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日程１ 開会の宣告 

 

（岸川委員長） 

 それでは、これより佐賀市教育委員会１１月定例会を開きます。 

 最初にご挨拶をさせていただきます。１１月５日に教育委員の互選をもちまして、山

下委員長さんの跡を継ぎまして教育委員長に任命させていただきました岸川でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私自身、非常に微力でございまして、本当にこの任が務まるかどうか不安なところで

ございますけれども、ぜひ事務局の皆さんのお力添えをいただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 既に就任いたしましてから、教育委員会表彰の表彰、感謝状の授与式、循誘小学校の

１４０周年の記念式典、それから佐賀市ＰＴＡ研究大会のご挨拶をさせていただきまし

た。いずれも非常に身の引き締まる思いがいたしました。本当にこの任の大切さも十分

感じたところでございます。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。 

 続きまして、１１月５日付で田口香津子氏が教育委員に任命されております。今佐賀

女子短大の教授をされておりますけれども、きょうは授業と重なっておられるというこ

とでご欠席でございます。次回改めてご紹介させていただきます。 

 それでは、委員会を進めてまいります。 

 本日は、田口委員が欠席で、６人中５人の委員が出席しておりますので、適法に委員

会が成立いたしております。 

 本日の日程につきまして、配付しております日程のうち、４、提出議案につきまして、

第１６号議案及び第１７号議案の前に、委員の任命に関します第１８号議案及び第１９

号議案を先に審査させていただき、これ以外を日程どおりでお願いしたいと思います。

ご異議ありませんでしょうか。 

    〔「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 

 

（岸川委員長） 

 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） 

 １０月２７日に開催されました定例教育委員会の会議録につきましては、１１月２０

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。 

 

（岸川委員長） 

 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〕 

 ございませんでしたら、会議録は報告のとおり承認いたしたいと思います。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（岸川委員長） 

 次に、日程３、教育長報告を求めます。 

 

（東島教育長） 

 用意させてもらっておりますプリントに沿って申し上げます。 

 まず１点目、今年度は新たな形で佐賀インターナショナルバルーンフェスタ開会式が
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ライトファンタジーのオープニングイベントと一緒にありました。委員の皆様にもご参

加をいただきましてありがとうございます。ことしのバルーンフェスタの観客数は９２

万人を超えたというふうに聞いておりまして、来年度の世界大会の前哨としては来年の

成功を期待するようなフェスタではなかったかと思います。 

 この時期、私はいつも骨董市に出かけております。土曜日、日曜日の休みに出かけて

おりますが、ことしは古書をずっと見て回りました。きょうは総合教育会議があったも

のですから持ってこなかったのですが、その中で明治の検定教科書を１冊見つけまし

た。明治維新後の明治５年から学校制度が動き出し、明治７年、８年に国が検定の教科

書を出すようになりました。これはそのころの歴史の教科書で、読めないところもたく

さんございましたが、おもしろい中身でした。その当時の大日本帝国憲法の発布、この

ことについても１ページ半にわたって勉強するようになっていまして、大変おもしろか

ったです。それからもう１つは、検定教科書から国定教科書に変わったのが、これも明

治の半ばごろですが、国定教科書の一つである大正元年の教科書を１冊見つけました。

これは算術の本です。小学校算術、尺貫法、それからメートル法、それからいわゆるポ

ンドヤードという諸外国の単位があり、そういう錯綜した中で子どもたちが勉強してい

る教科書の中身を読み非常におもしろいものでした。そして、その中で出てくる教材と

いうのはほとんど戦争に関したものでした。戦艦何々がどのくらいの大きさかとか、ま

さに時代背景をほうふつさせる中身でございました。もう１つは、昭和２２年に新学校

制度、学制が発布されましたが、その２２年に発行された教科書、これが中学文法でし

た。この３冊を見つけまして、急ぎ買いました。非常におもしろいですので、この次の

委員会のときには持ってきてみたいと思います。 

 そういうこともございますので、委員の皆さん方も佐賀城下秋の骨董市も行ってみる

とおもしろいことがみつかるかもしれませんということでご紹介をさせていただきま

す。 

 それから２点目、県市町教育長秋季総会・研修会が行われました。その中で、特に小

中一貫教育推進をしている多久市の取り組みがいろいろと話されまして、この中で大き

く感じたことは、確かに成果があるとことも認められましたし、ここは全てスクールバ

ス運用をしておりますので、そのスクールバス運用のあり方も勉強になりました。授業

の中でも小学４年生と中学２年生がカリキュラムの中で、理科の合同授業をやっていま

す。同じような中身の単元を一緒に組み合わせて、４年生と中学２年生が一緒に授業を

やることで非常に効果があるということをおっしゃられましたが、これはユニークだな

と思いました。そして、中学の授業時数は、持ち時数を２０時間というふうに一応基準

を決めてやっているということで、いろいろ参考になることがございましたし、でき得

れば私どもも、多久市の具体的に小中一貫教育の推進の中身とか、あるいは玄海町でで

きた小中一貫校の運用とか、これは一度視察して聞いてみる価値があるなというふうに

思ったところでございました。また、きょうやってまいりました総合教育会議を議題と

いたしましたが、最終的にはやはり首長と一緒になって教育を考えるということになり

ますと、これは特に政治的中立とか、あるいは教育の継続性というふうなデメリットを

いつも私どもが懸念をしますけれども、これをメリットにしていかないといけないだろ

うと思いました。逆に言えば私どもが首長さんを抱き込んで、うちの施策がスムーズに

推進できるような形で取り込んでいく、そういう協議の場としての使い方をするべきだ

ろうということで話をしたところでございました。土曜授業につきましては、ここでは

佐賀市からいつも提案をしておりましたが、設定をするならば第１土曜日で設定を全県

的にしましょうという共通理解、共通認識を図りました。これを受けて、どこの各市町

も土曜授業をする際には第１土曜日を活用することで、全県的な混乱を招かないように

正式に総会で決定したところでございます。３つめの目に、ＩＣＴ利活用教育も議題に

なりましたが、これは時間が十分とれず、その必要性はわかるけれども、支援員のこと

が大きな問題になりました。特に支援員の質の問題が出てきました。つまり、機械の操

作から学習に生かす学習面での支援をするような支援員の質が今後求められるんじゃ
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ないかということで、これは県ともまた協議をしてまいりたいとに思います。 

