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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１２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日程第１日程第１日程第１「平成２７年第「平成２７年第「平成２７年第「平成２７年第１１１１１１１１回田川市回田川市回田川市回田川市教教教教育委員会育委員会育委員会育委員会１１１１１１１１月定例会会議録の月定例会会議録の月定例会会議録の月定例会会議録の

承認について承認について承認について承認について」」」」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、ご質疑ありませんか。    

 ご質疑がないようですので、日程第１「平成２７年第１１回田川市教育委員会１

１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。日程第日程第日程第日程第２２２２    議案第４０号「平成２８年度田川市立小・中学校県費議案第４０号「平成２８年度田川市立小・中学校県費議案第４０号「平成２８年度田川市立小・中学校県費議案第４０号「平成２８年度田川市立小・中学校県費

負担教職員人事異動負担教職員人事異動負担教職員人事異動負担教職員人事異動方針について」方針について」方針について」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○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 日程第２ 議案第４０号「平成２８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」ご説明いたします。本案は平成２８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ございま

す。１ページをお願いします。読み上げて説明に代えさせていただきます。平成２

８年度田川市立小・中学校県費負担教職員の人事異動方針、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、児童生徒数の減少や変化の激しい時代の

中で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

展を期するため、次の方針によって行う。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（中・

高一貫教育校を含む。）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、若い人材及び女性の推

薦を積極的に図る。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。でございますが、昨年度の方針と変更したところが１点だけございます。それ

は５の若い人材及びの後でございます。県の方針も同じくなっておりまして女性の

推薦という文言を付け加えております。２ページをお願いします。人事異動方針取

扱要領でございます。１から読み上げさせていただきます。１ 教職員組織の充実適
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正化について、1）学校のかかえる課題及び特質等を十分に勘案する。2）教職員組

織の均衡を失しないよう資格、性別、年齢等を勘案する。3）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。4）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。5）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。6）小・中学校間や県立高等学校（高等学校・

特別支援教育諸学校・中高一貫教育校）との人事交流（研修も含む）を図る。7）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、1）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。2）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。3）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。4）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。5)異動希望のあ

る教職員については、本市教職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。３ 昇任及び新規採用者の配置に

ついて、1）校長・教頭 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のとする。その際、若い人

材及び女性の推薦を図る。2）新規採用者 市内の状況に鑑み適正に配置を行う。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行う。以上でございます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご質問、ご意見ありませんか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 質問というよりお願いになるのですが、田川市郡の人事異動について、

郡と交流するということは大賛成です。市だけではなく郡に行って、そして、そこ

でいろいろと勉強をして、また戻ってきてもらうというのは大事なことだろうと思

います。そのためにどうするかというと、やはり勉強してきてもらいたいという人

を出してほしいと思います。１年で戻されてしまったとか、そういうことのないよ

うに勉強してきてほしい人に行ってもらいたいという気持ちがあります。それと、
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もう１つは田川市から市外に何人か出ていっています。ずいぶん長い人もいます。

特に、他の教育委員会に行った人にはぜひ帰ってきていただきたい。他の教育委員

会にいること自体がおかしいことなのだから、帰って来てもらうようにしていただ

きたいと思います。また、田川郡にも行っている方もいます。勉強しているだろう

から戻ってきていただいて、その力を発揮してほしいと思います。ぜひ、そこのと

ころはお願いします。 

○学校教育長○学校教育長○学校教育長○学校教育長 広域人事につきましては、これは本当に教育委員会同士の信頼関係だ

と思います。ですから、決して田川市から出すという発想は持っておりません。委

員さんに言われたように行って活躍していただける人材を対象としたいと思います

し、もちろん田川市で受け入れる先生方についてもそういう方、そこは個別のやり

取りになろうかと思いますので積極的に交流を図りますが、先程申しましたように

お互い活躍できる人材の確保に努めてまいりたいと思います。教育委員会事務局に

いる職員についてはできるだけ帰っていただくように努めますが、これは例えば県

でありましたら県の方針等ございますので、そこのところはじっくりとご相談をさ

せていただきながら、できるだけ田川市に戻って来ていただきたいという気持ちは

私も十分持っておりますので、交渉にあたってまいりたいと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 よろしくお願いします。それと、先日、教育事務所の指導主事と社会教

