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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１２月定例会を開きます。 

 一言ご挨拶をさせていただきます。皆さんどうもこんにちは。いよいよことしもあと

わずかということで押し迫ってまいりましたけれども、本当にこの１年間、皆様方のご

努力で佐賀の教育行政というものも非常に順調に進んでいるのではないかと思ってお

ります。また、１２月に入ってからもいろいろな諸行事がありまして、皆様とも何度も

お顔を合わせることがございましたけれども、先週はＰＴＡ協議会、懇談会がありまし

て、非常に有意義な会ができたと思っております。 

 きょうはことし最後の定例教育委員会でございますけれども、また活発なご意見等を

出していただければというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 前回の定例教育委員会のときにご紹介しておりました田口委員さんには、後ほどご挨

拶をお願いしたいというふうに思っております。 

 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、田口委員が後ほど出席されるご予定で、現在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いたしております。 

 本日の日程につきましては、配付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、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、説明をお願いいたします。 

 

（大松教育総務課参事兼副課長兼総務係長） 

 １１月２４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、１２月１８

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） 

 それでは、会議録につきまして、ご異議等ございましたらお願いいたします。 

 

（伊東委員） 

 ２０ページをお開きいただけませんか。２０ページの上から６行目、私の意見の中で、

「それを聞いていると」という云々から、文科省に登録をして申請していかなければな

らないと思います。その次ですが、「それは足らないままでは」ということに訂正をお

願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 ほかにはございませんでしょうか。 

 

（山口委員） 

 私も同じく２０ページです。私が発言した部分の上から４段目でございます。「黒板

でされていらっしゃったので、」となっていますが、これを「いらっしゃったのですが」

とお願いいたします。 
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（岸川委員長） 

 ほかにはございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、ほかに異議がないようですので、会議録は今の２点修正をされた上で承認

することといたします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（岸川委員長） 

 それでは、日程３、教育長の報告をお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 ４点ほど口頭で報告をさせていただきます。今回は議会が入っておりましたので大き

な報告はございませんが、まず１点目は、文部科学省の藤原参事官が教育委員会のほう

にお見えになりまして、行政説明をされました。その趣旨は、コミュニティスクールの

拡大についてです。コミュニティスクールが法的に定められまして、現在、全国の公立

学校の１割程度ですけれども、これをもっと拡大していきたいという趣旨で、コミュニ

ティスクールの説明等を含めて現状等についての意見交換をしたところでございまし

た。審議会では、全公立小中学校、あるいは高校も含めて、公立の学校は全部コミュニ

ティスクール化をしたい、というふうな思いを持っておられますけれども、こればかり

はやはり地域の状況もございます。地域の土壌ができない限りはなかなかうまくいかな

いということがございますが、少なくとも今後コミュニティスクールについてはどんど

んふえていく方向になるであろうということが考えられます。そういう意味では、佐賀

市においてもコミュニティスクール、ことしも１校ふえましたし、来年もまた１校手を

挙げているところでございます。少しずつ校区の風土をそういうふうに醸成しながら、

無理のないところでコミュニティスクールに取り組んでいきたいというふうに考えて

おります。 

 ２点目は、第６回のまなざしキラリ賞の審査会がございました。今回も多くの応募が

ございましたけれども、個人で１５件、団体で９件ということで応募がございました。

やはり子どもたちへのかかわり、このことが少しずつ浸透をして定着をし始めている

と。特に見守りに関しては、各校区ともにかなり充実した取り組みになってきているよ

うでございます。 

 今回、個人では、サツマイモ栽培の体験活動、子どもたちと触れ合っている見守り活

動の方、あるいは大賞には施設の夏祭りをキリン祭りと名付けて、地域の人々と地域の

子どもたち、そして施設の利用者、そういう方たちが一緒になってお祭りをつくり上げ

ていくという試みが大賞として選ばれたところでございました。 

 それから３点目、少年の主張大会がございました。１２月６日に、２６地区代表の小

中学生１３人が主張してくれましたが、私これを聞いておりまして、本当に１１歳から

は１４歳の子どもたちの考える中身かなと思うぐらいに立派な中身で、大人顔負けで

す。というよりも、子どもたちはそれだけ考えているということです。もっと大人はそ

ういう子どもたちの思いを理解して、それに応えるような大人にならなければいけない

なという思いをして聞いておりました。ただ、いかんせん男の子が少のうございました。

２６人のうち男の子が５人だったと思いますが、非常に少ない状況の中にありました。 

 ４点目が、第４回の佐賀市と久米島町との中学生交流が行われましたが、これが先週

の金、土、日ということで行われました。今回は非常に天候に恵まれて、予定していた

体験活動、学習というのが滞りなく終わり、恐らく久米島町の中学生、子どもたちは、

この交流を通してたくさんのことを学んで帰ってくれたのではないかなと思います。今

回、特に海洋温度差発電の池上教授のお話も子どもたちが聞く機会を得ました。池上教

授が非常にわかりやすく子どもたちに話をされまして、私自身が非常に感銘を受けまし
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た。それは海洋温度差発電も去ることながら、池上教授の物の考え方とか生き方、これ

が非常に私は感銘を受けたところでございました。 

 これについては、ぜひ来年度は佐賀市の校長会でぜひ話をしていただきたいと、これ

を実現させたいと思っております。そのときにはご案内を差し上げますので、本当にす

ばらしい考え方、生き方をされているということで感銘をしたところでございました。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 今の報告につきまして、何かご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

 私のほうから関連して、この少年の主張大会は私も出席させていただきまして、非常

に感銘を受けたところでございますけれども、何人かの方から聞いたのですが、やはり

会場が少し手狭ではないかなという意見がありまして、これはもちろん青少健の主催で

ございますけど、社会教育課にも関係があると思います。多分、合併する前からあの会

場であった思いますけど、やはり大分来られる方もふえてきたので、その辺も少しご配

慮いただければというふうに思ったところです。 

 

（東島教育長） 

 メートプラザの多目的ホールの会場の座席数は、３５０ぐらですが、それよりも大き

い市の施設はどこになりますか。そこら辺を今後検討することはできるでしょう。（「文

化会館中ホール」と呼ぶ者あり）例えば、文化会館中ホールとかでできますよね。 

 

（岸川委員長） 

 青少健の方ともご検討いただければというふうに思います。 

 ほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、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。 

 まず、第２０号議案『佐賀市スポーツ推進審議会委員の任命について』、スポーツ振

興課からご説明をお願いいたします。 

 

