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日程１ 開会の宣告 

 

（岸川委員長） 

 それでは、時間となりましたので、これより佐賀市教育委員会８月定例会を開きます。 

 皆さんどうもこんにちは。本当に毎日暑い日が続きますけれども、お疲れさまでござ

います。今のところ、特に夏休み期間中、これといったトラブル等の連絡も入っており

ませんし、皆様方、何とか平穏に続いているというふうに思っております。 

 先日、市町の教育委員長の会議がありまして、ちょうど今新教育長制度になっている

ところとなっていないところが混在した形で、整合性をとるためにいろいろな文言のす

り合わせとか、そういったことも今あっておりまして、新制度になったとき教育長の立

場をどうするのかとか、職務代行者の名称とか、聞けばなるほどなということがたくさ

んあったようで、他の市町とも相談しながら進めていきたいと思っております。また、

その中で何か１つ、共通の連絡事項がないかということで、例の小学生スポーツのこと

に関しても、県でも何らかのアクションをしていただけないだろうかということでお願

いしてきたところであります。これは言ってすぐなるということではないですけれど

も、少なくとも佐賀市の取り組みに関しては、非常に佐賀県の他の市町も評価していた

だいておりますので、連絡をとりながら、これが佐賀市発信で佐賀県全体に広まってい

ければいいなというふうに思ったところです。 

 それでは、委員会に入ってまいります。 

 本日は、田口委員から欠席の連絡があっております。また、福島委員さんは今向かわ

れているということで、６人中現在では４人、もうすぐ適法に委員会が成立する５人に

なると思っておりますので。 

 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、説明をお願いいたします。 

 

（大坪教育総務課副課長兼総務係長） 

 ７月２６日の定例教育委員会の会議録につきましては、８月１８日に配付いたしまし

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、この会議録につきまして、何か訂正するところなどもしございましたらお

願いいたします。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 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 

 

（岸川委員長） 

 次に、日程３、教育長報告をお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 それでは、プリントに基づいて読み上げながら報告をいたします。 
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 リオ五輪が終わりました。１７日間の熱戦ということで、日本の代表選手が本当によ

く頑張り、いろんなところで涙し、いろんなところで感動したところでございました。 

 まず１点目ですが、教育長を囲む会、これは２日に小中一貫校松梅校で行いました。

この日は田口委員さんもおいでいただいておりまして、状況について一緒に考えたとこ

ろでございました。今回は校長会との話し合いの中で、自然災害に対する危機管理につ

いてということで行っております。特に今回は北部の旧中学校の管理職ないしは教務主

任ということで行いましたが、大きな柱は４本ございました。１つは、防災教育と避難

訓練の現状がどうであるのか。実施上の課題というのはどこにあるのか。課題解決に向

けてどういうふうに策をとっているのか。それから、もしも今度の熊本地震のように学

校が避難所となった場合、想定される課題ということで意見交換を行いました。 学校

が置かれている状況というのは当然違いますので、それぞれに置かれている状況の中

で、各学校の工夫した取り組みが行われておりました。私たちはこれまでに阪神・淡路

大震災、これは地震から火災と、あるいは東日本大震災、これは地震から津波というふ

うにして二次災害まで経験をしてきておりましたし、今回は熊本地震ということで災害

の教訓を得ているわけでございます。そういう中での学校での防災教育なり、あるいは

避難訓練なりというのは、やはり実際に動ける、そういうものに変えなければいけない

ということで課題もちらほら見えてまいりました。特に保護者とか地域の関係団体との

連携、ネットワークの重要性が各学校からも指摘をされましたし、それに向けた取り組

みも行ってもらっておりました。それから、佐賀市の場合にはまちづくり協議会がござ

いますので、こういうところとの緊密な連携というのも必要になってこようというふう

に思っております。子どもたちにはやはり学習を通しながら自分の命は自分で守ると、

そういう主体的な判断と行動力、これを身につけさせることが大切であると。必ずしも

指導者がいるわけでもない、大人がいるわけでもない、自分たちで状況を判断して逃げ

る、これが大事であるわけです。そういうことから、改めて釜石の奇跡と言われる津波

避難三原則の「想定にとらわれるな」、「最善を尽くせ」、「率先して逃げよ」と、これは

やはりあらゆる自然災害から逃れる共通事項ではないかなというふうに思ったところ

でございました。 

 なお、これからもあと数回このテーマで話し合いをいたします。その中でもまたさら

に深まりを見せるのではないだろうかというふうに期待をしているところです。これが

１点目です。 

 ２点目は、「日独スポーツ少年団同時交流事業」の歓迎レセプションに参加をいたし

ました。この思いはここに書いているように、「百聞は一見にしかず」「Ｌｅａｒｎｉｎ

ｇ ｂｙ Ｄｏｉｎｇ」ということで、やはりこれを受け入れられた伊東会長さん、委

員長さん初め大変だったろうと思いますけれども、またそれを佐賀市としてスポーツ振

興課、あるいはバルーン関係の皆様方にお手伝いをいただきながら佐賀市での充実した

体験交流ができたのではないかなというふうに思いました。やはり「鉄は熱いうちに打

て」というのが大切なことだなということを痛感しております。 

 ３点目、これは第２５回の佐賀市平和展オープニングセレモニーでございます。これ

は２５回ですから、２５年目ということになりますけれども、年を経るごとに戦争体験

者は高齢になって数少なくなってきます。恐らく、もう戦後71年ですから、当然ながら

記憶に残る年代というのはもう80代になってくるということになります。ですから、本

当にそのときの状況を語ってくれる人たちはもう80以上の方たちだと。そういうことを

考えますと、やはりこの平和展を通じて何をアピールするのか、何を伝えていくのか、

やはりこのところは非常にこれからが大事だろうと私は思っております。そういう体験

者がいらっしゃるときには、これは生に聞くことできますけれども、いらっしゃらなく

なったときには私たちが受け継いだものをまたさらに継承していかなければいけない

ということになります。いずれにしても、平和の尊さというのをこの佐賀市の平和展を

通しながらも今後の子どもたちに伝えていく必要があろうということで、これは１つの

平和について考える、あるいは人として生きる確認の場として、今後もこの平和展とい
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うのはますます重要になってくるのではなかろうかというふうに感じたところでござ

