再編に対する認知度を小学校区別に集計した結果

であります。グラフのとおり、全校区で一定の周知がなされていることが分かります。５

ページをご覧ください。問５は、地域との関係性において、特に力を入れてほしいものを

２つまで選択する設問に対する結果でございます。「災害発生時の避難所など、教育施設以

外の公共施設としての機能強化」を望んだ意見が過半数近く（４４％）占めております。

次いで、「地域と学校が連携して行う、行事やボランティア活動の維持」を望む意見が約３

割（３３％）を占めております。６ページをご覧ください。問６は、新中学校の創設に当

たり、ハード面、ソフト面について、特に力を入れてほしいと思うもの３つ選択する設問

のうち、ハード面に関する回答結果でございます。「通学路の安全確保や、スクールバスな

ど通学手段の確保」を選んだ人が約８割（７９％）、次いで「冷暖房の設置」が約６割（６０

％）であり、この２点を選んだ方が多いことが分かります。続きまして、７ページをご覧

ください。問６のソフト面に関する回答結果でございます。「一人ひとりの子どもに合った、

きめ細やかな対応」や「先生の指導力向上」を選んだ人がそれぞれ約半数です。次いで、

「学力向上に向けた取り組み」が約４割（４２％）と、学習面、学力面への関心が高いこ

とが分かります。８ページをご覧ください。問７は、基本計画（案）では、市内７中学校

を全て廃止し、現在の伊田中学校と後藤寺中学校の敷地に新たに２校の中学校を創設する

ことにしています。伊田中学校と後藤寺中学校の敷地に新たに２校の中学校を創設するこ

とに賛成か反対かを問う設問に対する回答結果です。表のとおり「賛成」、「反対」、「どち

らでもない」は同程度でありますが、最も多かった回答は「賛成」であります。次いで「ど

ちらでもない」、「反対」の順になっております。９ページをご覧ください。問８は、問７

で「賛成」を選んだ方に、賛成理由を２つまで選択する設問に対する回答結果でございま

す。賛成理由として、「学校位置にかかわらず、教育環境を良くする方が望ましいため」

が約半数（４６％）と最も多くなっており、次いで、「中学校数が減ることで、学校の維持

管理費などの経費が抑えられるため」と続いております。１０ページをご覧ください。問

９は、逆に問７で「反対」を選んだ方に、反対理由を２つまで選択する設問に対する回答

結果です。反対理由として、「通学路の安全確保がむずかしいのではないかと思うため」、

また「家から遠くなり、通学にかかる負担が大きくなるため」と、通学に関することを理

由に選んだ方が約６割（５８％）を占めております。続きまして、別冊の調査報告書の「保

護者用アンケート」をご覧ください。こちらも１ページ及び２ページにつきましては、重
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複するため、説明を割愛させていただきます。３ページをご覧ください。「４ 調査結果」

