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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 これより佐賀市教育委員会８月定例会を開きます。 

 まず初めに、台風１５号の影響で、交通機関の運行の見合わせや各種イベントの中止、

また避難されている方々など、いろいろな影響がございました。佐賀市内でもレーダー

解析によって三瀬村では１２０ミリの雨が降り、佐賀市の最大瞬間風速が３７メートル

あったと報道されました。一方、子どもたちの楽しい夏休みがあと１週間ほどで終わり

ます。子どもたちは学校で学ぶ以外のいろいろな体験をして、大変成長をしたのではな

いかと思います。また、これまで大きな事故等の報告もないので、あと１週間しっかり

過ごしていただきたいと思います。 

 また、大阪の寝屋川市では、中学生が事件に巻き込まれて殺害されるという本当に悲

しいことが起こりました。子どもの９時以降の管理はやはり保護者がしっかり管理して

いただかなければならないと私は思います。このこともＰＴＡなどに考えていただく必

要があると思っているところでございます。 

 それでは、ただいまから委員会を進めさせていただきます。 

 本日は、６人中６人の委員が出席しておりますので、適法に委員会が成立しておりま

す。 

 本日の日程につきましては、配付いたしております日程のとおりお願いしたいと思い

ますが、ご異議ございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これより本日の日程に入ります。 

 

日程２ 会議録の承認 

 

（山下委員長） 

 日程２の会議録について、説明を求めます。 

 

（大松教育総務課参事兼総務係長） 

 ７月２８日の定例教育委員会の会議録につきましては、８月２１日に配付したとおり

でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（山下委員長） 

 報告は終わりました。報告内容に質疑とか修正などはございませんでしょうか。はい、

どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 １７ページをお開きいただいてよろしいでしょうか。真ん中の下のほうに私の発言

で、私のこと言うと云々から、真ん中ほどに「実際には前古川知事の１つの一声」とい

うことですが、「１つの」を消してください。一声で発展してきた制度という意味です。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、異議がないようですので、会議録は修正していただきまして承認することにい

たします。 

 

日程３ 教育長報告 
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（山下委員長） 

 次に、日程３、教育長報告を求めます。 

 

（東島教育長） 

 １ページから話をさせてもらいます。 

 まず、本年度から県の教育長がかわりまして、市町の教育長との意見交換会、これを

定期的に持ちましょうということになりました。もちろん全体での意見交換会というの

は年間に２回ほどありますけれども、それ以外に旧区割りでありますところの５事務所

単位で、直接教育長同士で話す機会を持ちましょうということになり、旧佐城地区の佐

賀、多久、小城と県の教育長との意見交換会が７月３１日にありました。その中で議題

となったのが、ＩＣＴ利活用教育推進のための支援員の派遣が議題に上がりました。佐

賀市のほうからこれと同時に、あと２つ上げておりましたが、時間切れになりまして、

あとの２つについては意見交換会ができずに次回に送ることになりました。佐賀市から

出していたものは、１つは特別支援教育に係る支援員等についてどう考えるかというこ

と、それから２点目が、コミュニティスクールを全国公立学校には導入する方向に今審

議がなされておりますが、そのコミュニティスクールについて県としてどういうふうに

指導、先導をしていただくのか、そういうことについて話し合いをしたかったのですが、

これはもう時間切れに終わりました。端的に申し上げまして、ハード整備が各市町進ん

でおりますが、やはりネックになることとして、これが有効活用されるためにはどうし

ても支援員が必要であるということです。この支援員を各学校なり、計画的に配置をす

ることになりますと当然財政負担が大きくなってきます。そういう面で、ハード面の整

備とともに、いわゆるソフトの面での対応についても県のほうと話し合いをして、でき

たら財政措置をというふうなお願いも兼ねながら話し合いをいたしました。現在、県が

音頭をとって電子黒板をほとんどの市町に入れました。ところが、支援員の配置状況は、

市町の財政状況によってまちまちです。そういう中では、県が今ＩＣＴ利活用教育をど

のレベルを、どの水準を目指しているのか、そこのところの方針基準を明確に出すべき

ではないかと思います。そうしましたら、やはり支援員が何名必要ですということがお

のずと出てくると思いますので、そのＩＣＴ利活用教育の方針基準を明確に出すべきで

ないかという話になりました。県は、地方交付税の措置が１校当たり小学校は５６４万

円、中学校は５６３万円の措置がなされていると言われましたけれども、なかなかそう

いうわけにはいかないので、この件についてはまた継続して意見交換をしようというこ

とで終わりました。 

 次に県教委から３点出されまして、１つは放課後児童クラブでの補充学習をどう捉え

るのかということが出されました。当然ながら、この放課後児童クラブは福祉サイドか

ら出てきました。これにつきましては、勉強を教えるとか、そういう目的ではなく、や

はり学校を終えて安心して家庭に近いような形で生活を送る。そういう形のものですか

ら、勉強をすることだけが目的ではないということで、この件についてはなかなか意見

の相違が見られているところがあります。それから、学校の給食の無償化についても県

から出されました。太良が無償にするというふうにしていまして、その方向で行ってい

る市町がないかということでしたが、太良町には定住促進という目的がありまして、教

育活動そのものとしての捉え方ではないものです。ですから、少し意味合いが違います

ので、やはり学校給食については学校給食法にうたってあるような形でやるのが順当で

はないかという結論に落ち着きました。 

 ３点目の教科書採択については、今まさに中学校の採択をしたわけですが、揺らいで

いるのが、同一会社の教科書を長年使っていることへの疑問が出されてきていることで

す。特に今度の市議会でもそのことが一般質問に出ておりますが、私どもは、その教科

書を変えることが目的でなく、内容を審議して、その内容の善し悪し、あるいは佐賀の

子どもたちにどれが合うのか、より合っているのかという視点から審議、研究調査をし
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ております。そしてその結果としては同じになることもあり得ます。県議会での同様の

質問に対し、県は、変わらないことについて状況を捉えて指導しますと返答をされては

おりますが、当然ながら変えることそのものが目的ではなく、教科書の内容そのものを

調査研究し、審議されているということで、県とはこの点で意見は一致をしているとこ

ろでございます。このことがなかなかうまく伝わっていかないもどかしさがございまし

て、これについては丁寧に説明すべきではないかというふうに、県のほうも言われまし

た。こういうことが県から出された課題でございました。 

 次、２点目が年５回ほど行う平成２７年度の教育長を囲む会が、２回終わりました。

１回目は、管理職等を中心として、教職員の健康管理について話し合いをいたしました。

今回は中学校の管理職関係の皆さんと話をしたなかでは、どうしてもネックになってい

ること、話題の中心となってしますこととしては、部活動に携わる教職員の勤務の膨大

化、多忙化があり、これ何とかしなければならないという思いがございます。しかしな

がら、これにはなかなか難しい部分がありまして、少しずつ改善をしていく必要がある

と思っております。 

 それから、教職員のメンタル面での休職なり、病休なりが多くなってきているという

事実を踏まえたときに、把握が非常に難しいという学校現場の声があるんですね。そう

いうことで、いつでも、どこでも、誰にでも相談できるような、そういう学校の雰囲気

づくりをしていく必要があろうということが、最終的に意見として出てきたところでご

ざいました。 

 ２回目は、経験２年から１０年の若手教職員４１名と意見交換をいたしました。学級

経営の面、学習指導の面、保護者対応の面、そういうもろもろを踏まえながら実践上の

悩み、課題についてそれぞれ出していただいて、あるいは工夫して取り組んでいること

も出していただいて、若手教員相互の情報交換が有効であったろうというふうに考えて

おります。この若手の先生方が非常に教育に対して真摯に取り組んでいる姿が見えまし

たし、情熱を持って教育に当たられているという姿も見えて、将来の佐賀市の教育の原

動力として楽しみだなというところでございます。 

 ３点目は、佐賀市の平和展がことしも行われましたが、戦後７０年ということもあり

まして、内容的には非常に豊富な展示がなされておりました。なかでも、戦争体験者の

記事がたくさん展示をされておりまして、これを読んでいく中で、戦争というものはい

うのは始めるのは簡単だが終わらせるのは難しいということを書いていらっしゃる方

がいらっしゃいました。そして戦争は人間を狂わせますというふうに書いていらっしゃ

ったのですが、まさにそのとおりだろうと思います。これは主義主張に関係なく、やは

り人が人の命を奪う戦争は、やってはならないということを感じたところです。 

 ２ページにまいりまして、全国ことばを育む会の全国大会がありました。これは、こ

とば、それから聞こえの障害なり心配のある子どもさんの親と教育者と福祉に携わって

いる方、医療にかかわる方、こういう人たちが一堂に会して交流が行われう大会ですが、

正直、私はこういう会があることを存じ上げませんでした。ことば、聞こえというのは

当然教育の視点だけでなくて、医療関係、福祉関係の面からもやはりこれは連携をしな

がら取り組む必要があるわけですが、そういうことを目的とした研究大会があったこと

を報告しておきます。 

 ５点目が、佐賀市の子ども会のキックベースボールとミニバレーボールの球技大会が

ありました。担当の役員の方とお話をする中で、年々参加チームが減ってきていて、そ

の要因はどこかということをお聞きしたところ、この係をする方が熱意を持って取り組

んでいただく姿勢がだんだん薄らいできている。いわゆる後継者づくりが大変で、機械

的に１年１年の当番制で役員を引き受けられていく傾向にあるものだから、だんだんこ

ういうものに参加をするのが少なくなってきていますということをおっしゃられ、やは

り１つは大人の責任なのかなという思いをしたところでございました。 

 それから６点目が、吉田進一の回顧展のオープニングセレモニーがありました。今机

上にお配りしておりますが、吉田画伯が亡くなられて１年ということで、現在その回顧
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展があっております。これが１０月３０日までありますので、ぜひ鑑賞してごらんいた

