
平成３０年度 第２回 田川市石炭・歴史博物館等運営協議会 次第 

 

日 時：平成３１年３月２７日（水）１４時～    

会 場：田川市石炭・歴史博物館産業ふれあい館研修室  

 

１ 開  会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 報告事項 

 ⑴ 会議の公開について                       資料１  

 

⑵ 平成３０年度事業報告及び決算見込みについて 

 ア 田川市石炭・歴史博物館                  資料２―１  

 

 イ 文化事業                         資料２―２  

 

⑶ 田川市石炭・歴史博物館における 

包括的業務委託の一部導入に向けた検討について          資料３ 

 

⑷ 田川文化センター・田川青少年文化ホール利用料金の改正について  資料４ 

 

４ そ の 他 

 

５ 閉  会 



会議の公開について 

 

１ 経緯（附属機関等の会議の公開等に関する指針（以下「指針」という。）１） 

  市政の透明性の向上及び市民との情報共有を図り、公正で開かれた市政を推進す

るため、市総務部総務課が主体となり、市全体として、附属機関等の会議の公開等に

関する指針を定めた。(平成３０年８月１日施行) 

  このことに基づき、附属機関である田川市石炭・歴史博物館等運営協議会（以下

「当協議会」という。）における会議の公開について定めるものである。 

２ 附属機関（指針２） 

  地方自治法第１３８条の４第３項の規定により、市政の重要事項について調停、

審査、諮問又は調査することを目的として、法律または条例に基づき設置するもの

をいう。当協議会の根拠条例：「田川市石炭・歴史博物館等運営協議会設置条例」 

３ 会議の公開の基準（指針３） 

  附属機関等の会議は原則として公開。公開しないことができる例は以下のとおり 

 ⑴ 法令等の規定により会議が非公開とされているとき→該当なし 

⑵ 田川市情報公開条例第１０条第１項各号に該当する場合→原則該当なし 

 ア 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く)で、特定

の個人が識別される可能性があるもの。※例外あり 

イ 法人等に関する情報や事業を営む個人の当該事業に関する情報で、開示する

ことにより、法人等や個人の競争上の地位その他の正当な利益を害すると思わ

れるもの。※例外あり 

ウ 行政運営に関する情報のうち、市内部や市と国等との間での審議、協議、検討

等に関する情報で、開示することで適正な意思決定に著しい支障を及ぼす可能

性があるもの。 

エ 市と国等との間における協議、依頼、委任等に基づき、実施機関が取得した情

報で、開示することで協力・信頼関係を著しく損なう可能性があるもの 

オ 市や国等が行う取締り、監査、検査、試験、入札、交渉、争訟、人事その他の

事務事業に関する情報で、開示することにより、事務事業の目的を損なったり、

公正かつ適正な執行に著しい支障が生じたりする可能性があるもの 

 

資 料 １ 



カ 開示することで、人の生命、身体、財産等の保護その他市民生活の安全と秩序

の維持に支障が生じる可能性があるもの 

 ⑶ 会議を公開することで、会議の公正かつ円滑な運営に著しい支障が生ずると認

められるとき→原則該当なし 

４ まとめ 

 ⑴ 会議の公開 

   指針に示された会議の公開の基準に照らすと、当協議会については、原則的に

は公開しないことができる例に該当しない。そのため、指針に基づき、当協議会の

会議については、原則公開することとする。ただし、仮に、公開しないことができ

る例に該当する事案が発生した場合は、会議全体を非公開とするのではなく、そ

の案件についてのみを非公開とする。その際は、事前に会長、副会長と事務局で協

議し、当日の会議の冒頭にて出席委員に諮り、その対応を決定することとしたい。 

 ⑵ その他の公開内容等 

  ア 会議の開催  

原則開催日の１週間前までに田川市ホームページで公開（指針５） 

  イ 資料及び会議録  

会議終了後概ね２０日以内に田川市ホームページで公開（指針７） 

 ⑶ 傍聴要領（案） 

   会議を公開するにあたり、当協議会の傍聴要領を制定する必要があるため、市

総務部総務課から示された雛形に基づき、事務局が作成した。 

５ 添付資料 

 ⑴ 附属機関等の会議の公開等に関する指針        別紙１ 

 ⑵ 田川市情報公開条例（抜粋）             別紙２ 

 ⑶ 開催案内及び会議録様式               別紙３ 

 ⑷ 田川市男女共同参画審議会会議録           別紙４ 

 ⑸ 田川市石炭・歴史博物館等運営協議会傍聴要領（案）  別紙５ 



   附属機関等の会議の公開等に関する指針 

１ 目的 

  この指針は、附属機関及び長の私的諮問機関（以下「附属機関等」という。）の会議の

公開に関し必要な事項を定めることにより、市政の透明性の向上及び市民との情報共有

を図り、もって公正で開かれた市政を推進することを目的とする。 

２ 定義 

 ⑴ 附属機関 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に

より、市政の重要事項について調停、審査、諮問又は調査することを目的として、法

律又は条例に基づき設置するものをいう。 

 ⑵ 私的諮問機関 有識者等の意見を聴取し、又は有識者等との意見交換を行い、その

結果を市政に反映させることを主な目的として、法律又は条例によらず、要綱等に基

づき設置するものをいう。 

３ 会議の公開の基準 

  附属機関等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、附属機関等の会議が

次の各号のいずれかに該当する場合は、公開しないことができる。 

 ⑴ 法令等の規定により会議が非公開とされているとき。 

⑵ 田川市情報公開条例（平成４年条例第１号）第１０条第１項各号のいずれかに該当

することにより開示しないものとする情報（以下「非開示情報」という。）について

審議等を行うとき。 

⑶ 会議を公開することにより、会議の公正かつ円滑な運営に著しい支障が生ずると認

められるとき。 

４ 公開又は非公開の決定等 

⑴ 附属機関等の会議の公開又は非公開は、前項の会議の公開の基準に基づき、当該附

属機関等が決定するものとする。 

⑵ 附属機関等は、会議の一部又は全部を非公開とすることを決定したときは、非公開

とする内容及びその理由を明らかにしなければならない。 

５ 会議開催の周知 

  附属機関等は、会議を開催しようとするときは、原則として当該会議の開催の１週間

前までに、市のホームページへの記事掲載等により、次の事項を市民に周知するよう努

めなければならない。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じ、かつ、周知する時間
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的余裕がないときは、この限りでない。 