いました。 

 ４点目です。これは佐賀市立図書館が開館２０周年記念ということでセレモニーが行

われました。これは前回のオープニングセレモニーとこの記念セレモニーということで

行われましたけれども、いろんな方々のご協力の中で、図書館の職員の皆さん方が一致

団結をしてこれに取り組んでいただきまして、本当にセレモニーとして１つの区切りが

できたというふうに感じたところです。今後とも、これから情報化社会はどんどん進ん

でまいります。必ずしも活字だけが文化ではないというふうになってくるかもしれませ

んが、やはり活字の大切さ、本の大切さというのは、これは不変であろうと私は思って

いるんですね。そういう意味からも、図書館の役割というのを明確にしながら、市民と

ともに育つ図書館ということで今後も歩み続けていきたい。図書館の職員の皆様方には

本当に感謝申し上げたいと思いますし、ことし一年はまだまだ記念イベントを行ってお

ります。そういう意味からも、足を運んでいただけると幸いかなと思っているところで

す。 

 ５点目です。第６８回全九州珠算選手権大会が龍登園でございました。各７県から勝

ち抜いた競技者が２５０人、実にいい熱気に包まれた中での大会でございました。私も

この大会に参加をさせてもらいまして、競技者ではありませんけれども参加をいたしま

した。かつて小学校のときに、私どもが唯一どこかの公民館で学ぶのは、このそろばん

だけでした。そろばんと習字ぐらいだったと思いますね。そういう中で、そろばんをそ

の当時やったことを懐かしく思い出したところでございます。そろばんに潜む能力態度

の形成というのは、これはもう本当にすぐれたものがございます。私は、ハンガリーの

バイダさんが日本に訪れて、雲州そろばんの製作過程や、あるいは自分で実際に体験を

しておられる姿を見たときに、このそろばんは非常に単純だけれども、非常にすぐれた

マシンであると。これはもうコンピューターにはないすぐれたマシンということで、こ

れはもう絶対生き残るというふうに私は思っているんですけれども、今後ともこのそろ

ばんを通して子どもたちがいろんな能力や態度を培っていくことを期待するところで

ございます。 

 ６点目が、第４回の佐賀コミュニティ・スクール研究大会、これは昨日行いました。

現在、コミュニティ・スクールに指定されているのが８市町４３校で、昨年よりも１７％

増えております。そういう中で、コミュニティ・スクールの本当のよさ、なぜコミュニ

ティ・スクールなのか。これはコミュニティ・スクールをつくりなさいということでは

なくて、コミュニティ・スクールをつくらなければならないその必然性、そこのところ

が昨日は参加者の中に十分伝わったのではないだろうかというふうに思っております。

佐賀市の松梅小中一貫校の取り組み、それから多久の取り組み、そして大町のひじり学

園の取り組み、そしてＣＳマイスターの梶原先生のお話ということで、コミュニティ・

スクールがなぜ今必要なのか、その必然性を話をしていただいて、１０年、十数年たっ

て、やっと今になってこのコミュニティ・スクールの本当の意図というのがわかったよ

うな気がした思いです。今後ともこれについては、必要性を感じながらも少しずつ歩み

を進めていく必要があろうというふうに考えております。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 以上の報告につきまして、質問等ございましたらお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 コミュニティ・スクールには山口委員さんも参加をしていただいております。 

 

（岸川委員長） 

 山口委員よかったらご感想をお願いします。 
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（山口委員） 

 コミュニティ・スクールと聞いて、文書で読むのはとても簡単なことだったんですけ

れども、実際、昨日多久市の取り組みや松梅がやっていらっしゃる取り組みを見て、本

当にコミュニティ・スクールというのは、文書の中にあるものではなくて、それぞれの

学校がそれぞれの地域の特性に応じた取り組みをやって、おのおの違うやり方があるん

だなと改めて勉強させていただいて、本当にいい機会でした。ありがとうございました。 

 

（岸川委員長） 

 それでは、ほかに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 

 

（岸川委員長） 

 続きまして、日程４、報告事項に移ります。 

 報告事項①「平成２７年度公民館等運営自己評価の概要及び総括並びに学習・活動事

業実績について」、協働推進課から説明をお願いいたします。 

 

（中野協働推進課主幹兼公民館支援係長） 

 それでは、協働推進課のほうからご説明申し上げます。 

 資料１ページをお願いいたします。平成２７年度公民館等運営自己評価の概要と総括

について説明させていただきます。 

 公民館運営の状況について評価を行うことについては、社会教育法に規定されている

ところでありまして、各公民館に自己評価をしていただいた後に、その後、私たち職員

が公民館に出向いてヒアリングを行ったところです。平成２７年度は佐賀市内の２７の

公民館と２つの生涯学習センター、３つのコミュニティセンター、計３２の施設につい

ての評価の結果を記載しているところです。 

 主なものを申し上げますと、まず１番目に記載している部分が公民館運営審議会、公

民館地域連携協議会等の開催状況についてということです。公民館運営審議会について

は旧町村のほうに現在残っているような状況で、旧佐賀市と旧町村のほうにも公民館、

まちづくり協議会が設置されている状況です。委員の構成状況についてというところ

で、多いところでは５９人、少ないところでは１３人で、平均が２０．４人という状況

になっているところです。会議の開催数が、平均が７．２回ということで、昨年は６．

８回でありましたので、昨年に比べて平均的には伸びてきているというような状況にな

っております。また、公民館等の運営方針というものを定めておりまして、その分につ

いては公民館のほうで住民に周知をしているところです。 

 続きまして、２番目の公民館の施設の利用状況についてでございます。管轄区内の人

口は、三瀬の１，３３０人から大和生涯学習センター管内の２万２，５７３人となって

おりまして、平均すると８，００２人となっております。２番目のところを見ていただ

きますと、各公民館の利用状況でございますけれども、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ところを計算しますと、０．６回から８．８回

利用しているというところで、ちょっと開きがありますが、平均すると住民１人が３回

公民館に行っているというような状況になっているところでございます。昨年とこの部

分は同様の状況にはなっているところでございます。 

 大きなところの４番のほうで申し上げますと、公民館施設の利用状況については、サ

ークルというご利用の仕方もありますけれども、会員がだんだん高齢化というところ

で、サークルでのご利用の方が若干減っているという報告を受けているところでありま

す。 

 下の３番目のところです。広報活動についてであります。公民館での広報については、
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主に公民館報というものを発行しておりまして、発行回数が年間４回から１２回毎月発