だければなというふうに思います。これだけの経歴の持ち主でありながらも、北高でも

教鞭をとっておられたという方でございます。この時代の方はほとんど学校現場で教育

をしながら画家として転身をしていかれることが多かったようです。川副にはたくさん

の方がいらっしゃるんですが、ほとんどの方がそうやって学校で教鞭をとっておられる

という特徴があるようでございます。 

 ７点目は有吉選手の表敬訪問がありました。これはここに書いているとおりです。 

 それから、市の歯科医師会との協議会を持ちました。大きくは４点話し合いがありま

したけれども、１つは、医師会からの要望で、中学校へのフッ化物洗口の導入をぜひと

いう依頼がありました。これは、現在、小学校は今フッ化物洗口をやっております。こ

れだけというわけではないのでしょうが、これが功を奏しているのか、１２歳児のう歯

数は減少してきております。ところが反面中学校から増加をしているということで、や

はり口腔の健康管理ということから、中学校へもぜひ導入をという依頼をされておりま

す。しかし、学校の教育活動との兼ね合い、それからこれが全部の子どもを対象にしな

い、いわゆる子どもさん、親さんの意思でもって参加をするものですから、中学校にな

りますとかなり参加率が減ってくるという中で、どうしたものかと現状は模様見をして

いるところで、かなり厳しいところもあるのかなというふうに思っています。 

 それから２点目が歯の予防の検診についてありました。歯の予防検診、これは伊万里

の例を出されましたときに、ああ、なるほどという思いもありました。といいますのが、

歯のいわゆる予防検診を高校生活を始める前にやり、そして高校に進学をして歯をきち

んとしていくという制度を伊万里が以前とったようでございます。それは参考のために

少しこちらも調査をしてみたいというふうに思っております。 

 ３点目がコンクールから作品展示まで行っているポスターコンクールの情報提供に

ついてです。特に子どもたちの家庭にぜひこのポスターコンクール展示をやっているこ

とを十分に周知をさせてほしいという依頼でございました。 

 それから４点目が歯科検診後の治療勧告についての話がありました。学校保健安全法

によりまして歯科検診を定期的に行っておりまして、歯科検診後にう歯なり口腔の健康

で治療等に必要があるとするならば、それは治療勧告をするわけですけれども、治療勧

告後の子どもたちの治療の状況が悪いため、ここら辺について何とかできないかという

こともあったようでございます。 

 ９点目が早稲田・佐賀２１世紀プロジェクトの出前講座を２回に分けてやりました。

１つは１９日に一般の先生方を対象に、２つ目は２０日の校長会で校長を対象に講演を

していただいたところでございます。油布先生は早稲田大学の大学院の教授で、教育社

会学の先生です。「今、教師に求められていること」と題して講演いただきました。そ

の先生方の反応というのをアンケートで読まさせていただきましたが、やはり大きな視

点から教師という職業を見直すことができたようでございます。 

 ここには載せていませんが、８月２１日に佐賀市が主催をして、佐賀コミュニティ・

スクール研究大会の３回目を開きました。佐賀市では、現在３校から５校にコミュニテ

ィ・スクールがふえております。全県的にもかなりの数ふえておりまして、全国的にも

３，０００校を超えるようになってきております。今回は、その先進的な取り組みをや

っておられる三鷹のコミュニティ・スクールの副会長をなさっておられます四柳さんを

呼びまして講演、ご指導をいただいているところでございます。 

 以上で報告とさせていただきます。 

 

（山下委員長） 

 報告内容に質疑はございませんでしょうか。 

 

（福島委員） 

 市の歯科医師会との協議会の件で、④で歯科検診後の治療勧告の様式変更について、
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検診後の治療勧告の回収率が悪いので、様式を見直して、治療喚起につなげてほしいと

いうことですが、直接、関連しないと思いますが、虫歯が多くて全然治療しない家庭が

時々あって、ネグレクトが疑われるというケースが時々あります。私が一回経験したの

は、余りにも虫歯ばかりで、もう本当前歯の２本か４本ぐらいしか残っていない、あと

全部歯が虫歯で完全にないような子がいました。佐賀市内のケースではないのですが、

父親が一応親権とっているけれども、県外に働きに出てほとんど家に戻ってきておら

ず、おばあちゃんに預けっ放しで、そのおばあちゃんもきちんと面倒は見切れていない

ということで、お母様の依頼で親権者変更をしたりしたこともありました。やはり全然

治療していないともう横から見ると全然歯がないような状態で、余りに虫歯がひどかっ

たりすると、やはり少し家庭環境のネグレクトとか、児童虐待みたいなものを疑って、

例えば、児童相談所とかがかかわっていくよう、つなげるようにしたほうがいいのでは

ないかなと思ったので、少しそこを注意していただければなと思いました。 

 

（東島教育長） 

 虫歯の異常な状態と児童虐待との関連はかなり高いらしいです。ですから、そのこと

は話には出ておりませんが、極端に歯の健康に対して異常な場合には、養護教諭を通じ

て疑いも持ちながら子どもに接し、あるいは家庭環境の状況を見ていくことが大事だと

いうことを、校長会などを通して指導をしておくべきと今思ったところです。 

 

（福島委員） 

 もう子どもを面倒見切れない状態がかなり続いているということがうかがわれるの

で、そういうときは本当に子どもの保護という観点でつなげていくということもぜひ注

意していただければなと思いました。 

 

（久我こども家庭課長） 

 そういう児童虐待が疑われるような家庭につきましては、夏場に各学校、保育園、幼

稚園を回らせていただき、気になる子どもさんについては聞き取りを行っております。

そういう場で校長先生なり学校の側からそういう情報をいただければ、こちらのほうか

ら保護者のほうにアプローチをかけるということはございます。 

 

（福島委員） 

 保護者自身が言ってもそれ以上何も答えられないようなもういっぱいいっぱいの状

態になっていることが結構多いです。 

 

（久我こども家庭課長） 

 こども家庭課では養育指導という事業も行っており、そういうサポートとかをさせて

いただきたいと思っております。 

 

（東島教育長） 

 このことは梅﨑課長、校長会で報告しますか。 

 

（梅﨑学事課長） 

 はい、この件につきましては、勧告だけの状態になっています。それをきちっと保護

者から歯医者さんに行きましたよという回答をもらえるように、学校と保護者との間で

往復する形の通知表と同じような様式にすればどうかという要望がありました。様式変

えただけではその効果がどれくらいあるかわかりませんので、ほかのところを調べて、

これを少しまとめて、どういうふうにするかという検討をし、校長会などに、報告して

いきたいと思っております。 
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（東島教育長） 

 あわせて、特に異常な状況の子どもさんだちがいて、これが全然改善されていないと

きには、先ほどのような児童虐待、ネグレクトの疑いもあるということも頭に入れても

らうようにしておかないといけないと思います。 

 

（梅﨑学事課長） 

 まずは、関係するこども家庭課と協議をして、そういう通知等をするときには考えた

いと思います。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんか。 

 

