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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。これより佐賀市教育委員会９月定例会を始めます。 

 おとといの夜は中秋の名月で、非常に澄んだ空の中で神々しい月を見ることができ、

本当にきれいでした。また、昨夜は曇っていて見えなかったのですが、けさスーパーム

ーンを見ることができました。普通の１．４倍という大きさで、これもまた非常に美し

く感動いたしました。いにしえより日本人は月をめでる美しい文化を持っており、俳句

や和歌、あるいは歌やお話をつくってまいりました。子どもたちにもただ見るのでなく、

お月見の由来などを大人が話をして聞かせて、伝統の美しさ、意味を伝えていくことも

大切ではないかと思います。この日本人のＤＮＡといいますか、この美しい自然をめで

るという心をぜひ子どもたちにも教えたり、大人が一緒に観賞することなどを通じて、

子供たちの豊かな感性を大人が育てていくことが必要ではないかと感じております。 

 それでは、ただいまから委員会を進めてまいります。 

 本日は岸川委員が所用のため欠席でございます。 

 ６人中５人の委員が出席しておりますので、委員会は適法に成立しております。 

 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としたいと思います

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、ご説明を求めます。 

 

（大松教育総務課参事兼総務係長） 

 ８月２５日の定例教育委員会の会議録につきましては、９月２５日に配付をさせてい

ただきましたが、１点だけ修正をお願いしたいと思います。 

 １ページをお開きいただきまして、１ページの下から２人目の発言者、伊東委員の発

言のところでございます。発言の２行目でございますけれども、「実際には古川知事の」

ということになっておりますが、「古川知事」の前に「前」を入れていただき、「前古川

知事」と修正させていただきたいと存じます。修正したもので会議録を提案させていた

だきたいと思います。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。報告内容に質疑はございませんでしょうか。見ていただいたと

思いますが、何か修正する箇所がありませんでしょうか。あるいはつけ加えとか。ござ

いませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、異議がないようですので、会議録は報告のとおり承認することにいたします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（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） 
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 きょうは口頭で報告をさせていただきます。今回の８月の定例議会も多くの議員のほ