 ３点目、第３回児童虐待防止専門化講座ですが、年々児童虐待は増えております。 

１１月はこの児童虐待の防止推進月間でございます。そういう意味から、この児童虐待

防止に向け、社会全体で取り組んでいくために講演をしていただいたところです。 

 ４点目、これは税に関する作品表彰式及び作品展示、これはゆめタウンのイーストコ

ートで行いましたけれども、ここに書いているとおりでございます。特に税金につきま

しては、小学校からやはり正しく知識を学んで大人になしていくことが大切であると。

当然ながら社会をよくするためには税金というのが有効に使われなければなりません

し、納税の義務を私たち社会人は負っているわけでございますので、そういう子供たち

を育てることも一方では大事ということで、これを進めているところです。 

 ５点目、佐賀市の防災訓練が行われました。市長の挨拶が非常に私は印象に残りまし

た。市長はこういう挨拶をされました、言葉は違いますけど意味合いは同じだとおもい

ます。自然災害というのは、人の力では防げない、自然のほうが強い、自然の脅威の前

では人の力は無力であると。しかしながら、災害が起きたときにいかに減災をするかと。

その減災力という視点から、やはり私たち市民はそういう力をつけておくべきである

と、そのための共助・自助、これが大切なんだと、公助ももちろん大切ですが、共助・

自助、これが大事なんだということをおっしゃられました。これは非常に印象に残りま

した。あとは書いているとおりでございます。 

 ６点目、博愛フェスタの２０１５実行委員会が行われましたが、今年も１２月６日に

全国博愛絵画展の授賞式から始まりまして、博愛フェスタが開会されます。１４日の日

曜日には博愛発表会、これは作文の授賞式とともに、その優秀作品の発表がございます。

そしてＪＲＣの活動発表、それから災害食づくり等が行われます。２０日には最終日と

いうことで、ファイナルイベントが佐賀女子高のハンドベル演奏ということで、時間の

許される方はぜひご参加いただければというふうに思っております。 

 ７点目は、小中一貫校の北山校が研究公開をいたしました。北山校は県内初の校舎一

体型の小中一貫校です。現在４・３・２という区割りで９カ年を見通した学習指導、生

徒指導を行っているわけですが、これは全県的に見ても先進的な取り組みと。当日は特

に中学校の先生が小学校の授業をするとか、小学校の先生とチームティーチングを組ん

で授業するとかいうこともございましたが、テレビ会議システム、これが非常に有効だ

ということを見て感じたところでございます。五、六年生が小川小学校とテレビ授業を

行っておりました。海の学校と山の学校、その２つがテレビを通して授業を行う。９年

生はオーストラリアのリズモア校との英語の合同授業ということで、非常に生きた授業

が行われ、子どもたちにとっても本当に生きる力につながる授業ではなかったろうかと

いうふうに考えておるところです。 

 ８点目が市民芸術祭、これは後で報告があるのかもしれませんが、多分盛会だったと

いうふうに私は感じております。 

 それから、春日北小の創立２０周年、春日北小は佐賀市立の学校でも一番新しい小学

校です。そういう意味で、非常に式典が盛り上がったところでございました。あいにく

と私も、この日は２つ別の会議に出席する必要がありましたので、先に帰らせていただ

きましたけれども、後は大変盛り上がったとお聞きました。 

 第１０点目は教育長を囲む会、これは前回も報告いたしましたように、教職員の健康

管理という視点から話し合いをいたしました。 

 最後に肥前国庁の南門のライトアップと芸能祭に行く予定にしておりましたが、退院

直後のため出席できませんでした。本当は見たかったんですが残念です。 

 以上、報告にかえさせていただきます。 

 

（岸川委員長） 

 今、教育長から報告をいただきましたが、報告内容に質疑はございませんでしょうか。 

 私から１点、先ほど多久での小中一貫校で、４年生と中学２年生の合同授業というこ
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とでしたが、ちょっとなかなか想像ができにくいんですけど、具体的にどういった単元

の内容だったんですか。 

 

（東島教育長） 

 口頭で言われたものですから内容が十分に伝わらず、私も正確には覚えていません

が、水溶液の単元でした。ただ少なくとも４年生という段階と中学２年生というのは随

分と発達が違い、教材的にももちろん難易は違いますけれども、共通の内容なのです。

ただし、発展した内容ですから、中身は違いますが、それを一緒につなげて授業をされ

ているらしいのです。どういう授業になったのかは私もよくわかりませんけれども、発

想としてはいいなというふうに思いました。これはぜひ私もまた向こうで生の授業を見

てみたいなというふうに思っております。 

 

（岸川委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 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 

 

（岸川委員長） 

 続きまして、日程４、提出議案に移ります。 

 先ほど日程のところで承認をいただきましたとおり、第１８号議案及び第１９号議案

を先に審議いたします。 

 第１８号議案『佐賀市立図書館協議会委員の任命について』、図書館からご説明をお

願いいたします。 

 

（右近図書館長） 

 ８ページをお願いいたします。佐賀市立図書館協議会委員の任命につきましては、任

期満了に伴って図書館法第１４条及び図書館条例第９条に基づき提案するものでござ

います。９ページに協議会委員（案）を載せております。再任の方が７名、新任が３名、

合わせて１０名でございます。新任の委員のみご説明しますが、４番の白根さんは女子

短大の教授で図書館情報学を教えておられまして、子どもの読書の普及活動に取り組ま

れている方です。それから、公募によりまして、新たに９番の木下さん、１０番只木さ

んを選任しております。お二人とも子どものおはなし会などのボランティアの経験があ

りまして、児童サービス向上の視点からの意見を期待しているところでございます。任

期は２７年１２月１日からの２カ年です。 

 説明については以上です。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はありますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかにご質問がなければ、第１８号議案『佐賀市立図書館協議会委員の任命につい

て』、承認してよろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第１８号議案について、原案のとおり承認いたします。 

 続きまして、第１９号議案『佐賀市文化財保護審議会委員の任命について』、文化振

興課から説明してください。 

 

（宮崎文化振興課長） 
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 資料のほうは１０ページをごらんください。第１９号議案『佐賀市文化財保護審議会

委員の任命について』、佐賀市文化財保護審議会条例第４条の規定に基づいて提案をし

ております。現委員の任期につきましては１１月３０日までとなっておりますので、新

たな委員の任命についてお願いをするものでございます。今回お願いをします委員の任

期につきましては、平成２７年１２月１日から２９年１１月３０日までの２カ年となっ

ております。委員候補者の名簿につきましては、１１ページのほうに掲載をしておりま

す。今回７名の委員の任命を予定しておりますが、７名のうち一番下に書いてあります

１名のみが新規の委員でございます。ほかの６名につきましては再任となります。新規

の委員の本多美穂さんですけれども、現在県立図書館の資料課の課長ということでござ

いまして、文献史学の専門委員になります。これまで文献史学の専門委員としてお務め

いただいていた先生が退任をされることになりましたので、その後任として本多美穂さ

んにお願いをするところでございます。 

 説明については以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はありますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、質問がなければ、第１９号議案『佐賀市文化財保護審議会委員の任命につ

いて』、承認してよろいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第１９号議案について、原案のとおり承認いたします。 

 次に、第１６号議案の審査となります。 

 これから審査いたします議案と報告事項は、全て１１月佐賀市議会に提案する議案等

でございます。このため、佐賀市教育委員会会議規則第１３条ただし書きに基づき、こ

れから以降は非公開としたいと存じます。ご異議ないでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これ以降は非公開とさせていただきます。傍聴、報道の方は申しわけござ

いませんが退席をお願いいたします。 

 それでは、第１６号議案『佐賀市保健センター条例及び佐賀市公民館条例の一部を改

正する条例』について、社会教育課から説明してください。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 資料１ページになります。第１６号議案『佐賀市保健センター条例及び佐賀市公民館

条例の一部を改正する条例』でございます。これは諸富保健センター及び大和の健康管

理センターが廃止されることに伴いまして、諸富保健センターの施設を諸富町公民館に

移管することに伴い改正をお願いするものでございます。 

 内容につきましては、定例教育委員会の資料の１ページをお願いいたします。 

 １番で改正理由をお示ししております。大和の健康管理センターについては関係ござ

いませんが、諸富保健センターが廃止されることに伴いまして、廃止後の諸富保健セン

ターを諸富町公民館の一部として使用するために改正をお願いするものでございます。

条例関係の改正内容につきましては、１つ目が佐賀市保健センターの条例の一部改正

で、大和健康管理センター及び諸富保健センターの廃止の改正をお願いしております。

今回、教育委員会に係る分としまして、佐賀市公民館条例の一部改正をお願いしており

ます。これは廃止後の諸富保健センターの施設を諸富町公民館の会議室等として、その

使用料を定める。及び既存の研修室等の名称を統一化するため一部変更するということ

で、公民館条例第７条の別表の改正をお願いするものでございます。この中身につきま

しては、本日Ａ３のほうで、机上に資料の別紙２という形でお配りをしておりましたが、

こちらのほうで簡潔にご説明をさせていただきます。 

 諸富公民館と保健センターの平面図を真ん中にお示しをしております。これが諸富公
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民館、保健センター合築施設でございまして、全体像でございます。水色でお示しして