行というところで、平均８．７回というところでの平均となっております。昨年は８．

１回ですので、昨年に比べても公民館報の発行については多くなってきているというと

ころであります。 

 また、２番目のホームページの更新回数でございますが、こちらも平均的には２７．

８回という形になっておりまして、昨年につきましては平均が２０．２回というところ

で、こちらも平均的にはかなりできているというところで、「つながるさがし」という

ホームページの中で更新しやすくつくり込みをしておりますので、そういったところで

の平均の部分が伸びてきているのではないかというふうに感じているところです。 

 ２ページをお願いいたします。公民館での主催講座というものがございまして、公民

館が自主的に講座を開催しているところでございます。公民館の開設数というところで

書いております。開設数というものは下に書いておりますが、シリーズで複数回行う講

座を１講座としてカウントした場合の数というところで、例えば、パソコン講座という

ものを５日間開催したときの開設数は１、開催数は５というふうな形でカウントすると

いうようなところでご理解いただきたいと思っております。この開設数につきまして

は、年間２回から２０回、平均１０．３回というところで、ここは昨年と変更はござい

ません。２番目の開催数につきましては、平均５９回ということで、昨年は５４回でご

ざいましたので、こちらについても伸びてきているような状況でございます。 

 ５番目のところですが、公民館の運営評価というところです。公民館の運営について、

公民館長のほうが自己評価をしているところでございます。こちらにつきましては、１

０項目で合計点数が４０点満点中、２４点から３７点、平均が３２．７点というような

格好でなっております。 

 一覧表につきましては、４ページをお開きいただければ一覧表が載っていて、それぞ

れ４つの公民館の役割機能の中で、１から４までの判定の中で自己評価をされていると

いうような格好になっております。平均が３２．７点と下に書いております。昨年度に

つきましては３２．１点でございましたので、若干伸びてきているということになりま

す。 

 ６番目の事業評価は２０点から４０点までということで、平均が３２．９点というこ

とで、昨年度から３３．２点ですから、これは若干平均が低くなってきているというよ

うな状況です。 

 (3)のところでは、今後の方向性を記載する項目ということで、やり方改善というこ

との公民館での自己評価の部分が多くて、現状どおりと言うよりも、ずっとやり方を改

善していくということで、前向きに捉えられているところが多かったようです。 

 ２ページの真ん中以降が総括ということで書いております。(1)につきましては、各

地区でまちづくり協議会のほうが立ち上がってきている関係上、そこで地域コミュニテ

ィの拠点としての公民館の役割がますます求められているというところで、住民の活動

がしやすい環境を整えていく必要があると考えているところです。 

 (2)につきましては、時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

の年代に応じて状況提供のやり方を工夫する必要があるというところです。そういった

中で、高齢者世代には地域の回覧板による公民館報とか、また若い世代にはホームペー

ジとかスマートフォンとかを使った、そういったところでのＳＮＳへの発信等が有効的

ではないかというふうに考えているところです。また、地域情報サイトの「つながるさ

がし」では、公民館の情報と校区のまちづくり協議会の情報、地域の方が上げられてい

る情報が一体的に閲覧することができるような状況となっているところです。あと、こ

の更新回数について、多いところはやっぱり１００回ぐらいを超えているというところ

ですけれども、３２館中１２館については１月あたり１回未満の更新となっていて、こ

の多いところと少ないところの差があるというところで、また少ないところはリアルタ

イムに情報の発信を心がける必要があるというふうに感じているところでございます。 

 ３ページの右上の(3)のところでございます。公民館の事業において、こういった形
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でヒアリングをしながら、コメント等を出していきながら、公民館に対して事業等の部

分についてＰＤＣＡを回していただくことについていつも心がけているところでござ

います。アンケートを実施していない館については、アンケートを実施して住民の皆さ

んの意見を聞くようにというような話をさせていただいているところでございます。 

 一番最後のところになりますけれども、(6)番目の３２の公民館の状況については、

今年度から公民館ということでの統一化されている中で、位置づけ、運営に対してなど

の統一を図っているというところでございます。 

 続きまして、５ページをお願いいたします。こちらが公民館の学習や活動事業の実績

を書いているところでございます。公民館の利用の部分については主催事業とか貸し館

とか地域事業の支援がございまして、２７年度の公民館の施設の利用状況というところ

では、延べ７１万５，９９０人ということで、昨年度に比べると約３，７００人の減少

という傾向になっているところでございます。 

 ２の主催事業、共催事業の学習事業の回数、参加者数というところで申し上げますと、

(1)の表の中を見ていただきますと、全体では２，３１４回で、年代等の対象者別では、

成人対象の講座が一番多くて６１％に当たり１，４０９回、次いで青少年、高齢者、女

性の順ということになっております。講座の回数は、昨年度と比べて６９回増えている

というような状況です。 

 別紙２のほうですが、８ページですね、こちらのほうには対象者別に公民館ごとの講

座の開催数とか利用者、参加者数等を記載しているところでございます。 

 ５ページにお戻りいただきたいと思います。(2)のところでは、先ほど説明した部分

を現代的課題別に整理をしたところです。現代的に求められる課題というところの中で

開催された講座が２，２１１ということで、全体講座の約９６％に当たる部分をこうい

った現代的な課題の講座というところで公民館のほうで開催されているというところ

です。こういった分類として、家庭教育のほうから青少年教育、健康とか、さまざまな

分野の主催講座を開催しているところでございます。講座への参加者数は全体で１２万

４，１６５人となっており、こちらは３，７００人ちょっとの増加ということになって

いるところです。 

 その下の３番のところに地域課題解決支援というところであります。こちらは９ペー

ジから１１ページをお願いいたします。 

 特に平成２６年度から重点事業のほうにも上げさせていただいております地域課題

解決推進事業ということで、地域の課題を解決するために、公民館等がそのテーマに沿

って３回程度の連続講座を開催するということで、受講者への地域課題に対する意識づ

け等を高めている講座でございます。 

 中身のほうが、具体的には１０ページ、１１ページというところで、こちらの表が全

体で左が１１、右のほうが５ということで、１６の課題解決支援を行っておりまして、

左のほうが市の単独事業、右のほうが県の補助金を使った部分の県のまなび合い支援事

業、真ん中のほうが協働推進課の市民活動推進係でＮＰＯとの協働での事業をやってい

る部分、下のほうがアバンセさんの事業で課題解決支援講座ということで、多岐にわた

ってほかの取り組みもこのような課題解決の講座をやっているというところで、公民館

では１６の公民館でさまざまな講座が行われていると。特に高齢者とか、防災とか地域

づくりとか、そういった部分が結構取り入れられているというところがいえます。 

 続きまして、１２ページをお願いいたします。こちらが通学合宿の実績状況というこ

とで、２７年度につきましては、３２館中２４の施設で開催され、４２４名の子どもた

ちが参加し、１，８００人を超える支援者の方が協力をいただいているというような状

況になっているところです。 

 そちらの次の右のほうが、子どもたちの継続的な体験活動ということで、地域の中で

子どもたちはいろんな体験をやっているというところで、これは１年間のうち２回以上

の体験活動を実施するというところで、公民館での体験事業の部分を掲載しているとこ

ろでございます。特に、この夏休みの時期につきましては、最近増えている傾向として
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夏休みの宿題のポスターづくりとか、書道とかの講座として、中学校の美術部、あるい

は高校の美術部、書道部の生徒さんが先生役となって小学生に教えるというような取り

組みもされてきているところでございます。 

 ６ページにお戻りいただきまして、最後のところになりますけれども、貸し館の状況

ということで、そこにサークル、公民館では自主的なサークルがございますが、サーク

ルの状況を公民館ごとにどれくらいあるのかということをそこに記録しているところ

でございます。３２の公民館で７２８のサークルが活動されておりまして、特に諸富と

か高木瀬、本庄、赤松のほうでは３５以上に及ぶサークルの方が活発に活動をされてい

るという状況となっております。 

 簡単ではございますけれども、平成２７年度の公民館におけるさまざまな活動とか取

り組みについてご報告を申し上げました。 

 説明については以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 ただいまの協働推進課からの説明につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら

お願いいたします。 

 

（山口委員） 

 どこの公民館も多分工夫をされて活動をされていらっしゃるということは、資料を見

させていただいてとてもわかるんですけれども、私昨年もちょっとご質問させていただ

いたんですけれども、この公民館の会議の回数が０回から１５回と、平均すると２カ月

に１回ぐらいはやっていらっしゃるんだろうなという数字が見えるんですけれども、あ

とこのホームページの回数も、昨年度も０回というところがあったんですよね。 

 