うから教育委員会への質問がありました。そのご質問の１つに土曜授業のこともござい

ますが、８月２７日に土曜授業検討委員会の最終段階の詰めをしたところでございま

す。これまで年間６回ということで進めておりました土曜授業ですが、１１月のバルー

ン時期は佐賀市恒例の行事であることから、どうしてもこの日の土曜授業、土曜開校は

厳しいということになりまして、最終的には６、７、９、１０、１２月の５回の開校と

いうことに落ち着いたところでございます。 

もう１つ、土曜授業のの懸案事項でございました子どもたちの交通機関の確保の問題

につきましては、事務局の担当課の精力的な活動によりまして、確保できるめどがつき

ましたので、来年度から土曜授業を年間５回実施をする方向で確定したところでござい

ます。土曜授業が正式に決まり、そのパンフレットもでき上がっておりますので、委員

の皆様には後で配付させていただきたいと存じますが、こういう趣旨のもとに十分保護

者の方、地域の皆さん、あるいは各種社会教育団体の皆さんにご理解をいただいて、こ

の土曜授業を進めてまいりたいと考えております。 

２点目ですが、県の臨時教育長会が９月１８日に開かれました。これはあってはなら

ない、教職員の信用を失墜するものでありますが、佐賀市の中学校の講師が酒気帯び運

転をし人身事故を起こしてしまいました。同時に、今年４月から教職員の不祥事が随分

と続いておりました。その関係で、県の教育委員会が市町の教育長に招集をかけまして、

訓示がありました。その訓示にはいろいろありましたが、要は教職員としての自覚と、

もう１つは、この不祥事というものは自分だけの問題ではなく、当然ながら家族にもそ

の悲しさや被害が及ぶこと、あるいは佐賀県全体の教職員の信用を落とすことになると

いうことの話を県の教育長並びに副教育長からの訓示がございました。やはり私どもは

それぞれ教職員一人一人が自覚を持って自分のこととして受けとめまして、教育活動あ

るいは私生活を送ってほしいとの話がありました。それから、教育は何といっても人を

つくる仕事でございます。その学校という組織の中で不祥事を起こさない、起こさせな

い、そういう具体的な取り組みをやってほしいという県からの強い要請でございまし

た。佐賀市も１つの当事者でございましたので、後もって県の教育長とも話をさせても

らいましたが、やはり講師といえども組織の一員であることには間違いがございませ

ん。子どもの目の前に立つ教師は、講師であっても、あるいは非常勤でも全て先生です。

そういうことを考えますと、やはり子どもの目線で、あるいは保護者の目線で自分の言

動を律するような行動を起こしてほしいというふうなことを述べられたところでござ

います。 

 早速これを受けまして、先日の校長会の中でも校長を通して各学校での指導をしてい

ただくようにさらに要請をしたところでございました。 

 ３点目ですが、９月２６日、２７日の土日、三瀬村で神代勝利公顕彰三瀬旗少年剣道

大会が行われました。私は２日目の中学生の部の大会に出席させてもらいましたが、男

女各４８チーム、計９６チームの参加があって、目の前には少年剣士、少女剣士が凜と

した姿で座っておりました。さすがに剣道をしている子どもたちは礼儀が正しいという

のはもう最初に感動をしたところです。ぴしっと正座をしてきちっと向いて話を聞いて

おります。まさにこの剣道を通して心を磨いているという、その姿が見えたところでご

ざいました。会長のお話とか、あるいは来賓の方のお話を聞いていたときに、この三瀬

旗少年剣道大会が昭和３７年に三瀬の中で村技として、あるいは村技まで高めるための

剣道奨励が昭和３７年にあったと話されたわけでございますが、私はその昭和３７年当

時、中学２年生でございました。私の小学時代は少年剣士の赤胴鈴之助のブームでござ

いまして、そのお話をさせていただきました。 

 三瀬村ではそういう経緯で、剣道を通じ子どもたちが健やかに育っています。しかも、

この大会に参加をしたチームが一番遠いところで広島だったと思いますが、まさに三瀬

村挙げての村技としての剣道の実績があるからこそ、九州各県、遠くは広島から、この

三瀬旗少年剣道大会に参加をしているのだと思います。それから三瀬中学校は多分四十
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数名しかいない生徒数の少ない学校ですが、全国一、二を争う剣道の実績を持っており、

今年も女子は全国３位になっております。これらのことが各県にも名がとどろいてい

て、本当にすばらしい三瀬校区の皆さん方の下支えに感謝と感心をしたところでござい

ました。 

 それから、難聴者用に開発されましたコミューンの贈呈式がございました。これは私

もどういうものかというのはよく知らないままに贈呈式に臨みましたが、実際に私が生

徒役になり、中村学校教育課長が教師役になってもらって模擬授業をしたところ、よく

聞こえました。したがいまして、あの機械を使って難聴の子どもたちが授業を受ければ

もっと楽しい授業になるだろうなと、そういう期待が膨らんだところでございます。い

ろいろまだ今開発の途上にもあるということも聞いておりますし、今後もっと性能のい

い、あるいはもっと利便性の高いものになってくるだろうということを期待しながら贈

呈に臨んだところでございました。本当にこれは画期的な機械だなというふうに思って

おります。 

 そういうことで、今回４点ほど紹介をさせていただきました。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 報告内容に質疑はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 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 提出議案 

 

（山下委員長） 

 続きまして、日程４、提出議案に移ります。 

 まず、第９号議案『佐賀市立公民館運営審議会委員及び佐賀市立大和生涯学習センタ

ー運営審議会委員の委嘱について』、社会教育課からご説明をお願いします。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 資料１ページをお願いいたします。 