 ⑴ 会議の名称 

⑵ 開催の日時及び場所 

⑶ 会議の議題 

⑷ 会議の公開又は非公開の別 

⑸ 一部公開又は非公開とするときは、その理由 

⑹ 傍聴者の定員及び傍聴の手続 

⑺ 問合せ先 

 ⑻ その他必要な事項 

６ 公開の方法 

  附属機関等は、会議を公開しようとするときは、原則として、会議の傍聴を希望する

者に当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。この場合における傍聴の手続

等は、次に掲げるところによる。 

 ⑴ 公開する会議において傍聴を認める者の定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に

一定の傍聴席を設ける。 

⑵ 傍聴者に会議資料を配布する。ただし、図面、地図、写真、報告書その他配布する

ことが困難なものについてはこの限りでない。 

 ⑶ 附属機関等の長は、公開に当たり、会議が公正かつ円滑に行われるよう会場の秩序

維持に努めなければならない。 

７ 会議録等の公開 

 ⑴ 附属機関等は、会議を公開したときは、原則として、市のホームページへの掲載に

より、会議資料及び会議録を公開し、閲覧に供するものとする。 

⑵ 前号の会議録の公開は、会議の終了後２０日以内に行うよう努めなければならない。 

 ⑶ 附属機関等は、非公開とした会議であっても、当該会議の会議録のうち公開しても

差し支えない事項については第１号の規定に準じて閲覧に供するよう努めるものとす

る。この場合において、非公開とした理由を当該会議録に記載するものとする。 

 ⑷ 第１号の規定による会議資料及び会議録の公開の期間は、会議録を作成した日の属

する年度の翌年度の末日までとする。 

８ 施行期日 

  この指針は、平成３０年８月１日から施行する。 



○田川市情報公開条例（第 10 条第 1 項を抜粋） 

 

(情報の開示義務) 

第 10 条 実施機関は、開示の請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報

が記録されているときを除き、当該情報を開示しなければならない。 

⑴ 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律上従う

義務を有する国の機関の指示により、開示することができないと認められる情報 

⑵ 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であっ

て、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を

除く。 

ア 法令等の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報 

イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報 

ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要である

と認められる情報 

エ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和 22 年法律第 120 号)第 2 条第 1 項に

規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 2 条第 4

項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員

及び職員、地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 2 条に規定する地方公務

員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当

該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務

員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 

⑶ 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人

を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業

に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上

の地位その他の正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報

を除く。 

ア 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から

人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要と認められる情

報 

イ 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれ
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のある侵害から消費生活その他市民生活を保護するため、開示することが必要

と認められる情報 

ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、特に開示することが公益上必

要と認められる情報 

⑷ 行政運営に関する情報であって、次に掲げるもの 

ア 事務事業に係る意思形成の過程において、市の内部又は市と国等(国、独

立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人をいう。以下この号

において同じ。)との間における審議、協議、検討、調査、研究等に関し、

実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、当該

事務事業又は将来の同種の事務事業に係る適正な意思決定に著しい支障を及

ぼすおそれのあるもの 

イ 市と国等との間における協議、依頼、指示又は委任等に基づいて実施機関

が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより国等との協力関

係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの 

ウ 市又は国等が行う取締り、監査、検査、試験、入札、交渉、争訟、人事そ

の他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業

又は将来の同種の事務事業の目的を損なうおそれのあるもの、又は公正かつ

適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの 

エ 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他市民生活の安

全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるもの 



様式第１号 

附属機関等の会議の開催案内 

会議の名称  

開催日時  

開催場所  

議題  

公開又は非公開の別  

一部公開又は 

非公開とする理由 
 

傍聴者の定員  

傍聴の手続  

問合せ先  

その他の事項  
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様式第２号 

附属機関等の会議録 

会議の名称  

開催日時             から            まで 

開催場所  

出席者 

委員  

事務局  

その他  

議事内容  

問合せ先  

その他の事項  

 



様式第２号 

附属機関等の会議録 

会議の名称 平成３０年度 第２回 田川市男女共同参画審議会  

開催日時 平成３０年９月１９日（水） １０時０５分から１１時３５分まで 

開催場所 男女共同参画センター 講座室２ 

出席者 

委員 井上委員、渡邊委員、田﨑委員、堤委員、佐藤委員 計５名 

事務局 原室長、鶴川主任、恒田主事、柳井センター長 計４名 

その他  

議事内容 

⑴ 各種所管審議会等の女性登用状況について 

  平成３０年４月１日現在の各課所管審議会等の女性登用率並

びに登用率の伸び率について報告しました。 

  前年度に引き続き登用率が０％の審議会については、登用率

向上のための努力はしているのかという質問がありました。 

⑵ 男女共同参画に関する市民意識調査（簡易版）について 

  平成３０年１０月に市民意識調査（簡易版）を実施すること

を報告しました。委員から調査票について、いくつかの修正案

（回答者の性別に関する問いなど）が出されました。 

⑶ 第２次男女共同参画プランにおける平成２９年度の実施計画

事業の評価に対する担当課の意見について  

  委員からは特に質問はありませんでした。 

⑷ 第２次男女共同参画プランにおける課題事業について 

  事務局から課題事業を３事業提案したところ、委員から改善

のための具体的な意見が出されました。 

問合せ先 人権・同和対策課男女共同参画推進室（☎0947-85-7134）  
 

その他の事項  
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田川市石炭・歴史博物館等運営協議会傍聴要領（案） 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、田川市石炭・歴史博物館及び田川文化センターの運営に関する重要

な事項について審議する田川市石炭・歴史博物館等運営協議会の会議（以下「会議」とい

う。）の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （傍聴の手続等） 

第２条 傍聴の受付は、会議の開催予定時刻の３０分前から開催予定時刻までの間に会場

の前において、会議を傍聴しようとする者が受付簿（別記様式）に住所及び氏名を記入

することで行う。ただし、開催予定時刻までの間に、会議を傍聴しようとする者の数が、

次項に定める傍聴者の定員に満たない場合は、会議開催予定時刻後であっても会長の許

可を得た上で傍聴の受付を行うことができる。 

２ 傍聴者の定員は、５人とする。 

３ 会議を傍聴しようとする者が傍聴人の定員を超えたときは抽選により傍聴人を決定す

る。 

４ 傍聴人には、原則として会議で使用するものと同じ会議資料を配布する。ただし、図

面、地図、写真、報告書その他配布することが困難なものについてはこの限りでない。 

 （会場に入ることができない者） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する者は、会場に入ることができない。 