（江頭スポーツ振興課副課長） 

 議案の１ページをお願いします。第２０号議案『佐賀市スポーツ推進審議会委員の任

命について』、佐賀市スポーツ推進審議会条例第３条の規定に基づき提案をしておりま

す。 

 ２ページをお願いします。充て職となっておりました現委員が退任、異動等により欠

員となっておりますので、各団体に推薦依頼し、推薦のあった方を新委員として任命す

ることをお願いするものでございます。 

 あわせて議案等関係資料をごらんください。今回お願いをします委員の任期につきま

しては、前任者の残りの任期の平成２８年７月２３日までとしております。 

 新委員の方につきましては、議案の２ページのほうにお示しをしております。佐賀市

小中学校校長会からは、佐賀市中学校体育連盟会長の交代により、宮地委員の後任に諸

富中学校校長の渡瀬浩介氏を。佐賀市公民館長会からは、秋山委員の後任に西川副公民

館館長の田中夏美氏を。関係行政機関の佐賀県スポーツ課からは、築地委員の後任に原

恒久氏がそれぞれ推薦されております。また、全体の委員につきましては、議案等関係

資料のほうに掲載しております。 
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 佐賀市スポーツ推進審議会委員の委嘱につきましては以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 ただいまの議案につきまして、何かご質問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、異議がないようですので、第２０号議案『佐賀市スポーツ推進審議会委員

の任命について』は、原案のとおり承認いたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（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)「平成２７年度第３回佐賀市社会教育委員の会議の報告について」、社会

教育課から説明をお願いいたします。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 資料のほうは３ページをお願いいたします。報告事項の１番目でございまして、平成

２７年度第３回社会教育委員の会議の報告でございます。 

 １０月２７日の日にほほえみ館のほうで開催をしております。社会教育委員につきま

しては１２名いらっしゃいますが、９名の出席を得ているところでございます。３名の

委員が欠席でございました。議題としましては、第１回、第２回の社会教育委員の会議

から引き続きご意見等を伺っております社会教育助成事業補助金についてということ

でご意見を伺ったところでございます。これは、この補助金の積算の考え方と算定方法

ということで、１回目、２回目、ご意見を伺ってきている中で、今回その案をお示しし

ております。あわせて補助金の交付に当たって、社会教育委員が意見等をすることがで

きる仕組みの構築ということも前回ご意見がございましたので、この分の提案も行った

ところでございます。この内容につきましては、定例教育委員会の議案関係資料の２ペ

ージ、３ページのほうにお示しをしております。 

 社会教育委員の会議のほうにご提示した資料でございまして、簡単にご説明をさせて

いただきます。 

 まず、２ページの一番上でございますけど、社会教育団体の補助金交付に関する規定

としましては、社会教育法上、第１３条の中で社会教育団体に対して補助を行う場合は、

「地方公共団体にあっては教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聴いて行わなけ

ればならない。」となっております。前回、第１回、第２回ということで、この社会教

育団体の助成についてご意見等を伺ってきております。前回までの会議の中で、まず積

算の考え方についてのご意見が２点ほど出ています。１つがＰＴＡ関係団体、前回補助

額について会員数を基準に整理をするというご提案をしたところ、固定的な基本額を置

いて、その上に会員数を乗せるという方法が現実的ではないかというふうなご意見がご

ざいました。 

 また、婦人組織について、婦人会については、校区の婦人会が減少しております。た

だ、逆に各自治会のほうでは婦人部という形での活動もされているところもあるという

ことで、そのような組織との再編成を含めた見直しが必要というふうなご意見があった

ところでございます。 

 補助金制度全般に対しても、社会教育の諸活動が活性化する。佐賀市全体の社会教育

の諸活動の活性化を念頭に置いた中で議論をしなければならない。あるいは行政がこう

いう団体に対するコントロールについては制限がかかっておりますが、この辺を踏まえ

た上で、補助金の適正な配分、あるいはどういう団体を補助するかという基本的な考え

方の整理も必要であり、それと、社会教育委員の会議としてどうチェックしていくかと

いうところも必要であると。あるいは、この団体については長年活動をされております
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けど、活動内容が１０年来変わっていないと。市と団体が問題共有の場を持って、活動

の指針をそれぞれの団体のほうに提示をするとかいうような考え方の整理が必要じゃ

ないかというご意見があったところでございます。 

 今回、第３回におきましては、まず積算根拠について、前回提示したものを、ご意見

を踏まえた中で具体化した案で提示をしております。まず、市のＰＴＡ協議会と私立幼

稚園・認定こども園ＰＴＡ連合会につきましては、会員が、子どもの在学中の期間の負

担軽減ということで、会費軽減を念頭に置きながら補助の考え方を整理しました。あわ

せて前回の意見を踏まえて基礎額を設定し、会員数を基準に積算を行うということで、

ちなみに、ＰＴＡ協議会につきましては基礎額を８万円、会員１人当たり２０円の助成

ということで、会員数を掛けての補助金を算定するという整理を行ったところです。 

 青少年健全育成連合会及び子ども会連絡協議会につきましては、全市的な事業を各校

区の組織を通じて実施をしております。あわせて、これらの団体につきましては、ボラ

ンティア的な側面が大きく自主財源が少ない、このため活動の支援は必要という判断の

中で、各校区の構成団体数を基準に整理をしたということで、青少年健全育成連合会に

つきましては、１校区１団体当たり６万５，０００円を基準に積算をしております。 

 その下の地域婦人連絡協議会につきましては、団体はボランティア的な団体で、活動

の中心は各校区であります。あわせて、この団体は上位団体との各校区の橋渡しをする

ことで各校区の活動の継続に寄与をしているところがございます。ただし、先ほども申

しましたように、この婦人連絡協議会につきましては構成組織が少なく、運営費に占め

る補助の割合が高くなっております。これを踏まえて、今回、ここの補助金につきまし

ては定額補助ということで、交付に当たり段階的に見直しを行っていくという整理を行

っています。運営費につきましては、今の補助金相当額で７０万円というふうな整理を

定額でしておるところでございます。 

 ただし、補助を継続するに当たっては、先ほどの意見もありましたように、組織の再

編や活動の見直しを求めていくという整理を行っております。 

 それから、佐野常民顕彰会、佐賀市子ども劇場、佐賀市スカウト運動推進連絡会議に

つきましては、自主的な事業を展開している中で、支出のほうを見ましても事業費の割

合も高いということで、おのおの事業費補助として整理を行って、主催事業の総費用の

割合の中で算定をしており、ここについては補助上限額を設定していくということで、

基本的に補助金につきましては、現在の補助金を大きく変えないということで、その額

から算定をしたところでございます。この案で、まず積算根拠についてはご意見をお伺

いしております。 

 ３ページのほうで、補助金交付に当たっての社会教育委員の会議の意見の反映につい

てということで、前回までの意見の中で、現状として補助金の配分や補助対象団体に対

し、基本的な考え方としての議論が不十分であるということで、補助団体の活動内容と

か成果を客観的に検証する場が必要じゃないか。あるいは補助金の適正な執行をチェッ

クする仕組みが必要ではないかということで、今後の方向性としまして、社会教育委員

の会議におきまして、定期的に補助対象団体の諸活動に対する客観的な意見や評価の場

を設定していきたいということで、具体的には補助対象団体の活動や課題を直接聞く機

会を設定する。あわせて補助対象団体に対し、客観的な意見や評価を提示する場を設定

するということで、２年に１回ぐらいの間隔で各団体の状況を社会教育会議の中で把握

をすると。あわせて、市のほうと団体が問題点を共有して新たな活動指針とかを定める

ような仕組み及び補助金の適正な執行や配分をチェックする仕組みを構築していきた

いということで、イメージとしましては、下のほうにお示ししております図のような形

で、社会教育委員の会議の中でご意見を聞いて、それを反映していくというような流れ

ということで、前回の３回の社会教育委員の中でご提示をしたところでございます。 

 資料のほう戻っていただきまして、３ページでございます。こういう提案を行って、

社会教育委員の皆様からは、まず算定方法や仕組みの構築に関する意見につきまして

は、積算の考え方や算定方法については一定の評価をいただいております。 
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 この部分につきましては、これからこの内容で各団体との調整を現在行っておりまし