 第９号議案『佐賀市立公民館運営審議会委員及び佐賀市立大和生涯学習センター運営

審議会委員の委嘱について』でございますが、今年９月３０日で委員の任期が満了とな

ることに伴いまして、社会教育法第３０条及び佐賀市公民館条例第１４条第２項並びに

佐賀市生涯学習センター条例第１２条第３項の規定に基づき、新たな委員の委嘱をお願

いするものでございます。 

 今回は、諸富町、三瀬、川副、東与賀、久保田公民館運営審議会と大和生涯学習セン

ター運営審議会の６運営審議会について、委員の委嘱をお願いしております。名簿につ

きましては、２ページ以降につけております。２ページが諸富町公民館運営審議会委員

名簿でございまして、９名の委員の委嘱をお願いいたします。新任２名、７名が再任と

なっております。３ページが三瀬公民館運営審議会委員で９名、うち１名が新任となっ

ております。４ページは川副公民館運営審議会委員の１０名ですが、新任５名、再任５

名と、委員の半分が交代となっております。５ページ目は東与賀公民館運営審議会委員

で、全て再任でお願いをしております。６ページは久保田公民館運営審議会委員で、１

０名中１名が新任となっております。最後の７ページ目は大和生涯学習センターの運営

審議会委員でございまして、うち新任１名となっております。なお、任期につきまして

は２７年１０月１日から２９年９月３０日まで、２年間の任期となっております。 

 

（山下委員長） 

 何かご質問はございませんでしょうか。 
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 この運営審議会というのは、大体年間どのくらい開催されていますか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 地区によって若干違いますが、年に２回は実施しています。開催時期は年度当初と年

度末で、年度当初は大体公民館の企画運営の事業関係をご報告、ご承認、協議をしてい

ただき、年度末は最終的な実績報告するという形で、実施をしているところです。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第９号議案『佐賀市立公民館運営審議会委員及び佐賀市立

大和生涯学習センター運営審議会委員の委嘱について』は、原案のとおり承認いたしま

す。 

 

日程５ 報告事項 

 

（山下委員長） 

 続きまして、日程５、報告事項に移ります。 

 報告事項(1)「佐賀市山間地域児童生徒通学費補助金交付要綱の設置について」、学事

課からご説明をお願いします。 

 

（梅﨑学事課長） 

 それでは、資料の８ページ、９ページをお願いいたします。 

 研究会でも一度ご説明申し上げましたとおり、現在、佐賀市の山間地域、具体的には

富士町、大和町の山間地域におきまして、通学補助を行っておりましたが、今回、三瀬

の児童・生徒に対しましても補助制度を導入するものでございます。今回、三瀬を含め

た内容で改正いたします補助要綱を、別紙で提出をしております。その概要につきまし

ては、８ページ、９ページでご説明いたします。 

 まず最初に改正理由でございますが、三瀬村内を巡回する無料のコミュニティバスが

２７年１０月１日から有料化されることに伴いまして、三瀬の児童・生徒に対して通学

補助を行うものでございます。 

 主な内容でございますけれども、３番目の主な改正点で三瀬村の一番下のほうの改正

後のところを見ていただきたいと思います。対象としては小学校のこれまで統廃合によ

り遠距離通学になった地区の児童、または通学距離が４キロ以上の児童としておりま

す。対象となる学年は全学年で、補助の内容につきましては、定期券の１０割を補助し

ます。公共交通機関がないところにつきましては、送迎用の燃料代ということで、月３，

０００円の補助を行うようにしております。 

 もともと富士、大和町につきましては同じ内容で補助を行っておりましたが、大和町

につきましては、名尾分校と下田分校に１、２年生が通学しておりましたので、閉校に

伴いまして、１、２年生に対してのみ補助を行うようになり、現在も１、２年生だけ補

助対象にしておりましたが、ほかのところとのバランスをとりまして、６年生まで補助

をする内容に変更いたしているところでございます。右側が中学校の部分でございます

けれども、基本的には小学校と同じ内容です。ただし、通学距離が中学生の場合６キロ

以上としておりまして、その補助の割合は８割になっているところでございます。これ

につきましては、１０月の定期券の購入等の補助から来月実施をいたすようにしている

ところでございます。現在、議会のほうに補正予算を計上しておりまして、議会の議決

をいただければ、執行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。 

 以上でございます。 

 