 ⑴ 酒気を帯びていると認められる者 

 ⑵ 凶器その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者 

 ⑶ 貼り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者  

 ⑷ 鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者 

 ⑸ 楽器、ラジオその他音声を発する鳴物等を携帯している者 

 ⑹ 前各号に定めるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者 

 （傍聴人の守るべき事項） 

第４条 傍聴人は、会場において、次の事項を守らなければならない。 

 ⑴ 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。 

 ⑵ 飲食又は喫煙をしないこと。 

 ⑶ みだりに席を離れないこと。 

 ⑷ 携帯電話、パソコン等の情報通信機器の電源を切ること。  
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 ⑸ 他の傍聴人の迷惑となるような行為をしないこと。  

 ⑹ その他会議の秩序を乱し、又は会議を妨害するような行為をしないこと。  

 （写真等の撮影及び録音等の禁止） 

第５条 傍聴人は、会場において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、

会長の許可を得た場合は、この限りでない。 

 （傍聴人の退場） 

第６条 傍聴人は、会議を非公開とする決定があったときは、速やかに退場しなければな

らない。 

 （違反に対する措置） 

第７条 会長は、傍聴人がこの要領に違反したときは、これを制止し、その命令に従わな

いときは、これを退場させることができる。 

２ 前項の規定により退場を命じられた者は、当日再び会場に入ることはできない。  

附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 



別記様式（第２条関係） 

傍 聴 受 付 簿 

 

会議の名称                       

 

傍聴人の定員                人     

 

住   所 氏   名 備考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

※ 傍聴しようとする者が傍聴人の定員を超えたときは、抽選により傍聴人を決定します。 
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平成３０年度 田川市石炭・歴史博物館 事業報告 

Ⅰ 企画展 

１ 山本作兵衛コレクション原画展「米騒動と筑豊」 

１９１８（大正７）年に富山県で始まった米騒動の発生から１００年が経過したこと

から、米騒動を取り上げた山本作兵衛翁の炭坑記録画３５点の原画を特別公開。筑豊地

方でも発生していた米騒動を通して、当時の生活を振り返り理解を深める展示を行った。 

 ⑴ 主 催 田川市石炭・歴史博物館 田川市 田川市教育委員会 

⑵ 会 場 田川市石炭・歴史博物館第２展示室 

⑶ 会 期 平成３０年４月２４日（火）～５月２０日（日）※２５日間 

⑷ 観覧料 一般４００（２８０）円、高校生１００（７０）円、 

小中学生５０（３０）円 ※( )は２０人以上の団体料金 

⑸ 観覧者総数  ２，１７７人（１日平均８７.１人）    

 ⑹ 関連事業 

   企画展開催期間中の５月１２日及び１９日（いずれも土曜日）１３時から、ギャラ

リートークと題し、学芸員が展示内容について解説を行った。 

２ 山本作兵衛コレクション原画企画展「炭坑で働く・遊ぶ・生きる子どもたち」 

当時の子どもたちを描いた山本作兵衛翁の炭坑記録画約３０点等を展示し、子どもた

ちの生活や遊び、娯楽等を紹介しながら、現在の子どもたちの生活との違いを発見する

ことで、我が国の近代化を支えてきた筑豊の炭坑についての興味を深める展示を行った。 

⑴ 主 催 田川市石炭・歴史博物館 田川市 田川市教育委員会 

⑵ 会 場 田川市石炭・歴史博物館第２展示室・２階ホール 

⑶ 会 期 平成３０年１０月３０日（火）～１２月２日（日）※３０日間 

⑷ 観覧料 一般４００（２８０）円、高校生１００（７０）円、 

小中学生５０（３０）円 ※( )は２０人以上の団体料金 

 ⑸ 観覧者総数  ３，３５５人（１日平均１１１.８人） 

 ⑹ 関連事業 

  ア かみしばいと昔あそび 

    読み聞かせボランティア団体「あしたばの会」に協力いただき、紙芝居の実演や

けん玉やおはじき、カルタ等の昔の遊びを体験するイベントを実施した。 

資料２－１ 
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   (ア) 日時 平成３０年１１月３日（土祝） 

   (イ) 参加者 ３６人 

  イ ギャラリートーク 

    学芸員が来館者に対し、展示内容について解説を行った。 

   (ア) 日時 平成３０年１１月１０日（土） 

   (イ) 参加者 ２７人 

  ウ 昔のお手伝いにチャレンジ！ 

    炭坑記録画に描かれた子どもたちが実際に行っていた、掃除や洗濯等のお手伝い

を体験するイベントを実施した。 

   (ア) 日時 平成３０年１１月２４日（土） 

   (イ) 参加者  ８人 

３ 掘ったバイ筑豊２０１８ 

筑豊教育事務所管内（田川市郡８市町村及び飯塚市、嘉麻市、桂川町）の市町村によ

って構成される筑豊文化財行政連絡協議会の企画展。各市町村が輪番で実施しており、

平成３０年度は本市が当番となるため当博物館で実施した。 

「発掘調査速報展（掘ったバイ筑豊２０１８）」と筑豊地域の高校生の活動を紹介する

「筑豊を掘った生徒たちの足跡」を開催した。 

 ⑴ 主 催 田川市教育委員会 筑豊文化財行政連絡協議会 

⑵ 会 場 田川市石炭・歴史博物館第３展示室 

⑶ 会 期 平成３０年１２月１１日（火）～平成３１年２月１１日（月祝）※５０日間 

⑷ 観覧料 一般４００（２８０）円、高校生１００（７０）円、 

小中学生５０（３０）円 ※( )は２０人以上の団体料金  

 ⑸ 観覧者総数   ２，０３０人（１日平均４０.６人） 

⑹ 関連事業 

  ア 掘ったバイ筑豊２０１８展示解説 

    学芸員が来館者に対し、展示内容について解説を行った。 

   (ア) 日時 平成３１年１月１２日（土）  

   (イ) 参加者 １７人 

イ 掘ったバイ筑豊２０１８記念講演会 

  (ア) 日時 平成３１年２月３日（日） 
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  (イ) 会場 田川市民会館 講堂 

  (ウ) 内容   

    【講演１】「立岩から吉野ケ里へ」高島忠平氏（佐賀女子短期大学名誉教授） 

    【講演２】「郷土部の活躍 直方・鞍手地方の場合」牛嶋英俊氏（直方郷土研究会） 

    【平成２９年度筑豊教育事務所管内発掘調査速報】 

「コノマ遺跡群・天神山古墳（桂川町）」長安彗氏（桂川町教育委員会） 

「弓削田原Ｂ遺跡（２次）・上の原遺跡群（３次）・上本町遺跡（４次）（田川市）」

江上正高（田川市石炭・歴史博物館） 

【講演３】「田川地方の考古学と人々」長谷川清之氏（田川郷土研究会） 

【講演４】「中学校・高校郷土部の活動について」嶋田光一氏（飯塚市歴史資料館） 

【座談会】高島氏、牛嶋氏、長谷川氏、嶋田氏による座談会 

   (エ) 参加者 ６３人 

４ 田川市石炭・歴史博物館ミニ企画（平成２９年度からの継続事業） 

  博物館１階ロビーにおいて、学芸員が順番に企画するミニ展示を実施 

  第１回：「山本作兵衛コレクションを科学する①」（担当：中村学芸員、４～６月） 

  第２回：「たがわ鉄道写真展～Ｖｏｌ.１～」（担当：朝烏学芸員、７～９月） 

  第３回：「白鳥神社（猪国）の石造狛犬（担当：江上学芸員、１０～１２月） 

  第４回：「文化財の生物被害防止のための日常管理（担当：中村学芸員、１～３月） 

 