（伊東委員） 

 意見になりますけど、１の(2)の①の放課後児童クラブの件ですが、結論的なものを

言うと、あくまでも子ども目線で豊かな放課後児童クラブであってほしいなと思いま

す。この管轄は厚労省ですよね、。ですから、学校教育が文科省であって、ここが厚労

省というのも何か今の時代にそぐわないのではないかなという考え方と、ある放課後Ｎ

ＰＯの１００人を対象にしたアンケートの中に、まず子どもたちが何をやりたいかとい

うのは、一番はサッカーで、次いでドッジボール、鬼ごっこ、縄跳びの順で、５番目に

なしというのが来ているのです。サッカーと相対すると思っていた野球が１５番目で

す。ですから５番目が、なしということが非常に気になります。これは、自主性が損な

われている、創造性がなくなっているということが顕著にあらわれていると思います。

これだけの単語じゃわかりませんけど、この佐賀県の県教育委員からの補充学習という

意味合いがわかりません。もちろん学校管轄という形になると、教育的な中に入ってい

けないでしょうから。ただ、全体を見ると、本当に子どもたちが生き生きと放課後３時

から５時まで過ごしているかなと言うと、あながちそうではない。よく子どもたちは、

おい、何々君、何して遊ぼうか、何しようか、どこで遊ぼうかというのが大きなキーワ

ードですが、限られた教室、場所、限られたことを３時から５時までずっと１週間やら

されているという意味合いに立つと、今言った５番目のなしということになるのではな

いでしょうか。ですから前回も放課後児童クラブについての訪問をやりましょうという

話が出ました。非常にいいことだし、ただ、それが訪問で終わっただけではいけないで

しょうから、基本的に何かを改善していかないといけないと思います。今、政府、安倍

首相が９０万人を１２０万人の放課後児童クラブにすると言っています。ただそこだけ

拡大したって、中身の現場が追従しなければ子どもたちのためにならないと思います。

この辺も、やはり県教育委員がしたからするということじゃなくて、佐賀市としてどう

するかということをぜひ検討してほしいと思います。それに対して地域がどうしてもや

はり援助してもらわないとできないでしょう。ですから地域とどうタイアップして、こ

れを制度的にシステムとしてつくり上げないと、ひ弱な子どもたち、ひ弱な大人に育っ

ていくという気がしてなりませんので、ぜひひとつ頭の中に置いていてほしいと思いま

す。 

 

（山下委員長） 

 これに関して何かございませんでしょうか。 

 

（久我こども家庭課長） 

 放課後児童クラブの目的は、家庭と同じように安全な見守りということが主な目的に

なっております。その子どもによっては物足りないようなところもあるかもしれませ

ん。ただ、とにかくけがをさせないということが第１目的ですので、その辺を考えて指

導員も資格を持った者を今年度から配置をしております。その中で今も遊びなどの工夫
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はされておりますが、いただいたご意見をもとにまた取り組みを指導していきたいと思

っております。 

 

（伊東委員） 

 前回、こども家庭課とかなりやりとりいたしました。私のイメージでは、１００％う

まくいっているようなニュアンスでした。安全上は確かにそうと思います。ただ、安全

は当たり前だし、逆に安全を要望するための積極的な方策もあるはずです。ですから、

安全、安全と言う大人目線ではなくて、子どもがどう豊かであるかと思います。早急に

できないと思いますが、ぜひ子ども目線で、そういう今のやり方が本当にベストなのか

ということを考えていただきたい。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、質疑がないようですので、教育長からの報告を終わります。 

 

日程４ 報告事項 

 

（山下委員長） 

 続きまして、日程４、報告事項に移ります。 

 報告事項(1)「平成２６年度公民館等運営・事業の自己評価の概要と総括」について、

協働推進課と社会教育課からご説明をお願いします。 

 

（中野協働推進課副課公民館支援係長） 

 では、協働推進課のほうからご説明申し上げます。 

 資料は１ページをお願いします。平成２６年度公民館等運営自己評価の概要と総括に

ついてご報告させていただきます。 

 公民館運営状況を評価することにつきましては、社会教育法に規定されているところ

であります。この資料は、佐賀市内の２７の公民館と生涯学習センター２つ、コミュニ

ティセンター３つ、計３２の施設についての評価の結果を記載しております。平成２６

年５月に春日北コミュニティセンターが供用開始をしておりますので、２５年度と比べ

て１つ施設がふえております。 

 主なものを申し上げますと、まず１番目、公民館運営審議会、公民館・地域連携協議

会等の開催状況等についてでございますが、(1)のところでは、会議の開催数が平均で

６．８回ということになっております。その前の年度については５．６回となっており

ますので、ふえているということになります。 

 (2)運営方針の周知ということですが、各公民館で年度当初に運営方針を定めており

まして、この周知につきましては、全公民館で住民等へ周知をしているところでござい

ます。 

 続きまして、大きな２番、公民館施設の利用状況についてでございます。 

 (2)のほうをお願いします。各公民館の利用者数でございますが、これは人口当たり

の利用者数では、１人当たり年間何回利用しているかということで計算をいたします

と、０．６回から１１回というところまで幅がございます。平均すると、住民１人当た

り約３回公民館を利用しているという結果となっております。これは平成２５年度と比

べてほぼ変わりはありません。 

 続きまして、(4)番です。公民館の利用状況について、会員の高齢化によりサークル

の利用は減少傾向にあるところですが、地域の団体活用や事業の参加数がふえ、全体と

して利用者数は増加しているところでございます。これはまちづくり協議会等の活動が

活発になってきているというところが言えるかと思います。 
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 続きまして、３番広報活動についてでございます。 

 (1)の公民館報の発行につきましては、２回から１２回というところで、平均は８．

１回の発行ということで、前年度とほぼ横ばいとなっております。 

 ホームページの更新回数につきましては、平均が２０．２回となっておりまして、そ

の前の年度から比べますと１３．７回ということで、大幅に上がっております。これは

昨年７月に地域コミュニティサイトのつながるさがしというところの中で、公民館ホー

ムページをそちらに移行しまして、地域の情報と一体となって見ることができるような

つくり込みをし、更新もしやすい環境になったところからふえていったようなところが

あると思われます。 

 次、２ページをお願いいたします。 

 ４番、主催事業についてでございます。主催事業の講座の開設数ですね、これにつき

ましては平均が１０．３回ということで、その前の年が９．４回です。開催数が５４回

ということで、その前の年度が５２回となっておりますので、ほぼ横ばいの状態となっ

ております。 

 ５番目につきましては、公民館が自己評価をいたしました公民館運営評価というとこ

ろでございます。こちらのほうは、ページをめくっていただいて４ページのほうをお願

いいたします。 

 公民館ごとに、各公民館長に自己評価をしていただきながら、公民館の果たすべき４

つの役割、機能をどう満たしているのかということで評価をしているところです。４０

点満点にはなりますけれども、２６点から３７点と幅がございます。平均では３２．１

ということで、前年度のその前の年の３１．６をやや上回っているというような状況で

ございます。 

 恐れ入りますが、ページを戻っていただきまして、２ページをお願いいたします。 

 ６番、公民館事業評価についてでございます。これも４０点満点中１８点から４０点

までとなっておりまして、平均では３３．２ということで、その前の年度の３２．６と

いうことを若干上回っているような状況でございます。 

 (3)事業評価についてですが、今後どのような方向性を示すのかという項目も掲げて

いる中で、現状どおりというところが多くあります。その次にやり方、改善をしていく

べきではないかという自己評価をいただいているところです。 

 ２ページの真ん中以降が総括ということで書かさせていただいておりますが、その２

番目のところです。(2)のところでございます。年代のニーズに合った情報提供の手段

ということで、それぞれの年代に応じた情報提供の方法を工夫する必要があるというこ

とで、例えば、高齢化世代には館報、若い世代にはホームページというのが有効ではな

いかとしております。 

 先ほど申し上げましたとおり、昨年７月からつながるさがしのほうに公民館のホーム

ページが移行をしている中で、更新も大幅にふえております。そうは言いつつも、半分

近くの公民館が月１回未満の更新回数となっているというところもあり、リアルタイム

な情報発信を心がける必要があると感じております。 

 ３ページの(4)番をお願いいたします。 

 評価の視点項目別というのがございまして、そこの中で地域課題の解決のための学習

の場を提供し、住民の意識や活動の変容へとつなげているというのが自己評価の中で最

も低い項目となっております。昨年度、２６年度から地域課題解決推進事業というもの

を公民館事業の中で取り入れまして、公民館職員の意識向上に努めているところで、今

後もこの事業を通して意識を推奨していきたいと考えているところでございます。 

 ６番目をお願いします。公民館事業などのニーズを把握する手法としては、講座終了

後には普通アンケートをとって住民の声を拾っているところがありますけれども、実

は、昨年度公民館に来る人だけでなく、全世帯の方に対して公民館の事業等に関するア

ンケートをとったという積極的な取り組みをされた公民館もあったということをご報

告させていただきます。 
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 自己評価については以上となっておりまして、あと５ページ以降が具体的な子どもた

ちの活動、大人の活動とかの資料を載せさせていただいております。 

 １つだけ申し上げますと、５ページの一番初めの上のところで、公民館施設利用の関

係が７１万９，７５８人ということで数字が上がっており、昨年度よりも約１万５，０

００人ほど増加している状況でございます。 

 あとは細かい資料をつけておりますが、後でごらんいただければと思います。 

 簡単ではございますが、説明の報告については以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（山口委員） 