育主事と話をしたのですが、その両方合わせても田川市は２人しかいないんですよ

ね。それに比べて田川郡は８人ですか、社会教育主事を合わせると１０人近くの人

数がいるんですよね。それからいうと、田川市はやっぱり出ていないなあと、郡の

方がたくさん出しているなあという気持ちがあります。そういうところも充分考え

てほしいという気持ちがあります。よろしくお願いします。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 もちろん、そこは問題意識を持っておりまして、教育事務所とも不

均衡について、田川市ももうちょっと教育事務所で活躍させてほしいというお願い

は続けておりますので、今年度は少しでも改善できるように努力してまいりたいと

思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 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 何回も言うようですが、私は本当に長くここにおりまして４人の教育長

さんとご一緒させていただいたのですけれども、この人事に関しましてもやはり教

育長さんのお考えというか、そういうものが微妙に反映する場合があったような気
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がします。この方針自体はずっと変わらないのですけれども、出ていかれる方、指

導主事になられる方、また、学校教育課長になられる方が本当にお力を発揮してい

ただける方だったのかどうかということを考えさせられることもございました。ま

た、厳正かつ公正に行うと書かれておりますけれども、教育委員がこの人事はおか

しいですよと一生懸命に申し上げて、お昼から日が暮れるまで説得をして、そのと

きはわかりましたということでご納得いただいた後に、広域の人事が終わったころ

になって、やはりこうしてしまいましたというような感じにされることもありまし

て、それは本当に厳正な人事だったのかということもございましたので、吉栁教育

長には良いパターンの教育長の人事として指導力に優れた方々に指導主事になって

いただき、また、学校教育課長として優れた手腕を発揮していただける方に力を発

揮していただき、また、教育事務所にどんどん勉強に行っていただけるよう価値の

ある方にどんどん伸びていただいて、田川市を牽引していただけるような立派な先

生方になっていただけるようにしていただきたいと思います。学校の先生方の中に

も派閥のようなものがあると思うのですけれども、そういったものではなくて、優

秀な方が伸びるように、それが田川市の教育のためになるでしょうから、その点に

ついては過去を踏まえまして実感しているところでございます。ちなみに、前教育

長には今の指導主事の体制を作っていただきまして大変感謝をしております。この

ような画期的な飛躍的な人事を田川市のために厳正かつ公正にお考えいただきます

ようお願いします。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 毛利委員も言われましたが、自分も他郡市で鍛えてもらいました。正直言

って、もし行ってなかったら今の自分はもっと視野が狭かっただろうなと思います。

そういった市郡交流も力を伸ばす１つの大きな機会です。それから、教育センター

とか、附属とか、そういった研修も持っている力や視野を広げたり、伸ばしたりす

ることになりますし、神崎委員が言われたように教育事務所とか、県教委にも田川

市の現場から行っておりますが、できればなるべく若い時にそういった経験をして、

そして、また学校現場で一層力を発揮してもらえるような形を自分も取りたい。そ

して、できれば１人の人が長くそのポジションにいるのではなく、できる限り回し

て、いろいろな方が広い視野で最先端の情報をつかみながら、また、いろいろな人

と出会いをする中で力量を高められるようにと考えています。人事は初めてのこと

なのですが、自分なりに動きをしております。また、自分の構想どおりにいかない
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ことはあるかとは思いますが、やはり人事は大事なことなので毛利委員や神崎委員