Ⅱ 教育普及事業 

１ 体験学習・イベント 

 ⑴ コールマインチャレンジ！「石炭を燃やそう！」 

   実際に石炭を燃やして、その独特なにおいや煙を体験するイベントを実施した。 

  ア 日時   平成３０年５月５日（土・祝）１３時３０分～ 

  イ 参加者  約８０人 

 ⑵ 夏休みｋｉｄｓイベント２０１８ 

夏休み期間中の毎週土曜日（８月２５日を除く）に、主に小中学生を対象としたワ

ークショップを実施した。 

  ア 内容 

【第１回】平成３０年７月２８日（土）「勾玉づくり」参加者３５人 
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   【第２回】平成３０年８月 ４日（土）「人形浄瑠璃ミニ体験」参加者３人 

   【第３回】平成３０年８月１１日（土）「石炭ジェルキャンドルづくり」参加者３３人 

   【第４回】平成３０年８月１８日（土）「勾玉づくり」参加者４５人 

２ 講 座 

 ⑴ 平成３０年度博物館講座「たがわゼミナール」 

博物館長や副館長、学芸員などが講師を務め、田川地域を中心とした歴史や文化財

に関する講座を実施した。（毎月第２土曜日１３時３０分～１５時・全８回） 

  ア 日時等 

   【第１回】平成３０年６月９日「博物館の展示と保存環境」 

（福本学芸員・中村学芸員）参加者１３人 

【第２回】平成３０年７月１４日「斉藤五百枝と「炭坑漫画」-１００年前の田川と

田川鉱業所（清水副館長）  参加者１２人 

   【第３回】平成３０年９月８日「史跡・英彦山について」（添田町学芸員） 

参加者１１人 

   【第４回】平成３０年１０月１３日「三井田川鉱業所の歴史」（福本学芸員） 

参加者２５人 

   【第５回】平成３０年１１月１０日「秋季企画展展示解説」（朝烏学芸員） 

参加者２７人 

   【第６回】平成３０年１２月８日「山本作兵衛さんのライフヒストリー」（森山館長） 

参加者１３人 

   【第７回】平成３１年１月１２日「掘ったバイ筑豊２０１８展示解説」（江上学芸員） 

        参加者１７人 

   【第８回】平成３１年２月９日「博物館と私」（森本副館長）  参加者７人 

  イ 場 所  田川市石炭・歴史博物館産業ふれあい館研修室 

  ウ 受講料  無料 

 ⑵ 博物館研修講座（教職員対象） 

市内小中学校教職員を対象に、子ども達に正しく郷土の歴史を伝えるために、市内

小中学校教職員を対象に、田川地域の歴史について、古代から近代までの概要を振り

返る研修講座を実施した。 

  ア 日 時  平成３０年８月２日（木） 
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  イ 場 所  田川市石炭・歴史博物館産業ふれあい館研修室 

  ウ 参加者 ２０人  

 ⑶ 山本作兵衛ゼミナール 

山本作兵衛全記録集の作成に向けた炭坑記録画書き下し文を含む個票の作成等を、

市民との協働により実施した。 

  ア 日 時  平成３０年４月～平成３１年３月（毎月１回開催） 

  イ 場 所  田川市石炭・歴史博物館産業ふれあい館研修室 

 

Ⅲ 世界記憶遺産関連事業 

１ 世界記憶遺産保存事業 

  近現代紙資料の保存・修復等に関する京都造形芸術大学との共同研究を実施した。 

  （平成２８年度から平成３１年度までの４年間） 

２ 石炭・歴史博物館付属研究所運営事業 

 ⑴ 第４回三井田川鉱業所研究会 

   三井田川鉱業所を中心とした石炭産業の歴史について、有識者を交えて調査研究を

行った。なお、研究成果については、報告書を平成３１年度に刊行予定である。 

ア 日時  平成３０年９月３日（月） 

⑵ 山本作兵衛コレクション日記等の読み下し及び解読 

博物館が所蔵している日記６点、雑記帳及び原稿等１５点の解読調査を行い、記述

内容の研究と同時に作兵衛翁の人物像の理解に対する一助とする。平成３０年５月～

平成３１年３月、毎週第２木曜日午後に清水付属研究所長をはじめ、４人の学芸員に

よる定例検討会を開催した。なお、平成３２年１月まで継続する予定である。 

３ 田川市世界記憶遺産活用活性化事業 

  国補助金等を活用して、田川市世界記憶遺産活用活性化推進委員会が以下の事業を実

施した。 

⑴ 日台石炭交流事業 

  台湾・文化資産局等の支援を得て、台中文化創意産業園区（台中市）及び新平渓煤

礦博物園区（新北市）にて世界記憶遺産関連の展示会及びシンポジウム等を開催した。

あわせて、前年度に引き続き、日台石炭交流史の調査を行った。 

ア 台日煤礦文化交流特展 
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 （ア） 日 時 平成３０年１０月～１２月 

   （イ） 場 所 台中文化創意産業園区 

  イ 国際シンポジウム 

   （ア） 日 時 平成３０年１０月５日（金）・６日（土） 

   （イ） 場 所 台中文化創意産業園区 

  ウ 国際ワークショップ 

   （ア） 日 時 平成３０年１０月７日（日）・６日（月） 

   （イ） 場 所 新平渓煤礦博物園区 

  エ 調査研究 

   （ア） 日 時 平成３１年１月１１日（金）～１４日（日）  

⑵ 山本作兵衛コレクション・炭坑記録画ナレーション作成事業 

  山本作兵衛コレクション・炭坑記録画４５枚（５８５枚中５４０枚作成済）につい

て、多言語（日・英・韓・中＜簡体字・繁体字＞）の要約文及びナレーションを作成し

た。 

 