 １ページ目の広報活動で(2)ホームページの更新回数がゼロ回から７８回というかな

り差があるなということをすごく感じました。そのゼロ回というのは２６年７月からの

コミュニティサイトつながるさがしへ移行した後でもゼロ回だったということでよろ

しいですか。 

 

（中野協働推進課副課公民館支援係長） 

 はい、そうです。７月から翌年の２８年３月までで集計をとったところです。少し啓

発をして導入したものの、なかなか作業的なところができていなかったというところが

あります。 

 

（山口委員） 

 その更新がゼロ回というのと７８回と、よく頻繁に更新ができるところとできないと

ころというのは何の差があるのか、または何が違ってそういうふうに更新回数が違うの

か、わかる範囲で結構なんですけれども、どう思われているのでしょうか。 

 

（中野協働推進課副課公民館支援係長） 

 いろいろ見た中では、例えば、公民館の部分について、講座の告知であってりとか、

講座の報告でやってみるというのが一般的なところでございます。ただ、多いところに

つきましては、まちの様子、例えば、桜の花が咲きましたとか、そのまちの様子もちょ

っと季節に応じたところも触れられているところもあって、そこが多くされているよう

なところもございます。少ないところにつきましては、公民館の業務だけでなくて、ほ

かの業務と多岐にわたっておられるところで、ちょっとそこまで、手が回っていなかっ

たというところも一因ではあるのではないかというふうに考えています。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

 

（山口委員） 

 この平成２６年度の公民館等主催事業実績の中で、蓮池の少年教育の人数がずば抜け

て４，３０１という数が上がっていますが、どういう講座をされていらっしゃるのかと

気になりました。もしおわかりになれば教えていただきたいと思います。 

 

（中野協働推進課副課公民館支援係長） 

 少し資料を見ますので、時間いただきたいと存じます。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。 
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（東島教育長） 

 まず１ページ目から２ページ目にかけて平均回数の意味は意味としてあるんですが、

例えば、会議の回数の１回と１５回、それから公民館報発行が２回と１２回、ホームペ

ージの更新がゼロと７８回、それから、主催講座が４と２１、主催講座の回数８と１５

６、こういうふうに非常に幅が広くなっています。もちろん平均で比べるよさというの

はある程度中心に集まっているときには、この平均というのは非常に有効です。しかし、

これだけ大きなばらつきがありますと底上げが必要になるわけです。そこら辺のところ

を例えば、教育委員会としてどの程度が最低限必要なのかという基準があるのかどう

か。それから、逆にそういうふうなことがないとするならば、例えば、館長会等で必要

最小限この程度はしないと公民館の運営のあり方としては妥当性に欠けるという部分

があるのかもしれません。そこを話し合いの中でうまく詰めていくとか、そういうこと

が必要ではないかということを１点感じております。 

 それから２つ目が、４ページの運営評価、これで２と１という、特に１のところもあ

ります。また、例えば、赤松が３３が２８になっていて、前年評価から今年評価が特に

下がっているところがあります。こういうところの要因をどういうふうに捉えるのか。

評価そのものの妥当性も問題があるかもしれませんけれども、そこら辺どういうふうに

考えるのか、何かありますか。 

 

（中野協働推進課副課公民館支援係長） 

 まず１点目の各講座関係の部分につきましては、幅があるということで、今特に具体

的な基準というものが定めていません。現在は、公民館の実践に応じて計画を立ててい

ただきながら実施しています。特に各公民館の主催の部分もありますし、各種団体への

支援をするようなお仕事もあります。その支援の度合いが大きい公民館とそうでない公

民館によっては公民館の主催講座のする仕事量の部分についての差が出てくるのかな

というふうに感じているところでございます。ある程度どのくらいあったほうがいいか

というところは、これから内部でも、あと公民館等とかでも検討していきたいというふ

うに考えているところでございます。 

 また、次の公民館運営評価につきましては、館長の自己評価の中で、前年度よりも下

がった評価の中では、各担当が回り、個別にヒアリング等を行っているところでござい

ます。そういう中で事情をお聞きし、担当からまたコメント等を付して、いろいろ公民

館と協働推進課とやりとりをさせていただき、改善が次にできるよう、つながるようで

きればなというふうに考えているところでございます。 

 

（山下委員長） 

 ほかにありませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 この評価というのは、ホームページか何かで見せたりとかされるのですか。 

 

（鶴協働推進課長） 

 この分については、この後、ホームページで公開をする予定をしております。 

 

（岸川委員） 

 そしたら、皆さんそれぞれの公民館は、この表自体も見て、例えば、もっと頑張らな

いととかを思う、そういった環境にはなっているのですね。 

 

（鶴協働推進課長） 

 そうです。 
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（山下委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

 

（伊東委員） 

 総括の中に幾らか改善的なものが含まれていると思います。私全体的に若い人へのア

ピールが非常に足らないと思います。今教育長からも報告があったように、後継者が育

っていないという、それがまともに子どもたちに来ます。やはりある程度重点的にもっ

とハード面、ソフト面を具体的に改善として公民館指導をしてほしいと思います。小学

校、中学校の子どもは何とかまだひっかかっています。高校を卒業するとほとんど公民

館に来ないということが今顕著に見えています。１８歳から今度選挙もできますし、も

う年寄りさんは放っておいても、もう元気に利用されていかれます。非常にすばらしい

アンケートをいっぱいとられていますので、むしろ今の子どもたちをどうするかを真剣

に考え、その辺も含めて改善案についての具体的な検討をお願いしたいと思います。 

 

（中野協働推進課副課公民館支援係長） 

 わかりました。確かに、小学生、中学生の部分の中では、子どもたちの夏休みの、例

えば、小学生の宿題を助けたいみたいなことで、中学生の美術部の子どもたちがボラン

ティアで小学生に教えるとか、高校の書道部の生徒が小学生に書道を教えるというふう

な取り組みが、最近各公民館でふえてきて、異年齢の中で、近い年齢の方の教える部分、

生徒と先生の関係、例えば、高校生ティーチャー講座ということで神野公民館でやりま

すけれども、高校の部活の生徒、例えば、佐賀北高校の部活の生徒が神野小学校の子ど

もたちがそこに行って、北高のお兄ちゃん、お姉ちゃんたちから書道を習うというふう

な感じで、近い年齢の子どもたちの関係性も若干ではありますが、そういった取り組み

も出てきているところでございます。 

 これからも委員おっしゃられるように、若い世代の部分とか、あるいはＰＴＡ世代を

どう巻き込んでいくかというところも考えながら、これが将来地域活動につながってい

くような仕組みとか、そういったのも研究していきたいというふうに考えております。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

 では、私からですが、伊東委員さんとダブるかもわかりませんけれども、４ページの

運営評価で、人材育成というのはやっぱり一番難しいところじゃないかと思います。平

均点も２．７２というところが一番低いのですが、その中で、４の評価がある勧興と高

木瀬、それから中川副、そういうところがどういうやり方でこの人材育成をやられたの

か、そしてこの４という評価が出てきたのか、そしてこのうまくいったやり方をほかの

公民館が学ぶというようなことはされているのでしょうか。そういうことが学ぶチャン

スがあるのかどうかをお聞きしたいです。 

 

（中野協働推進課副課公民館支援係長） 

 例えば、地域の方で、いろんな役割を持てる方とかを表に舞台に出して、その人のや

る気を起こすという形での人材育成とかいろいろあって、公民館の事業の中でとか地域

の事業の中、公民館等の事業の中で一体的にやられているのですが、各公民館長が集ま

る連絡協議会が月に１回あります。そういったところの中で、各公民館の取り組みをお

互いに紹介しながら学ばれているようなことも研修の中でもやっているところでござ

います。 

 

（山下委員長） 

 もう１つ、自己評価の概要と総括とは関係ないかもわかりませが、ひとつ教えてほし

いのが、公民館とコミセンの違い、それと、３つ今コミセンがあり、今度できる松梅は
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公民館になります。そこら辺を、３つのコミセンを公民館に昇格させられないかという

ことが１点目と、資料を見ますと７ページですか、コミセンと、あとコミセンではない

西川副と大詫間の公民館には図書館、図書室とかがないです。そこら辺の整備とかは今

後どうなっていくのでしょうか。やはりこの佐賀市で一緒ですから、同じように整備を

するべきではないかと私は考えます。 

 