が言われたように自分自身も心に持って、初めての人事に心して取り組みたいと思

っております。 

ほかに、ご意見等ありませんか。 

  ないようですので、原案どおり可決することにご異議はありませんか。 

（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４０号「平成２８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日程第３日程第３日程第３    報告第４号「平成２７年度田川市教育委員会職員の異報告第４号「平成２７年度田川市教育委員会職員の異報告第４号「平成２７年度田川市教育委員会職員の異報告第４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３ 報告第４号「平成２７年度田川市教育委員会職員の異動

について」ご報告させていただきます。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項の規定により教育委員会に報告するものでございます。次のペ

ージをお願いします。平成２７年１０月１日付で教育部文化課長兼図書館長が教育

部文化課長へ、また、平成２７年１２月１日付で教育部文化課主事が総務部税務課

主事へと異動になっております。以上です。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ご質問、ご意見ありませんか。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 役所の組織のことですので、名称が変わった理由をわかりやすく説明し

ていただけますか。 

○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長○教育総務課長 文化課におきましては、指定管理者制度が導入されたことによって

美術館、図書館という２館が指定管理者の方に移りました。そういうことで文化課

の職員の人数が削減になって、こういうふうな異動となりました。また、文化課長

においては図書館長を兼任していたのですが、図書館が離れたことによって文化課

単独の課長になったということでございます。以上です。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ほかに、ご質問等ありませんか。 

  ないようですので、日程第３ 報告第４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４日程第４日程第４日程第４    事務報告「平成２７年度全国学力事務報告「平成２７年度全国学力事務報告「平成２７年度全国学力事務報告「平成２７年度全国学力・学習・学習・学習・学習状況調査結果状況調査結果状況調査結果状況調査結果
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のホームページ掲載について」のホームページ掲載について」のホームページ掲載について」のホームページ掲載について」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４ 事務報告「平成２７年度全国学力・学習状況調査結果の

ホームページ掲載について」説明いたします。１ページをお願いします。昨年度か

らホームページで全国学力・学習状況調査の結果を公表してまいりましたが、昨年

度分は文字情報が多く内容が伝わりにくいとのご意見をいただいておりましたので、

本年度は文字情報を少なくし、グラフを掲載することで視覚的に伝わるよう工夫を

いたしました。概略でございますが、概略につきましては既に教育委員会でご報告

させていただいておりますので、グラフのポイントのみ説明させていただきます。

小学校、中学校で見ますと、中学校に改善が見られること、小学校においては国語

Ｂ、算数Ａが下降していることが特徴でございます。１０教科区分中７教科区分で

県、全国との差が縮まっているということで一定程度改善をしているとみることが

できますが、依然としてその差はあるものですから、学力実態は厳しいと言わざる

を得ないというふうに考えています。また、下の表にありますように例えば、小学

校の国語Ｂでまいりますと無答率が高いこと、それから、中学校の国語Ｂのグラフ

を見ていただくとわかるように学力高位層が少ないこと等を課題であるというふう

に考えております。２ページをお願いします。生活実態です。これは複数の項目で

この傾向が見られるのですが、田川市は厳しいというふうについつい見られる傾向

がございます。データを見てみますと、例えば、月曜日から金曜日、平日に１日あ

たりどれくらいの勉強をしますかということに関して言いますと、３時間以上勉強

している子どもの割合が全国、福岡県にくらべて多い。しかし、反面、右側の全く

しない子もやはり全国、福岡県にくらべて多い。つまり、二極化の傾向というのは

本市の特徴であると受け取ることができます。厳しい面は確かにありますが、厳し

いだけではなくがんばっている子もかなりいるというのが調査結果に見えてきてい

るものです。ただし、中段にあります朝食に関しては食べていない子、特に中学校

で朝食を食べていない子が目立った傾向になりますので、ここはやはり家庭と連携

をして、しっかり朝ご飯食べさせていただけるようにお願いを続けなければいけな

いというふうに思います。それから、規範意識のところにつきましても中学生を見

ていただくとわかるのですが、学校の規則を守っているか、守っていると答えてい

る子が全国、県に比べて多い。しかし、どちらかと言えば当てはまらない、当ては

まらない子も多いということが特徴です。心配なのが小学校です。小学校は守って
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いない子の割合が多くて、あてはまると答えている子も少ない。ですから、この子