て、次回２月に社会教育委員会がございますので、そこで最終報告を行いたいと考えて

おります。それと、団体との話し合いの場を持つということについても評価はできると

いうことでございまして、この具体的な仕組みに対しては、次回の２月の会議までに再

度整理を行って提示をしていきたいと考えております。 

 その他、団体活動に対する意見につきましては、このような社会教育委員もこういう

活動の場に出向いていくのも大事であるが、ただ、社会教育委員としてどこまでやれる

のかというふうな難しい点もあるというところのご意見もあっております。また、団体

の支援を行う場合に、団体の性格とか活動内容に着目して、個別に行うべきか、それと

も一括して行うほうがいいのかという、この辺の整理もなかなか進んでいないのじゃな

いかというご意見もありました。 

 また、子どもたちの居場所づくりの中で、いろんな機関が集まって支援すべきである。

１つの団体ではなかなかうまくいかない。うまくつなぎ合わせられたらいいんじゃない

かというふうなご意見もあっているところでございます。あわせて、こういう社会教育

団体の補助金というよりも、まちづくり協議会の補助金をふやして地域の活動を支援す

ることも検討するべきではないかというふうなご意見もあったところでございます。 

 ４ページのほうをお願いいたします。社会教育委員の中での報告事項として、１点報

告を行っております。社会教育委員の任期につきましては、平成２７年１０月３１日で、

２５年からの任期が２年間ということで満了になりますため、この２年間で現委員さん

のほうで審議していただきました主な事業につきまして、ご報告をさせていただいてお

ります。西与賀コミュニティセンターの役割と、青少年センターの移転等の審議内容に

ついて、経過及び現状をご報告させていただいています。西与賀コミュニティセンター

につきましては、２５年度から３回ほど委員のご意見等をいただき、ご協議をいただき

まして、２７年６月に星空学習館の設置条例を可決しまして、１１月議会のほうで指定

管理者の指定に向けて議案を上げているというご報告をして、２８年４月から星空学習

館としての指定管理での運用を行いたいということでご報告をさせていただいており

ます。 

 青少年センターにつきましては、２６年度で２回ほど協議をいただいております。こ

れにつきましては、旧マルキョウ跡の整備予算を２７年の６月議会で計上を行いまし

て、２７年の８月議会のほうで契約議案を議決いただいて、現在マルキョウのほうを整

備中というご報告で、来年１０月、２８年１０月にオープンしていくということでご報

告をさせていただいております。この中で、主な意見としまして、まず西与賀コミュニ

ティセンターにつきましては、天体望遠鏡を今後とも有効活用をお願いしたいというご

意見がございました。また、青少年センターにつきましては、整備だけでなく、今後管

理運営の具体的な内容についても、できるだけ早く社会教育委員のほうにも公表できる

ものは出してほしいとご意見があっております。それとあわせて、現在の利用団体等々

の意見も集約する必要があるというふうなご意見があったところでございます。 

 最後にその他、社会教育委員の会議で議論すべき点ということで、主な意見としまし

ては、お母さん関係がいろんなグループで、サークル等で活動をされていますが、点の

関係であって線の関係ができにくいということで、まちづくり協議会なりで何とかそう

いう方法がないのかというご意見が上がっております。 

 また、子育て関係の中で、結婚前の早い段階から母親教育の充実等ができればという

ご意見もありました。また、地域での中高生の活動の場ということで、もっと若者を引

っ張り込めるような仕組みが望まれるというご意見もあったところです。あわせて貧困

や勉強についていけない子どもたちの学校以外の居場所づくりというフォローも必要

ではないかというご意見があったところでございます。 

 第３回の社会教育委員の会議のご報告につきましては以上でございます。 

 

（岸川委員長） 
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 今のご報告につきまして、何か質問等ございましたらお願いいたします。 

 私から１点ですけど、この積算根拠については多分昨年委員の中から意見が出て、今

までの根拠があらわされていなかったということで、今回こういった形をして非常にわ

かりやすくなったと思いますが、具体的な額そのものはそんなに変わっていないのです

か。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 議会のほうからもありましたし、また教育委員の皆様からもご意見があって、もとも

とここが定額ということでずっと同じ額で来ておりましたので、まずは補助額を出し

て、我々は積算根拠をつくるということで取り組んでまいりました。いろいろ積算根拠

を積算する中で、額につきましては現在の補助額から団体の活動の問題もございますの

で、大幅に動かさないということで考えており、上限額としては今の補助額を超えない

ということにしています。例えば、市のＰＴＡ協議会は今の積算額でいきますと３６万

円になりますが、現在の補助額は２９万１，０００円であり、上限額はこの中で設定を

していきますので、若干減るところもございますが、大幅に減るところはないというこ

とで今整理しておるところです。問題は、地域婦人連絡協議会でございまして、ここは、

今現状は７１万３，０００円の補助を出しているところですが、この考え方の中では７

０万円の定額ということで、仮置きみたいな形をしております。ここについては、この

何カ年間の中で、組織の改変なりをお願いしていくことになるということで考えるとこ

ろです。基本的に額については大幅に変えないということで整理をしているということ

でございます。 

 

（岸川委員長） 

 もう１点ですが、新規参入の道も開いてほしいという意見が出たということで、こう

いった補助金、やはりこれはもちろん団体がご希望されてするというのがスタートと思

うんですけど、基本的にはこういったシステムがあるということ自体がご存じない方が

多いわけですから、この主な意見に書いてあるように、この若いお母さんのサークルと

か、子育て支援の集まりとか、こういったことは非常によい意見だなというふうに思っ

ておりますし、補助出しますからしませんかとこっちから言うのはおかしいとは思いま

すが、何かそういった道を開くやり方なりあればというふうに思ったところです。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 基本的に、この社会教育団体の助成金につきましては、佐賀市全体という考え方をし

ております。青少年のほうについても、各校区の団体に対する助成ではなくて、佐賀市

全体として事業的にも市ができないような事業で、青少年の健全育成とかに取り組んで

いる団体の中で判断をしております。したがいまして、要望等があれば、そこの内容を

判断、確認をした中で、今後、社会教育委員の会議の中で、例えば、８団体とか今ござ

いますので、ここが２年に１回は回ってくるような形で意見を聞いたりする場を前提す

るつもりでおりますので、ここに新規の要望等があった場合に、社会教育委員の意見を

聞いて判断をするというふうな仕組みを今後つくっていければなと考えているところ

です。 

 