いるものが保健センター部分で１階、２階になります。それと南の１階の右側に佐賀市

立図書館諸富分館が配置されております。あと残りの白抜きの部分が諸町富公民館とい

う形になっておりまして、現在この水色の保健センターでは保健健診等の保健業務を行

っておりますが、これが行われていないときにつきましては諸富町の公民館的な形で貸

し館として利用をしております。今回保健センターの廃止に伴いまして、公民館として

の活用を図っていきたいということで条例改正をお願いするものです。内容的には、左

の水色部分が保健センターの関係でございまして、上の２階部分、栄養指導室、集団指

導室、健康指導室と３部屋ございますが、栄養指導室は特に調理関係でも利用をしてお

りますので、調理実習室として、その他は中会議室、小会議室と名称を変更させていた

だきたいと思います。１階の部分につきましては現在、機能訓練室、診察室等がござい

ますが、ここも会議室として整理をしたいと考えております。 

 右に移っていただいて、現在、公民館の視聴覚室、研修室でございますが、これは今

回の統合によりまして、わかりやすく会議室等という名称に整理し、視聴覚室を大会議

室、研修室３を和室、残りの研修室２、４、１につきましては小会議室として整理をし

たいと考えています。全体的には右の下のほうの表でございますが、水色の部分が保健

センターから移ってまいりますので新たに使用料を設定いたします。残りの部分につき

ましては使用料等はそのままでございますが、部屋の名称を先ほどの説明のとおり大会

議室とか和室等に変更をしております。 

 なお、この使用料につきましては、市外の利用者が対象で、市内利用者については公

民館は無料ということになっております。 

 また資料の１ページのほうにお戻りいただきまして、今回、施行期日につきましては、

廃止日とあわせまして２８年４月１日の施行としております。 

 保健センター条例及び佐賀市公民館条例の一部を改正する条例の説明につきまして

は以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はございますでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 諸富の研修室２が小会議室４になりますが、これは工芸室でもありますか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 この部屋を会議室にするため、工芸室の机を取り払い会議室用の机を入れる予定です

か、それともこのままですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 現状の机はそのままでいきたいと思っています。公民館関係で工芸の利用もあります

ので、会議室的には数がふえ。会議をする場合は工芸室の机も利用できて会議もできる

のではないかということで、現状としては大きく変える予定はしておりません。 

 

 

（東島教育長） 

 工芸のニーズがあるならば、工芸室がよくないですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 
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 会議室（工芸室）という形で整理をさせていただいております。 

 

（東島教育長） 

 机そのものは汚れたり、傷がついたりしてますから、会議ができるような環境ではな

いでしょう。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 公民館としては会議室の数は多くなりますので、基本的には他の会議室の関係で会議

は利用をしていきたいと考えています。 

 

（東島教育長） 

 この椅子、机を使って会議をすることはいかがでしょうか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 ほかに会議室が１から５までございますので、そこで会議関係は賄えるのではないか

と考えております。 

 

（東島教育長） 

 会議室という名前ではなく工芸室とし、会議がしたいときには会議室としてもいいと

いうふうにしたほうが、逆にいいのではないかと思います。机を入れかえるなら会議室

になるということでいいのですが。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 一般の公民館が大体大・中・小会議室で整理をしておりますので、それにあわせた形

をとって、工芸室という格好で括弧書きでお示しをさせていただいています。 

 

（岸川委員長） 

 いまひとつ保健センターそのものの業務よくわからないので、そのご説明をお願いし

たいことと、この保健センターが諸富からなくなった場合、その機能はどこが補完する

のかを教えていただければと思います。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

保健センターにつきましては、旧町時代からございまして、本市で言いますところの

ほほえみ館的な形で健診とかを実施していたところと思います。現在、全体的に保健福

祉部で整理をしまして、大和と諸富については保健センターを廃止しまして、本庁で統

合して管理をすることとしております。ただ、健診等につきましては、公民館の大集会

室とかを活用していくことで、地域での健診は実施することと聞いております。 

 

（岸川委員長） 

もとから保健センターがあったところは諸富と大和だけですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 諸富と大和支所の隣の健康管理センターがございます。あと、川副、久保田、富士と

いうのは地理的な関係で残している状況だと思います。 

 

（岸川委員長） 

 くれぐれも利便性は損なわないようにお願いしたいと思います。 

 ほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 ほかに質問がなければ、第１６号議案『佐賀市保健センター条例及び佐賀市公民館条

例の一部を改正する条例』について、承認してよろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第１６号議案について、原案のとおり承認いたします。 

 続きまして、第１７号議案『佐賀市公民館条例及び佐賀市報酬及び費用弁償支給条例

の一部を改正する条例』について、社会教育課から説明してください。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 教育委員会の資料３ページのほうをお願いいたします。資料編ではない議案のほうで

す。 

 第１７号議案『佐賀市公民館条例及び佐賀市報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正

する条例』でございます。これは地域における社会教育及びコミュニティ活動の拠点と

して、公民館を全市的に整備することに伴いまして条例の改正をお願いするものでござ

います。内容につきましては、定例教育委員会資料の３ページのほうをお願いいたしま

す。ここで改正理由をお示ししております。１番でございます。これは地域の社会教育

とコミュニティ活動の推進を図るため、平成２６年１月に今後の公民館等のあり方に係

る方向性をご報告させていただいています。あわせて地域コミュニティ施策の全市的な

拡大方針ということも出ております。これに沿いまして、地域コミュニティの推進地域

３２地域の活動拠点として公民館を全市的に整備することに伴いまして、今回一部のコ

ミュニティセンターと生涯学習センターを廃止し、公民館とするための改正をお願いし

ています。また、公民館として全市的に均衡を図ることに伴いまして、勤務形態の違い

により報酬額が異なっておりました一部の公民館長の報酬額を他の公民館長と整理を

することで、報酬額を合わせる改正をお願いしております。この今後の公民館等のあり

方に係る方向性につきましては、資料の１２ページのほうに別紙でお示しをしておりま

す。これは平成２６年の１月の市議会の研究会に報告をした資料でございまして、今後

の公民館等のあり方に係る方向性ということで、背景としましては、公民館は地域住民

の学習拠点としてだけではなく、地域コミュニティの拠点という役割も担っておりまし

て、また、地域コミュニティ施策の全市拡大に当たっての方針の中では、公民館に対し

て地域活動の拠点、また公民館職員に当たってはサポート役としての期待がされている

ということで、対象とする公民館等につきましては、合併後でばらばらでございました

公民館的施設が公民館、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

ターとございました。全体で３８の施設がございます。これを方向性としましては、ま

ず位置づけにつきましては、公民館が果たす役割、機能を充実させるとともに、地域コ

ミュニティ施策推進のための活動拠点として活用するため、原則として社会教育法上の

公民館へ一本化を目指すことで、最終的には地域コミュニティの推進地域に１つずつと

いうことで、３２館を目指すこととしております。職員体制につきましても、公民館活

動に必要な職員体制としては、館長と職員２人の３人体制を目指すことにしておりま

す。具体的職員の配置につきましては、地域コミュニティの全市的な推進のために今回

の公民館の位置づけの整理、一本化に伴いまして、公民館の全市的な均衡を図る必要が

ございますので、この均衡化を目途に配置を目指して、常勤職員等々の配置を含めて調

整を図っているところでございます。 

 この公民館の位置づけの整理につきましては、前ページ１１ページのほうで別紙２を

お示ししております。今回の条例改正の関係と係る分でございます。公民館施設の全体

としましては、左側にまとめておりますが、整理前というお示しをしております。ここ

が３８の施設がございます。公民館から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を方針にあわせまして、整理後は３２の公民館に整理をしたいと考