（中野協働推進課主幹兼公民館支援係長） 

 そうですね、はい。 

 

（山口委員） 

 それで、ホームページの更新をすることができないというような状況にいらっしゃる

のか。あと、その会議もサークルなんかをたくさん皆さんやっていらっしゃるのに、会

議をしなくても大丈夫なような状況があるのかどうなのか、ちょっと済みません、わか

らないので教えていただきたいと思うのですが。 

 

（中野協働推進課主幹兼公民館支援係長） 

 これはいわゆる公民館での運営審議会委員の会議であったりとか、地域の方でつくら

れている公民館にかかわる連携協議会、まちづくり協議会での会議の開催という形にな

るところですけれども、本当はこういった運営審議会とかには公民館の事業計画とか、

あるいは報告とかをお示ししながら、この公民館では、この講座でいいですかと、何か

問題点がありますかというのをやっぱり進めていく必要があって、それが住民の皆さん

の意見を聞いて、そのニーズに応えてやるという、そういったやり取りが必要になって

くるかと思います。ですから、必ずしもこれがいいということではないということを承

知しておるところですので、そういったところは、ぜひ公民館等にも働きかけをしなが

ら、そういった形での工夫、進めていく工夫とかをする必要があるのかなというふうに

感じているところです。 

 また、ホームページ等につきましては、昨年と今回の報告の中で０回というところは

同じ公民館でありました。今年度の状況を見てみますと、職員体制も変わって、例えば、

地域委託時代に採用されてた専門的な主事がおります。その職員たちもいわゆる旧町村

のほうに異動になりました。そういった中で、この０回の公民館は、今年は結構回数を

重ねていっているところがあります。ホームページの内容については、事業の告知とか
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報告とかが多くありがちなんですけれども、ちょっとしたここにはこういう珍しい花が

咲いていますよ、ぜひ見に来てくださいとか、そういったちょっとしたことでもいいか

ら情報発信をするというふうなことで、この公民館は工夫をされている。ちょっと見ま

すとですね。そういったところで、そこの０回の公民館については、今年度はそういっ

た形で進められているというところをご報告させていただきたいと思っております。 

 

（山口委員） 

 ありがとうございます。 

 

（岸川委員長） 

 私からも。今のにも関係してくるかもわかりませんけど、４ページの運営評価は公民

館長の自己評価ですか。 

 

（中野協働推進課主幹兼公民館支援係長） 

 館長が公民館の運営については、あくまでも自己評価という形にはなります。 

 

（岸川委員長） 

 では、極端に低い富士の２４点とか、三瀬の２８点とかありますよね。これはほかに

第三者評価もあるんですよね。 

 

（中野協働推進課主幹兼公民館支援係長） 

 第三者評価までがなかなかちょっとうちのほうで、この話をするときには教育長のほ

うから関係者評価というお話もあるというふうなご意見もいただいているところなん

ですけれども、そこまでがちょっとうちのほうがつくり込みができていないようなとこ

ろです。 

 

（岸川委員長） 

 できたら両方を照らし合わせて問題点を、例えば、ヒアリングとかされているのかで

すね、この２４点という評価に対して。やっぱりちょっと極端に低いということは、何

らかの問題点を持たれているということでしょうから。 

 

（中野協働推進課主幹兼公民館支援係長） 

 そうですね。特に旧町村につきましては、ここは公民館の運営でちょっと絞り込んで

おりまして、昨年度までが教育課という課の中で、そこの教育課の職員が公民館の部分

と、いろいろ教育委員会の事業、事務を担っておられたというところの中、あるいは各

旧町村について多い傾向が、各種団体の事務等をやっぱり支援する度合いが強いという

ところ、要は旧佐賀市については、各種団体の方が自立をされている傾向が多いんです

けれども、旧市町村についてはそうでもなくて、そういったところでの支援が結構旧町

村のほうが多いという中で、公民館の事業的にすれば、なかなかそこまで時間をかける

部分が少ないような状況になってきているのかなというふうに感じているところです。 

 そういったところの中から自己評価という形の中で評価されているのかなというふ

うにちょっと感じているところです。 

 

（岸川委員長） 

 ということは、この体制が非常に住民にとっては厳しいので何とかして欲しいという

アピールの場でもあると捉えていいわけですかね。 

 

（鶴協働推進課長） 

 そういった面もありまして、２８年度、今年度からは支所の再編、教育課の廃止等と
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あわせて、昨年までは教育課の職員と公民館の主事、職員、一般の支所の教育課の業務

と公民館の業務を兼ねてやっていたような状況がございましたけれども、２８年４月か

らは組織体制を変えまして、公民館の専門職員、専門の主事、公民館の専門の職員とい

うふうな形に配置を変えておりまして、そういった面で旧佐賀市と同じようなレベルの

公民館業務を行えるような体制にして、職員の配置もそういう形にして、業務のほうも

均一化を図るというような体制を今組んでいると。そういったところから、先ほど申し

上げましたホームページの更新等も若干改善が進んでいるというところでご理解いた

だければと思います。 

 

（岸川委員長） 

 ぜひ、実際携わっている方といろいろな話し合いをしながらいい方向に行けるように

ということですね。やっぱり富士がこんなに低いというのも、ちょっと予想外な感じが

しまして。 

 

（東島教育長） 

 新体制になってから、なかなか人的な配置もこれからですから、格差があるのはもう

当然かなというふうに思っていますけれども、やはり情報を全公民館できるだけ共有し

ていただいて、そして、中身は違っても同じような歩みが進められるようにやはりして

いかにゃいかんだろうなと思いますし、私、実は公民館のホームページを開いて８月の

行事を見ようとしたら、８月の行事が載っていなかったんです、公民館の行事が。だか

ら、知りたかったのに知れなかったということで、公民館報、これを取り寄せて読まさ

せてもらいましたけれども、やはり住民の方、市民の方というのは、やはり逐一公民館

でどんなことをやっているのか、まさに一番身近な地域の拠点ですから、やはり情報発

信というのは小まめにしていかにゃいかんだろうと思うんですよね。そういう意味か

ら、どうか情報共有をしていただいて、全体的に質が上がるように、来年度からホーム

ページ更新回数が０というのがないような、そういうふうなご指導なり支援をしていた

だきたいなというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

（岸川委員長） 

 それと、この館長方を集めた研修というのは当然あると思うんですけど、例えば、そ

の中で１つの方法として、幾つかの分科会じゃないですけれども、グループごとに分か

れて、民生委員の研修会とかがよくそういった形をとられるんですけれども、そのグル

ープの中でいろんな問題点を話し合ったり情報交換をしたりする時間を設けられるん

ですよ。いろいろな講演を聞いたりするだけでなくて、６つか８つぐらいに分かれてグ

ループ討議の時間を取ってみたらどうかなと、これはご提案なんですけれども、お願い

します。 

 ほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  

ないようですので、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

２７年度事業報告・計算書類及び平成２８年度事業計画・収支予算について」、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） 