（中野協働推進課副課公民館支援係長） 

 公民館の全体的なあり方については社会教育課の所管になりますので、私のほうから

お答えさせていただきます。 

 まず公民館の一本化の話です。まず公民館というのは、職員がおりまして、地域の取

りまとめ、貸し館等を行いながら、主催講座等で地域の人材育成とか地域の連帯感、情

報発信等を行うところでございます。コミュニティセンターも大体似通ったところでご

ざいますけど、その主催講座とか、地域の人材育成、そこら辺の体制が十分ではないと

いうところで、大和のほうについては合併後でコミュニティセンターというふうな整備

でやってきたところがございます。 

 ただ、全体的な佐賀市の公民館のあり方につきましては、平成２６年の１月でしたか

ね、地域コミュニティの推進方針に沿った形で、佐賀市の場合合併後、公民館、コミュ

ニティセンター、生涯学習センター、農村環境改善センターという４種類の公民館的な

施設があるが、その分については地域コミュニティの拠点として公民館として一本化を

図るという方針を出しております。これについては、地域コミュニティの地区が３２地

区を予定しておりますので、３２の公民館に整備を図るということで、現在、これは支

所のあり方の検討を行っておりますので、この整備とあわせて一本化を図りたいという

ことで考えておりまして、松梅につきましては、当初コミュニティセンターでの建設を

見ていたところですが、その方針が決定した後に用地が決まりまして建設に入りました

ので、その方針に沿った形で公民館という形で整備を行っております。この一本化につ

きましては、現在支所のあり方が大体２８年４月を目指しておりますので、これにあわ

せた条例等の整備を図りたいと考えているところでございます。 

 それと、図書室については大体公民館に図書室は整備を行っているところですけど、

川副関係につきましては整備ができていないところがございます。もともと川副関係に

ついては、図書館については分館を南川副公民館に整備しておりますので、各公民館は

図書室という格好になると思います。大詫間については、これは公民館の整備計画の中

で、老朽化している公民館については改築を行うこととしており、第２次の整備計画を

２７年度から３２年度までの６年間の計画を整備しておりますので、この改築にあわせ

て図書室も公民館としての機能として整備を図る予定にしているところでございます。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

 

（中野協働推進課副課公民館支援係長） 

 先ほど委員さんのご質問があった蓮池の分のところですけど、一番大きいのは、実行

委員会が別にあって、公民館が共催という形で入り、秋ぐらいに蓮池公園の中で子ども

さんを集めた蓮池のパークフェスタというその事業があり、これに４，０００人ぐらい

来ているというようなところが一番大きな部分がございます。 

 

（山下委員長） 

 他によろしいでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、質問がなければ、報告事項(1)「平成２６年度公民館等運営・事業の自己評価

の概要と総括」については、これで終了します。 
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 続きまして、報告事項(2)「公益財団法人佐賀市文化振興財団の平成２６年度事業報

告・計算書類及び平成２７年度事業計画・収支予算についてと、同財団の第三者評価委

員会の結果について」、文化振興課からご説明をお願いします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 では、まず別冊の資料は説明していきたいと思います。 

 例年のことですが、地方自治法の規定によりまして、市長が２分の１以上の出資をし

ている法人等につきましては、毎年度経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議

会に提出しなければならないとなっております。佐賀市文化振興財団に対しまして、佐

賀市は３，０００万円、１００％の出捐をしておりますので、議会への提出義務がござ

います。今回、今週末２８日に開会します８月の定例議会において、この書類を提出し

ますので、主な点についてご報告をさせていただきたいと思います。 

 では、４ページのところを見ていただきたいと思います。 

 ４ページから９ページには２６年度の事業報告を掲載しております。 

 主なものといたしまして、５ページから６ページにかけて自主文化事業の実施状況を

掲載しております。体験活動事業や主催事業、学校へのアウトリーチが６ページのほう

になります。こういう事業を行いまして、全体で１万３，３０１人の来場があっており

ます。自主文化事業の詳細につきましては、この資料の２２ページ以降に載っておりま

すので、後でごらんいただければと思います。 

 次に、７ページの下のほう４番、施設管理事業でございます。 

 次のページを開いていただきたいんですけれど、８ページの上のほうの表です。利用

料金につきましては、約１億２，９００万円で、目標が括弧の中の１億４，１００万円

ですが、目標の９２％でした。稼働率につきましては、文化会館は目標を下回っており

ますが、市民会館は目標を上回りました。文化会館の稼働率が低かった要因としまして

は、前年度と比べますと、コンベンションの利用件数が減ったことです。それが主な要

因でございます。また、来場者数は目標の８６％になっております。来場者数は昨年よ

り若干減っていますけど、市民会館の来場者数が前年より１万２，０００人ほど減った

ことによるものでございます。 

 次に、１２ページをお願いいたします。 

 こちらが２６年度の収支決算になります。２６年度の収支の状況でございますが、１

３ページの下から２段目、ちょっと太線になっているところの２番の経常外増減の部と

いうところがあります。その(2)の一番下ですね、ちょっと太い線の上のところですが、

当期一般正味財産増減額というのがあります。これが約３９４万円です。単年度で黒字

となっております。また、これによりまして、このページの一番下の段です。正味財産

期末残高が昨年３２０万円ほどでしたが、今期は７１０万円になっております。 

 この要因としましては、利用料金収入が昨年よりも６４０万円ほどふえたことと、支

出につきましては、特にどれがということではないんですけれども、修繕費や印刷製本

費などを初めとして経費節減に取り組んで、全体的に支出が抑えられた結果と思ってお

ります。 

 続きまして、２７年度の事業計画収支予算についてですが、３６ページからでござい

ます。この３６ページ、３７ページに２７年度の事業計画が掲載をされております。 

 ３６ページの２番のところですが、芸術文化の鑑賞機会を提供する事業ということ

で、２７年度も引き続き佐賀市民芸術祭の事業や学校へのアウトリーチ事業として、ア

ーティスト特別授業やアートマネジメント事業を予定しております。 

 ３８、３９ページに２７年度の予算書を掲載しております。 

 ３９ページのほうをごらんいただきまして、中ほどよりちょっと上なんですが、経常

費用計というところを見ていただきますと、３億８，１００万円ということになってお

りまして、前年度より１，２００万円ほど減ということで予定をされております。 

 この件については以上で説明を終わります。 
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 引き続きまして、定例教育委員会の資料に戻っていただきたいと思います。１３ペー

ジをお願いします。 

 こちらは公益財団法人佐賀市文化振興財団第三者評価委員会の結果についてでござ

います。この第三者評価委員会でございますが、文化会館、市民会館を管理運営する佐

賀市文化振興財団が行う施設の管理、芸術文化に関する事業、経営の効率化の状況など

について、外部の委員が定期的に評価をし、アドバイスをすることで管理運営の改善に

つなげることを目的として、２３年度から実施をしておるところでございます。今回は、

２６年度事業の評価を行うということで、７月２４日に開催をしておりますので、その

内容を説明いたします。 

 まず、この１３ページの参集者のところに書いておりますが、委員は８名でございま

すが、当日は都合により２名の委員が欠席でございまして、６名で評価をしていただい

ております。 

 １４ページをごらんください。こちらが財団の自己評価表になります。 

 評価項目としては、大きく３つ、１）施設管理に関すること、２）自主文化事業に関

すること、３）財務に関することでございます。 

 まず、自己評価の１）の施設管理に関することについて、先ほど説明をしたことと重

複いたしますが、目標を達成できたのが、この中では市民会館の稼働率のみでございま

して、利用者数や文化会館の稼働率が目標を達成、ややできていないということでＢ評

価になっております。 

 次の自主文化事業に関することで、⑤、⑥、⑦については目標達成をしていますが、

④の主催事業の入場者数です。これについては、目標の９５％ということで、前年度が

隣のほうに、横のほうに２５年度実績の欄がありますが、前年度が１万７，１７６人で、

今回が１万３，０００人ということで、４，０００人ほど減っており、大きく人数が減

ったということで、全体ではＢ評価になっております。 

 次のページの自己評価の説明のところにも書かれていますけれども、自主文化事業に

ついて佐賀市から補助金を出しておりますが、２６年度はその前の年より２５０万円ほ

ど減額をしておりまして、事業規模が縮小になって、著名なアーティストを呼べなかっ

たというところがあり、それが集客に影響をしたと考えます。このほか消費税の影響も

あるかと考えております。 

 次に、財務に関することでございますけれども、これは２項目とも目標達成には至っ

ておりませんが、目標との差がわずかであるということでＢ評価となっております。財

団からの説明としましては、オフィシャルパートナー、企業の協賛が２社ふえたという

ことや、電気料金、印刷製本費の経費節減をしたというふうな説明がなされております。 

 １６ページをごらんください。 

 こちらが評価委員会の採点結果をお示ししたものでございます。①番から⑩番の評価

項目がありまして、それぞれの項目が１０点満点、委員が６人ですので、全部で６００

点満点ということです。採点結果を見てみますと、施設管理に関することでは、やはり

②の利用者数の増加の項目については評価がやや低く、全体としてＢ評価、自主文化事

業に関することにつきましては、全体的に非常に高い評価をいただいて、Ａ評価になっ

てはいるのですが、⑦番の地元出身の芸術家の起用というところが、得点率が８割未満

となっております。これについては、昨年は芸術祭の中での自主事業で、邦楽と九州交

響楽団があったんですが、邦楽のほうはほとんど地元出身の方でありましたし、九響も

佐賀市出身の堂山さんというホルン奏者の方をお呼びし、あと村井国夫さんが出演され

る演技公演なども行いましたが、委員のコメントの中では、２番目にありますが、地元

出身芸術家の掘り起こしが必要というようなご意見をいただいております。 

 最後に財務に関することですけれども、これがやはり利用料金収入が目標に達してい

なかったということが影響しまして、⑨番の項目がやや評価が低かったのですが、全体

としてはＢ評価となっております。総合評価は６００点満点中４７０点で、得点率が７

８．３％ということで、全体でもＢ評価となりました。 
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 総合評価の２７年度に向けた課題のところに書かれておりますが、アウトリーチ事業