（東島教育長） 

 主な意見など出ているときに、関係の団体とか関連機関とかにこの情報というのはど

ういうふうに流れていくのでしょうか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 今のところ明確に流しておりませんので、ここら辺はもう一度整理をして、社会教育

課のほうから社会教育委員の意見として、我々社会教育課のほうで対応ができる部分に
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ついてはうちで大丈夫ですけど、他課のほうにかかわる分とかがございますので、その

分については、今後こういう意見があったということを伝えていきたいということで整

理をさせていただいております。 

 

（東島教育長） 

 ぜひそれをしていただかないと、せっかく意見が出て課題が生まれているのに、その

課題解決に向かわれないです。そのためには、例えば、お母さんのサークルの問題にし

ても、中高生とか若者を引っ張り込むようなというのは、これはまちづくり協議会関連

も十分ありますし、今度は逆に貧困の支援とか、学校におり場がない子どもの居場所と

か、こういうものは社会教育課とともに福祉のほうとも関連をしていきますので、そこ

ら辺ぜひ意見を聞いたものが課題として捉えられたときに、解決するしないは別にして

も、こういう課題が今生まれているのですということを流してやっておくと何らかの方

向に動き出すのではないかと思いますので、ぜひ関連課、関連団体のほうにはこういう

意見があったというのは知らせていただきたいなと思います。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 つなぐようにいたします。 

 

（岸川委員長） 

 ほかにございませんか。 

 次の報告事項２に行く前に、今度１１月５日付で教育委員に任命されました田口香津

子委員をご紹介させていただきます。一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

（田口委員） 

 遅刻をしてしまいまして、ご迷惑をおかけしました。失礼いたしました。 

 それこそ先ほどの社会教育委員のほうでお仕事もさせていただいておりましたので、

今の議論も少しかかわっているなと思いながら聞かせていただいたところでございま

した。私ふだんは保育者養成ということで、主に今乳幼児期の子育て支援等のことが仕

事としては中心かと思っておりますが、また小学校等ご訪問させていただいて、今の学

校の新しいあり方なども勉強させていただいているところでございます。 

 いろんなところで私も関心があるところで、意見とか申し上げる機会を得ることがで

きましたので、またますます勉強しながら、佐賀市の教育、「ふるさと「さが」を協働

でつくる個性と創造性に富む人づくり」ということでございましたので、一人一人の子

どもたちが輝けるような器づくりの何か一助になればと思っております。よろしくお願

いいたします。（拍手） 

 

（岸川委員長） 

 それでは、引き続き報告事項に移りたいと思います。 

 続きまして、報告事項(2)「第３回佐賀市民芸術祭の結果について」、文化振興課から

説明をお願いいたします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 資料のほう５ページをごらんください。第３回佐賀市民芸術祭の報告をいたします。 

 ことしは１１月１３日から１５日、メーン会場を佐賀市文化会館、サテライト会場を

市民会館で開催をいたしております。来場者数は延べ９，３００人で、目標にはわずか

に届きませんでしたけれども、過去最高の人出となりました。主な内訳については記載

のとおりでございます。 

 アンケートの結果ですけれども、来場者の傾向としましては、前年と大きな変化はあ

りませんでした。公演の印象や芸術祭の印象について、前年度が非常に高い数値でござ
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いましたので、前年度よりは下がっていますけれども、それでも高い数値を維持してお

ります。最後に記載しております「これまでにも芸術祭に参加したことがあるか」とい

うのは、今回初めてアンケートの項目に追加をいたしました。来場者がリピーターの方

が多いのかどうかというのを確認したかったものですから今回追加をしたのですが、結

果としては「参加をしたことがある」「毎回参加している」という方が４４．９％でご

ざいまして、「初めて参加した」という方が４４．２％という結果でした。 

 次に、成果と課題についてですけれども、まず１点目に課題への対応です。昨年度の

芸術祭を終えて、次年度の課題としていたことが４点ありまして、６ページにかけて記

載をしております。主な対応状況ですけれども、まず①番の若年層に来場してもらうた

めの工夫ということですが、今回は子どもも楽しめるワークショップの開催ですとか、

一部のコンサートについては、市内の小学生や未就学児の招待事業を行いました。アン

ケートの数値としては余り出てきていないのですが、例年に比べて、私たちも子どもの

姿がたくさん見られるという印象を持ちました。会場の方に来ていた議員の皆さんたち

や市の職員からも、ことしは子どもがたくさん来ているねというふうに言っていただい

ております。 

 次に、④番、未就学児の入場制限、聴衆のマナー向上ですが、これについては昨年度

の反省を踏まえて、ことしは小さい子ども対象に限定をしたコンサートを行いました

が、アンケートの結果を見ますと、やはり非常に子どもがうるさかった、小学生以下は

やはり無理ではないか、子どもが騒いでいるのに親が注意しないというような否定的な

意見がたくさんありました。 

 その一方で、子どもを対象とした本格的なクラシックのコンサートは余りないので、

ぜひ今後もお願いしたいという意見も多数ありまして、実行委員会としては大変悩まし

いところですが、今後は事前の告知でコンサートの趣旨をお伝えして、多少さわがしい

こともあるということを了解した上で来場していただく必要があるのではないかと思

っております。 

 次に、(2)の次年度に向けての課題ですが、まず早目の計画と書いておりますけれど

も、ことしは特に、結果的には集客は多かったのですが、全体的にスケジュールがおく

れておりまして、広報が十分ではありませんでした。特にワークショップの内容がなか

なか決まらずに、内容はよかったのにお客さんが少ないというような問題もございまし

た。 

 次に、ジャンルの拡大ですが、これは以前からの課題になっていることでございまし

て、ことしは市民会館をサテライト会場として日舞を行い、大変好評でした。また、規

模は小さかったのですが、文化会館のイベントホールでダンス系の催しも取り入れたと

ころです。来年度からは基本的に文化会館での開催となりますが、設営の関係上、同じ

会場で音楽と演劇を一緒にやるとか、舞踊とかを入れるのは難しいので、どのように工

夫をしたらジャンルを拡大していけるかということは検討していきたいと思っており

ます。 

 ３番目の出演者公募と集客についてということですが、今回初めて出演者の公募を行

いました。実力はあるのに余り知られていないアーティストもいらっしゃって、公募自

体はよかったのですけれども、ピアノなどの個人の演目については、集客が非常に難し

かったというところがあります。その出演者の集客力の弱さを全体の広報でどのように

補っていくのかということも課題かと思っております。 

 ７ページの成果についてですけれども、まず、来場者の満足度の向上ということで、

アンケートの数値には必ずしも前年より上がったということではないですが、自由意見

などを見ると、満足度が非常に上がっている感じがいたしました。今回は佐賀出身の辻

利恵さんですとか、九響と平原綾香さんのコラボレーションなど非常によかったとの声

が多数ありまして、今後の芸術祭への期待も大きいと感じられました。 

 ２番目に、出演者等の意欲の向上ということですが、出演された皆様方からアンケー

トといいますか、出演されての感想というのもお聞きしておりまして、一部ご紹介をし
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ますが、「今回、聴衆の方々の反応もすばらしく、それが歌い手にはね返ってよりよい