ども達が中学生になることを考えると、小学校での生徒指導の充実というのが１つ

の課題として挙げられると思います。それから、人の役に立つ人間になりたいと中

学生からしっかり思ってくれているというのは１つ大きな成果であろうと思います。

このデータとともに、教育委員会はこのような取り組みを進めていますということ

をご説明する資料、それから最後は保護者の皆様に例えば、先程の朝食の件ではあ

りませんが、こういうことをご協力いただきたい、とにかく子ども達が夢や目標を

実現できるようにみんなで支えていきましょうというふうなホームページの作りに

させていただいております。なお、このホームページにつきましては既にネット上

に公開をしております。以上でございます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長    ご質問、ご意見ありませんか。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 １ページの中学校の国語Ｂ正答数という表ですが、福岡県や全国はトッ

プが右側にいっています。ところが、田川市は真ん中がトップというのは、これは

どういうことなのか教えてください。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 中学校の国語Ｂは設問数が９問ございます。９問正解の場合は９問

のところにカウントがまいります。つまり、本市の子ども達のピークは５問正解の

ところです。そして、次第に６問正解、７問正解、８問正解、９問正解というふう

に下がってくるというのが本市の青い棒グラフで見て取れると思います。それが福

岡県、全国となりますと、８問正解がピークということが言えますので、高得点層

が少ないというのがこのグラフから見て取れることになります。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ５問までで力尽きたということですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長    ５問目で終わってしまったということではなくて、全部解いた中の

正解数が５問ということです。 

○○○○教育長教育長教育長教育長 学力高位層が少ないということです。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 そうですか、もう少しがんばってもらわないといけないですね。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 規範意識についてですが、規範意識の大切さというのはこれも昔から言

われていたことです。先生方の規範意識といいますか、学校の先生を指導する立場

におられる教育委員会もそうですけど、もう少しそういったところも考えていかな

ければならなかったのではないかと思います。子どもや家庭ももちろんですけれど

も、そういったところも田川の学力、指導力のうまくいかないところの根底にあっ
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たのではないかという気がいたします。過去にはそう思い当たることもありました

ので、そもそも家庭だけではなく、また子どもだけでもなく、先生方もひょっとし

たら社会人としての基本的なところを鍛えられないままに教員を長く続けてきた方

がおられるかもしれない。また、そこを指導できなかった管理職の方々もおられた

のではなかろうかという気がしております。そこら辺のところはクールに仕事とし

てといいますか、可愛い部下だから目をつぶって注意しないとか、そういうことで

はなくて一般の会社でなされているような規律といいますか、教育委員会も含めて

規範意識というものを社会人としてというところできちんとやっていかないと田川

市は絶対に良くなっていかないと思います。 

○学校教育課○学校教育課○学校教育課○学校教育課長長長長 今、いただきましたご意見は学校をリードする立場として自らを律

してまいりたいと思います。また、規範意識は委員さんが言われるように決して独

立したものではなくて子ども達に意図的、計画的に、例えば、活躍の場を与えるこ

とによって自尊感情を高めるだとか、やはり学力を高めることによって、やればで

きるという自信を育てるとか、そういうところが規範意識にはつながってまいりま

すから、とにかく私が持っているキーワードは好循環です。好循環を生み出すプロ

グラムをできるだけ学校にご提示をして、それを実践していただいて、好循環を生

み出すことによって子ども達の自信をつける。その結果を持って子ども達の規範意

識が高まっていく。つまりプラスの評価がたくさんできるわけですから、適正な正

しい評価をたくさんいただいたときに子どもはやっぱり伸びてまいりますので、そ

のように心がけたいと思います。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 よろしくお願いします。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 今、神崎委員が言われたように、やはり子ども達を伸ばそうと思ったら、