 説明をさせていただきますが、資料のほうが別冊のちょっと厚めのこの資料「平成２

７年度事業報告・計算書類」「平成２８年度事業計画・収支予算」という、こちらの別

冊のほうをご用意いただければと思います。 

 地方自治法の規定によりまして、市長は２分の１以上の出資をしている法人等につき

まして、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をしなければ
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ならないというふうになっております。 

 文化振興財団に対しまして、佐賀市は３，０００万円、１００％の出資をしておりま

すので、議会への提出義務がございます。今回の８月定例議会において書類を提出して

おりますので、主な点についてご報告をさせていただきます。 

 先ほどの資料の４ページからごらんいただきたいと思います。４ページから９ページ

にかけまして、平成２７年度の事業報告が掲載をされております。 

 主なものといたしましては、５ページのほうを見ていただきますと、中段あたりから

自主文化事業の実施状況が掲載されております。体験活動事業、学校へのアウトリーチ、

６ページに記載をされておりますが、主催事業、こういうものを行いまして、全体で２

７年度は２０，１４１人の入場がございました。例年になく多くのお客様に来ていただ

いたところでございます。 

 自主文化事業の詳細については、同じ資料の２２ページ、２３ページに掲載をしてお

ります。ちょっとそっちを見ていただきたいんですけれども、そちらのほう、主催事業

とか、こんなものがありましたということの内容を書いてございますが、昨年非常にお

客様が多かったというのが、例えば、市川海老蔵さんとか、辻井伸行さんとか、非常に

人気のある方たちの公演が大ホールでありまして、それ以外の催しも極端にお客さんが

少ないというようなものがなかったということで、こういった結果になっているものと

思っております。 

 ７ページにお戻りいただきたいと思います。４番のところですが、施設管理事業につ

いて掲載をしております。この表の中ほどになりますが、利用料金の合計は約１億３，

６００万円、目標の９７％でした。稼働率につきましては、文化会館のほうが、括弧の

中が目標になっておりますが、７４％に対して７０％ちょっとということで達成をでき

ませんでした。市民会館のほうは目標を少し達成したというところでございますが、こ

れについても、３３ページを見ていただければと思います。 

 ３３ページの表なんですが、年度別の施設の利用率の対比をしたものでございます。

一番上の表が文化会館になっておりますけれども、一番下の合計のところを見ていただ

きたいんですが、２６年度が非常に率としては悪かったんですね。２７年度は、それよ

りは増えたんですけれども、やはり２４年度、２５年度と比べると、ちょっと低い数値

ではないかと思っております。要因としましては、例年と比べて特別会議室や小会議室、

リハーサル室、練習室の利用というのが少なかったということだと思います。ホールに

ついては、それほど下がっているというふうな要素はございません。 

 ついでにですが、一番下の表ですね、入場者数の年度対比となっております。文化会

館についてはずっと減少傾向にございます。これは短期的に見ますと、２７年度につい

ては全館貸し切りのイベントというのが例年より多かったということが１つ要因とし

てあると思いますが、長期的に見ますと、文化会館の主催事業だけではなくて、ホール

を貸し館で借りられる、そういういろんな催し物について、集客が前よりも少なくなっ

てきているということが挙げられるかと思っております。 

 次に、１２ページ、１３ページをお願いしたいと思います。正味財産増減計算書にな

ります。こちらが２７年度の収支決算ということです。２７年度の収支状況でございま

すが、１３ページの下から１２行目になるんですけど、一番左の欄の、ちょっと太線で

区切られたすぐ上の行に当期一般正味財産増減額というのがあります。これが単年度収

支を示しておりますが、約２，１６０万円ということで、単年度での大幅な黒字となっ

ております。また、これによりまして、この表の一番下の正味財産期末残高が２，８７

９万円になっております。この要因としまして、一番大きいのは、先ほどもご説明しま

したが、自主文化事業のほうで１，２３０万円ほど収益が出ております。あとは光熱水

費が３６０万円ほど前年に比べて少なかった。あとは経費節減によるものでございま

す。 

 続きまして、平成２８年度事業計画収支予算についてご説明します。資料の３６ペー

ジ、３７ページをお願いしたいと思います。 



  11 

 ２８年度からの大きな変更としましては、市民会館が休館となりまして、財団として

は、文化会館と新たに東与賀文化ホールの管理運営を行うということになったことで

す。それに伴いまして、３６ページの２番から事業が掲載されておりますけれども、芸

術文化の鑑賞機会を提供する事業として、文化会館では２８年度も引き続き佐賀市民芸

術祭事業ですとか、学校へのアウトリーチの事業としてのアーティスト特別授業を予定

しております。東与賀文化ホールのほうでは、文化会館より比較的手ごろな料金で楽し

めるコンサートですとか、地元の文化団体を支援する事業、３７ページのほうには芸術

文化活動機会提供のため実施する事業として、文化会館、東与賀文化ホールそれぞれで

ワークショップなどが計画をされております。 

 ３８ページ、３９ページをご覧ください。こちらのほうが２８年度の予算書というこ

とになります。こちらのほうの経常収益及び経常費用の合計ですが、前年度に比べて６

００万円から７００万円減額となっています。これは管理する施設が文化会館は同じで

すが、市民会館から東与賀文化ホールに変わったということが影響している数字でござ

います。 

 以上で説明を終わります。 

 

（岸川委員長） 

 今の文化振興課からの説明につきまして、ご意見、ご質問等がございましたらお願い

いたします。はい、どうぞ、福島委員さん。 

 

（福島委員） 

 ２７年度に関しては大幅に黒字になったということなんですが、済みません、もう一

回、何で今回は黒字になったのでしょうか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 例年、単年度では赤字とかということがこれまであったんですが、一番黒字なのか赤

字なのかを左右するのが自主文化事業なんですね。 

 先ほどちょっと一覧表がありますということで、２２ページ、２３ページに一覧表が

載っていますということで見ていただいたんですけれども、例年やはりこの事業の成功

か失敗かということが非常に収益に影響してくるということです。２７年度については

先ほど申し上げたんですが、人気のある方とかが来られたり、もう１つは、この公演名

の下のほうに、【共催：サガテレビ】とか【共催：佐賀新聞社】とか書いているのがあ

ると思うんですけれども、こういった共催事業でやることによって、特に経費部分で広

報費用、サガテレビさんであればどんどんテレビでコマーシャルを打ってくださったり

するものですから、財団としては広報の費用が非常に少なくて済むということで、それ

で人気のあるアーティストを呼べば、それだけ入場者も来て、収益も折半にはなります

が、経費は財団としては少ないということで、今回うまくそこが当たって、これで大き

な利益が出ているわけですね。 

 ただ、年によっては、財団としてはいいと思ってやった事業でも、お客さんが入らな

く、経費は当然決まった金額がかかるものですから、入場料でその部分が稼げないと、

そこが赤字になってきて、全体の会計に影響してしまうというところが大きくありま

す。今回はそこの部分が一番大きくて黒字になったということですね。 

 