については、他の公共団体と書いておりますが、それは佐賀県のことで、県のまなび課

で同じような事業をしているので、整理をしたほうがいいとか、今回稼働率が低かった

一因であるコンベンションについて何らかの対応が必要といったような意見が出され

ております。この評価結果に基づいて、また財団と協議をいたしまして、今後の運営に

生かしていきたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（福島委員） 

 教育委員からと言うよりは１市民としての意見です。佐賀市文化会館は、非常に建物

も立派でいい施設だと思います。ですが、一般市民からすると何か決まった行事がそこ

でありますというのがないと、あんまり行かないというところで、あまりふらっと行く

ようなところではないです。例えば、先ほどの自主文化事業で、無料で展示する、フリ

ースペースで地元の芸術家さんの作品を展示して自由に見れるとか、お金がかからない

ようにして、何かないかなと思って市民が行くと、あっ、何かやっているというふうな、

そんなふうな行きやすいイベントを開いていただくと、土日とかに子連れでみんながち

ょっと行って、ああ、きょうは天気がいいなという感じで、広いスペースで、楽しめる

ようにしたら、もっとみんな行って、そしていろんな行事があるというのもわかって参

加したりするのではないかなというところがあります。なかなかその建物を、そこの大

会場の中は勝手に人が入ると汚しちゃったりして困るので、きちんときれいにしておか

ないといけないとはおもいますが、フリーで人が入ってもいいスペースにはフリーでた

だで見れて、市民が憩えるようにしてもらえると、もう少しみんな集まるんじゃないか

なと思いました。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 ありがとうございます。以前もたしかカフェなどがあるとというようなご意見をいた

だいたところなんですけれど、そうですね、なかなか一般の方はという話は、確かにそ

うかなと思います。今、市民芸術祭というのをやっていまして、それがちょっとふらっ

と、３日間だけではあるのですが、ふだん余り芸術文化に親しみがない方たちもちょっ

とお祭り的にやっていますので、そのときはいろんな食べ物があったり飲み物があった

りしておりますので、そういう機会をいろんな形でふやしていくことも大事なのかなと

思います。 

 

（福島委員） 

 市民の方がそういう文化的な活動をされている団体の方に、たまに土日だけフリース

ペースの部分で展示してもらうとかやってもらうとか、自主と言っても誰かに貸すよう

な形で、余りお金を取らずにできるようなイベントをちょこちょこやっていただけると

おもしろいんじゃないかなと思います。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 はい、ありがとうございます。財団とも協議をして、その辺を考えていきたいと思い

ます。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 
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（岸川委員） 

 市民会館がもうすぐ廃止になるということで、かなりの利用率がある分をどれだけ吸

収していくか、そういった具体的な段階的な計画とかはもうなされてあるのでしょう

か。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 具体的にはまだそこまでは行っていないのですけれど、実際的に市民会館が利用でき

なくなったことで、ある程度は文化会館、県立美術館、アバンセは余りないかもしれま

せんが、東与賀の文化ホールに流れる部分ですとか、それと、最近聞いたのは、ほとん

どが体育利用で余り文化的な利用はされていないと思っていた諸富の文化体育館にも、

市民会館の利用者の方がちょっと流れているという話も聞いています。こちらから今の

ところ誘導しているということはないのですが、利用者の方はもう１年先の予約が始ま

っている状況ですので、自然に流れていっている部分はあるようです。東与賀文化ホー

ルは今まで有効活用を一部できていない部分がありましたが、来年度が指定管理者の更

新の時期であり、今までがＮＰＯで運営をしていただいておりましたけれども、音響と

か照明とかそういうことのご専門ではないので、その準備に非常に時間がかかったりと

いうことで使えない日が多かったと言われました。そのあたりを外部に委託できるよう

少し指定管理料もふやすようにして、もう少し有効活用できるよう考えております。少

しはそちらにも流れるのかなとか期待しております。あと、これはどうなるかはわかり

ませんが、支所の議場あたりが空いているところがありますので、改修とかをすれば練

習とかには使えるのではないかと考えております。市民会館は結構練習利用が多かった

ので、少しそういうところに使えないのかということで、まずは既存の施設を有効活用

しながら動向を見ていきたいという、現在はそういう段階です。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

 １４ページですが、評価資料１のところですね。達成度が８５．６％とか１００％と

かありますけれども、これは２２年度を基準にしてありますが、少し数字的に古いかな

という感じがします。、やはり２年ぐらい、２４年度ぐらいを基準にしたほうがいいの

かなと私自身思っていますが、そこら辺の２２年度を基準にしている理由と説明してく

ださい。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 これは指定管理期間とあわせて、２３年度から今年度、２７年度までの５年間の事業

改善計画というのがあります。その期間に数値目標をこういうふうに何年度は幾つ、何

年度は幾つとしていまして、２３年度からの計画ですので、実績が出ているのが、その

前年度の２２年度、そこが基準になっているということです。 

 ですから、一応今年度で終わりですので、また２８年度からの計画を２７年度の実績

値をもって基準にしてつくっていくという形にはなるかと思います。 

 

（山下委員長） 

 指定管理者の期間の間は、一番最初の年度を基準にしていく、今までもずっとそうで

したか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 これが今回、２３年度からの計画が初めてです。ただ、おっしゃるように、５年とい

う期間が長くて、途中の見直しをしたほうがいいというお話はありました。例えば、こ

こで言いますと、指定管理料というのが１億９，０００万円に今回実績がなっているの

ですが、すごく上がっていて、これは実は消費税が２６年度から上がったということで、
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その分までどんと上がっているのです。５年前は当然消費税が上がるということが想定

がなかったので、そういうことも５年の間にはあるので、途中の見直しも必要ではない

かというご意見は議会のほうからもいただいております。 

 

（山下委員長） 

 私も何か余りにも、５年前のを基準にするのはどうかなと思い、質問させていただき

ました。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かご質問はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、質問がなければ、報告事項(2)「公益財団法人佐賀市文化振興財団の平成２６

年度事業報告・計算書類及び平成２７年度事業計画・収支予算についてと、同財団の第

三者評価委員会の結果について」をこれで終了いたします。 

 続きまして、報告事項(3)「さが桜マラソンの日程の前倒しについて」をスポーツ振

興課からご説明をお願いします。 

 