えています。現在の公民館につきましては、そのまま公民館でございますので、中身を

ご説明いたしますと、まず４番目、日新コミュニティセンターがございますが、これは

日新公民館の集会所と小会議室として活用をしておりまして、現状も併設というか、つ
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ながった形で施設がございます。ここは統合を図りまして、日新公民館として位置づけ

の整理を行いたいと考えています。少し飛びまして、大和のほうで２２番、２３番で春

日コミュニティセンター、大和生涯学習センターとございます。春日コミュニティセン

ターは大和生涯学習センターの一部を活用して公民館的なコミュニティセンターとい

う活用を行っています。生涯学習センターにおいては、大和町全体の生涯学習事業を行

っていますので、これについては同じような活動、活用をしており、統合を図りまして、

位置づけにつきましても春日公民館として整理をしたいと考えます。ただ、規模的には

通常の一般の公民館より若干大きくはなりますが、既存施設の活用ということで整理を

したいと考えております。２４番、２５番、それぞれ春日北コミュニティセンター、川

上コミュニティセンターでございますが、これも現在も公民館的な形で運用を行ってお

りますので、位置づけ変更を行いまして、それぞれ春日、川上の公民館として整理を行

いたいと考えています。２６番松梅につきましては、現在コミュニティセンターもござ

いませんが、今建設を行っておりまして、この建設につきましては松梅公民館として整

備を図っておりますので、建設が完了後、公民館としての位置づけを図っていきたいと

考えています。富士のほうにつきましては、２７番で富士生涯学習センターがございま

す。これも大和生涯学習センターと同じような利活用を行っているところですが、ここ

も位置づけ変更を行いまして、富士の公民館として整備を図りたいと考えております。

２８番、２９番、これが富士南部、北部のコミュニティセンターでございますが、ここ

につきましては施設のもともとの整備の方針関係もございまして、地域住民の交流活動

の場として整備をした施設でございまして、現在も地元の自治会のほうに管理運営の委

託をしております。地域のコミュニティの場ということで、現状のままコミュニティセ

ンターとしての継続を図りたいということで整理を行っております。少し飛びまして、

東与賀、久保田のほうにそれぞれ公民館、農村環境改善センターとございます。どちら

においても、公民館的な利活用を行っているのは基本的に農村環境改善センターでござ

います。これにつきましては、最終的にはそれぞれ公民館として整理統合を図りたいと

いう方針を出しております。ただ、ここにつきましては、公民館としての機能がまだ整

備ができておりませんので、この整備の完了にあわせた時点で位置づけの整理を行いた

いと考えているところでございます。この方針に沿いまして、またお手数ですけど資料

の１ページのほうに戻っていただきまして、今回条例の改正をお願いするものでござい

ます。２番のほうで改正内容をお示ししております。２つございまして、(1)が公民館

条例の一部改正でございまして、先ほどご説明しました方針に沿いまして、公民館の名

称及び位置を定めております第２条関係に春日公民館、春日北公民館、川上公民館、富

士公民館をそれぞれ定める改正をお願いしています。あわせてそれぞれ公民館を設置す

ることに伴いまして、第７条関係の使用料のほうで別表を定める必要がございますの

で、別表につきまして改正をお願いしているところです。なお、使用料につきましては、

これまでと同様の金額を定めております。その下のマル、生涯学習センター条例の廃止

でございます。これは附則第２項のほうで定めておりますが、生涯学習センターを公民

館と位置づけ変更をすることに伴いまして、生涯学習センターの廃止をお願いしており

ます。あわせてその下のマルでございますが、生涯学習センターにおきましては運営審

議会のほうを設置しておりますが、条例廃止に伴いまして運営審議会が廃止になります

ので、運営審議会委員の報酬を規定しております佐賀市報酬及び費用弁償支給条例にお

いて報酬規定のほうを削除を図っております。最後にコミュニティセンター条例の一部

改正でございまして、附則第６項のほうで定めておりますが、日新、春日、春日北、川

上コミュニティセンターにつきましては今回廃止ということで、この施設に関する規定

を削る規定をお願いしております。それから、(2)のほうが佐賀市報酬及び費用弁償支

給条例の一部改正でございまして、これにつきましては、今回の公民館の全市的な整理

にあわせまして、公民館として全市的均衡を図るため、勤務形態の違いにより報酬額が

異なっておりました川副の公民館の分の勤務の形態の見直しをあわせて行いまして、他

の館長の報酬と整合性を図るということで今回改正をお願いしております。条例のほう
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では月額１２万４，０００円が川副の公民館長の分でございましたが、一律他の館長と

あわせた１７万１，０００円のほうへ改正をお願いしているところでございます。施行

期日につきましては、支所の整理、再編とあわせまして、平成２８年４月１日を予定し

ております。 

 ４ページをお願いいたします。経過措置としまして、廃止前の施設についてなされた

処分、手続、その他の行為及び使用料に係る経過措置を定めているところでございます。

新旧対照表を別紙１ということで、Ｐ５からＰ１０ページのほうでお示しをしておりま

す。これは公民館条例、報酬及び費用弁償支給条例、コミュニティセンター条例それぞ

れで新旧対照表をお示ししていますが、後もってごらんをいただければと思います。公

民館条例及び佐賀市報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例につきましては

以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 今のご説明について、何かご質問はありませんでしょうか。 

 

（福島委員） 

 １つ質問ですが、職員体制を館長と職員２名の３名体制を目指すとお伺いしたのです

が、雇用の形態はどうなるのでしょうか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 この平成２６年１月の時点で、公民館としては３名の体制が必要だという判断をして

おります。まず、館長につきましては非常勤特別職で旧佐賀市の館長と同様の館長を配

置する。職員につきましては、この職員というのは公民館で働く職員ということで２人

と考えています。この具体的な職員につきましては、支所の再編の中では旧町村の公民

館のほうには常勤の職員を１名配置するという方針を出しております。この辺も踏まえ

まして、常勤職員の配置及び旧佐賀市の１９公民館に配置しております専門主事をあわ

せた中で調整を図っていきたいということで、現在はまだ内部のほうで調整を図ってい

るところでございます。 

 

（福島委員） 

 調整ということで、例えば、公民館の中で異動があることも考えられているのでしょ

うか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 公民館につきましては、専門主事を旧佐賀市の１９公民館に配置をしております。こ

れはもともと旧佐賀市において地域委託をして直営化した形での公民館主事でござい

まして、現在異動は旧佐賀市の１９公民館内で行っているところで、他の公民館につい

ては異動を行ってはおりません。旧町村が今回支所の再編及び公民館の一本化の整理を

行いますので、公民館として全市的に整備が整いますので、これにつきましては公民館

の専門主事の広域の異動も含めて調整を図っていきたいと考えておりますが、公民館主

事、組合等との協議の必要もございますので、はっきりとした決定はしていないところ

でございます。 

 

（岸川委員長） 

 これはすっきりして非常にわかりやすく、理解しやすくなる反面、先日も視察に行っ

た日田市大山町でしたか、合併されたほうの立場で、やはり思われるところがいろいろ

あるやに聞いております。方針はこの方針でいいと思いますけれども、ぜひとも利用者

の方とか、そこにおられる住民の方たちの意見や思いをできるだけ吸い上げる努力もこ

ちらのほうは必要かなというふうに思いましたので、どうぞよろしくお願いいたしま
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す。 

 ほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかに質問がなければ、第１７号議案『佐賀市公民館条例及び佐賀市報酬及び費用弁

償支給条例の一部を改正する条例』について、承認してよろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、第１７号議案について、原案どおり承認いたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（岸川委員長） 

 続きまして、日程５、報告事項に移ります。 

 報告事項(1)「佐賀市富士南部コミュニティセンターの指定管理者の選定について」

と報告事項(2)「佐賀市富士北部コミュニティセンターの指定管理者の選定について」

は関連がございますので、一括して審査したいと存じます。社会教育課から説明してく

ださい。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 資料につきましては、１２、１３ページでご説明をさせていただきます。見開きとな

っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 佐賀市富士南部コミュニティセンターと佐賀市富士北部コミュニティセンターの指

定管理者の指定につきましてご報告をさせていただきます。それぞれこのコミュニティ

センターにつきましては、平成２８年３月で指定管理の期間が満了になります。これに

伴いまして、指定管理者の候補者を決定いたしましたのでご報告させていただきます。 

 なお、指定管理者の指定につきましては、今１１月議会の議決を経て決定を図りたい

と考えています。施設の名称と所在地につきましては、まず富士南部コミュニティセン

ターにつきましては、佐賀市立富士南部コミュニティセンター、富士町大字内野のほう

にございます。富士北部コミュニティセンターにつきましては、佐賀市立富士北部コミ

ュニティセンター、富士町大字中原ということで、北山小中学校の北側あたりのほうに

所在をしております。指定管理者の候補者の名称につきましては、それぞれ富士南部コ

ミュニティセンターにつきましては、地元自治会の内野自治会、富士北部コミュニティ

センターにつきましては、これも地元自治会の中原区のほうを候補者として選定をして

おります。指定期間につきましては、両センターとも平成２８年４月１日から平成３３

年３月３１日までの５年間をお願いしております。選定関係につきましては非公募で行

っております。これはそれぞれ内野、中原区それぞれ南部コミュニティセンター、北部

コミュニティセンターの開館以来、地元のほうで管理を委託しておりました。そういう

ことで、前回も指定管理をお願いしたところで、指定管理につきましては実績とノウハ

ウをお持ちでございます。それともう１つ、このコミュニティセンター富士南部、北部

も先ほどご説明しましたように、地域住民の交流及びコミュニティ活動の場として整備

をした施設でございまして、これにつきましては、地域の活性化等々の効果も期待でき

ますので、地元自治会での指定管理が必要であるということで、今回も公募によらず、

現在の指定管理者でございます内野自治会及び中原校区のほうを指定管理者の候補者

として選定をしております。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はありますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問がないようですので、報告事項(1)と報告事項(2)についてはこれで終了します。 
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 次に、報告事項(3)「佐賀市星空学習館の指定管理者の指定について」、社会教育課か

ら説明をしてください。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 資料は１４ページになります。佐賀市星空学習館の指定管理者の指定についてのご報

告でございます。星空学習館につきましては、平成２７年６月議会のほうで設置条例を

可決いただきまして、平成２８年４月開館を予定しております。今回、この分につきま

して指定管理のほうで管理運営を図るということで、指定管理者の候補者を決定いたし

ましたのでご報告をさせていただきます。指定管理者の指定につきましては、今１１月

議会の議決を経て決定をいたします。施設の名称、所在地でございます。佐賀市星空学

習館、現西与賀コミュニティセンターの所在地でございまして、西与賀町大字高太郎、

ブルースタジアムの西隣になります。指定管理者候補者の名称につきましては、一般社

団法人佐賀天文協会を候補者として決定をしております。指定の期間につきましては平

成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間を予定しております。今回、

この候補者決定につきましては公募による選定を行っております。まず、指定管理者の

公募を７月３１日から８月２１日で行いました。この際、参加表明団体が２団体ござい

まして、指定申請書及び事業計画書の提出につきましては１団体から応募があっており

ます。１団体については辞退がなされております。この１団体につきまして、選定委員

会を平成２７年１０月１３日に開催をいたしまして候補者を決定したところでござい

ます。審査概要につきましては、星空学習館指定管理者選定委員会を設置しております。

この委員につきましては、４名の審査委員による審査を行っております。書類審査、プ

レゼンテーション及びヒアリングにおいて審査を行ったところでございます。委員の構

成としましては、社会教育委員の会議の委員長さんが１名、佐賀市立小学校の校長先生

が１名、この方は小学校の理科部会の担当ということで審査委員に任命をしておりま

す。それと学識経験者として１名、県立博物館の学芸員さんということで、天体化学の

専門ということで任命をしております。それと行政から１名の４名で審査を行っており

ます。審査の項目につきましては、運営能力、社会貢献活動と基本理念、運営姿勢、管

理運営体制、それと大きくは天体・科学を通した生涯学習の推進と、収支計画等の項目、

５項目について審査を行ったところでございます。結果としましては、それぞれ５項目

につきまして１９の視点で１視点５点の配点の中で各委員に点数をつけていただいて

おります。その結果、基準点、６割を基準点としておりますが、基準点を超えて応募者

が評価されましたので、今回指定管理者の候補者として決定をしたところでございま

す。ちなみに４００点満点で２９１点、７３％程度の点数となっております。 

 星空学習館の指定管理者の指定につきましては以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はございますでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問がなければ、報告事項(3)についてはこれで終了します。 

 次に、報告事項(4)「佐賀市民運動広場等の指定管理者の指定について」、スポーツ振

興課から説明をお願いいたします。 

 

（山口社会教育部副部長兼スポーツ振興課長） 

 それでは、佐賀市民運動広場等の指定管理者の指定について説明させていただきま

す。 

 現在、１番の公の施設の中の(2)から(7)までは、現在の公益財団法人佐賀市体育協会

が２期目の管理をしているところです。それに加えて、今回は(1)の市民運動広場、こ

れは多目的グラウンドがあります。それと(8)の佐賀市立東与賀運動公園、これはグラ

ウンドとテニスコートとスポーツルーム、それにゲートボール場というものが対象の施
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設となります。 

 今回、指定管理者の団体となる名称と所在地については、佐賀市体育協会、所在地は

佐賀市神園のほうにあります。指定の期間としては２８年４月１日から３３年３月３１

日までの５年間としております。候補者選定の経緯につきましては、公募を行いました

ので、それに基づく手続を行っております。参加表明団体は２団体ありましたが、実際

の申請団体は１団体ということで、その１団体に対して審査委員会を１０月５日に開催

しております。審査の概要は１７ページのほうをごらんください。佐賀市体育施設の指

定管理者の審査委員会を設置して５名の審査委員で審査、書類審査及びプレゼンテーシ

ョン、その後ヒアリング審査を行っております。審査委員会の構成はスポーツ指導者、

施設の利用者としてレクリエーション協会の事務局長、学識経験者、佐賀大学と西九州

大学の先生、それに行政として社会教育部副部長とスポーツ振興課副課長ということ

で、審査項目につきましては、それぞれアからオまでの内容を審査しております。その

審査につきましては、審査要領に基づく評価を行いました。総合点数としては８７５点

満点のうち７割の６１２点を基準点としておりますが、それを上回る６４２点、７３．

４％という点数でしたので、指定管理者の候補者として選定いたしました。 

 説明は以上です。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はございますでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問がないようですので、報告事項(4)についてはこれで終了します。 

 次に、報告事項(5)「佐賀市文化会館の指定管理者の指定について」、文化振興課から

説明をしてください。 

 

(宮崎文化振興課長) 