演奏につながったと思います。」「とても心地よい響きの中で演奏する機会を得たこと

は本当にすばらしい経験となりました。ぜひ今後とも開催していただきたく存じます。」

「佐賀の方々はもとより、他県からも応援に来ていただけて大変うれしい公演になって

います。また機会がありましたら、ぜひ参加をさせていただきたいです。」というよう

な感想をいただいております。また、昨年から当日のスタッフを出演団体から募集をし

ておりますが、昨年度の倍近く今年度は集まったということで、これはみんなで協力を

しようという意欲が感じられることでございました。 

 ③番ですが、芸術祭の周知の広がりで、先ほどアンケートのところでお話ししました

けれども、リピーターの方と初めて来場という方が半々ぐらいだったということで、定

着をしているという面と新たな集客にもつながっている面があると考えております。 

 ８ページ、９ページにはアンケートの結果をグラフで載せておりますので、後ほどご

らんいただければと思います。 

 報告は以上になります。 

 

（岸川委員長） 

 今の報告につきまして、何かご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。何

かございませんでしょうか。 

 私から、先ほど未就学児の子どもがうるさいという意見があったというのは、それは

ごく少数のご意見ですか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 アンケートで書かれた方だけですので、実際どれぐらいの方がそういうふうに思われ

ていたのかはわからないですし、私自身もそのコンサートに入っていなかったので、ど

れぐらいうるさかったかはわからないのですが、そのアンケートの中には泣いている子

どももあり、走り回っている子どももありということで、結構にぎやかな感じであった

と聞いています。 

 それと、一番やはりかんにさわるといいますか、気になられたのは、保護者が子ども

が騒いでいるのに放置しているとか、走り回っているのにとめないとか、そういうのが

非常に批判のもとだったのかなというふうに感じたところです。しかし、先ほど申し上

げたように、こういう機会が非常に少ないということで、ぜひ続けてほしいという意見

は非常にたくさんありました。非常に悩ましいところでございます。 

 

（山口委員） 

 実際私もこの現場にいさせていただいたんですけど、本当に非常に難しいなという部

分はあります。静かに聞いているお子さんも中にはいらっしゃるのですけれども、先ほ

どのどこかにも書いてありましたけど、お子さんがぐずるので、ついついお母様がスマ

ートフォンを与えられてゲームなんかをさせていらっしゃいました。すると、会場が暗

いので、物すごくその光が目立ってしまって、そういったところは、どうなのかなとい

うことを感じました。ただもう１つの意見として、やはり小さい子どもが入場できるク

ラシックコンサートがないということで、助かるという意見もわかるような気がしま

す。本当に非常に難しいと思います。コンサートは無料だったのですか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 いいえ、有料だったので余計に感じられたと思います。ただ、子ども、小学生や未就

学児は無料という招待事業もありました。 

 

（山口委員） 

 未就学児は無料だったですね。 



  11

 

（宮崎文化振興課長） 

 はい。 

 

（岸川委員長） 

 施設によっては、区切られた空間で見れる施設もあります。例えば、泣いている子を

ガラス越しに見れるところがあります。そういったところを利用することは難しいので

しょうか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 文化会館の施設では、託児室が全く別のところにあるので難しいと思います。 

 

（岸川委員長） 

 やはり先ほど言われたように、ある程度こういったことをお気をつけくださいという

ふうなことは事前に、もちろんスマートフォンを使ったりするのはマナーとしてそれは

もうやめてもらわないといけないことですから、そういったことは事前に、ある程度は

お子さんにも楽しんでいただける催しということで、ご了承くださいというような告知

を、最初の広報の時点でしておくことも必要かなと思いますね。 

 

（福島委員） 

 オープニングのときに、静かにしてくださいという会場にお願いするような告知を、

こういう趣旨ですので、ちょっと子どもが騒いでもご了承くださいということを、最初

にしてスタートするという形がいいのではないでしょうか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 アナウンスのほうで、そういうことを入れたりするのもいいかもしれません。 

 

（岸川委員長） 

 いずれにしても年々非常に盛んになってきて、市民の方も楽しみにしている催しだと

思いますので、来年以降もさらに盛り上げていっていただければというふうに思ってお

ります。 

 それでは、第３回佐賀市民芸術祭の結果についてはこれで終了いたします。 

 ご質問等なければ、これで日程５の報告事項については終わります。 

 日程６その他になりますが、文化振興課から報告があります。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 私からのご報告ですが、今回の１１月定例議会のほうに提案をしました佐賀市立東与

賀文化ホールの指定管理者の指定についてという議案に関して、選定が不公平だったな

どの新聞報道がありまして、委員の皆様にもご心配をおかけしたことと思いますので、

そのてんまつについてご報告をここでさせていただきたいと思います。 

 まず、今回の議案としましては、東与賀文化ホールの現在の指定管理者の指定期間が

今年度末で終了をしますので、文化振興課では来年度以降の指定管理者の候補者を選定

するために公募を行い、選定委員会を開催して最も点数が高かった佐賀市文化振興財団

を指定管理者の候補として選定をしましたので、来年度以降５年間指定管理者として指

定をするという議案の内容でございました。議会のほうでは、その選定過程について疑

義があるとして、さまざまなご意見がありました。 

 その内容ですけれども、まず１つ目に、応募団体が４団体ありましたが、今回選定を

された文化振興財団が４団体の中で最も高い指定管理料を提案していたということで

す。また、この金額が市が設定をした指定管理料の上限額に近い金額であったというこ
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と。指定管理者制度の目的の一つにコスト縮減ということがあるのに、なぜ一番高いと