教職員の姿なんです。例えば、自分が校長時代は教職員にいろいろなことを提議す

るんだけど、まずはわれわれ教職員がお互いの良さを発揮するために、また、力を

合わせてがんばり合う姿で子ども達を伸ばそうといいますか、もちろん挨拶も含め

て、時間を守るということもポイントです。そして、ついでに言うならば、そうい

った学校現場等を指導していく教育委員会もそういった面でモデルとなるように課

長なり、課長補佐なりは当然で、そこは自分にとっても命綱だと思います。ただ、

もう１つ自分が常々思っているのは子どもだけを育てるということはできないとい

いますか、田川の大人が育たないと、大人が目標を持って志向性を持ってがんばり
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合う。その姿が子ども達にとって土壌が豊かになるといいますか、子ども達が育つ

ことになると思います。やはりそこは教職員も含めて言われるとおりで大人が規範

意識を持って、目標を持って、力を合わせて、この町を良くしたい。そして、子ど

も達の模範になるような生き方をしようという大人が増えていくこと抜きに田川は

良くならないと思いますので、肝に銘じていきたいと思います。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 携帯とかスマートフォンについて、ここにも書いていただいてありがた

いと思うのですが、携帯やスマートフォンは禁止と言ってももう通らないというよ

うな時代になってきています。それで、教育委員会と言うよりもＰＴＡと話し合い

をしてもらってこの問題についてどうするのか。もうしているのかもわかりません

が、例えば、夜はある時間から以上は親が預かるというようにするとか、そういう

話し合いをしていった方がいいのではないか。携帯はそうでなくてもスマートフォ

ンというのは持っていなかったら気になるとか、食事中でも手元に置いているとか、

それから、返信しないと仲間外れにされるとか、そんなことがあるようです。また、

会ったこともないような全然関係ない人とメールをすることによって変な方向に進

んでしまったとか、そういうこともスマートフォンではよく聞きますから、そこに

ついては十分連携を取る必要があるのではないかと思います。 

○○○○学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課長長長長 ありがとうございます。既にＰＴＡとは連携をさせていただいてお

りまして、本年度の初めにＰＴＡ連合会の方からスマートフォンの使い方について

のルールについてお出しいただきました。１０時以降は使わないようにしましょう、

もちろん拘束力はございませんが、そういう目安を示しています。学校から聞く話

によると、すべてがそれでストップがかかるわけではないのだけれども、例えば、

先程のすぐに返信しなければならないというようなことに関しては、「１０時以降だ

ったから」というようなことが言えるようになったことは助かった。決まりで１０

時以降は使わないということにしていたので返せなかったんだよというようなこと

を言えるようになったということで一定程度の抑止効果はあったというふうに伺っ

てはおります。 

○毛利委員○毛利委員○毛利委員○毛利委員 ありがとうございます。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 教育委員会の主な取り組みの中の校種間の一層の連携と就学前教育の充

実というところがありますけれども、就学前教育というのは具体的にどういうこと

ですか。 



 

 １０ 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 子ども達が小学校に上がってくる際にはいろいろな幼稚園、保育所

等から入学してまいります。そこと連携をさせていただいて、この子の特徴はこう

ですよとか、育ちはこうですよとか、そういうことを打合せさせていただいて、学

校教育ではどういうフォローができるか、どういう指導をしなければならないかと

いうことが考えられるということで、小学校に入ってきてからがスタートではなく

て、その前から子どもの育ちを共有していきましょうという考え方でございます。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 子どもの状況を知るということですか。 

○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長○学校教育課長 家庭も含めてです。 

○星野委員○星野委員○星野委員○星野委員 わかりました。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 これはもうネット上にアップしているということですけれども、もし、