です。まず、問１は、回答者の居住する小学校区に対する設問の回答を円グラフにまとめ

たものです。こちらも回答者の割合は配布時の割合と、ほぼ等しいものとなっています。

続きまして、問２は、年齢に関する設問の回答を円グラフにまとめたものです。保護者で

ありますので、３０代から４０代が全体の約８割（８６．８％）を占めている結果となっ

ております。４ページをご覧ください。問３は、中学生以下の子どもがいるかという設問

であり、複数回答可としているため、回答数が回答者数を上回っております。「小学生の子

がいる」、「小学校入学前の子がいる」が多く、今後、中学校に進学することになる子の保

護者の回答が多くなっていることが分かります。続きまして、問４は、中学校を２校にす

ることについての認知度に関する回答結果です。こちらにつきましても「よく知っている」、

「だいたい知っている」、「聞いたことはある」の割合が全体の約９割を占めており、中学

校再編について、一般の市民以上に一定の周知がなされていることが分かります。５ペー

ジをご覧ください。問５は、中学校を２校にすると、１校あたりの子どもの数、クラス数

が増え、そのことに関して「期待すること」、「不安に感じること」について２つまで選択

する設問に対する結果です。この設問につきましては、保護者のみに行っております。ま

ず、「期待すること」につきましては、「子ども達がたくさんの友達と出会い、切磋琢磨す

る機会が増える」が約半数と最も多く、次いで「部活動の数や部員が増えることにより、

部活動が活発化する」が約４割、「同じ教科の先生が増えることで、子ども達が自分の理解

度に合った学習形態が選択できる」が約３割となっております。６ページをご覧ください。

逆に「不安に感じること」については、「何か問題があった時に、先生が気づきにくいので

はないかと思う」が約６割と最も多く、ついで「一人ひとりの子どもに合った、きめ細や

かな対応ができなくなるのではないかと思う」が約半数、「大人数になると、子ども達の人

間関係などに混乱を招くのではないかと思う」が約４割となっております。７ページをご

覧ください。問６は、クラス数が増えることについて、期待と不安のどちらが大きいかと

いう設問に対する回答結果です。こちらも、保護者のみに行ったものです。「どちらかとい

えば不安である」、「不安である」が約６割を占め、不安に感じている保護者が多いことが

分かります。続きまして、８ページをご覧ください。問７は、地域との関係性において、

特に力を入れてほしいものを２つまで選択する設問に対する結果です。「運動会や文化祭な

ど学校行事へ参加しやすい環境づくり」を望んだ意見が約４割（４２％）を占めておりま

す。次いで、「今の学校の特色を、新しい中学校に生かせるような学校行事づくり」、「災害

発生時の避難所など、教育施設以外の公共施設としての機能強化を望む意見が約２割（２６
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％）を占めております。９ページをご覧ください。問８は、新中学校の創設に当たり、ハ

ード面、ソフト面について、特に力を入れてほしいと思うものを３つ選択する設問のうち、

ハード面に関する回答結果でございます。「通学路の安全確保や、スクールバスなど通学手

段の確保」を選んだ人が約８割（８１％）、次いで「冷暖房の設置」が約６割（６５％）

であり、一般の住民と同様にこの２点を選んだ方が多いことが分かります。 

１０ページをご覧ください。問８のソフト面に関する回答結果でございます。こちらも「一

人ひとりの子どもに合った、きめ細やかな対応」を選んだ人が約６割（６３％）を占め、

次いで、「学力向上に向けた取り組み」、「先生の指導力向上」を選んだ人がそれぞれ約４割

（４２％）と、学習面、学力面への関心が高いことが分かります。１１ページをご覧くだ

さい。問９は、伊田中学校と後藤寺中学校の敷地に新たに２校の中学校を創設することに

賛成か反対かを問う設問に対する回答結果です。一般の市民と同様に「賛成である」、「反

対である」、「どちらでもない」は同程度でありますが、保護者においても、最も多かった

回答は「賛成」であります。ついで「どちらでもない」、「反対」の順になっております。

１２ページをご覧ください。問１０は、問９で「賛成」を選んだ方に、賛成理由を２つま

で選択する設問に対する回答結果です。賛成理由として、やはり、「学校位置にかかわら

ず、教育環境を良くする方が望ましいため」が約半数（４９％）と最も多く、次いで、「２

校周辺は比較的人の目が多く、子ども達が通学中の犯罪に巻き込まれる可能性が低いため」

が約３割と通学の安全に重点が置かれた結果となっております。１３ページをご覧くださ

い。問１１は、逆に問９で「反対」を選んだ方に、反対理由を２つまで選択する設問に対

する回答結果です。反対理由としましては、「家から遠くなり、通学にかかる負担が大きく

なるため」、また「通学路の安全確保がむずかしいのではないかと思うため」と、こちらも

通学に関することを理由に選んだ方が約６割（５６％）となっています。また「その他」

の意見が１９２件と多くありますが、その主な意見は、「２校に絞らず、３校という意見は

できないのか」、「人数が増え過ぎて、いじめなどの問題が出たときに対処できなくなりそ

う」、「多くの教員、多くの生徒では、一人ひとりに目が届くのか心配だ」、「生徒数が大幅

に増えることにより、生徒間のトラブルの時など、すぐに対応できないと思うため」、「子

ども達の人間関係が心配だ」など、生徒が増えることによる人間関係やトラブルに関する

意見が多くありました。先程の本編の事務報告資料をお願いします。今回のアンケートに

おいて、特にみなさんの注目が高い部分について、詳細にまとめております。３ページを

ご覧ください。一般住民用アンケートの調査結果から、問７の現在の伊田中学校と後藤寺

中学校の敷地に新たに２校の中学校を創設することに賛成か反対かを問う設問について、
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集計結果を再掲しております。下段に、「問７の回答を小学校区ごとに集計した結果」の割