  5 

（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〕 

 ご質問がなければ、報告事項(1)「佐賀市山間地域児童生徒通学費補助金交付要綱の

設置について」は、これで終了します。 

 続きまして、報告事項(2)「平成２７年度第２回佐賀市社会教育委員の会議の報告に

ついて」、社会教育課からご説明をお願いします。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 １０ページになります。平成２７年度第２回佐賀市社会教育委員の会議の結果につい

てご報告いたします。 

 開催日につきましては、２７年８月２１日に開催をしております。今回、三重津海軍

所が世界遺産登録となりましたので、海軍所跡とガイダンス施設等がございます佐野常

民記念館等々を委員に視察をしていただくため、佐野常民記念館のほうで開催をしたと

ころでございます。出席の委員につきましては１２名中１１名の出席を得ております。

議題につきましては、社会教育助成事業補助金についてでございます。この社会教育助

成事業補助金につきましては、昨年度から補助金の積算根拠等々の検討をしておりまし

て、今年度から各団体ごとに補助金の見直しを検討するということで、今回社会教育助

成事業補助金を交付しております８団体、これは地域婦人連絡協議会とかＰＴＡ協議

会、子ども会、青少健等の８団体でございますが、この各団体へのヒアリングを実施し

たり、あるいは収支内訳等々を調査いたしまして、補助金の割合等の分析を行いました。

その結果を踏まえまして、補助金の見直しの方向性の案ということで提示をさせていた

だき、この案についてのご意見を第２回目でいただいたところでございます。この方向

性の案としましては、別冊の議案等関係資料ということでご用意しております。こちら

のほうで簡単にご説明をさせていただきます。 

 この１ページ目が各団体の補助の状況及びその対象事業費、並びに収支の状況でござ

いまして、市の補助金が収入全体に占める割合で何パーセントあるのかとか、あるいは

支出のほうにつきましても、事業費と運営費、活動関係の事業費と、その団体の役員手

当等、人件費等の運営費との割合を分けて分析をしております。この結果、各団体の収

支内訳から見えた内容を、３番目でまとめておりまして、次のページにわたりますが、

各分析結果でご報告をさせていただいております。 

 ４番目では、各団体からヒアリングを行いました。この中で、構成団体が少なくなっ

ていって存続が危ぶまれるとか、あるいは一部団体では懇親会とか歓送迎会等の支出費

目が見受けられるとかいうところがわかってまいりました。 

 ５番目では、これを踏まえた団体の整理をまず行っております。大くくりを行いまし

て、ＰＴＡ関係の協議会、幼稚園連合会は、財源のうち自主財源が多くて、収入的には

補助金以外の財源も結構ございます。ただし、これらの団体は、在園中、あるいは通学

中の幼児とか生徒さんの保護者並びに先生が構成メンバーであるというところで、子ど

もの教育や成長に関する活動を展開しておりまして、市の施策との関連性は高く効果も

全市的に及んでいるような状況であるという分析をしております。その下、地域婦人連

絡協議会については、自主財源が少なく、運営費についても活動というよりも、運営費

的経費の支出が多くなっております。この団体は地域の婦人組織で構成されております

が、その団体数の減少等の問題がございます。その活動としては、市主催のイベントへ

の奉仕活動とか、あるいは婦人や子どもを対象とした事業を展開しておりまして、市の

施策との関連性もございます。ただし、先ほども申しましたように、全市的な効果は、

その構成団体数が少なくなっていることによって、大きな効果というものが全市的には

見えていない状況です。今後、団体自体の存在も危うい状況が見えるという分析をして

おります。 

 その下、子ども会連絡協議会、青少年健全育成連合会、これについては自主財源は余
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り多くございませんでした。事業費的経費は結構多いという状況でございます。特徴と