ころが取ったのかということです。 

 ２番目に、佐賀市が指定管理料の上限額を設定するに当たって参考見積もりを文化振

興財団からとっていたが、佐賀市が設立した財団から見積もりをとったことは公平性の

観点からどうなのかという指摘を受けたことです。 

 ３番目、選定委員が６人ですが、その中に内部委員が２人、この２人というのは社会

教育部長と東与賀支所の支所長のことですが、２人がいること。しかも社会教育部長は

財団との関係性が強いということで、これはおかしいのではないかということ。 

 もう１つ、これは指摘はなかったのですけれども、採点の結果で、６００点満点で６

割を基準点としておりました。４団体の中で、その６割の基準点を超えたのが文化振興

財団だけでありました。こういうことも疑義を持たれる１つの要因だったのではと考え

ています。 

 こういったことから、今回の指定管理者の選定がいわゆる出来レースだったのではな

いかというようなことを言われておりました。 

 それに対して、まず指定管理料が一番高いところがとったという話ですが、指定管理

者の設定については、まずは価格競争ではないということです。また、選定委員会の中

では、指定管理料のことだけではなくて、２０項目にわたって各委員が審査をして採点

をしております。その積み上げによる結果、財団が最高得点であったと。財団は文化施

設の管理の経験やこれまでの実績を含めて高い評価を得ていましたということですね。 

 ２番目の見積もりの件ですけれども、参考見積もりについては、通常入札などをする

場合、参加者から参考見積もりをとるということは珍しいことではありません。これは

問題がないと思っております。また、財団だけではなく、今回ほかの自治体で文化施設

の指定管理の経験がある事業者からも見積もりをとっておりまして、両者が提示した金

額というのが大きな開きがありませんでした。また市は、これらの見積もりとか保守点

検の費用などは、現在の指定管理者の実績を見ながら、指定管理料の上限額の積算をし

ています。上限額は募集要項で示しておりまして、その上限額の範囲内で応募団体は自

由に提案できるというものですので、不公平とは考えておりません。 

 次に、委員の話ですね、指定管理者の選定の場合には、一般的には選定委員の中に内

部委員も入ります。社会教育部長は、財団の役員などではありませんので、それについ

ても問題がないと考えております。 

 ４番目に指摘がなかった基準点が６割を超えたのが財団だけだったという話ですが、

これも採点の結果、積み上げた結果、実際はたまたまそうなっただけでありました。今

回、委員の皆さんが非常に点数が辛くて、１位であった財団も得点率が６６％程度でご

ざいました。 

 こういったことで、佐賀市としては選定の手続に問題があったとは考えておらず、適

正な審査の結果であるというふうに答弁をしております。最終的には、全会一致でこの

議案は可決をされております。一応ご報告でございました。 

 

（岸川委員長） 

 これは結局、その議員はご納得はされていらっしゃるのですか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 一部の議員は納得されていない部分があったと思います。発言をお聞きしていると、

財団に公募に参加されたら、ほかに勝てるところはないというようなことや、指定管理

者制度は民間の活用が目的のはずなのに、なぜ財団を入れるのかのようなことを言われ

ました。指定管理者制度の目的が、サービス向上を目的として、その手段として民間を

活用するということだと思うのですが、そのあたりに行き違いもあられて、全ての議員

が納得をされたという感じではなかったと思いますが、否決するような不正というか、

そういうところはなかったので、最終的には賛成していただいたのかなと思います。 
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（岸川委員長） 

 その２０項目が何点というのは公表されているのですか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 今回資料として全部お出ししています。 

 

（岸川委員長） 

 これについて何か他にご意見はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかにご質問なければ、この件については終了いたします。 

 ほかに、その他に移りますけれども、何かございませんでしょうか。 

 

（伊東委員） 

 前月の定例委員会の中で、例の城東中の問題から端を発して、理科離れ、あるいは理

科の先生不足という問題で、私かなりしつこく質問いたしましたが、悶々として帰った

わけですけれども、ちょっと何か策がないのかなと思います。 

 昨日の文科省の中央教育審議会の文言をかりますと、その中で、まず教員育成の指標

義務化、これは恐らく皆様方も記事を見られた方はいらっしゃると思うのですが、あえ

てここで触れたいと思います。その中で、「答申は多くのベテラン教員が定年退職し、

新人が大量に採用される現状を踏まえ」、まさしく佐賀市も佐賀県もこうです。ですか

ら、「教員の質や指導力を向上させるため、養成や採用、研修の一体的な改革を進める

べき」という文言があって、これは国会で審議されると思います。 

 それで、この中でもう１つは、教員の質や指導力を向上させるために、養成や研修な

どの一体的改革を踏まえながら、各地の教育委員会と大学が連携し、研修や養成を行う。

いわば教員育成協議会ということを踏まえると、私が前回にいろいろ質問した改革とい

う内容が、この中に包含されると思います。ですから、文科省からずっとおりてきて動

くのではなくて、やはりそういう問題に現場が遭遇しているようであれば、先にそうい

う現場の問題をきちんと整理して、そしていざ国会通って下におりてきた場合にはもう

速やかに動くということが私は大事だろうと思います。今度、ノーベル賞を受賞されま

すが、そのノーベル賞の卵というのは子どものときから養成をしていかないといけない

わけですから、中学生の理科離れでは話にならないと思います。７４％、５％近い小学

生の子どもが理科好きです。ただ、それが中学になると５０％ぐらい、２０％ぐらいダ

ウンしているのですね。 

 ぜひ、やはり教員の皆様が佐賀市から、あるいは佐賀県からノーベル賞を出すんだと

いうぐらいの気持ちで、理科離れを抑制しないといけないと思います。釈迦に説法でし

ょうけど、非常に今危険な状態だと思います。日本はものづくりの国で、資源はありま

せんので、今の小学校時代からそういう理科を好きな子どもたちをいっぱいつくってい

ってほしい。ですから、この記事を引用しながら、あえて先月の定例会議の中で言った

ことをさらに私のつたない意見として、言わせていただきました。 

 それから、もう１つは、この理科とはまた別ですが、部活指導員を学校に必要な職員

として法令上明確化するとのことでした。これも私が何月かに、部活が今先生たちが困

っていると言いました。でも一番困っているのは子どもたちです。そのときは部活のそ

ういう制度はありますと、答えていただきたいのですが、ただ、私が現場を見たところ

では運用されていないということでした。やはり非凡な現場づくりというものを徹底し

てほしいと思います。もう一度ぶり返しのような発言で大変申しわけないですけれど

も、現場しか宝はないですから、ぜひ今の学校の先生たちも、やはり現場にもっと目を

置いて、子どもたちがどういう実態なのかといういうことをぜひ見ていただきたい。今

の状態でももう少しおくれているかわかりませんけど、ただ取り返しはきくと思いま
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す。ぜひ中学生が、その証拠に、例えば、富山県、福井県では理数グランプリとか、あ

るいは富山県では、理科運営にすぐれたベテランを達人という称号を与えるなど、いろ

いろ工夫されています。今度の学力テストで、この福井県が理科１位で、それから富山

県が２位です。ですから、策がない、今のところ大学で理科の勉強をしてこないと何も

お手上げねということではなくて、佐賀市もやはりそういう工夫をして、この前出まし

た、佐賀大学と一緒に、ぜひそういう面で、もう一度理科離れをどこで食いとめるのか、

そういうことをぜひお願いしたいというふうに思います。 

  

 