Ⅳ 発行物 

１ 石炭・歴史博物館だより第１６号（通巻４３号） 

２ 館報第１２号（平成２９年度年報及び研究紀要） 

３ 企画展ポスター、チラシ 

４ こども用ワークブック（小学校３、４学年用） 

５ 炭坑の語り部Ⅰ・Ⅱ（増刷） 

６ [マンガで読む]炭都田川の記憶（増刷） 

 

Ⅴ 文化財保護事業 

１ 筑豊炭田遺跡群（三井田川鉱業所伊田坑跡）の国指定史跡 

平成３０年 ６月１５日   国文化審議会答申 

平成３０年１０月１５日   官報告示  

平成３０年１２月１５日   国指定史跡記念３市リレー講座（田川市） 

平成３１年 １月１９日   国指定史跡記念３市リレー講座（飯塚市） 

平成３１年 ２月１６日   国指定史跡記念３市リレー講座（直方市） 
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２ 筑豊炭田遺跡群（三井田川鉱業所伊田坑跡）の史跡保存活用計画の策定着手 

（平成３１年度策定完了予定） 

３ 筑豊文化財行政連絡協議会事務局（筑豊教育事務所管内市町村の持ち回り） 

４ 西田川高校（上本町遺跡）校舎改築工事に伴う出土品整理及び報告書作成 

５ 市内埋蔵文化財事前審査（試掘・確認調査、発掘調査等） 

６ 田川市文化財専門委員会の開催（平成３１年１月１８日開催） 

 

Ⅵ その他 

１ 石炭産業における人権問題研究会（仮）（平成３１年度設立に向け協議中） 

２ 遠賀川流域の古墳同時公開（夏吉１号墳、２１号墳） 

３ 伊田竪坑櫓と二本煙突の３６５日ライトアップ（平成２８年４月～） 

４ 資料整理、調査研究、講演・研究発表など 

５ 筑豊近代遺産研究会、ＪＳＰＳ（日本学術振興会）二国間事業（日台韓セミナー）、「博

物館と医療・福祉のよりよい関係づくり」構築に向けたマネジメント人材育成事業実

行委員会（事務局：九州産業大学）への協力 

６ 産炭地の博物館及び関係研究団体との交流、連携 

７ ＩＰＭ関連業務 

８ 博物館２階テラス等防水改修工事 

  平成３１年１月１８日完了 



石炭・歴史博物館入館料 5,610

浄化槽電気料及び維持管理委託料 1,492 16,671

図録等売上代金等 690 4,656

オリジナル商品等売上代金 73 消耗品費等 1,477

物販所電気料・水道料 98 旅費 490

イベント材料費等 14 通信費等 1,313

一般財源充当分 40,906 印刷費 1,376

22,925

光熱水費 9,077

修繕料 510

保守点検料 8,363

原材料費 16

燃料費 166

工事費 4,493

備品購入費 300

42

44,294

2,773

718

651

109

100

238

4,589

合計 48,883 48,883

人件費

　田川市石炭・歴史博物館　平成30年度決算見込み

（単位：千円）

歳入 歳出

【博物館維持・運営関係】

小計

合計

負担金

事務費

維持管理費

負担金

小計

【世界記憶遺産関係】

人件費

旅費

消耗品費

通信費等

備品購入費
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平成３０年度 文化事業 事業報告 

 

１ 市民文化祭 

  主に市内で活動する文化団体等による作品展示や舞台発表等を実施した。なお、秋季

市民文化祭の一環として、こども音楽祭を実施した。 

 ⑴ 春季市民文化祭 

  ア 時期 ４～５月 

イ 参加団体 １７団体（うち期間外４団体） 

 ⑵ 秋季市民文化祭 

ア 時期 １０～１１月 

イ 参加団体 ２２団体（うち期間外２団体） 

 ⑶ こども音楽祭 

市内等の保育園や小中学校の子どもたちなどが、器楽演奏、合唱、ダンスなど日頃

の練習の成果を発揮する場を提供するイベントを実施した。 

  ア 日時 １１月１１日（日）１２時３０分～１４時５０分 

  イ 場所 田川文化センター大ホール 

  ウ 参加団体 ６団体 

２ 第２５回懐かしの名画祭 

  懐かしの名画を上映し、映画鑑賞の機会を提供した。 

 ⑴ 日時 ７月２８日（土）・２９日（日）いずれも１０時～ 

 ⑵ 場所 田川青少年文化ホール 

 上映作品（邦画４作品） 

  遠雷／ロックよ静かに流れよ／櫻の園／お引越し 

⑶ 入場料 ５００円 

３ 芸術文化体験事業 

  芸術を愛する心を育て豊かな情操を養うため、小中学生に優れた舞台芸術を身近に感

じることのできる機会を提供した。  

 ⑴ 日時 ９月２６日（水） １３時３０分 

 ⑵ 場所 田川文化センター大ホール 

 ⑶ 内容 ミュージカルコンサート 

 

 

 

資 料 ２ － ２ 
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４ 文化振興基金奨励事業 

  市民の自主的な芸術・文化活動を奨励するため、助成金を交付した。 

 ⑴ 助成団体 

   ｍｕｓｉｃａｃｕｏｒｅ（ムジカクオーレ）公演事務局    

 ⑵ 活動内容 

   田川市美術館アートホールでのコンサート（全４回）の開催 

 ⑶ 助成額  １１９，６８１円 



文化振興基金繰入金 448

一般財源充当分 63,318 光熱水費 6

施設修繕料 5,247

火災保険料 79

指定管理運営業務委託料 37,759

指定管理修繕委託料 2,178

設計委託料 2,204

施設維持補修工事費 13,142

小計 60,615

人件費 2,118

報償費 20

旅費 32

負担金 981

3,151

合計 63,766 63,766

【文化振興事業費】

　文化事業　平成30年度決算見込み

（単位：千円）

歳入 歳出

【文化センター・青少年文化ホール運営事業費】

 11
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田川市石炭・歴史博物館における 

包括的業務委託の一部導入に向けた検討について 

 

１ 概要 

平成３０年度第１回田川市石炭・歴史博物館等運営協議会において、田川市石炭・

歴史博物館の運営形態の検討について報告したところである。その後の検討結果等

について報告するものである。 

 