 資料の１８ページをごらんください。佐賀市文化会館の次期指定管理者の指定に向け

まして、候補者が決定をいたしましたので報告をさせていただきます。指定の決定は１

１月議会に議案を上程しまして議決を受ける必要がございます。施設につきましては、

日の出にあります佐賀市文化会館でございます。指定管理者の候補者といたしまして、

公益財団法人佐賀市文化振興財団となっております。指定の期間ですが、平成２８年４

月１日から３３年３月３１日までの５年間でございます。 

 次に、候補者の選定でございますけれども、これは５月の定例教育委員会のほうでも

選定の方針を説明させていただいたところでございますが、文化会館につきましては非

公募としております。その理由でございますが、記載のとおり何点かございます。まず、

文化振興財団が文化会館の管理運営を目的に設立した団体であるということ。平成２３

年度から２７年度の事業改善計画を策定しまして、その進捗状況につきましては第三者

評価委員会において評価をしておりまして、設定の目標については一部達成をできてい

ないところもありますけれども、委員会の評価としては２３年度以降、ＡまたはＢ評価

ということで、おおむね良好な成果をおさめているというふうに評価をしていただいて

おります。また、財団は文化会館の開館以来２６年間管理運営に当たっておりまして、

そのノウハウや地域とのつながりが密接でありまして、施設についても熟知をしている

ということ。それと、２３年度末に策定をしました佐賀市文化振興基本計画においても

文化振興財団と連携をして計画の推進を図るとしていること。こういった理由で今回非

公募として選定をしております。 

 なお、今回指定管理者として指定を受けるために、財団からは指定申請書及び事業計

画書が提出されておりまして、それについて審査委員会で審査をしております。その概

要を１９ページのほうに記載しております。審査委員会のほうは平成２７年１０月２６

日に実施をいたしております。審査委員については記載のとおり、６名の外部委員と１

名の内部委員で行いまして、プレゼンテーションとヒアリング審査を行ったところでご
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ざいます。評価項目につきましては、こちらに書いておりますアからオまでですが、全

部で１８項目でございます。それで採点をしていただいた結果、評価点が７００点満点

中５２４点ということで、基準点を６割の４２０点としておりましたが、これを超えま

したので、今回指定管理者の候補者として決定したところでございます。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はございますでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問がないようですので、報告事項(5)についてはこれで終了します。 

 次に、報告事項(6)「佐賀市立東与賀文化ホールの指定管理者の指定について」、文化

振興課から説明をしてください。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 資料の２０ページをごらんください。東与賀文化ホールの次期指定管理者の指定に向

けて候補者が決定いたしましたので報告をさせていただきます。指定の決定は先ほどと

同様ですが、１１月の議会に議案を上程しまして議決を受ける必要がございます。施設

の名称ですが、佐賀市立東与賀文化ホール、場所は東与賀支所の同じ敷地内にございま

す。今回の指定管理者の候補者ですけれども、文化会館と同じ公益財団法人佐賀市文化

振興財団となっております。指定期間は平成２８年４月１日から３３年３月３１日まで

の５年間でございます。選定の経緯でございますが、こちらは公募を行っております。

７月末から募集を開始いたしまして、８月２１日で参加表明の締め切りをいたしまし

た。この時点で６団体から参加表明がありました。事業計画書の提出締め切りを９月２

４日としておりましたが、結果的には４団体から提出がございました。この４団体を対

象に１０月１５日に選定委員会を実施しております。選定委員は、２０ページの下のほ

うから書いておりますけれども、６名で、うち２名が行政、残り４名については記載の

とおり芸術文化の関係者、企業、マスコミ関係者などで構成をしております。審査方法

ですけれども、まず一次審査として資格審査などの書類での審査を行いまして、中小企

業診断士による経営分析を行いまして、指定管理者としての適・不適をまず審査してお

ります。二次審査は選定委員会において、応募団体がプレゼンテーションを行い、ヒア

リングで採点をしております。審査項目につきましては、先ほどの文化会館とほぼ同じ

項目でございますが、こちらは２０項目で５点ずつで配点をしております。審査結果で

ございますが、６人の委員で点数をつけましたところ、各団体ですね、下に書いており

ますような点数の結果になっております。最高点が佐賀市文化振興財団で６００点満点

中３９８点でございました。こちらも基準点を３６０点、６割としておりましたので、

基準点を超えましたので、今回候補者として決定をしたところでございます。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 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〕 

 質問がないようですので、報告事項(6)についてはこれで終了いたします。 

 次に、報告事項(7)「平成２７年度１１月補正予算について」、各課から説明をお願い

いたします。 

 

（梅﨑学事課長） 

 それでは、２２ページのほうをお願いいたします。一番上、学事課よりご説明を申し

上げます。歳入予算の補正でございます。補正額約２８０万円につきましては、右側の

の概要のところに書いておりますけれども、児童用の木製机椅子の購入経費につきまし



  15 

て、県のふるさと木材利用拡大推進事業費補助金のを交付を受けることなりましたの

で、歳入を組み替える補正予算として計上するものでございます。内容につきましては、

机椅子で３８６セット、総額で約８００万円ですが、そのうちの２８９万円、補助率と

しましては３５％となっております。 

 以上でございます。 

 

（久我こども家庭課長） 

 続きまして、こども家庭課から補正予算の説明をいたします。児童福祉総務費、事務

管理経費でございますが、これは放課後児童クラブの運営経費及び病児・病後児保育の

運営経費における県の補助金の返還、清算によるものでございます。２６年中に交付金

を受けておりましたが、実績に応じて減りましたので、その分を減額して県のほうにお

返しするための支出、歳出になっております。 

 以上でございます。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 続きまして、保育幼稚園課でございます。まず、歳出から説明させていただきます。、

私立保育園運営費といたしまして７億５，３００万円ほどの補正をしています。それか

ら、認定こども園施設型給付費といたしまして３億７，３００万円ほど補正をさせてい

ただいております。この内容につきましては、子ども・子育て支援新制度というのが今

年度４月から本格施行されております。そのときに創設されました子どものための教

育・保育給付費の施設に市町村が支払う公定価格の単価決定、子ども１人当たりの公定

価格の単価決定が２６年度の年度末になされたというところと、それから給付対象児童

の年間見込み数の修正に伴う増額補正でございます。もう少し詳しく説明しますと、当

初予算の編成時には公定価格の単価というのが国から示されておりませんでした。この

ため想定される範囲の最低額の単価で積算をしておりましたが、２６年度の末になりま

して、国から単価を最高額にするという通知がございまして、予算が不足することにな

ったものでございます。私立保育園運営費、それから認定こども園施設型給付費という

のは、子どもの年齢に応じて金額が違っておりまして、ゼロ歳児とそれから１、２歳児、

３歳児、４歳児とかいう区分がございまして、同じ子どもを１人園のほうが預かる場合

にも、４歳児以上とゼロ歳児では、定員ベースで８１人から９０人の場合でも、４歳児

以上だと３万８，０００円台、ところがゼロ歳児を預かると１６万円というふうに大幅

に違いますので、その辺の数が、当初予算のときには保育園ごとに２６年５月１日時点

の在籍児童数、それと利用定員数を比較し、少ないほうを積み上げて積算していたもの

でございます。補正につきましては、今年度の９月時点での在籍児童数に今後の増加を

勘案し積算したものでございます。大幅に金額が違っている理由といたしましては、年

度後半のゼロ歳から２歳児の入園者の増、それから定員を超える入園者の受け入れ、こ

ういうところで合わせて１１億２，７００万円ほどの増額補正とするものでございま

す。歳入につきましては、その運営費給費費の増額に伴います国、それから佐賀県の負

担金の増額補正でございます。あと、入園者の保育料、この分でも増額補正をしている

ものでございます。 

 以上でございます。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 社会教育課分でございます。２３ページでございます。社会教育課から２本補正をお