合をグラフ化しております。棒グラフの赤色が「賛成」、緑色が「どちらでもない」、青色

が「反対」、灰色が「未回答等」で表示しており、小学校区を囲む色が、赤色が「賛成が多

い校区」、青色が「反対が多い校区」、緑色が「賛成、反対が同率の校区」としております。

４ページをご覧ください。上段に、賛成が多い校区の賛成理由のうち、上位１位と２位を

掲載しております。ほとんどの校区で「①の学校位置にかかわらず、教育環境を良くする

ほうが望ましいため」であり、全体の約２割（２３．９％）となっております。下段は、

逆に反対が多い校区の反対理由のうち、上位１位と２位を掲載しております。「①家から遠

くなり、通学にかかる負担が大きくなるため」、「②通学路の安全確保がむずかしいのでは

ないかと思うため」など、通学に関する理由が全体の約７割を占めております。５ページ

をご覧ください。保護者用アンケートの調査結果についても、「問９ 現在の伊田中学校と

後藤寺中学校の敷地に新たに２校の中学校を創設することに賛成か反対かを問う設問」に

ついて、集計結果を再掲しております。下段の小学校区ごとの集計結果の表示方法につい

ては、一般住民用と同様であります。６ページをご覧ください。上段に、賛成が多い校区

の賛成理由のうち、上位１位と２位を掲載しております。ほとんどが「①学校位置にかか

わらず、教育環境を良くするほうが望ましいため」であり、全体の約２割（２６．４％）

となっております。次いで、「②２校周辺は比較的人の目が多く、子ども達が通学中の犯罪

に巻き込まれる可能性が低いため」、「③雨天時の通学や、車を持たない家庭でも通いやす

いよう、公共交通機関の利便性が良い」など通学面の安全性や利便性を理由とする意見が

合わせて約３割であります。下段は、逆に反対が多い校区の反対理由のうち、上位１位と

２位を掲載しております。「①家から遠くなり、通学にかかる負担が大きくなるため」「②

通学路の安全確保がむずかしいのではないかと思うため」など、通学に関する理由が全体

の約６割を占めており、特に通学距離が比較的遠くなる校区の保護者の反対が多いことが

分かります。７ページをご覧ください。今回のアンケート結果についてのまとめでありま

す。今回のアンケートについては、最も核となる「現在の伊田中学校と後藤寺中学校の敷

地に新たに２校の中学校を創設することに賛成か反対か。」の設問に対し、一般住民、保護

者ともに「賛成」との回答が最も多かったものの、一方で、「反対」「どちらでもない」と

の回答も一定程度ございます。その反対理由として一般住民、保護者ともに「通学にかか

る負担が大きくなる」、「通学路の安全確保が困難」との回答が大部分を占めております。

従いまして、これら通学に関する問題の解決を図ることが、保護者等の新中学校創設に関

する理解の促進につながることとなります。また、今回の新中学校再編に係る計画につい
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て「聞いたことがある」「知らない」との回答も多く見られたことから、今後の新中学校再