（江頭スポーツ振興課副課長兼スポーツ係長） 

 １７ページをごらんください。さが桜マラソンの日程前倒しについてでございます。

さが桜マラソン主催５者では、毎年４月の第１日曜日に開催しております大会の日程の

前倒しについて検討しているところでございます。日程の変更案としましては、４月の

第１日曜日開催を３月の最終日曜日の前週の日曜日開催に変更するという案でござい

ます。この説明ではちょっとわかりにくいと思いますので、本日お配りしました資料、

Ａ４横の資料をごらんください。 

 さが桜マラソン２０１７大会以降の日程変更（案）についてですが、現行は４月の第

１日曜日、今年度は４月５日に開催いたしましたが、４月の第１日曜日となると、４月

１日から４月７日までの間になります。メリットとしましては、今までさが桜マラソン

というのは４月の第１で定着しております。デメリットとしまして、実はことしの大会

が気温がそちらに１９．５度から２３．８度と書いておりますが、すごく高くなりまし

て、熱中症になった方が多くて途中棄権者がかなり多く、完走率が９０％を切ってしま

いました。そういうことと、また、年度初めでやはり人の行き来も多く多忙であること。

それと準備と開催日が別の年度ということもありますし、また人員確保についても自治

会などに依頼しまして、年度が変わって会長さんがかわられたり、担当の役員さんがか

わられたりということもあり、ボランティアの変動も若干あっております。２０１７大

会の開催日になりますと、４月２日になりますけれども、それを、その下のほう、前回

は最初に３月の最終日曜日、１週間前倒しという形で考えておりました。３月２５日か

ら３月３１日までの間になりますけれども、桜の開花時期はメリットになりますが、ま

たデメリットとしましては、交通量が年間で一番移動が多いということ、年度末という

デメリットが発生いたします。２０１７大会にしましては３月２６日、また２０１８大

会としましては３月２５日になります。気温としましては１６度ぐらいという平均気温

になっております。今回、変更案としまして、３月の最終日曜日の前の週の日曜日、期

間としましては３月１８日から３月２４日という形になります。この時期としまして

は、熱中症のリスクというものは低いかと思われます。また準備が年度内ということに

なります。しかし、実は開花前という形になって、桜がない可能性が高いというのがデ

メリットに上がってくると思います。２０１７大会、２年後の大会としましたら、３月

１９日になります。翌年、３月１８日、その次、２０１９になると３月２４日という形

で、また桜が咲くような時期になりますが、２０１７大会に変更するとなると３月１９

日という形になります。この時期の気温としましては、過去５年間は平均１５．７度と

いうことで、フルマラソンの大会としては、４月の開催よりかは最適という形になって
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おります。ことしの大会がそういう形で熱中症のリスクというか、棄権者が多く、医師

会のほうからも、このフルマラソンを４月に開催するのは大変厳しいというご指摘をか

なり受けております。そういうことで、大会の日程変更という形で、現在自治会、商工

会議所などの関係団体、関係機関等にご説明をして、この文書をお配りしまして、ご意

見をお聞きしているところでございます。 

 この変更案に対してご意見をお聞きしまして、日程変更につきましては５者会議、ま

た運営委員会等で検討いたしまして、１０月の２０１６大会の告知、ランナー募集を、

１０月中旬ぐらいから始めるような形で進めておりますけれども、そのときに２０１７

大会の日程をお知らせする予定としております。２０１６の大会は４月３日ですので、

次の大会の年度が一緒になるという形になりますけれども、２０１７大会からの３月開

催という形で検討をしているところでございます。現在、関係機関にご説明をしている

ところでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（江副社会教育部長） 

 補足ですけれども、今５者会議という言葉が出ました。ちなみに、５者というのは佐

賀県と佐賀市と神埼市と陸上競技連盟、それと佐賀新聞、これを５者と言って、そこで

の集まっての会議が運営委員会、一番トップの集まりです。問題は、この時期について、

スタート当初からいろいろ議論がありました。フルマラソンに切りかえてもう３回やり

ましたけど、それをやっとこの時期を見直すというところまで今来ております。ただ、

その競技の会場というか、走るコースにはもらろん神埼の吉野ヶ里までがコースになっ

ていますが、その大部分のエリアを抱える佐賀市にとってはこの調整が一番大変です。

 今のところ、関係の自治会等々に意見を伺っております。問題なのは、桜の時期とい

うのが一番うちの売りになっていますけど、ただ、このフルマラソンになって、こうい

う気温が今高い日が続いていますので、やはり医師会の意見にもありますとおり、要す

るに走る人たちに危険があるということが一番このマラソン大会では致命傷となりま

すので、やはりご専門のご意見というものを一番重視する必要があるのではないかとい

うことがございます。また、現在は４月の第１日曜日に実施しておりますが、神埼市に

とっては２年に一回のお祭りがちょうどこの時期と重なるので、何とか避けてもらいた

いという意見が以前からございました。 

 そういった部分も考えると、言葉は難しいですけど、最終はやはり交通量、かなり車

両を規制しますので、この一番最終は引っ越しシーズンで、ここを車をとめるというの

は非常にやはり難しいのかなと感じます。営業の引っ越しの関係の業者さんであった

り、ここら辺は反発が強いだろうということで、その前の１週、だから桜はまだまだ開

花のつぼみぐらいかもわかりませんけど、名前はそのまま桜マラソンということを踏襲

しつつ、そこでいきたいなということで、今協議が終わった段階です。 

 以上です。 

 

（伊東委員） 

 個人的な意見になります。熱中症は冬でも起きます。ですから、逆に選手にどうご説

明されるのか。３月だってどんと温度が上がるときがあります。それが１つです。 

 それから年度末の前後、年度末、年度明け、これはもうどこでも忙しいとき、忙しく

ないときありますから、私は個人的にはもう一回決めた４月の第１日曜日の日程がいい

と思います。交通量は今部長おっしゃったようにわかりますけど、ただ、年度末、年度

初めというのは、これは企業によっても違います。変え始めるとずっと変わります。今

度３月二十何日にしたら、次またやっぱり４月がよかったねとかいろいろな意見が出て
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きます。ですから、あんまりくるくる変わっても、もうみんながさが桜マラソンは４月

の第１日曜というイメージのある人が多いですから。 

 これは個人的意見です。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、質問がなければ、報告事項(3)「さが桜マラソンの日程の前倒しについて」は、

これで終了します。 

 続きまして、報告事項(4)「平成２７年度８月補正予算について」、各課からご説明を

お願いします。 

 

（藤田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 まずレジュメの一番最後のページ、１８ページをお願いします。 

 平成２７年度８月議会の補正予算の説明であります。 

 まず、教育総務課分です。一般人件費１億９００万円の減額補正であります。これに

つきましては、教育委員会の職員の人件費の補正です。理由としまして、４月人事異動

に伴う職員構成の変動によるもの、さらに共済掛金や共済負担金の変更によるものであ

ります。 

 次の一般経費（欠員等代替職員分）４００万円の増額補正です。教育委員会の職員の

育児休業、あるいはまた病気休暇等の代替職員の増加に伴い、賃金や社会保険料の増額

を行うものであります。 

 以上です。 

 

（梅﨑学事課長） 

 その下のほう、学事課です。まず歳入のところですが、学校施設環境改善交付金、マ

イナス１，３５０万円、それから合併特例事業債、プラス１，２９０万円ということで、

これは学校給食施設整備事業で、鍋島小学校の給食室改築工事に対する国からの交付金

を要望しておりましたが、不採択となりましたものですから、合併特例債に組み替える

ものでございます。金額の１，２９０万円ですが、差額の６３万円については一般財源

で補うようにいたしております。 

 不採択の理由ですけれども、当初、国への要望をしていたときには特別な条件はござ

いませんでしたが、各地方からの要望が文部科学省の予算よりもやはり多くなってきた

というところで、財政力指数が０．３３未満の地方公共団体が条件ということで、佐賀

市は財政力指数が０．６３でございましたので、高過ぎるということで不採択となった

ものでございます。 

 これにつきまして、そういうことで、交付金の不採択によりまして、工事の開始がお

くれましたので、３月の事業完了が難しくなりまして、翌年度へ繰り越しをしたいとい

うふうに考えております。 

 引き続きまして、歳出予算のほうにまいります。通学費補助事業、小学校分です。こ

れは７月１４日の研修会のときにもご説明いたしましたとおり、今回、１０月１日より

三瀬地区の村内のコミュニティバスが有料化になります。それに伴いまして、三瀬地区

の小学生に通学費の補助を新設するものでございます。現在、富士、それから大和地区

につきましては、これは山間地域のみですけれども、通学補助を行っておりまして、基

本的には、その制度と同じ条件で通学補助を出すものでございます。条件といたしまし

て、対象者は小学校の統廃合により遠距離通学となった地区の児童、または通学距離が

４キロ以上の児童、対象学年は全学年、補助の内容につきましては、定期券のデマンド

バス、コミュニティバス等が入っておりますので、その定期券の１０割以内、もし公共

交通機関がない場合につきましては、送迎用の燃料費としまして、月３，０００円を補
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助するという内容になっております。中学生につきましても同じ内容ですが、通学距離

が６キロ以上の生徒となります。補助の内容につきましては定期券の８割以内というこ

とになっております。 

 そこで、今回三瀬のほうに新設するに当たりまして、大和地区につきましては、名尾

分校と下田分校がもともとございまして、そこが閉校したことに伴いまして、そこに通

っていた一、二年生に対して補助を行うようにしておりましたものですから、その一、

二年生だけでなく、ほかの地区とも合わせまして、３年生以上についても補助対象にし

たいということで改正をしたいというふうに考えております。 

 今回の補助金の対象につきましては、三瀬小学校の１２人の子どもさんを予定してお

ります。それから、大和地区につきましては現在７人ですが、増加人数１４人というこ

とで、中学生については予定はございません。 

 以上でございます。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 文化振興課の関係ですけれども、まず歳入の上から３つですね。埋蔵文化財発掘調査