２ 運営形態検討結果 

⑴ 指定管理者制度の導入（全部適用） 

学芸業務（資料収集、展示公開、調査研究、教育普及）及び施設の管理運営等

の全ての業務を指定管理者に委託する。 

  【検討結果】 

   当博物館に課せられた命題のひとつとして、世界記憶遺産に登録された「山本

作兵衛コレクション」の適切な保存が挙げられる。そのため、世界記憶遺産への

登録後、学芸員を３名雇用し、その保存・活用を推進することとしている。しか

しながら、「山本作兵衛コレクション」のほとんどは脆弱な酸性紙に記されており、

この酸性紙に関する確固たる保存処置方法等については未だ確立されておらず、

当博物館としても、現在、京都造形芸術大学とともに研究を進めているところで

ある。 

   資料の保存処置方法に関する研究は、一朝一夕に成果が求められるものではな

く、長期的な視野に立つ必要がある。そのため、３～５年程度で管理者や配属さ

れる学芸員等が変更する可能性がある指定管理者制度を導入することは、研究の

支障になる可能性が高く、好ましくないといえるため、少なくとも学芸業務に関

しては直営を維持するべきであることから、指定管理者制度の全部適用は、当博

物館にはなじまないといえる。 

⑵ 指定管理者制度の導入（一部適用） 

学芸業務（資料収集、展示公開、調査研究、教育普及）は、直営で行いつつ、

博物館の受付等の運営及び施設管理に係る業務は指定管理者に委託する。 

【検討結果】 

指定管理者制度を一部適用し学芸業務を直営とすることで、長期間での保存処

置方法に関する研究は担保される。一方で、その他の業務を指定管理者制度の一

部適用とした場合、学芸業務を直営としたことにより、指定管理者独自の事業は

資 料 ３ 
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行いにくくなることが懸念される。また、当博物館には施設の構造上、すべての

展示室が常設展示用となっており、特別展示用の展示室がないため、指定管理者

としての自主的な事業が行いにくい等の課題がある。つまり、指定管理者となる

「メリット」が減少することになるため、仮に指定管理者制度の一部適用の状況

で公募したとしても、応募する業者等が少ない、または、ないことが想定される。 

あわせて、指定管理者制度の一部適用を導入している他の博物館を視察し、意

見を徴した結果、全部適用、一部適用のいずれにしても、当博物館のような小規

模の博物館では、民間業者の「メリット」が少ないことから、導入するリスクは

小さくないといえるとの指摘があった。 

⑶ 運営業務（受付、展示監視、解説等）のみを民間業務委託（一部業務委託） 

学芸業務（資料収集・保存管理、展示公開、調査研究、教育普及）及び教育委

員会事務局としての事務（維持管理、予算執行等）は直営で行いつつ、博物館の

受付等の臨時的任用職員及び嘱託職員（以下「嘱託職員等」という。）が担ってい

る業務は民間に委託する。 

【検討結果】 

田川市嘱託職員に関する規則第３条第２項の規定により、嘱託職員の任用期間

は、原則として最初の任用の日から通算して５年以内となっており、一定の期間

が過ぎると、経験や知識を蓄積した職員が任期満了で退職しなければならず、事

務の引き継ぎ等が課題となっている。また、平成２９年５月に改正された地方自

治法等に基づき、平成３２年度から従前の臨時職員・嘱託職員制度が会計年度任

用職員制度に移行されることとなり、任用期間が一会計年度内となるほか、公募

による競争試験又は選考の実施等、新たな対応が求められることとなった。 

これらの課題を解消する方策のひとつとして、この運営形態は有用であること

から、導入について検討する必要があると思慮する。 

   折しも、教育委員会事務局として、事務局内の嘱託職員等が担任している業務

について、民間業者による包括的業務委託の導入を検討しているところであり、

平成３１年２月の教育委員会定例会及び市議会総務文教委員会において、教育総

務課が事務報告を行ったところである。この包括的業務委託のメリット及びデメ

リットを次に記す。 

ア メリット 

・現在雇用している嘱託職員等を民間業者に転籍することで、経験豊富で優秀

な職員の流出を防ぐことができる。 

・委託する業務を担当する職員が市の直接雇用とならないため、会計年度任用
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職員制度の移行後に各担当部署が担うこととなる会計年度任用職員の任用及

び労務管理業務の負担がなくなる。 

・嘱託職員等の総人員数が確保され、週６日開館する当博物館での勤務割が組

みやすくなる。 

・教育委員会事務局内の嘱託職員等のすべての業務が委託対象となり、担当業

務に対する適正、不適正を見極めた効率的な人員配置が可能となる。 

・ある程度の規模の委託となるため、委託先となる可能性のある民間業者によ

ると、市内に支店を設置する予定があるとの発言があっている。そのことか

ら法人税としての税収が増収する見込みがある。 

  イ デメリット 

   ・当博物館のみでは、業者側のスケールメリットが小さくなるため、教育委員

会事務局全体として対応（契約等）する必要がある。 

   ・受付等を担任する職員に直接指導や指示ができなくなる。 

・当博物館での業務は、他の業務と比較すると特殊であるものが多いため、現

在市が雇用している嘱託職員等が民間業者に転籍しなかった場合は、代替と

なる職員を採用できる保証がない。 

 

３ 運営形態の方向性 

  上述した検討結果を鑑み、当博物館の運営形態については、学芸員が担任する学

芸業務及び事務職員が担任する施設管理、予算執行等の業務を除く、嘱託職員等が

担っている業務について、教育委員会事務局全体を対象とした包括的業務委託の導

入に向け検討する。 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

平成３１年 ４月  委託方針（案）検討、決定 

平成３１年 ６月  教育委員会定例会及び市議会総務文教委員会へ事務報告 

平成３１年 ６月  博物館等運営協議会へ報告 

平成３１年 ７月  教育委員会定例会にて委託方針決定 

平成３１年 ９月  市議会総務文教委員会へ事務報告 

平成３１年 ９月  ９月補正において債務負担行為設定 

平成３１年１１月  業者選定（募集、審査、決定）及び契約締結 

平成３１年１２月  転籍者説明会、面接等 

平成３２年 ４月  委託業務開始          
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田川文化センター・田川青少年文化ホール利用料金の改正について 

 

１ 概要 

平成３１年１０月の消費税に係る１０％への引き上げが確実視されていることに

伴い、市総務部財政課が、本市使用料手数料及び指定管理者制度導入施設における

利用料金（以下「使用料手数料等」という。）についての全体的な見直しに向けた整

理等を行った。 

その結果、田川文化センター・田川青少年文化ホールにおける利用料金が見直さ

れる予定となったことを報告するもの。 

   