この次あるいはこれに似たようなものを発表するときにはお願いしたいのですが、

教育委員会の主な取り組みというところです。これは今までに比べたら本当に充実

しているのですけれども、一般の方が見たら具体的にイメージが湧くかなとなると、

ある程度内容をフォローしている方じゃないと全部のことは把握しにくいと思いま

す。その前段にあたって教育委員会も今までの考え方をすっかり変えて、子ども達

のために取り組んでいますというようなそういった気持ちを、今までとは違います

よというところを表現していただくとより身近に感じられると思います。変わって

きているんだなと感じていただけると、私達も協力しないといけないというように

保護者の方も共感できると思いますので、もし、そういう表現ができるのでしたら、

本当にやっていることですから、この次からは皆さんにそこのところを訴えていた

だきたいと思います。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ほかに、ご意見等ありませんか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第５日程第５日程第５日程第５    事務報告「事務報告「事務報告「事務報告「田川市石炭・歴史博物田川市石炭・歴史博物田川市石炭・歴史博物田川市石炭・歴史博物

館における科学研究費助成事業研究実施規程館における科学研究費助成事業研究実施規程館における科学研究費助成事業研究実施規程館における科学研究費助成事業研究実施規程の制定についての制定についての制定についての制定について」」」」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５「田川市石炭・歴史博物館における科学研究費助成事業研究実

施規程の制定について」ご説明申し上げます。１ページをご覧ください。まずは概

要です。平成２３年５月にユネスコ世界記憶遺産に登録された「山本作兵衛コレク

ション」については、九州国立博物館内において保存・修復作業を実施し、平成２

７年３月３１日をもってこれが完了しております。しかしながら、当該コレクショ
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ンの多くは酸性紙と推測される近代の紙を使用していることから、その保存方法に

ついて多くの課題を抱えており、本市においては、その保存方法について大学等と

連携し、調査・研究を実施することとしております。この調査・研究に係る経費に

つきましては、日本学術振興会の科学研究費助成事業を取得したいと考えておりま

して、科研費を申請するにあたり必要となります「田川市石炭・歴史博物館におけ

る科学研究費助成事業の研究実施規程」をこの度、制定するものであります。名称

はお話しましたとおり「田川市石炭・歴史博物館における科学研究費助成事業研究

実施規程」でございます。規程案を２ページから４ページに記載しております。主

なもののみ読み上げる形でご説明申し上げます。まず、第１条の目的であります。

この訓令は、文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会の科学研究費助成事業に

基づく科学研究費補助金及び学術研究助成金を受けて田川市石炭・歴史博物館の研

究者が行う研究について、その取扱いの方針を定め、もって研究成果をあげるとと

もに研究成果の普及を図ることを目的といたしております。第２条に組織を規定し

ております。第１項ですが、博物館に、科研費の運営及び管理を統括し、最終責任

を負う者に田川市石炭・歴史博物館の館長をもって充てる、としております。また、

第２項に最高管理責任者を補佐し、科研費の運営及び管理について実質的な責任及

び権限を持つ管理責任者を置き、世界記憶遺産推進室長をもって充てる、としてお

ります。なお、この管理責任者につきましてはコンプライアンス推進責任者という

ことでございます。また、第３項に研究倫理教育責任者を置き、同じく世界記憶遺

産推進室長をもって充てる、というふうにしております。また、第３条では研究者

を規定してございます。科研費による研究を行う者は、副館長及び学芸員とする、

といたしております。これによりまして、副館長に就任していただいております清

水先生、附属研究所の所長を兼ねておりますが、この方と二人の学芸員が研究者と

して位置づけられるということでございます。３ページをご覧ください。第５条で

は研究の実施について規定してございます。研究者は、科研費による研究を行う場

合は、博物館の活動として実施するものとする、としております。研究者個人によ

る研究ではなく、あくまでも博物館の公的な活動ということでございます。また、

第８条では内部監査の体制及び方法について規定してございます。研究費の適正な

管理のため「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」を踏まえ、

内部監査を行う、としております。第２項には、館長は、前項の内部監査を行う者
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として、世界記憶遺産推進室長を指名する、としております。４ページをご覧くだ