編に向けた取り組みについて、その周知の方法を見直したいと考えております。「⑴ 生徒

の通学方法について」です。再編により通学距離が一定以上伸びる生徒について、通学に

係る通学支援が必要であり、その方策として、「① スクールバスの運行」「② 公共交通

機関の通学を認め、定期代等の運賃相当額の補助」「③ 自転車の通学を認め、ヘルメット

を支給」を実施したいと考えます。なお、これらの具体的方策については、生徒の利便性

や利用条件の設定、経費等の課題が多く存在することから、先進事例や今後、設置するこ

とになる「開校準備協議会（仮称）」の意見を聞きながら検討していくこととしております。

「⑵ 通学路の安全確保について」です。通学路の安全確保については、開校までに一定

の整備を実施することを検討しています。現在、通学路に指定されると思われる市道につ

いては、推進室と市道を所管する土木課において、現地確認を実施したところであります。

今後は計画的に、歩道の設置やカラー舗装を実施するなど安全確保に努めていくこととし

ております。なお、国道及び県道については、新中学校創設基本計画の策定後、教育委員

会と市長部局が連携しながら、国道３２２号線を含む新中学校周辺道路について、関係機

関等に整備依頼をしたいと考えております。また、防犯灯の設置については、所管する安

全安心まちづくり課と連携しながら整備を図っていきたいと考えております。最後に繰り

返しになりますが、これまでの説明のとおり、通学に関する問題の解決を図ることで、今

回のアンケートの「反対理由」の主なものは解消できるのではないかと考えております。

今後、保護者や市民に説明できるよう具体的な整備案を早急に検討したいと考えておりま

す。さらに、基本計画（案）に対する賛否においては、同程度ではありますが、最も多か

ったのは、何度も申しましたように、保護者、一般住民ともに「賛成」であります。以上

のことから、推進室としましては、今後、平成３４年４月の新中学校の開校を目指し、適

切な時期に基本計画を策定するため、検討過程につきまして、随時、教育委員会で報告さ

せていただきたいと考えております。以上で、説明を終わります。 

○教育長 今の推進室の住民アンケートの結果についての説明に関して、何か、ご質問、ご

意見ございませんか。 

○毛利委員 アンケートの結果について、１番多いのは、通学に関する問題点だと思います

ので今後は、通学方法について具体的な方策を示した説明会を開いていただきたいと思っ

ています。 

○推進室長 おっしゃられるとおり、特に次回説明会を開催させていただく際には、より具

体的な説明ができるようにしなければ市民、保護者共に納得いただけないものと思ってお
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りますので、できるだけ具体策を検討した上で、ご提示できるようにしたいと思っており