しましては、ボランティア的な側面が大きい団体です。子ども、若者の健全育成に関す

る活動を全市的に各校区団体を中心に展開をしており、この活動によって効果が全市的

に及んでいる状況であると分析をしております。 

 それから、３つございますが、スカウト運動推進連絡会議と常民顕彰会、子ども劇場、

これについては、自主財源については多かったり少なかったりはしております。ただ、

経費的に事業費的支出のほうが大部分を示しております。大きく見ますと、目的に賛同

する人たちにより構成される団体です。それは事業の内容によっては市の施策との関連

性も大きく見えておりますので、今後全市的な展開も含めて、市の施策関連に全然関係

ないという団体ではないという判断をしているところでございます。 

 これらの分析結果を踏まえまして、３ページでございますが、補助積算根拠の見直し

の方向性の案というものを事務局のほうでつくらせていただきました。 

 まず１つは、補助対象経費でございまして、現行、慶弔費とか積立金については対象

外にしているところでございますが、渉外費につきましては、先ほど申しました懇親会

とか歓送迎会費等が入っておりますので、この辺を対象外とするという案をつくってお

ります。 

 もう１つ、積算の考え方で、現行は積算根拠を持っておりませんで、定額の補助とい

う形で、各団体何十万から１６０万の範囲での定額補助を毎年行っているということで

ございますが、これを見直しの方向性でございますが、大きく４つほどに整理をさせて

いただきました。先ほどの団体の分析結果を踏まえまして、ＰＴＡ協議会とか幼稚園、

認定こども園の連合会につきましては、これは会員期間が子どもさんの在学中、在園中

であるということで、その間の会費負担の軽減という考え方で、会員数を基準に整理を

したらどうだろうかと考えました。これは県とかの上位組織からの補助金も流れており

ますが、この分の考え方に準じて整理をしていきたいという方向性での案を提示してお

ります。その下、青少年健全育成連合会と子ども会連絡協議会につきましては、ボラン

ティア的な側面が強いため、やはり自主財源が少ないので、活動の支援は必要だろうと

思います。加えて全市的な校区団体で活動をしておりますので、市の施策等にも大きな

効果が見えておりますので、これにつきましては構成組織数を基準にした整理ができな

いだろうかという方向性を出しております。 

 その下、地域婦人連絡協議会でございますけど、これも先ほどと同じような、青少健

と子ども会と同じようなボランティア的な側面を持っておりますが、活動の中心が各校

区となっております。上位団体と各校区との橋渡しをしながら活動の継続に寄与をして

いるということで、これも校区、組織数を基準に整理をする方向で考えておりますが、

ただし、この地域婦人連絡協議会につきましては構成組織が少なく全市的な効果が低い

という面もございますので、条件的に今後段階的な見直しの検討を含めた整備が必要と

の考えで案を整理しております。このほか常民顕彰会、子ども劇場、スカウト運動推進

連絡会議、これらにつきましては自主的に事業を展開しており、事業の中身によっては

市の施策にも効果が高いことから、おのおの事業費補助としての整理の方向性ではどう

だろうかと、今回、社会教育委員の会議にその方向性をお示しさせていただきました。 

 この案に基づきましてご意見をいただいたところでございまして、また１０ページの

ほうに戻っていただいて、中段になりますけど、主な意見としましては、上から４つほ

どのポツでございますが、ＰＴＡ関係について、先ほど会員数を基準にした見直しの方

向はどうだろうかという提案をしたところです。しかし、委員から、固定的な定額をか

ませた会員数による積算もあるのではないかというご意見があっております。それと、

あと市と団体が２年か３年置きにこういう問題共有の場を持って新しい活動の指針と

するような検討も含めてする必要があるというご意見もございました。 

それと婦人組織、地域婦人連絡協議会でございますが、これにつきましては他の婦人

組織がございます。自治会等々にある、そのような組織との再編を含めた見直しも必要

であるというご意見をいただいております。最終的には、その補助金を出す意味、ある
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いは適正な配分、どの団体へ補助をするといった基本的な考え方の整理も必要だという