（東島教育長） 

 理科離れをなくすというのは、これは私どもの課題でございますが、教職員の養成に

ついては、むしろ佐賀のほうは進んでいると私は見ています。といいますのは、佐賀大

学ともそうですし、西九州大学とも連携を図って、大学１年から学校現場のほうに入っ

ていただいております。これは先駆けて佐賀でやりました。同時に、一番今ネックにな

っているのは、理科の免許を持っている絶対数が足りないということなのですね。これ

はいかに理科にすぐれていても正式な教員として、指導者にはなれないのです。ですか

ら、そこが一番のネックであって、理科好きな人間はいっぱいいるのですが、免許がな

いと理科の指導はできないというふうな現状があるものですから、地域の実態に応じて

養成大学がそれだけのキャパに十分に応えられるように、そのキャパを持ってくれれば

いいのですけれども、そこは今大学とも話をしていますし、佐賀大学は今度から正式に

教育学部にまた変更になります。今は採用枠がぐんと広がったものですから、教育学部

を新たにまた独立させて来年度からスタートをさせます。その分、枠が広がってきて、

体制づくりができつつあるという状況の中にあるということです。 

 それから、子どもたちにとっては、佐賀市は発明クラブをやっていますし、理科の教

員で構成するメンバーで理科グランプリをやっています。そういうことで、いろんな形

でやってはいるものの、なかなか理科離れ、中学校で特にそれが顕著になってきている

ということですから、そこら辺の課題をしっかり捉えながら進めていく必要があるだろ

うと思っています。これは理科に限らず、英語の教員も少ないんです。数学の教員も少

ないです。ですから他県に依存している。でも他県も少ないという現状にありまして、

伊東委員さんがおっしゃること本当によくわかるのですが、この免許制度からいって、

これをどういうふうにうちとしては働きかけとして積極的にやっていくのか。これは大

学とのかかわりになってきますのでなかなか難しいところはありますが、ぜひ今の件は

私ども頭に入れながら進めてまいりたいというふうに思います。 

 

（伊東委員） 

 お言葉を返すようじゃないですけど、この記事の中にもう１件、「また、教員採用後

のミスマッチ防止を目的に、大学で教員免許を取得する学生が小中高校で一定期間のイ

ンターンシップ（就業体験）を行った場合、教育実習の単位として認めることも盛り込

んだ」ということですから、この辺を逆に利用してインターンシップということの流れ

の中で理科の先生を養成していくということを、やっぱり現場でやらないと、上から全

部おりてきた内容で審議していては、やはり改革と言えないと思います。 

 すみませんけど、今後前向きにご検討いただきたいと思います。以上です。 

 

（山口委員） 

 すみません、１つ教育長のお話の中でわからない部分があったのですけれども、教え

ていただければと思います。その理科に興味は持っているけれども、理科の免許を取ら

ない、持たないということですか。 

 

（東島教育長） 
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 理科の免許を持たないと日本では指導ができません。 

 

（山口委員） 

 理科は好きだけど、免許を取らないというのはなぜでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 いや、取らないのではなくて、単位をきちんと大学で取っていないと免許を与えられ

ないのです。 

 

（山口委員） 

 その単位を取らないということですか。 

 

（東島教育長） 

 そういうことです。現場の教員でありながら理科の免許を取りたいために、通信教育

で理科の免許を取る人間はおります。しかし、これは並大抵ではございません。２年、

３年かかって、実際に現場の実習も行かないといけないものですから、現場の教員で理

科の免許を取っていくというのは非常に難しいんですね。 

 

（山口委員） 

 では、要るときに単位を取ればすんなりいけるということですか。 

 

（東島教育長） 

 そうです。 

 

（山口委員） 

 その取らない理由が何かあるんでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 取らない理由というよりも、例えば、今の免許制度は、小学校の免許、中学校の免許

に分かれています。そして小学校だけでも、中学校だけでもいいのです。ところが副免

という制度の中で、中学校の教員を目指しているけれども、小学校の免許を取るために

単位を取って小学校までもらう。小学校の教員でも中学校の免許を取るために単位を多

く取って中学校の１つの教科の免許をもらう。こういうことで小学校，中学校の免許を

持ってくる人間もいるのですが、単発で小学校だけ、中学校だけというのもおります。

だから、そういうことの免許制度そのものとも非常にかかわりがありますので、なかな

か難しいですね。 

 

（山口委員） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

（岸川委員長） 

 理科の先生は、圧倒的に男性が多いでしょう。 

 

（東島教育長） 

 理科は男性が多いです。 

 

（岸川委員長） 

 その辺恐らく不足しているのは、こう言ったらいけないのですが、やはり学生時代は

男性のほうがどうしても余り勉強しないという話を聞いたことがあるので、女性にもっ
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と理科に興味をもってもらうようにしたらと思います。 

 

（東島教育長） 

 中には理科の教員で女性もおりますけれども、やはり採用試験そのものペーパーテス

ト関係は女性がかなり優秀です。ですから、どちらかというと女性のほうがよく勤勉な

のです。私どもも学校の組織上、やはり男女の比率というのは非常に大事にするんです

が、当然のことながら、男性を何名、女性を何名という取り方はしません。 

 

（伊東委員） 

 ただ、福岡県から連れてきて、ああいう事故を起こしていては話になりません。 

 

（田口委員） 

 今ふるさと創生で、佐賀の学生を佐賀で育てるというふうなことで、今大学でも佐賀

県内のいろんな行政とか企業とで、地域で育てていただくようなプログラムを今からつ

くっていこうということ、今までも教室で小学校の先生になるための授業を学校の先生

は教えていたのですが、先ほどのインターンシップではないのですが、できるだけ現場

で教えていただくような形に変えていこうと、今プログラムも随分新しくしていこうと

しております。特にうちが理科の先生だった方が幼稚園の園長先生になられたりとかさ

れている関係で、理科をとにかくちゃんとやらなきゃいけないということで、いろいろ

うちの学生を理科関係のフェスティバルに連れていったりとかしていますが、どうして

も大学の教員がやっているのは１０年とか２０年昔のことを教えていることがありま

す。現場の先生方に養成の段階からいろんな形でかかわっていただき、やはり現場で新

しいことを教えられると、学生もそこで、あっ、こんな楽しいいい授業が展開できるん

だということで、非常に刺激になって、うちは４０人ぐらいの女性だけですけれども、

その理科離れも、小学校の教員免許取れるので、また一緒にいろんなことをやれていけ

たらなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

（山口委員） 

 先ほど教育長さんのお話の中にも出た、発明クラブですね。あれは今、定員がすごく、

申し込みが昨年多くて、うちの子は入れなかったのです。もしそうやってたくさん入り

たい子がいるのであれば、今１つしかないので、それを１つ２つふやして、ことし全国

大会にせっかく行ったので、何かそういうところから佐賀の理科がもっと人気が出てと

いうふうなのでもいいのかなと思いました。私も少し見させてもらったんですけど、子

どもたちがやはり、発想がすごいです。だから、せっかくそういうのに取り組みたいと

いう子どもがたくさんもしいれば、定員割れで残念だったねと言うのではなくて、もし

ひとつこのクラスが発明クラブＡだったら発明クラブＢをどこか違う小学校でやると

か、何かそういうふうにどんどん活性化すればいいなと今思いました。 

 

（伊東委員） 

 問題は私が今言ったように、中学生はどうなのかということで、発明クラブは対象が

小学生でしょう。 

 

（山口委員） 

 発明クラブは小学生だけですか。 

 