２ 経緯 

本市では、平成２６年４月に行われた消費税率８％への引き上げの際には、使用

料手数料等の見直しは見送り、平成２７年４月の１０％への引き上げにあわせて全

体的な見直しを行う予定としていたが、１０％への見直し時期が再三延期されたこ

とにより、使用料手数料等の見直しも延期されてきた。その結果、消費税５％に対

応する使用料手数料等の設定のまま数年が経過してきたことで、本市の歳入は増え

ずに歳出が増える形となっており、収支バランスへの悪影響が発生している。 

 （参考：消費税の主な流れ） 

平成元年４月１日   税率３％でスタート 

  平成９年４月１日   ５％に引き上げられる。 

  平成２６年４月１日  ８％に引き上げられる。 

  平成２７年４月    １０％への引き上げが予定されていたが、平成２９年４

月まで延期される。 

  平成２９年４月    １０％への引き上げが予定されていたが、平成３１年１

０月まで延期される。 

  平成３１年１０月   １０％に引き上げられる見込み。 

 

３ 経過及び見直し内容 

⑴ 田川文化センター 

 ア 経過 

   消費税が５％に引き上げられた翌年（平成１０年度）に見直しが行われた。 

 イ 見直し内容 

   消費税１０％への引き上げに伴う差額分の５％を加算する。 

資 料 ４ 
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⑵ 田川青少年文化ホール 

  ア 経過 

    消費税が５％に引き上げられた翌年（平成１０年度）に見直しが行われたも

のの、施設使用料はほぼ変動がなかった。 

  イ 見直し内容 

    消費税１０％への引き上げに伴う差額分の５％を加算する。 

 ※現料金額と新料金額の一覧は別紙に示す。 

 

４ 見直しに伴うスケジュール（予定） 

  平成３１年 ５月  定例教育委員会へ条例の一部改正を上程 

平成３１年 ６月  市議会へ条例の一部改正を上程 

平成３１年１０月  新料金に切り替え 

 

５ その他 

  田川市石炭・歴史博物館の入館料については、平成２９年度に抜本的な見直しが

行われたため、今回の見直しは見送られた。 

 



単位
現行単価
（税込）

新単価
（税込）

平日 9～12時 回 11,230 11,760
平日 13～17時 回 17,010 17,820
平日 18～22時 回 22,360 23,420
平日 9～17時 回 28,980 30,360
平日 13～22時 回 40,210 42,120
平日 9～22時 回 51,130 53,560
土日休 9～12時 回 13,650 14,300
土日休 13～17時 回 20,680 21,660
土日休 18～22時 回 27,190 28,480
土日休 9～17時 回 35,070 36,740
土日休 13～22時 回 47,770 50,040
土日休 9～22時 回 61,950 64,900
平日 9～12時 回 17,640 18,480
平日 13～17時 回 26,140 27,380
平日 18～22時 回 34,230 35,860
平日 9～17時 回 41,580 43,560
平日 13～22時 回 57,960 60,720
平日 9～22時 回 73,500 77,000
土日休 9～12時 回 21,840 22,880
土日休 13～17時 回 32,440 33,980
土日休 18～22時 回 42,940 44,980
土日休 9～17時 回 51,130 53,560
土日休 13～22時 回 71,080 74,460
土日休 9～22時 回 90,090 94,380
平日 9～12時 回 22,780 23,860
平日 13～17時 回 34,330 35,960
平日 18～22時 回 45,250 47,400
平日 9～17時 回 56,170 58,840
平日 13～22時 回 78,330 82,060
平日 9～22時 回 99,640 104,380
土日休 9～12時 回 27,820 29,140
土日休 13～17時 回 42,310 44,320
土日休 18～22時 回 54,810 57,420
土日休 9～17時 回 68,140 71,380
土日休 13～22時 回 95,340 99,880
土日休 9～22時 回 121,170 126,940
平日 9～12時 回 41,160 43,120
平日 13～17時 回 76,440 80,080
平日 18～22時 回 94,080 98,560
平日 9～17時 回 111,720 117,040
平日 13～22時 回 164,640 172,480
平日 9～22時 回 199,920 209,440
土日休 9～12時 回 49,980 52,360
土日休 13～17時 回 94,080 98,560
土日休 18～22時 回 114,660 120,120
土日休 9～17時 回 135,240 141,680
土日休 13～22時 回 199,920 209,440
土日休 9～22時 回 241,080 252,560
平日 9～12時 回 1,410 1,470
平日 13～17時 回 2,190 2,290
平日 18～22時 回 2,840 2,970
平日 9～17時 回 3,610 3,780
平日 13～22時 回 5,040 5,280
平日 9～22時 回 6,450 6,750
土日休 9～12時 回 1,680 1,760
土日休 13～17時 回 2,580 2,700
土日休 18～22時 回 3,480 3,640
土日休 9～17時 回 4,260 4,460
土日休 13～22時 回 6,060 6,340
土日休 9～22時 回 7,740 8,100

消費税引き上げに伴う使用料手数料新単価

文化センター リハー
サル室兼会議室

内訳・内容

文化センター 大ホー
ル

入場料を徴収しな
い場合

入場料を徴収する
場合

営利営業宣伝等の
目的で利用する場
合 入場料を徴収し
ない場合

営利営業宣伝等の
目的で利用する場
合 入場料を徴収す
る場合

一般

別紙
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単位
現行単価
（税込）

新単価
（税込）

消費税引き上げに伴う使用料手数料新単価

内訳・内容

別紙

平日 9～12時 回 3,540 3,700
平日 13～17時 回 5,480 5,740
平日 18～22時 回 7,110 7,440
平日 9～17時 回 9,030 9,460
平日 13～22時 回 12,600 13,200
平日 9～22時 回 16,140 16,900
土日休  9～12時 回 4,200 4,400
土日休 13～17時 回 6,450 6,750
土日休 18～22時 回 8,710 9,120
土日休 9～17時 回 10,650 11,150
土日休 13～22時 回 15,170 15,890
土日休 9～22時 回 19,370 20,290
平日 回 7,230 7,570
土日休 回 8,660 9,070
平日 回 18,080 18,940
土日休 回 21,650 22,680

大ホール /h 7,870 8,240
大ホール（舞台のみ） /h 3,930 4,110
ホワイエ /h 1,570 1,640
展示ホール及びリハーサル室 /h 1,570 1,640
第2ボーダーライト /列 630 660
第3ボーダーライト /列 500 520

/灯 250 260
/灯 310 320

サイドフロントスポットライト /灯 310 320
シーリングスポットライト /灯 310 320
ピンアークスポットライト /台 1,570 1,640
フットライト /列 440 460
花道フットライト /列 310 320
ロアホリゾンライト /列 880 920
アッパーホリゾンライト /列 880 920
ステージスポットライト /列 310 320
エフェクトマシーン /台 880 920
ミラーボール /台 750 780
オーロラマシン /台 750 780
スポックス /台 310 320
マイクロホン /個 370 380
ワイヤレスマイク /個 880 920