願いしております。まず上のほう、公民館再編関連経費で約２６０万円の補正をお願い

しております。これは先ほどご説明しました第１７号議案と関連の補正でございまし

て、地域コミュニティ活動の拠点としての公民館を全市的に整備することに伴いまし

て、対象となる施設、先ほどのコミュニティセンターとか生涯学習センターが公民館と

いう名称に変わりますので、これに伴います看板、あるいは誘導看板等の改修並びに公
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民館長というのができますので、この辺の公印等の整備ということで、約２６０万円の

準備経費をお願いするものでございます。 

 その下、星空学習館開館準備経費７００万円でございます。これも平成２８年４月の

星空学習館の開館に向けた看板の掛けかえ、誘導看板も含めまして、あと各部屋、これ

は既存の西与賀コミュニティセンターを利用いたしますので、ちょっと古くなったりと

か、あるいは傷んだ部分の改修等々の整備及び資料室等の備品関係の整備関係の経費７

００万円の補正をお願いするものでございます。 

 以上でございます。 

 

（久我こども家庭課長） 

 債務負担行為でございます。こども家庭課の母子生活支援施設整備支援事業費補助金

ということになっております。これにつきましては、母子生活支援施設高木園を改築す

るに当たりまして、民設民営で整備することといたしておりますので、平成２７年度か

ら平成３０年度にかけまして整備をするための予算措置でございます。限度枠といたし

ましては、３億１，９００万円ほどを計上しておりますが、これは設計、解体、建設に

おける業者への補助金の限度額として設定しております。平成２７年度中に施行されま

す事業者を決めるために今年度、今回債務負担行為を計上しているところでございま

す。よろしくお願いいたします。 

 

（藤田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 教育総務課からです。人事院勧告に伴う伴う人件費の補正への準備をすすめておりま

したが、人事院勧告についての国会での審議がまだなされていないため今回上げており

ません。ただ、万が一臨時国会を招集されて承認された場合につきましては、会期中で

もこの人件費の補正が上がることをご了解いただきたいと思います。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問ございましたらお願いいたします。 

 

（福島委員） 

 予算とは直接関係ないのですが、星空学習館の件で、一度現地視察に行かせていただ

きました。車で行くとすごく入りにくいというか、とても絶対に離合ができないような

道でした。開館しましたら、あの道を皆さん通ってこられるのでしょうか。それとも隣

に大きな野球場がありますけど、野球場のほうからも入れるのでしょうか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 基本的に星空学習館の出入りについてはあの道路しかないです。車で来るときの道路

を拡幅は、今現在難しいと考えています。ただ、隣にブルースタジアムがございまして、

東側のほうに高太郎善座橋線に面したところに駐車場がございますので、今スポーツ振

興課とは年間を通した目的外使用の許可をとって、駐車場にとめていただいて、そこか

ら歩いて一、二分で参りますので、そういう利活用の面で対応していきたいということ

で今考えておるところです。 

 

（福島委員） 

 せっかくいい施設ですが、車での進入路がとても狭いので絶対に事故が起こると思い

ますし、民家の外壁にいっぱいこすったりとかするんじゃないかなという感じがしまし

た。また、ちょっと知らない人はもうたどり着けないかなという感じがしました。でも、

隣の施設はすごく野球場が大きいので、あそこから直接入れるようにしてあげたらもっ

といいのではないかなと思いました。 
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（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 野球場のほうからも、やはり道路的には狭いところがあります。誘導看板を周りに、

北側のほうの三差路にも設置をしておりまして、できればブルースタジアムの駐車場に

とめていただいて歩くというところで、運用の中で対応していきたいと考えています。

道路については申しわけございませんけど、今拡幅することは直近では難しいと考えて

おります。 

 

（福島委員） 

 家がずっと建っているから、絶対に拡幅は無理で、できないだろうなと思っていまし

た。少し宣伝して、行こうと思ったら皆さん迷われるし、たどり着けずに帰っていかれ

るかなと思ったので、ちょっと検討してください。 

 

（岸川委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、報告事項(7)をこれで終了します。 

 ご質問がなければ、これで日程５の報告事項は終了いたしたいと思います。 

 日程６のその他に移りますが、学校教育課から城東中学校講師の懲戒処分について報

告があります。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） 

 新聞報道等でもご存じだと思いますけれども、９月にありました飲酒運転、飲酒人身

事故についての県の最終処分が出ましたのでご報告いたしたいと思います。 

 １１月１７日に県から非常勤講師について懲戒免職処分というのが出ました。法的根

拠は地方公務員法第２９条第１項第１号、第２号、第３号違反ということになります。

処分の理由については、ご存じのように飲酒をして事故を起こした。そして相手の方に

大けがを負わせたということだったんですが、従前ご報告した聞き取りの内容と今回新

たにわかったことが若干違いがありましたので、そこら辺を少しご説明したいと思いま

す。 

 前日夜１時ぐらいまでの間に缶チューハイの５００ミリリットルを４本半程度飲酒

し、そして次の日の朝１０時ごろ、残った半分と別に２本、つまり２本半飲酒をしてか

ら近くのコンビニに向かって運転し、そして支払いを済ませて自宅に戻る途中に女性の

方をはねて、頭蓋骨開放骨折という重症を負わせたということでした。本人は、そのこ

とについては罪を認めて反省もしているということですけれども、教職員として著しく

信用を失墜する遺憾な行為であるということで、県も飲酒運転事故については原則懲戒

処分という方針を出しておりますので、それに基づいて懲戒処分が出たところでござい

ます。そして、その日の午後、校長に対して市教育委員会で指導監督が不十分であった

ということで文書訓告等の措置を行いました。これは各学校においても城東中の問題と

言うのではなく、他山の石として、自分の問題として考えていただくということで全校

長にもお話をし、そして指導徹底を行ったところでございます。刑事処分については、

１２月４日に裁判の結審が行われるということで、そこで刑事についての判決が出るも

のと考えております。相手の女性については、今のところ命には別状はないということ

です。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 これについて何かご質問等はありますか。 
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（伊東委員） 

 最終的に指導者の校長先生の訓告ということは、僕はこれは当然だし、ここまでよく

踏み切られたなと思って評価をしています。ただ、採用するときの背景、県が採用する

のか市が採用するのか、面接の状況がどうだったのか、やはり採用する時点での問題点

がなかったのか、その辺を教えてくれませんか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 以前も申し上げましたように、理科の教員が県内には本当におりませんで、２０市町

全部に当たっても見つかりませんでした。教育事務所と県にも名簿を当たっていただい

て、何回も何回も連絡をとって、福岡、長崎あたりにも全てかけたので、それでも見つ

からなかったんですけれども、たまたまこの方が福岡のほうで空いていらっしゃるとい

うことでした。そのときは県外ということで非常に情報が少なかったということもあり

ました。そして校長先生と面接されたときには、一生懸命頑張りますということで、佐

賀のほうで教員採用を目指して試験を受けたいと思いますというようなことも言われ

ていたので、学校は何とか早く見つけたいという思いもありまして、そういうことだっ

たらということで採用した状況があります。最終的には採用は県のほうがするのです

が、県のほうも、県内で任用された方については勤務成績報告書というのがあるんです

けど、県外の場合がそれがないということです。このため、教育事務所等にどんな人か

ということを聞くぐらいしかできなかったということで、この先生の状況がわからなか

ったということがあります。この事故を受けて、県外についても何らかの情報を得るた

めの手立てをやはりとらないといけないということで、元勤務された学校とかを調べ

て、そちらのほうにどういう先生ですかということを確認するとか、そういう手立てを

とる方向で今県のほうと話をしているところです。 

 以上でございます。 

 