さい。第１１条は庶務を規定してございます。科研費による研究に関する庶務は、

世界記憶遺産推進室において処理する、としております。以上のような形で規定文

を整備しているものでございます。この規程につきましては、ご了解いただいた後、

速やかに告示行為を行いたい、制定行為を行いたいというふうに考えております。

なお、この日本学術振興会の科学研究費助成事業の概要を１ページの下に※１で記

載しております。科学研究費助成事業とは、文部科学省およびその外郭団体である

独立行政法人日本学術振興会の事業であります。人文・社会科学から自然科学まで

全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」を格段に発展させ

ることを目的とする「競争的研究資金」であり、ピア・レビューとよばれる査読に

よる審査を経て、独創的・先駆的な研究に対する助成を行うもので、一般に科研費

と略称されております。以上です。 

○教育○教育○教育○教育長長長長 ご質問、ご意見ありませんか。 

○○○○毛利委員毛利委員毛利委員毛利委員 概要の中に九州国立博物館内において保存・修復作業を終了したと書い

ていますが、修復作業というのはどういう形なのでしょうか。それと、いつまで保

存は可能なのかとか、今までとどう違うのかとか、そういうことはわかるのですか。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 今回、世界記憶遺産に登録されております構成資料の数が６９７点ござ

いますが、そのうち６２７点を田川市が所蔵しております。その６２７点の１点、

１点につきまして、状態調査並びに所要の修復作業を行ったということでございま

す。そのうち絵がほとんどで５８５点ございますが、破損とか、劣化とか、そうい

ったところはほとんど見られませんでした。ただ、その一方で日記ですが、山本作

兵衛さんがつけられた日記につきましては、非常に劣化が進んで破損等があったと

いうことでございました。いずれにいたしましても、そういった破損が認められる

ものにつきましては和紙をあてたり、そういった修復作業を行っているというもの

でございます。終了した、とここに書いておりますが、実際にはその日記というの

は、すでに劣化が始まっておりますので、今回脱酸性処理等は行うことができませ

んでした。それはなぜかといいますと、今酸性化しておりますので脱酸性処理をし

て中和させたいのですが、脱酸性処理を行うことによって、もしかすると、悪影響

を原資料に及ぼす可能性があるということで今回専門の先生方に脱酸性処理は見送

った方がいいのではないか。そして、安全に脱酸性処理ができる方法、できるかど
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うかということを研究すべきではないか。そういうことから、こういう研究を関係