（福島委員） 

 前年度など赤字だったのは、例えば、何か大きなクラシックのイベントとかに観客が

余り集まらなかったとか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 そうですね、昨年はそこまで大きな赤字ではなかったんですね。ちょっとだけ赤字ぐ



  12 

らいだったんですけど、以前、非常に大きな赤字を出したのは、海外から招聘したアー

ティストというか、オーケストラみたいな公演をやったことがありまして、そのときは

思ったほどやはりお客さんが入らなくて、経費は物すごくかかったものですから、そう

いうので大きな赤字を出したということがあります。 

 昨年に関して言えば、そういう大きな催しはなかったんですけれども、全体的にお客

さんが非常に少なかったということで、恐らく去年のここの場所でも少なかったですと

いう話をさせていただいたんですが、１つは消費税の影響はあったのかなということで

ご説明をさせていただいたかと思います。大きな失敗はなかったんですが、全体的に前

回はお客さんが少なかった。２７年度につきましては、結構、先ほど言った市川海老蔵

さんとか、玉置浩二さんもそうなんですけど、大ホールの分で１，７００人以上とか入

りますと、かなりいい成績になるといったところですね。佐賀ではやはり知名度のある

アーティストが来ると非常にたくさんお客さんが入るという傾向があります。クラシッ

クのどんなにいいものをしても１，０００人ぐらいしか入らないというのが標準的な感

じになっているかなと思っております。 

 

（伊東委員） 

 同じ関連ですけど、やはりマイナスになると非常に問題でしょうし、もうけ過ぎても

財団として問題でしょうね。 

 ただ、今年度振り返ると、一過性でもうかったよじゃだめだと思うんですね。ですか

ら、やっぱり有名な人を連れてくる、そういうプランニングの大切さというのは非常に

大事だと思います。この辺を分析されて、やはり事業としてはこういうのを主体に持っ

ていくよ、協賛はこういうことよというのが基本としてベースがないと、やはり一過性

でたまたまもうかった、たまたま損したという形じゃいけないと思いますので。 

 ですから、その辺をもう少し、この膨大な資料じゃ我々も分析できませんから、その

辺をプロの現場に密着した人で、もう少し計画的にこういうことをやったからプラスに

なったよというのを分析されて、次の事業に生かしていただくとですね。逆に数字が上

がったから、そしたら市民が満足したのかということもありますので。ですから、数字

の出ない部分も評価としてあると思うんです。 

 ぜひ今後、その辺がきちんと集約できるような内容になれば、また教えてほしいなと

思いますので、よろしくお願いします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 ありがとうございます。言われるように、本当に昨年は、私もこんなことはめったに

ないと思うんですけど、ビックネームがどんどんと来られてですね。だから、これが今

年度もそうなるかといったら、なかなかそうはいかないと思うんですが、この後、説明

をします第三者評価委員会の中でも、やはりそこら辺のことは言われております。財団

がやっている事業ですから、有名な人だけ連れてくればいいという話ではないでしょう

と。ただ、やっぱりこれは内容的に市民の皆さんに聞いていただきたいというものも、

もうけなくてもやらないといけないわけですから。これは収益の上がる事業と、そのか

わり、これは収益は上がらないけど、こういうのもやらないといけないというものをき

ちんと組み合わせてやっていくようにというようなご指摘はいただいておりますので、

財団のほうもそういうことは考えてやっていくのではないかと思っております。 

 

（岸川委員長） 

 例えばこういったコンサートのときはアンケートをやったりとかされていると思う

んですけど、どのようにして市民の要望を把握するようにされていますか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 言われたように、一番大きいのは、コンサートのときは、主催事業のときは全てアン
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ケートをとっていますので、じゃ、今後どういうものをやってほしいですかというのも

あったり、マグパイ倶楽部という友の会組織があるんですけれども、そちらのほうでも

昨年だったですかね、アンケートをとってご要望などを聞くような形にはしておりま

す。 

 

（岸川委員長） 

 私の私見ですけど、やっぱり男性が少ないと思うんですよ。女性は意外とこういった

ことは楽しみにされて、まめにいろいろ情報をチェックされていると思うんですけど、

やっぱり男性にもっと来てもらえるようなイベントも検討されたらいいかなと思って。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 おっしゃるように、やはり明らかに女性が多いんです。それと、これも第三者評価委

員会で言われたのは、やっぱり若い方──若い方というか、子どもではなく、２０代と

か３０代ぐらいの方がやっぱり少ないんですね。その主催事業を見ても、どちらかとい

ったらちょっとご年配の方が好みそうなものが多いので、ちょっとそのあたりが弱いね

という話で、２７年度でいえば、主催事業の一番上にある「ＢＲＡ★ＢＲＡ ＦＩＮＡ

Ｌ ＦＡＮＴＡＳＹ」というのが、ゲーム音楽を題材にしたもので、このときが比較的

若い方が来られていまして、財団としても、今後こういう若い人を呼ぶような事業も考

えてほしいというふうな要望が第三者評価委員会の中でございました。 

 

（岸川委員長） 

 そうですね、県立美術館とか「キングダム」の展示会は物凄い入場者数になっていま

すので、そういったいろんな情報収集をしていただければと思います。 

 

（福島委員） 

 ジャニーズとかが来たりすると、ほかのイベントをやめなきゃいけないぐらいすごい

ことになるみたいですけど、そういうのはないですよね。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 一応そういう話も出たんですけど、ジャニーズとか、例えば、ＡＫＢはちょっと最近

そうでもないかもしれませんけど、いわゆるアイドル系の人たちというのは、自主事業

でやることが難しいんですね。もう自分たちでされたほうが業者さんはもうかるので、

自主でやるのは非常に難しいという状況のようです。 

 

（岸川委員長） 

 それと、利用する立場からすると、もう大渋滞と駐車場がですね、やっぱり使う人に

とって一番のネックになるので。例えば、シャトルバスをしたりとか、何らかの手立て

ができないものかなと思ってます。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 そうですね、実は１年目の芸術祭のときにバスを走らせたんですけど、全然乗らなく

てですね、ちょっとという感じ。ただ、何のときだったかちょっと覚えていないんです

けど、昨年だったかなんですが、同じ時間に大ホール、中ホール、イベントホールを全

部使っているようなときがあって、本当に周囲がすごく渋滞して車が入れないというふ

うなときにやっぱり苦情も出て、そのときは多分、総合グラウンドのほうの駐車場もお

借りしていたんですけれども、文化会館のところまで行って、右折するところまで行っ

て入って、あっ、いっぱいだったとわかるのはちょっと困るのでということで、ちょっ

と早目のところで、北と南のほうに案内の人を置いて、もう文化会館の駐車場は満杯で

すと、こっちに回ってくださいというふうな案内はするようにはしておりますけど、な
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かなか厳しい部分はあります。 

 

（岸川委員長） 

 そしたら、ほかにないようでしたら、続きまして、報告事項③「平成２８年度公益財

団法人佐賀市文化振興財団の第三者評価委員会の結果について」、同じく文化振興課か

らお願いいたします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 今度は定例教育委員会の資料の１５ページをお願いします。 