/台 370 380
カセットテープレコーダー /台 440 460
音響反射板 一式 4,410 4,620
拡声装置 一式 2,620 2,740
CDプレイヤー/MDプレイヤー /台 440 460
ビデオデッキ /台 630 660
液晶プロジェクター /台 1,470 1,540
DVDプレイヤー /台 630 660
所作台 /台 180 180
所作台（花道用） 一式 1,000 1,040
平台 /台 120 120
箱馬 /個 40 40
折りたたみ足 /脚 40 40
山台用長布団 /枚 120 120
緋毛せん /枚 180 180
上敷 /枚 60 60
松羽目 一式 1,000 1,040
金屏風 /双 1,510 1,580
指揮者用指揮台と譜面台 一式 440 460
楽団用譜面台 /台 30 30
能舞台 一式 10,710 11,220
大太鼓 /台 440 460
スタンウェイピアノ /台 8,400 8,800
グランドピアノ（ヤマハ） /台 5,250 5,500

営利営業宣伝

文化センター 展示
ホール

一般

営利営業宣伝

文化センター リハー
サル室兼会議室

文化センター 備品類

文化センター 冷暖房
装置

サスペンションスポットライト500W
サスペンションスポットライト1,000W

ボイスアンプ（ワイヤレスマイク1本付）
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単位
現行単価
（税込）

新単価
（税込）

消費税引き上げに伴う使用料手数料新単価

内訳・内容

別紙

演台（大） /台 370 380
演台（小） /台 250 260
せり /台 1,510 1,580
映写機 /台 3,020 3,160
スクリーン（大ホール） /枚 1,000 1,040
スライド映写機 一式 1,510 1,580
移動用スクリーン /枚 370 380
机 /脚 60 60
補助椅子 /脚 30 30
パネル /台 120 120
組立パネル /台 120 120
シャワー利用 /室 180 180
持ち込み電気器具 /個 310 320

平日 9～12時 回 6,460 6,760
平日 13～17時 回 8,430 8,830
平日 18～22時 回 9,000 9,420
平日 9～17時 回 14,890 15,590
平日 13～22時 回 17,440 18,270
平日 9～22時 回 23,900 25,030
土日休 9～12時 回 7,730 8,090
土日休 13～17時 回 9,700 10,160
土日休 18～22時 回 10,970 11,490
土日休 9～17時 回 17,440 18,270
土日休 13～22時 回 20,670 21,650
土日休 9～22時 回 28,410 29,760
平日 9～12時 回 2,540 2,660
平日 13～17時 回 3,230 3,380
平日 18～22時 回 4,500 4,710
平日 9～17時 回 5,770 6,040
平日 13～22時 回 7,730 8,090
平日 9～22時 回 10,390 10,880
土日休 9～12時 回 3,230 3,380
土日休 13～17時 回 3,920 4,100
土日休 18～22時 回 5,190 5,430
土日休 9～17時 回 7,160 7,500
土日休 13～22時 回 9,000 9,420
土日休 9～22時 回 12,240 12,820
平日 ～18時 /h 800 830
平日 18時～ /h 960 1,000
土日休 ～18時 /h 800 830
土日休 18時～ /h 960 1,000
平日 ～18時 /h 340 350
平日 18時～ /h 400 410
土日休 ～18時 /h 340 350
土日休 18時～ /h 400 410
平日 ～18時 /h 340 350
平日 18時～ /h 400 410
土日休 ～18時 /h 340 350
土日休 18時～ /h 400 410
平日 ～18時 /h 570 590
平日 18時～ /h 680 710
土・日・休 ～18時 /h 570 590
土・日・休 18時～ /h 680 710
平日 ～18時 /h 570 590
平日 18時～ /h 680 710
土・日・休 ～18時 /h 570 590
土・日・休 18時～ /h 680 710

ホール /h 4,200 4,400
大会議室 /h 630 660
中会議室 /h 310 320
小会議室１ /h 310 320
小会議室２ /h 310 320
研修室 /h 310 320
和室 /h 310 320

青少年文化ホール ホール

大会議室

中会議室

小会議室１

小会議室２

研修室

和室

青少年文化ホール冷
暖房装置

文化センター 備品類

5



単位
現行単価
（税込）

新単価
（税込）

消費税引き上げに伴う使用料手数料新単価

内訳・内容

別紙

/灯 250 260
同上 1,000W /灯 310 320

/灯 250 260
シーリングスポットライト1,000W /灯 310 320
フォロースポットライト /灯 750 780
フットライト60W /列 310 320
ロアホリゾンライト /列 630 660
アッパーホリゾンライト /列 630 660
ステージスポットライト /灯 310 320
エフェクトマシーン /台 880 920
エフェクトスポット /台 750 780
ミラーボール /台 750 780
オーロラマシン /台 750 780
スポックス /台 310 320
マイクロホン /個 370 380
ワイヤレスマイク /個 880 920
カセットテープレコーダー /台 440 460

/台 370 380
CDプレイヤー／MDプレイヤー /台 440 460
拡声装備（大会議室） 一式 1,260 1,320
拡声装備（ホール） 一式 2,520 2,640
所作台 /台 180 180
平台 /台 120 120
箱馬 /個 40 40
折りたたみ足 /脚 40 40
松羽目 一式 880 920
金屏風 /双 1,510 1,580
指揮者用指揮台と譜面台 一式 440 460
譜面台 /台 30 30
緋毛せん /枚 180 180
上敷 /枚 50 50
グランドピアノ（ヤマハ） /台 5,250 5,500
アップライトピアノ（研修室） /台 1,260 1,320
演台（大） /台 370 380
演台（小） /台 250 260
映写機（16㎜） /台 2,520 2,640
スクリーン（ホール） /枚 1,000 1,040
スライド映写機 一式 1,510 1,580
移動用スクリーン /枚 370 380
ビデオ／DVD /台 630 660
液晶プロジェクター /台 1,470 1,540
机 /脚 60 60
補助椅子 /脚 30 30
パネル /台 120 120
組立パネル /台 120 120
持ち込み電気器具 /個 310 320
一般 /人 400 400
高校生 /人 100 100
小中学生 /人 50 50
一般団体 /人 280 280
高校生団体 /人 70 70
小中学生団体 /人 30 30
一般障害者 /人 100 100

/人 50 50
/人 30 30

65歳以上 /人 280 280
/人 280 280

石炭歴史博物館入館
料

福岡県立大学生

小中学生障害者
高校生障害者

青少年文化ホール備
品類

サスペンションスポットライト500W

サイドフロントスポットライト1,000W

ボイスアンプ（ワイヤレスマイク1本付）
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