ます。その前には、教育委員会の方でご報告させていただきたいと思っております。 

○教育長 他にないようですので、次に移ります。日程第４ 事務報告「筑豊炭田遺跡群 三

井田川鉱業伊田坑跡の国史跡指定について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 

○文化生涯学習課企画官 日程第４ 事務報告「筑豊炭田遺跡群 三井田川鉱業所伊田坑跡

の国史跡指定について」ご説明いたします。１ページをお願いいたします。１ 国史跡指

定についてです。⑴ 指定等の対象の名称は、本市の三井田川鉱業所伊田坑跡を含む主体

３遺跡で構成されます「筑豊炭田遺跡群」です。⑵ 文化財の種別は、「国指定史跡」で

す。⑶ 指定年月日は、「平成３０年１０月１５日」、⑷ 指定等の対象の所在地は、「福

岡県田川市大字伊田２７１３番４外３４筆」であります。⑸ 指定等の対象地域の面積は、

３４，１１１．５４㎡で田川市の市有地になっております。⑺ 史跡の評価ですが、「筑

豊炭田遺跡群は、我が国を代表する炭田である筑豊炭田の主要な遺跡から構成される遺跡

群であり、石炭業を採炭、運搬、労働環境などの多岐の面より理解する上で重要である。

よって、史跡に指定し保護を図ろうとするものである。」とされております。２ページを

お願いいたします。２ 国史跡指定にともなう対応です。⑴ 土地利用の制限ですが、「史

跡の保存に影響を及ぼす可能性がある場合は、内容の大小関わらず、文化財保護法の規定

により、全ての行為について現状変更の申請及び許可が必要である。」とされております。

⑵ 現状変更の許可権限として、「原則、文化庁長官の許可ではあるが、軽微な現状変更

については、市教委の許可範囲とする。」となっており、参考として線で囲んで示してあ

るような変更につきましては、田川市の教育委員会の許可範囲となっております。詳細な

現状変更の取決めにつきましては、平成３１年度に策定予定にしております、史跡保存活

用計画によって定めていきます。３ 史跡保存活用計画です。⑴ 策定の目的と効果です。

３ページをお願いいたします。保存活用計画を策定することによって、現状変更の基準等

の必要な諸手続をはじめ、保存活用のために必要な事が、地域・行政等にも目に見える形

となりまして、文化財の保存管理の的確性を向上させることになります。あわせて保存活

用計画の策定によって、国からの補助金等の支援強化が期待できるようになります。次に、

⑵ 計画策定の必要性です。これまでは保存活用計画の策定が推奨されるのみでしたが、

来年の４月１日に施行される文化財保護法の改正によって、史跡の保存活用にかかるマス

タープランとして計画の策定が求められております。また、田川市の史跡は、すでに都市

公園としての利用頻度が高いため、この計画によって、史跡としての取扱を早急に具体的

かつ可視化させる必要があります。⑶ 保存活用計画の主な内容は、記載のとおりです。
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⑷ 筑豊炭田遺跡群の保存活用計画の策定方法です。史跡が３市に散在していますので、

平成３０年度は基本理念や歴史的背景などの共通部分の素案を共同で作成し、平成３１年

度に外部有識者等で構成される策定委員会を立ち上げまして、個別を含めた全体の計画を

策定する予定としております。４ 国の支援です。⑴ 特別交付税が年に１０２万円措置

されます。⑵ 史跡の保存活用事業に国庫補助事業の５０％を活用できます。４ページを

お願いします。５ 今後の主な取組みです。まず、⑴ 田川市石炭・歴史博物館では、「ア 

博物館常設展示に国指定史跡を紹介するコーナーを設置」します。次に「イ 博物館に国

史跡指定を記念した横断幕及びのぼりを設置」しました。「ウ 解説シート（一般・子ど

も向け）の作成や石炭記念公園ツアーを実施する予定」にしております。⑵ 筑豊炭田遺

跡群リレー講座を開催します。筑豊炭田遺跡群の価値を探り理解を深める市民向けの講座

で、１２月１５日土曜日の田川市をはじめに、飯塚市、直方市という順に関係３市によっ

て、連続実施いたします。なお、５ページには、別紙１としまして、「三井田川鉱業所伊

田坑跡地の史跡指定範囲図」を、また６ページには、別紙２としまして、「史跡地内での

現状変更行為に関する手続きの流れ」を添付しております。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５ 諸般の報告「１２月行事予定について」

を議題とします。事務局に説明を求めます。 

（各課長が教育長及び各課の予定を説明） 

  次に移ります。「１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、１月定例会の日程案につきましては、次回１月１１日、金曜日

でいかがでしょうか。 

○教育長 よろしいでしょうか。ご異議ないようですので、１月定例会は、１月１１日、金

曜日、１４時３０分に決定いたします。 

  他に、ご質問、ご意見ございませんか。 

○柴田委員 先日の１２月１日に、子どもを連れて１２月２日まで開催されていた展示に行

かせていただきました。２階の山本作兵衛さんの展示室に子どもが昔のおもちゃで遊ぶ体

験コーナーがあったんですけど、全然遊べるスペースがありませんでした。土曜日だった

ので来館者も多かったため、子どもがだるま落としで遊ぼうとすると、横に人がいたりヨ

ーヨーをすると横にある作品に当たってしまったりしたので、もう少しスペースがあった

らもっと遊べるかなと思います。良い展示をしているので、例えば、土日は子どもの料金

は無料にしていることや、展示の内容をもっとお知らせしてもいいのかなと思います。確
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かに、学校からのお便りはいただいていましたので、その他の方にももっと関心を持って

いただけたらと思います。昔のお手伝いでお風呂掃除等があって子どもが「ボタン１つじ

ゃないんだね」と言って色々体験することができたので、もっと周知をよろしくお願いし

ます。 

○文化生涯学習課企画官 大変ありがとうございました。今、柴田委員がおっしゃられたこ

とを参考にしながら、今後、体験コーナー等をどんどん実施していきたいと思いますので、

今のご意見を活かしていきたいと思います。ありがとうございました。 

○教育長 他に、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３０年第１３回田川市教育委員会１２月定

例会を閉会いたします。 

（１４時２３分閉会） 

 