ご意見があっております。 

 あと、質疑関係につきましては、各団体の収支の割合は今まで把握してこなかったの

かとか、あるいは補助金を出すに当たって、その使途の縛りとか指導はなかったかとい

うご意見もございましたけど、社会教育法上で社会教育団体に対する市からの指導等が

なかなかできにくい面もありまして、今までこのような整理はしてこなかったというと

ころでお答えをしているところでございます。 

 他に、役員手当についてのご質問もございまして、中身はどういうものかということ

でございましたが、通常は役員が活動される際の旅費とか渉外費、それをあわせた純粋

に手当としての支給もあるという回答をさせていただいております。それと、最終的に

３つの団体が事業費補助ということを整理しております。その補助については、その事

業のみ対象になるかということで、基本的には事業費補助ですので、その事業対象にす

る補助という点については、その方法について次回までに整理を行っていきたいという

ことでご回答をさせていただいて、最終的には次回１１月ぐらいにはなると思うんです

が、この方向性に沿った形で積算の基礎を整理させていただいて、再度ご提案をしてご

意見を聞くということで、第２回の社会教育委員会のほうではご報告をさせていただい

ております。 

 その後、報告事項が４点ございまして、１点目につきましては、２６年度の公民館等

運営自己評価の概要と総括ということで、８月の教育委員会のほうでご報告させていた

だきました内容を社会教育委員のほうにも報告を行ったところでございます。 

 ２点目としては、公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラム、これについ

ては、第１回の社会教育委員の会議において評価をいただいております。その評価結果

についてご報告をさせていただきました。 

 ３点目として、青少年センターの移転計画について、現在の状況、今後のスケジュー

ル等についてご報告をさせていただきました。２７年６月の補正で整備費関係の予算計

上を行っております。今後スケジュールとしましては、今議会のほうで契約議案を上程

いたしまして、最終的には来年の１０月のオープンを目指しているというご報告をさせ

ていただきました。 

 ４点目が西与賀コミュニティセンターでございまして、６月議会のほうで星空学習館

条例を承認していただきましたので、その条例及び７月の教育委員会のほうでご承認い

ただきました星空学習館条例の施行規則等々についてご報告をしたところでございま

す。 

 社会教育委員会の会議の結果報告につきまし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。 

 

（東島教育長） 

 事業費と運営費のバランスがかなり団体によって違います。ここら辺はどのように考

えたらいいのかということと、その中に人件費が半分以上というのもあります。ここら

辺は、この補助金の整備をした段階でその改善というものが何か見込まれるのかどう

か。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 基本的に団体で運営を行っておりますので、行政としてどういう事業をやりなさいと

かいう指導はなかなかできないと思っています。しかしながら、こういう分析を行い、

我々も補助金を含めた全体的な団体の活動内容を確認してきた中で、ある団体では人件

費等が若干高いということで、その見直しが行われているところもございます。 

 このほか、先ほど申し上げました婦人会についても、今回の補助金を含めた内容の中
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で、今後の婦人会としての組織の運営のあり方とかいうところ辺りは問題提起をさせて

いただいたところでございますので、今後そういう整理が進んでいけばと考えておりま

す。 

 事業費と運営費についてはばらつきがございまして、例えば、青少健とか子ども会と

か事業費は結構高いところがございます。ただ、運営費につきましては青少年センター

のほうで指導員の嘱託職員を置いておりますので、こちらのほうに補助金以外の分があ

るという面もございます。一概にこの補助金と支出だけで見比べたところでは明確には

出てこないし、団体の性格でまた違ってくると思います。常民顕彰会は、川副の住民の

方たちが会員となった形でございますし、子ども劇場とかも同じように目的を持った方

たちの会費で成り立っておりますので、そちらのほうが大きい割合になっているという

ことだと思っています。 

 したがいまして、今回の見直しでいろいろヒアリングを行った中で、各団体の自主的

な人件費等々の見直しが出てくればというところで、働きかけなどをしながら今回ヒア

リングを行ったところでございます。 

 

（東島教育長） 

 ということは、例えば、１人当たり幾ら掛けるの会員数という補助金の出し方をした

ときに、例えば、時限的なもので負担軽減を図れますよというところは具体的に指導が

できる範囲ですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 そこは、我々の積算根拠としては会費相当分に、例えば、１人当たり１０円というぐ

らいの補助金の積算根拠にはすると思うので、その分を会費を下げるかどうかの判断と

いうのは、各団体さんのほうでのご判断になるかなと思います。 

 根本的には、今回の補助金については、各団体を見た中で、市の施策への貢献度は高

いと判断をしておりますので、大きく減額とならないよう積算根拠を立てながら整理を

していきたいと考えているところでございます。 

 