 今回、第三者評価委員会につきましては、２７年度事業の評価を行うということで、

７月２２日に開催をしております。その内容をご説明いたします。 

 １５ページに書いておりますが、本来、委員さんは８名でございますが、当日欠席が

２名ということで、６名の委員で評価をしていただいております。 

 １６ページをご覧ください。こちらが財団の自己評価表になります。評価項目としま

しては、大項目が３つですね、施設管理に関すること、自主文化事業に関すること、財

務に関すること、それぞれについて、小項目で全部で９項目の評価項目がございます。 

 まず、施設管理に関することにつきましては、先ほどもご説明をしたのですが、目標

達成ができたのが市民会館の稼働率のみであったということでＢ評価になっておりま

す。自主文化事業に関することでは、全ての項目で目標を達成しましたし、主催事業の

入場者数が目標を大幅に上回ったということでＡ評価です。財務に関することは、２項

目とも目標達成できておりませんが、指定管理料につきましては目標値の設定の時点が

消費税の増税前であったということで、増税分を加味すると目標との差が２％程度、利

用料金についても目標との差が３％程度ということでＢ評価というふうになっており

ます。 

 財団からの説明としましては、１７ページに掲載をしておりますが、文化会館の稼働

率が低いのが和室ですとか特別会議室なんですけれども、こちらに通常の会議ができる

ように長机と椅子を入れましたということですとか、先ほども言いました自主文化事業

で大幅な収益が上がったということですね。２７年度についてはオフィシャルパートナ

ーが１社増えて１１社となった。電気料金などの経費節減をしたというような説明がさ

れております。 

 質疑応答なんですけれども、利用率を上げるために利用料金の工夫ができないかとい

うふうなご意見が出ました。というのは、例えば、１カ月前になっても予約がないとき

は料金を下げるとか、そういうことができないのかと。飛行機で言う早割とか、そうい

うイメージなんですけど、そういう意見がございまして、これについては財団で検討を

するということになっております。また、財務に関してですが、２８年度の課題の説明

の中で、オフィシャルパートナーについて、２７年度は１１社になったけれども、２８

年度に６社に減ったという説明をしたことで、オフィシャルパートナーを増やすために

特典をもう少し検討してはどうかという意見がありました。財団としましては、現在１

社５０万円という金額になっていますので、これをもう少し、例えば１０万円とか２０

万円とか少ない金額も検討するという予定になっておりますが、特典についても、昨日

ちょっと教育長からもご指摘がありましたが、企業のご意向も少し聞きながら、どうい

った特典があればこのオフィシャルパートナーになってもいいと思われるのかという

ことを検討していきたいということでございます。 

 続いて、１８ページをごらんください。こちらのほうが評価委員さんの採点結果を示

しております。これも施設管理、自主事業、財務に関すること、それぞれについて評価

項目があります。全部で１０項目で、１項目につき各委員は１０点満点で点数をつける

ことになっています。今回は６人の委員ですので、トータルが６００点満点ということ

になります。 

 採点結果を見てみますと、施設管理に関することでは得点率が７７．８％、自主文化
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事業に関することは８３．３％と高い評価をしていただいておりますけれども、財務に

関することの項目についてはちょっと評価が低くて、得点率が７０％でございました。

特に⑧番の「市内企業からの協賛金、国や関連団体等による助成金を獲得し、事業に活

用することかできたか。」というところが、得点率が６３．３％ということで低くなり

ました。これは先ほど申し上げましたオフィシャルパートナーのことですね、２８年度

に６社に減少したという説明をしたということで、今回２７年度の評価だったんですけ

れども、２８年度に減ったということが影響して評価が下がったのかなというふうに考

えております。 

 総合評価につきましては、得点率が７７．７％で、下に判定の基準がありますが、Ｂ

評価ということでおおむね良好な成績をおさめているというふうになりました。 

 ２８年度に向けた課題として、やはりオフィシャルパートナーを増やすための対策の

検討、それと利用率向上のための利用料金の工夫などが上げられております。 

 この評価結果につきましては、財団と協議をしまして今後の運営に生かしてまいりた

いと考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はありませんでしょうか。伊東委員さんお願いします。 

 

（伊東委員） 

 オフィシャルパートナーの事業者名とかはどこかにあるんですか。これにはないです

か。どういう事業者がオフィシャルパートナーで協力されているのかなというちょっと

興味があったので。非常に説得するのは難しいと思うんです。私も体育関係ではよく経

験していますので。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 先ほどのこちらの資料の７ページの２番のところにオフィシャルパートナー事業と

いうことで、協賛をしていただいている企業名は掲載をしてございます。７ページの２

番、オフィシャルパートナー事業です。事業をしていただいているというか、５０万円

の寄附をしていただいて、それは基本的に、先ほど言った自主文化事業のほうに充てる

ということで取り組みをさせていただいております。 

 

（伊東委員） 

 やっぱり１１社というと、これは全県下でしょう。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 そうですね。 

 

（伊東委員） 

 少ないですよね。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 そうですね、はい。 

 

（伊東委員） 

 今年度はやっぱり２０社、そうなると、やっぱり営業的なことも必要になるんですね。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 そうですね。だから、１つは５０万円というのが、ちょっとなかなかハードルが高い



  16 

ということがあったので、少し営業をかけやすいように、例えば、１０万円とか、そう

いう小さいのも設定をしながら、財団の全職員で営業をかけながらやっていきたいと。

まず、その２０社とおっしゃいましたが、２８年度に既に今６社になってございますの

で、それを２０社というのはなかなかと思いますが、そういう努力をやっていこうとい

うことと、先ほど申し上げた特典を、どういうものがいいのかということをもうちょっ

と、今は、例えばポスターとかチラシとかに企業のロゴを載せるという広告協賛みたい

な形になっていますので、もっと何かこういうものをしたらというものがあれば、そう

いうものも検討していって増やす努力をしたいと思っております。 

 

（伊東委員） 

 この辺はちょっとしたアイデアで、そういうパートナーも増えますし、やはり「あん

たが来たない仕方なかね」という部門もあるんです。ですから、ぜひそういうのは市全

体の情報を寄せて、市の関係者にも一緒に営業をお願いしたりとか、金額を１０万円に

したならオフィシャルパートナーは１００社ぐらいというような高い目標を上げてし

ないとなかなかできないと思います。５０万円というとそうねという金額じゃないから

ですね。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 ありがとうございます。 

 

（福島委員） 

 そうですね、何かすごくメリットがないと、５０万円というとえっというふうに思わ

れてしまうと思うので、コマーシャルとしてもすごく、文化事業にとても関心のあるす

ばらしい企業ですという、企業イメージが上がるような仕掛けをしたら５０万円でもは

いという、やっぱり何かメリットがないと会社は動いてくれないかなと思うので。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 そうですね、先ほどの第三者評価委員会で話が出たのが、非常にとれにくいチケット