事業と歳出の上から２つ、鍋島東部分経費について説明をします。 

 内容としましては、鍋島東部地区、鍋島町の蛎久ですが、こちらで農林業基盤整備事

業が行われるということで、それに伴う埋蔵文化財の本発掘調査を行う経費でございま

す。歳出の事業が２本に分かれておりますけれども、農林業基盤整備事業自体の経費負

担が農家負担が１２．５％、国、県の負担が８７．５％となっておりまして、埋蔵文化

財発掘調査費についても全体を１２．５％と８７．５％に分けまして、１２．５％分は

国庫補助の対象となります。残りの８７．５％は全て県からの委託金で賄うということ

になっておりますので、予算上の事業が２つに分かれているということでございます。

調査の面積は、昨年確認調査を行った結果、遺構が検出され、道路や水路など工事によ

って遺構が影響を受ける１，０００平米でございまして、約２カ月間で調査を行う予定

でございます。予算の内容としましては、作業員の賃金や測量の委託料、掘削機の借り

上げなど総額で５５２万円、ここの表でいきますと、６９万円と４８３万円で５５２万

円となっております。 

 歳出のその下ですけれども、市民会館・文化会館施設改修事業でございます。今回は

文化会館大ホールの舞台照明器具の更新をお願いしております。 

 今回更新する舞台照明器具ですが、文化会館が開館して依頼初めての更新となりま

す。通常メーカーの期待設計寿命というのがあって、２０年ということですが、大幅に

超えておりまして、老朽化が進んでおります。これは実は現場での作業期間というのが

ありまして、２０日ほどかかると想定されております。来年度から市民会館が休館にな

りますので、近々に利用を停止して改修をしなければならないものについては、可能な

限り同時に施行をしたほうが、利用者の利便性を低下させないと考えておりまして、今

年度の当初予算で計上しております大ホールのオーケストラピットの改修の現場作業

が来年の２８年の５月になっておりまして、その期間についてはもう既に利用を停止し

ているところでございます。今回の照明器具の改修、更新についても、現場作業はこの

来年の５月の時期にあわせて行うということで計画をしております。したがいまして、

債務負担行為も設定をしております。一番下の表の文化振興課というところですけれど

も、全体額が１億２，７４７万円でございまして、この額以内を２８年度までに支払う

としております。今年度につきましては、施工監理委託料の一部と工事請負費の前金４

割相当分を予算計上しております。 

 続きまして、歳出のその下ですが、佐賀段階チャレンジ交付金事業でございます。こ

れは６月補正で一度出てきておりますけれども、佐賀県が国の地域活性化・地域住民生

活等緊急支援交付金というものを原資として実施するものでございまして、県が市町に

交付金を交付し、市町が間接的に団体に補助をするというものです。今回は県のほうで

６月の中旬から７月の下旬にかけて追加募集がありまして、それに応募をされて採択さ
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れた団体への補助金となっております。補助の対象につきましては、６月補正のときと

同じで、自治会なども市民団体が行う地域活性化を目的とした事業について、県が内容

を確認しまして採択を決定した事業の補助対象経費の９割を補助金として交付するも

のでございます。 

 文化振興課関係は１件でございます。内容としましては、久保田町の伝統芸能、面浮

立保存会からの応募でございまして、補助金の額は７６万９，０００円となっておりま

す。事業内容は、久保田町の香椎神社の面浮立の奉納に当たりまして、４つの自治会が

輪番で奉納をしているそうですけれども、今回出された自治会については継承者が少な

いということで、自治会以外の方にも声をかけて保存会メンバーをふやす取り組みをし

たいと考えられているそうです。面浮立の踊りの曲が現在カセットテープが音源という

ことで、それをＣＤ化する経費ですとか、衣装とか道具の買いかえをするということで

提案をされております。 

 以上でございます。 

 

（野田スポーツ振興課管理係長） 

 スポーツ振興課分の説明であります。スポーツ振興くじ助成金といたしまして、歳入

１，６００万円を計上しております。これは、助成金の交付事業を行います日本スポー

ツ振興センターからの交付内定を受けたものでございまして、今年度実施いたしますス

ポーツパーク川副耐震改修事業、体育センターの耐震大規模改修でございますけれど

も、その充当財源とするものでございます。あわせて一般財源との財源組み替えを行う

ものでございます。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 何ご質問はございませんでしょうか。 

 この債務負担行為についての説明を関連してよろしいですかね。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 債務負担行為のまず学校教育課の分をご説明いたします。 

 これは英語指導助手、いわゆるＡＬＴの派遣業務委託料になります。現在、小学校五、

六年生と中学校に対して、１クラス当たり２週間に１回の割合でＡＬＴを派遣しており

ます。現在の委託業者はＫＢＳという会社なんですけれども、平成２５年から委託契約

を結んでおりまして、これは単年度契約で最大３年までというふうになっております。

今年度で３年目を迎えますので、来年度からの委託業者を決めるに当たりまして、本年

の１２月にプロポーザルを実施するということで、に平成２７年度から２８年度までお

いての債務負担行為として、約４，９００万円をお願いするものでございます。 

 以上です。 

 

（梅﨑学事課長） 

 続いて学事課です。学校給食の一部民間委託事業です。今年度中に委託先を選定いた

しますので、平成２７年度からの計上をいたしております。実際に委託期間につきまし

ては、２８年度から３０年度までの３年間でございます。２７年度で契約が満了します

循誘小学校、赤松小学校、鍋島小学校、開成小学校の４校につきまして、３年間分の委

託料１億９，７００万円を計上するものでございます。 

 以上でございます。 

（山下委員長） 

 文化振興課については先ほど説明していただきました。 

 債務負担行為について、何かご質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 では、ご質問がなければ、報告事項(4)「平成２７年度８月補正予算について」は、

これで終了します。 

 なお、補正予算には関係ございませんが、専決事項に関する報告が学校教育課からあ

ります。ご報告をお願いいたします。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 学校教育課からの報告させていただきます。 

 今年度の５月１７日に鍋島中学校で当校の事務員がエンジン草刈り機を使用して除

草作業を行っていたところ、その小石が草刈り機から複数はねておりまして、その後方

に止めてあった保護者の車に十数箇所傷をつけてしまうという事故が起こってしまい

ました。それで、その補償として、市が加入しております全国市長会学校災害賠償補償

保険から全額支払うということになっておりまして、実はその車が買ったばかりの新車

ということだったもので、損害賠償の額が６３万円ほどになっております。これにつき

ましては、これまでも何回か同じような事故があっておりますので、校長会、それから

事務員の研修会、そしてまた夏休みの後半で草刈り作業等もありますので、改めて先日

の校長会で注意喚起、指導を行ったところでございます。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問がなければ、これで日程４の報告事項については終わります。 

 日程５、その他になりますが、学校教育課から「２、３学期の学校訪問の日程」と「秋

の運動会の日程」について、報告をお願いいたします。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 ２学期、３学期も学校訪問、それから各小中学校の運動会、体育大会が実施されます。

各委員には、また改めて義務教育指導係の米倉係長からご案内を差し上げまして、ご都

合がつかれる日をお聞きしたいと思いますので、ご都合がつかれましたらぜひご参観の

方をよろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ぜひ参加いたしましょう。 

 何かほかに報告などございませんでしょうか。 

 

（山口委員） 

 学校訪問の件で１つ教えていただきたいんですけど、先日は私はＢ訪問ということだ

った、今回Ａ訪問ということで、その違いを教えていただきたいです。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 Ｂ訪問は、基本的には学校の実情、子どもたちの実情を参観し、そして学校経営等に

ついてお話を聞くということなので、時間的には２時間程度になります。Ａ訪問になり

ますと、それぞれの学級の授業をもう少し時間をかけてじっくり見させていただくとい

うことになりますので、授業参観が中心となります。先生方には全授業分の指導案をつ

けていただきますので、じっくり見ていただきまして、そのご感想とかご指導をいただ

ければありがたいなと思います。大体午前中いっぱいかかりまして、そして給食を食べ

させていただいて、そしてその後指導助言等をさせていただくというような形になりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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（山下委員長） 

 ほかに何かご質問はございませんか。 

 

（福島委員） 

 家庭法律相談の実施の提案を以前に弁護士会のほうから差し上げたことがあるんで

すけど、その実施ができそうかどうかというのは今わかりますか。授業ではなくて、法

律相談の提案ということで前に差し上げたことがあるんですけど。今わからなかった

ら、ひとり親家庭の支援事業係、相談機能の充実ということで、その実施ができるかを

教えていただきたいと思います。 

 

（藤田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 改めまして、担当課のこども家庭課のほうから、対応状況を確認し、報告させます。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、ほかにないようでしたら、これで８月の定例教育委員会を閉会いたします。ど

うもお疲れさまでした。 

 