（伊東委員） 

 ぜひこれを教訓に採用する時点からの問題点を、この人だけに限らず、ぜひご検討を

お願いしたいというふうに思います。 

 それと、もう１つは採用した後の教育計画がどういうものなのかですね。いわば新人

ですから、新人教育のあり方、この場合は教員として失格ですよね。ですから、その辺

もあわせた採用のもう一度見直しというものもご検討いただければ幸いです。 

 以上です。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 県のほうと進めていきたいと思っております。 

 

（岸川委員長） 

 はい、お願いします。 

 

（山口委員） 

 その後、学校の理科の先生は決まられているのですかね。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい。学校の状況は、これは正式な処分が出るまで基本的には新しい人はつけられな

いのですが、学校の実情を話しまして、１１月１日から新しい先生に来ていただいてお

ります。今のところ学校としては、授業をＴＴで行うということで、授業時数が足りな

くなる部分があるんですけれども、それはほかの先生全員でカバーするということで、

授業自体が滞りなく行えるように進めていただいております。 

 以上でございます。 
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（岸川委員） 

 私からですけど、理科の先生が少ないという根本的解決とか、見通しとかいうことは

あるのですか。 

 

（東島教育長） 

 大学の養成機関で免許を持ってくるような人をふやさない限りはふえないです。 

 

（岸川委員） 

 子どもの理科離れとか言いますけど、志望者にもやっぱり影響してくるんですか。 

 

（東島教育長） 

 大学の定数がありますから。定数をふやすなり、言うならば小学校の免許と中学校の

免許で理科の免許を持っていくような人数をふやしたりとか、やっぱり社会の動きのニ

ーズというのがありますけれども、そのニーズに限らず本人の特性もありますから、理

数系はなかなか難しいです。 

 

（福島委員） 

１０年ぐらい前だと、採用がすごく少ない時期というのも長かったと思います。そう

いうときは、例えば、理科の科目の採用なんかは全くなくて、資格は持っているけど採

用されずに別の企業に入られたりしている方とか、結構いると思います。そういう方を

引っ張ってくるとかされたらいかがでしょうか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 実は、教員採用を理科は今年度ふやされています。理科離れを減らすため理科の先生

をふやすということ。もう１つは、従前は、例えば、佐賀大学で言いましたら、理工学

部とか農学部の先生が理科の免許を取られて、そして講師として働かれている方もいら

っしゃったんですけれども、最近は、企業が理系の学生をかなり優遇して採用している

こともあって、また一方で理系離れもあり、優秀な理科の先生たちをなるべく採用した

いのですが、教育学部以外で理科の免許を取る人、持っている人が教員になることが大

分少なくなってきているという状況もあります。そういうこともあって、以前は福島委

員さんがおっしゃったように、教育学部以外で一般企業に働いたり、または教員になろ

うかと思って免許を取られていた方が多かったんですけど、今はそれが少なくなってき

ている状況もあって、理科が非常に不足している状況もあります。ですから、大学も今

度は学部再編等もありますので、教育長が先ほど申し上げたようなことで新しい理科の

免許をもらわれた方がふえる方向になればというふうには考えているんですけれども。 

 

（伊東委員） 

 その件でいいですか。ちょっとよくわかりませんけど、例えば、教員採用をされて、

そしてこの人は理科に向いているなということで研修をして理科の試験を受けさせる

というシステムはとれないんですか。全体の教員としての資格として採用してですよ、

そうしないともう解決しないでしょう。学校の仕組みとして採用して、それから数学で

すよ、理科ですよという教育をするシステムをつくり込んで、そして試験を受けさせて

合格してそれをふやしていくことはできないのでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 それは、大学の認定、いわゆる講義の認定履修単位がありますので、それを持ってい

ないと資格がないです。通信でもいいのですが、大学に行かないとだめです。と同時に、

仮免という方法を昔はとっていたんです。例えば、数学の免許を持っていて理科にも興
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味があるから、仮の免許を県が渡して、そして理科もできるようにしていた。ところが

今は仮免をもう許さない時代、仮免をなくすというふうになっていますので、仮免を昔

みたいに出していけば、問題の解消は図れるのではと思います。 

 

（伊東委員） 

 それを聞いていると解決策がないですね。それは少しおかしいですね。解決策がない

という回答はないと思います。やはりそれは佐賀市独自、県独自でこういう方法を考え

て文科省に登録をして申請していかなければと思います。それは足らないままでは、子

どもたちが一番困るのではないですか。 

 

（東島教育長） 

 現状としては、免許制度そのものは国の制度ですから、どうしようもない。仮免制度

は県で独自でとれるわけです。ところが、この仮免をなくし本免者を据えたいというこ

とです。しかし仮免制は幾分今でもやっているのです。これを生かせばそれはできるの

ですけれども、ただ、少なくとも理科の授業の質は間違いなく落ちるでしょう。 

 

（伊東委員） 

 そうすると、前も質問したように、中学生の理科離れをどうとめるかということは大

事なことじゃないですか。 

 

（福島委員） 

 佐賀大学にお願いするとかしたらいかがでしょう。 

 

（伊東委員） 

 全国的な傾向から、佐賀大学とタイアップしたらいかがでしょう。 

 

（東島教育長） 

これは、おいそれとすぐにはということがなかなか難しい。 

 

（伊東委員） 

 １つは、先生になろうとする子どもが少なくなっているのは事実です。ですから、そ

の辺も大きな問題ですから、これはきょうだけでは解決しないでしょうから、ぜひご提

案をしていただきたい。 

 

（福島委員） 

 長期的に見据えないといけない問題です、ずっとこのままではいかないです。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 恐らく、あと五、六年は採用が多いままだと思うのですが、今は採用がものすごくふ

えているため足りない状況ですが、それ以降はまた採用が減ってくるのだと思います。

そうすると今度は講師の方がふえるような状況になる可能性は高いです。 

 

（山口委員） 

 今と昔は違うかもしれませんが、私が小学生のころは理科がすごく人気でした。私も

算数は嫌いでしたが、理科は大好きで、大好きだったその理由が、当時理科の先生が物

すごく魅力的な先生でした。もちろん授業もきちっと黒板でされていらっしゃったので

すが、すごく実験とか、熱気球を自分たちでつくってそれを飛ばしたりとか、火おこし

の体験をさせていただいたりとかで、テスト以外の理科の仕組みとかをやられる先生が

当時小学校でいらして、その先生がものすごい人気でした。私も理科が大好きで、今の
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理科というのが、訪問で見るぐらいしか私も知らないんですけれども、何かもっと魅力

的な、科学の祭典とかやっているときはものすごく子どもが大興奮して、ああいうのが

好きだから、何で理科がそんな離れていくのかなというのがちょっと不思議なところで

はあるので、何が問題なんだろうと私も思っています。 

 

（東島教育長） 

 一言で言うと授業の魅力ですよ。ただ、小学生は理科嫌いが少ないですね。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、少ないです。理科が好きな小学生は多いです。 

 

（山口委員） 

小学生は多いんですね。 

 

（東島教育長） 

 理科離れは中学校に入ってからです。 

 

（岸川委員長） 

 やはり数字とかが出てくるのが多くなって、急に難しくなりますから。 

 

（山口委員） 

 そうです。 

 

（伊東委員） 

 ひとつ将来に向かってご検討をお願いします。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、わかりました。。 

 

（岸川委員長） 

 それでは、ほかに何か報告することはございませんでしょうか。 

 ほかにないようでしたら、これで１１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。 



  22 

 