（中尾教育総務課教育政策係長） 

 中学３年生までいいのですが、中学生は部活動等で、応募される人数からいくと大分

少ないですね。 
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（岸川委員長） 

 前回教育長が言われたように、多久の一貫校が一緒に、中学２年生と小学校４年生が

一緒に授業をして、そういったやり方というのが効果がもしあればで、一貫校でなくて

も、例えば、同じ校区内の中学校で乗り入れ授業もできる、複数の学校から１つの合同

に資するという取り組みとかも。中学校の理科離れを食いとめる１つの方策にはなるか

もわからないですね。 

 

（福島委員） 

 教員の採用の人数ですけれど、今はすごくたくさんふえていますけど、またしばらく

するとがたっと落ちていくのではないですか。 

 

（東島教育長） 

 それは限られていて、決まっていますので、絶対落ちます。 

 

（福島委員） 

 たくさん採ったりちょっとしか採らなかったりなると、教員の質もばらばらになって

しまうと思うので、できれば今後を見据えながら、ある程度同じぐらいの枠で採るとい

うふうに、財源とかも含めて、佐賀市ではこのぐらい必要で、５年、１０年、２０年と

なると、このぐらいずつ毎年採らないといけませんということを何とか確保していった

ほうがいいのではないでしょうか。学生も年によって、この年の人はばっと入れるけど、

次の年はゼロとか一、二となると、本当にかわいそうですし、また質も本当にばらばら

になるので、そこをもう少し、実際に働いていただくのは佐賀市とかだったりするので、

こちら側の希望というのをもう少し採用の人数のほうに反映させられるように言って

いかないと、また次の波が来てまた少なくなって、また足りなくなってというのを何回

も繰り返すということが問題で、やめないといけないのではないかなと思います。 

 

（東島教育長） 

 確かにそこなんです。結局、これ教員の場合には国費が入っているわけです。だから

定数はきっちり決められているのです。決められていますので、退職した分しか補充で

きないのです。今は大量退職の時代ですから１００人以上規模で入ってくるのです。そ

れ以前は２０名とかその程度でしたが、昭和五十四、五年ぐらいから、１００人単位で

ふえ、またその時期が過ぎると減る。これは枠が決まっていて、退職したのに補充して

いきますから、これを調整するためには今再任用で入れて、枠調整をしていく以外には

ないのです。だから、なかなか難しい。例えば、県独自で金を払って云々とすると、そ

こら辺の操作がでやすいんでしょうが、３分の１国費、３分の２県費というふうになっ

ているので。 

 

（福島委員） 

 辞める人は大体目測が立つと思うのです。年齢でやめるので、だから、５年の範囲内

で言うと、５０人辞めるので、５０人を５年間かけて採りますとか、この５年ぐらいの

スパンである程度平準化した枠になるような、そういう柔軟さがあればいいと思いま

す。 

 

（東島教育長） 

 ６０歳定年を、例えば、柔軟にして６５歳まではできるとして、そうやって調整を図

っていくといいのですが、現状での調整は再任用ぐらいでしか調整が図れない状況で

す。だから、少し難しいところで、確かに、毎年コンスタントにこれだけ規模で採れて

いったほうが学校の教育の質も継続できますし、質も高まっていくんですが、一気に辞

めて一気に新任が入ってくると、がくんと落ちてしまうのです。 
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（福島委員） 

 引き継ぎもなくですね。 

 

（東島教育長） 

 そうです。だからこれはなかなか難しいところですね。 

 

（福島委員） 

 １年ごとの退職数ずつ採るというのもちょっとおかしいので、せめて何年かの枠で平

準化するように、国にも考えてほしい。県とか市で独自で考えて、予算の枠をそのぐら

いの年度、数年の枠でくださいって言えないのかなという感じがします。 

 

（伊東委員） 

 文科省と相反して。財務省は３万７，０００人減らすと言ってたのではないですか。 

 

（福島委員） 

 そこを戦わないといけないです。企業でも、ある程度目測をつけて採りますよね。 

 

（伊東委員） 

 きちんと流れで、定期的に採ります。 

 

（福島委員） 

 役所だけそこが大きくふれるのは、何かもったいないなというふうな感じがします。 

 

（伊東委員） 

 いろいろ申し上げてすみません。 

 

（東島教育長） 

 ここではちょっとなかなか難しいと思います。 

 

（梅﨑学事課長） 

部活の指導員の件ですが、県のほうに伺ったら、以前は県のほうから、学校からの依

頼があれば推薦する制度があったらしいのですが、今もうないということです。また、

県のほうに直接指導者はいませんかという相談はないとのことです。それで、中学校全

部じゃないですが、補助金を出している数校に直接、今指導者が不足していますかとい

うことを伺ったところ、積極的に例えば伊東委員が言われる陸上のスペシャリストの指

導者が必要であるとの、回答は得られなかったです。ただ、聞き方も悪かったかもわか

りませんので、中学校のほうへ、専門の指導者の方を本当に必要としているかというア

ンケートをとってみたいと考えています。 

 

（伊東委員） 

 私の現場の直感的には、経営者、いわば校長先生がそこまで知っておられませんとい

うのが事実です。ですから、部活の先生は何とか部活を面倒見ながら、それでちょっと

行って、こういう練習をしとけといって、職員室に戻る、これが実態です。ですから、

トップが現場をご存じないんです。それは私の経験上、私断言できます。 

 それを参考にしながら、もう国がこういう制度をやろうと言っていますから、大阪は

部活が民間でやっているではないですか。橋下さんが決めたでしょう。問題は子どもた

ちで、子どもたちがプラスかマイナスかですから。先生たちじゃないです。もちろん先

生たちも忙しくて面倒見切らんということでしょう。これはもう長い時間かかると思う
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んですけど、ぜひご検討をお願いします。 

 

（岸川委員長） 

 それでは、その他の項はこれで終わらせていただきたいと思います。 

 次に、追加議案が１つありますけれども、これは佐賀市教育委員会会議規則第１３条

ただし書きで非公開の案件ということでございますので、非公開といたしたいと存じま

すけれども、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。 

 そしたら、追加議案ということで、第２１号議案『職員（管理職）の人事異動につい

て』、教育総務課からご説明をお願いいたします。 

 

（大松教育総務課参事兼副課長兼総務係長） 

 それでは、追加議案についてご説明いたします。お配りしました資料の１ページをお

開きいただきたいと思います。第２１号議案『職員（管理職）の人事異動について』、

佐賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則第２条第４号の規定に基づきこの案を

提出するものでございます。 

 その内容は、２ページのほうをお開きいただきたいと思います。 

 本年９月の定例教育委員会におきまして、大和の分館長の退職に伴いまして、表のほ

うで示しております大和の教育課長が大和の図書館の分館長を兼務するという異動に

ついてご承認をいただいたところでございますけれども、来年１月１日付で市長部局か

ら１名職員が転任することとなりました。この人事異動に伴いまして、大和の教育課長

の図書館分館長の兼務を解くものでございます。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問等ございましたらお願いいたします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、この第２１号議案『職員（管理職）の人事異動について』、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２１号議案『職員（管理職）の人事異動について』、原案のとおり承認

いたします。 

 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１２月の定例教育委員会を閉会いたします。 
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