大学と連携して始めましょうということで、その財源となる科学研究費を取得すべ

く、今回のこの規程の制定に至ったということです。主には日記、そして、近い将

来始まるであろう絵の劣化が始まったときに、どのように永年保存すべきかという

ような手法についても、今後研究していきたいというように考えております。また、

どれくらい保存できるのかというご質問についてですが、国内の保存科学の専門家

のどの先生にお伺いしても明確な答えをいただくことができません。といいますの

が、これはすべて近代の紙ですので、和紙と違って何百年という歴史がありません。

よって、どれくらいもつのかという実証がなされておりません。今のところ言われ

ておりますのは、今の段階ではどのように保存に努めても１００年程度ではないか

というふうに言われていますが、それも実際には実証されておりません。従いまし

て、１００年もつのか、２００年もつのか、わかりませんが、私どもとしてはこれ

を少しでも長く、原資料を今の形に留めるよう努めることが責務としてあると思い

ますので、そういった研究につきましても今後、積極的にとり行っていきたいと考

えております。 

○神崎委員○神崎委員○神崎委員○神崎委員 この助成事業ですけれども、実際に田川で研究したり、保存したりする

にあたって、どのくらいかかるだろうという試算はできていると思うのですけれど

も、それのどのくらいの部分をこの助成事業でまかなえるのでしょうか。 

○推進室長○推進室長○推進室長○推進室長 まず、私どもが研究を始めるにあたって、大きな問題点はその研究を行

う環境の問題であります。設備の問題、そして、一番大きな問題はそれを直接的に

指導していただく先生方のそういった指導体制というものが田川で研究するとなか

なか望めないという点でございます。こちらに一文書かせていただきました。その

保存方法について大学等と連携してと書いておりますが、具体的に今、想定してお

ります大学は京都造形芸術大学という、京都にございます大学です。こちらに実際

に私どもが平成２３年から山本作兵衛コレクションの状態調査並びに修復作業で直

接的に関わっていただいております大学の先生がいらっしゃいます。その先生の指

導の下、そちらの設備等をお借りしまして、研究を始めるというそういうようなお

話を現在進めさせていただいているところでございます。この科研費の対象となる

事業費ということですが、実際に今、想定しておりますのは、その先生が在籍され

ております大学の設備等をお借りできるということであれば、新たなそういった取
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得が必要ないということですので人件費が主になってまいります。ただし、その研

究を進めていくにあたって、大学にない新たな設備とか、そういったものが必要に

なれば、そのときはそういった必要性が生じてこようかと思います。基本的にこの

対象となり得る全ての事業費については科研費を取得していきたい、できるだけ田

川市の負担が出ないような形で安定的に研究を進めていきたいというふうに考えて

おります。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 ほかに、ご質問等ありませんか。 

  ないようですので、次に移ります。日程第６日程第６日程第６日程第６    諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告「教育委員会に係る「教育委員会に係る「教育委員会に係る「教育委員会に係る                

１２月議会の一般質問について」１２月議会の一般質問について」１２月議会の一般質問について」１２月議会の一般質問について」を議題とします。 

○教育部長○教育部長○教育部長○教育部長 日程第６ 諸般の報告「教育委員会に係る１２月議会の一般質問につい

て」ご説明を申し上げます。１２月の定例議会において５名の議員さんからご質問

があっております。まず、吉岡議員からは子どもの貧困対策について、スクールソ

ーシャルワーカー配置を含め現状等についてのご質問があっております。本市にお

けるスクールソーシャルワーカーの配置状況及び現状について報告し、スクールソ

ーシャルワーカーはコーディネイターとして重要な役割を担っていると答弁してお

ります。陸田議員からは総合教育会議についてのご質問の予定でありましたが、時

間の都合上、答弁ができませんでした。次の機会に質問したいとのことでした。北

山議員からは小中学校における教室の空調整備及び学校の再編の状況、猪位金学園

の状況についてのご質問があっております。小中学校における教室の空調設備につ

いては、暑さ対策としてはクーラー及び扇風機の設置状況を、また、寒さ対策とし

てはストーブの設置状況について答弁をしております。再編については現在も審議

会が継続して開催中で３月に審議会の最終答申をいただいた後、再編計画を策定し、

明らかにしたいと答弁しております。猪位金学園は小中一貫校として成果があり、

その取り組みを猪位金学園以外の学校にも各学校の実状に応じて取り組んでいきた

いと答弁しております。植木議員からはコミュニティの育成についてのご質問があ

っております。各校区活性化協議会が問題意識を持ち、各校区の交流により地域の

特性や課題を見つけ出し、地域づくりや町づくりができるよう教育委員会として支

援していきたいと答弁しております。石松議員からは教育長の教育観についてのご

質問があっております。教育長からは教育は自分の人生を切り拓く力を身に付ける

ことが必要であり、子どもの総合能力を伸ばしていけるよう学校・家庭・地域と一



 

 １５ 

体となり取り組んでいきたいと答弁しております。以上でございます。 

○教育長○教育長○教育長○教育長 次に移ります。「「「「１２１２１２１２月行事予定について」月行事予定について」月行事予定について」月行事予定について」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） 

○教育長○教育長○教育長○教育長 次に移ります。「「「「１１１１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 来年１月定例会でございますが、１月１２日（火）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、１月の定例会は１月１２日（火）の１４時から

に決定します。 

  ほかに、ご質問、ご意見等ありませんか。 

 ないようですので、以上をもちまして平成２７年第１２回田川市教育委員会１２

月定例会を閉会いたします。 

（閉会１５時１０分） 

 

 