（山下委員長） 

 今団体補助金を出している団体が８団体ですが、これよりふえるという可能性もあり

ますか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 社会教育団体としての補助金の要望等は、今現実的にあっているかといったら、ない

状況でございます。社会教育課といたしましては、社会教育団体はもともと子ども会に

しろ青少健にしろ、市が主導的につくった経緯もございまして、この助成する団体をふ

やすという考え方は持っていないところですが、要綱からいけば、社会教育団体に対し

ては助成を行うということとしておりますので、要望等があれば整理が必要と思ってい

ます。 

 

（山下委員長） 

 会議結果を読んで思いましたが、婦人会については、各自治会に女性部がございます

ので、やはりそこは見直しが私も必要かなと思いました。見直していただいて、もっと

効果的なものができるのではないかと思います。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 もともと婦人会は各校区に大体あって、地域婦人連絡協議会というのは市全体の取り

まとめをする組織でしたけど、県の婦人会の動員とか、講演会の動員とかが結構多かっ

たり、あるいは役員は出席とかも結構多かったことから、次第に婦人会から脱退をされ
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ていったという経緯がございます。地域においては、自治会の中とかで女性の会ネット

ワークとか、別の組織ができておりますので、今地域婦人連絡協議会のほうとお話をし

ているところでは、これらの団体との整理、市全体の組織としてまとめるとか、あるい

は一緒になって活動するということができないかという提案はしているところです。当

然のことながら、婦人会としても団体数が少なくなったという危惧感は持っておられま

す。ただ、抜けていった経緯がございますので、一遍にすぐまたもとのようになるかと

いう課題は残っていると思いますし、あとは上位団体との関係がうまく整理が必要かな

と思っています。 

 

（山下委員長） 

 今その婦人会が残っているところは、主に川副あたりですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 旧佐賀市で、北川副とか新栄、神野とかがあります。あと三瀬と東与賀、６団体にな

るかと思います。 

 

（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。 

 

（伊東委員） 

 議案等関係資料の２ページで自主財源が多い少ないという判断はどういう形でなさ

れているのでしょうか。多いところが佐賀市ＰＴＡ、幼稚園、私立幼稚園、それから佐

賀子ども劇場、あとは自主財源は少ないとされている判断の基準はどうなっています

か。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 これは１ページのほうで、各団体の収支内訳をパーセンテージで出しております。収

入を１００としまして、各団体で規模が違いますので、この１００に占める自主財源を、

例えば、会費とか校区負担金などが自主財源としてございますので、このパーセンテー

ジで、大方で例えば、Ｇは自主財源が９３％とほぼ会費でまかなわれており、これは自

主的な財源が大きいと判断をしております。一方、Ｆのほうでは自主財源が４．７％で

ございますので、ボランティア的な形で自主的な財源が少ないという判断で整理をさせ

ていただいております。 

 

（伊東委員） 

 例えば、事業等の地域、あるいは佐賀市全体に与える価値観等についての判断は、こ

れには加味されていないのですか。行動の内容によっては、自主財源はこれは少な過ぎ

るとか、ただ、その数字だけの問題ではないのではないかと思います。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 伊東委員と同じように私どもも、財源と支出というくくりで見ております。ヒアリン

グをした中で、特徴、事業評価という格好で整理をさせていただいて、その自主財源が

大きいか大きくないかというのは、その団体の自由度が高いかどうかという判断をして

います。また、特徴、事業効果の中で、市の施策のほうにかかわりがどうかという判断

もさせていただいたところです。 

 

（伊東委員） 

 特に地域の婦人連絡協議会は、若い奥さん方がもう内容等は関係なくやめておられま

すが、地域にとっては非常にその方たちのパワーが私は必要だと思うのです。ですから、
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安易に消滅するような形でいいのかなと思います。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 我々も地域婦人連絡協議会を簡単に消滅というのはどうかなという危惧は持ってお

ります。ただ、今実際の地域のほうでは、自治会の婦人部というふうな形で、そこにつ

いては若い奥さん方も結構参加もされているところでございますので、今の地域婦人会

の内容が講演会とか上位の県の婦人会の講演会の参加とかいうところにありますので、

今地域のほうでは地域の自分たちの活動ということで参加をされていますので、この辺

を含めて整理ができないだろうかと思います。そうした場合に、市全体としての団体と

して必要なのかどうかまで含めて整理する必要があるかと思っています。 

 

（伊東委員） 

 つながるのが、指導者の次の人たちをつくっていく指導体制、それと大きく絡むんで

す。どの団体でも、特に婦人、昔婦人会という名前そのものを嫌ってやめるという人も

いらっしゃいます。この辺は指導層をどうつくるかということにも大きく影響します。

ただ数字だけ、あるいは特徴、事業効果ということだけで判断をしたら間違うのではな

いかという気がしています。どう指導層をつくるのか、そこが具体的にどういう方策が

あるのかということが、公民館、自治会では非常に大きなウエートを占めていると思い

ます。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 答えというのは持っておりませんし、また社会教育団体に市としてこうしなさい、あ

あしなさいということがなかなか言いにくい面がございます。こういうヒアリング等々

を踏まえて、今回も婦人会については、ある程度の継続のための助成金の根拠を精算し

直しまして、その中で段階的な見直しという条件的なところをつけていく考えでおりま

す。 

 

（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〕 

 ご質問がなければ、報告事項(2)「平成２７年度第２回佐賀市社会教育委員の会議の

報告について」、これで終了します。 

 続きまして、報告事項(3)「さが桜マラソン２０１６の開催について」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） 

 別紙「さが桜マラソン２０１６」の募集要項パンフレットをごらんください。 

 今回で４回目になります「さが桜マラソン２０１６」のランナー募集を開始します。

開催日時は平成２８年４月３日日曜日、９時スタートとなっております。種目は前回同

様フルマラソン８，５００人、ファンラン１，５００人となっております。申し込み受

付につきましては、１０月２０日火曜の２０時から開始しまして、１０月３０日金曜２

４時までとなっております。申し込み方法は、インターネットまたは郵便振替用紙です。

変更点としましては、郵便振替での申し込みが１０月２０日火曜日のみになっておりま

す。また、郵便振替の定員がマラソン１，２００人、ファンラン３００人を超えた場合

は抽せんになっております。昨年は１０月２８日２０時に開始しまして、翌日の朝７時

半ごろには定員になり締め切りました。郵便振替の場合が、これがストップがすぐでき

ないということで、今回は１０月２０日、１日のみとさせていただいております。 

 なお、ボランティア募集につきましては１０月２７日からとなっておりますけれど

も、まだパンフレットができておりませんが、そういう計画で予定しております。 
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 前回の定例教育委員会の中で、２０１７大会の日程変更につきましてはご説明いたし

ましたけれども、現在調整中でございます。５者、県、陸競、また佐賀新聞社、佐賀市、

神埼市との会議におきまして、決定しましたらご報告したいと思っております。 

 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。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質問がなければ、報告事項(3)「さが桜マラソン２０１６の開催について」はこれ

で終了します。 

 これで日程５の報告事項について終わりたいと思います。 

 日程６、その他になりますが、本日、教育総務課から「平成２７年度「佐賀市教育委

員会表彰」被表彰者及び「佐賀市教育委員会感謝状」被贈呈者について」と、「職員（管

理職）の人事異動について」の２本の追加議案が送付されております。 

 ２本の追加議案については、それぞれ佐賀市教育委員会会議規則第１５条に基づきま

して、例年、非公開としております。例年と同様、２件につきましては、非公開として

取り扱いたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、その他については非公開といたしますので、関係者の方以外は速やかにご

退室をお願いいたします。 

 一旦、休憩いたします。 

 退室完了後、すぐに再開いたします。 

 

    午後３時１８分 休憩 

    午後３時１９分 再開 

 

【非公開】 

（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〕 

 ほかにないようでしたら、これで９月の定例教育委員会を閉会いたします。 
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