などをオフィシャルパートナー枠とか、そういうのがあればという、去年で言えば、辻

井伸行さんとかはすぐに完売してしまってとか、ことしも宝塚の朝夏まなとさんの公演

が相当チケットがとれにくい状態になっているみたいです。そういうときにオフィシャ

ルパートナー枠とかがあればいいかなというふうなご意見も出ていましたので、ちょっ

とその辺は今後検討をしていきたいと思います。 

 

（岸川委員長） 

 ほかにご質問はございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 そしたら、文化振興課からのご説明をこれで終わりたいと思います。 

 続きまして、報告事項④の「平成２８年度８月補正予算について」、各課のほうから

ご説明をお願いいたします。 

 

（今井こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 まず、教育総務課分でございます。１９ページをお開きください。一番左側の歳入分

については、歳出で出てきます中学校の空調機整備費の補正に伴う財源調整でございま

す。 

 続いて、真ん中の歳出のところ、一番上でございますが、超過勤務手当及び休日給に

ついて約３７０万円の補正をお願いしております。これにつきましては、これまで４月

に開催されておりましたさが桜マラソンを、「さが桜マラソン２０１７」から３月開催

に変更したことにより、今年度２回開催されることになります。この決定時期が既に予
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算計上時期を過ぎておりましたので、改めて今度補正しております。 

 この額につきましては、今年度行われました４月開催時の実績額そのまま同額を予算

計上いたしております。 

 次に、一般職人件費でございますが、約１億９，７００万円の減額でございます。こ

れにつきましては、教育委員会全体の４月の人事異動に伴う補正、それと共済金の負担

率の改定がございまして、それによる補正でございます。 

 その次、中学校空調機整備費委託料でございますが、これにつきましては工事の監理

委託料の確定等による入札減等を工事請負費のほうへ組み替えるものでございます。 

 次に、中学校空調機整備工事請負費でございますが、実施設計時に予算計上を行った

わけなんですけれども、その時よりも物価の大幅な上昇等があったこと、それと空調機

を設置する教室数がふえたことに伴って、約１億５，８００万円の補正を行っておりま

す。 

 以上でございます。 

 

（梅﨑学事課長） 

 引き続きよろしいですか。その下の学事課分です。学校給食の調理等業務委託料につ

きまして、これは複数年契約をいたしますので、債務負担行為という形で計上させてい

ただいております。 

 契約の期間としましては、平成２８年度から平成３１年度までとしておりますけれど

も、実質２８年度、本年度中に業者を決めますので、今年度から債務負担を上げさせて

いただいておりまして、実質は括弧書きしておりますとおり、契約期間は平成２９年か

ら３１年度の３年間となっております。 

 対象となります学校給食の調理場ですけれども、下のほうに書いておりますとおり、

東与賀小学校を新規で２９年度から委託にしたいと思っております。それから、給食の

調理業務委託につきましては、契約期間は原則３年で、特に問題がない場合は審査をい

たしまして、さらに３年間更新し、最長６年間の契約を行っております。再選考と書い

ております巨勢小、北川副小、若楠小、川上小につきましては、その更新済みの６年間

がたっておりますので、再度プロポーザルによって業者さんを決定したいと思っており

ます。 

 それから、更新につきましては、神野小、久保泉小学校は３年間経過しましたので、

審査を行ってさらに更新をするか否かを決めたいと思います。 

 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、保育幼稚園課分でございます。 

 歳出のところに２つの事業を書いております。保育所等業務効率化推進事業、これで

４，８６０万円、それから公立保育所管理運営経費で４０万円でございます。 

 右側の概要に記載をしておりますけど、保育所、認定こども園、それから地域型保育

事業所における保育士の業務負担の軽減のためのＩＣＴ化、これと事故防止・事故後の

検証の体制強化を図るためのカメラ設置と書いておりますけど、ビデオカメラ設置に対

する補助でございます。これにつきましては、国の保育所等における業務効率化推進事

業を活用するものでございます。事業費のうちの国の補助率が４分の３となっておりま

して、負担については国４分の３、市４分の１ということになっております。補助の上

限額といたしましては、ＩＣＴ化の分については１００万円、それからビデオカメラに

ついては１０万円というふうになっております。ＩＣＴ化につきまして４５園が希望さ

れておりましたので、この分で４，５００万円、それから、ビデオカメラにつきまして

は公立の保育所も対象になると。ＩＣＴ化については公立保育所については対象となっ

ておりませんけど、ビデオカメラについてはその分も対象になるということで、合わせ

て４０園ということで１０万円の４０園で４００万円、４，９００万円というふうに計



  18 

上させていただいております。 

 以上です。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 社会教育部の分でございます。一番上が社会教育課分でございまして、これは今年度

当初予算で計上しております久保泉公民館、松梅公民館の建設事業に関しまして、今年

の７月１２日付で、県のほうから森林整備加速化・林業再生事業費補助金の交付決定通

知が届きました。これを受けて、今回、歳入で同補助金の補助金額を予算計上するとと

もに、当初予算で財源としておりました合併特例事業債を減額するものでございます。

財源の組み替えを行うものでございます。 

 以上でございます。 

 

（稲富スポーツ振興課長） 

 続いて、スポーツ振興課分です。上のほうがさが桜マラソン大会開催経費１，６９０

万円の増額補正でございます。これは来年３月１９日に開催されます「さが桜マラソン

２０１７」の開催に伴う経費の計上でございます。 

 主なものとしましては、催事開催の運営委託料、広報啓発委託料、それから大会の負

担金というふうになっております。 

 続いて、下のスポーツ合宿推進事業でございます。２６０万円を計上しておりますけ

れども、これはオリンピックなどの大規模国際スポーツ大会のキャンプ誘致推進のため

の経費でございます。積極的な誘致活動を行うための経費でございます。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 今、各課から補正予算について説明がありましたけれども、何かご質問等ございまし

たらお願いいたします。 

 私のほうから、保育幼稚園課の新規事業ということで、このＩＣＴ化は大体具体的に

はどのようなことをされるのかということと、カメラの設置というのは各保育室に置か

れるのか。例えば、昼寝しているときに事故が起きたりとかいう可能性もあったり、そ

ういうものの予防もあると思うんですけれども、そういったちょっと具体的な内容を教

えていただければと思うんですけれども。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 ＩＣＴ化につきましては、保育所を運営する場合のシステムのものでございまして、

園児台帳と連動した指導計画の作成ができるものとか、園児台帳の作成管理機能とか、

園児台帳と指導計画と連動した保育日誌の作成機能とか、保育士の方が書き物をする場

合の月間の指導計画とか週間の指導計画とか個人記録とか、そういう記載するものを手

書きじゃなくて、パソコンを使って台帳作成する分とか、あと登校園システムとかいう

のがございまして、何時何分に来ましたよとか、そういうことで出席簿のかわりになる

ようなものとか、そういうものが対象となっておりまして、システムの購入費だとかリ

ース料、更新料とか、そういうものが対象となっております。 

 それから、ビデオカメラにつきましては、事故防止を目的としたものということにな

っておりまして、子どもが食事、それから午睡を行う場所とか、プールなど事故が起き

やすい場所に設置することということで、ハンディーカメラとかでもオッケーというこ

とになっております。とにかく防犯じゃなくて事故防止、事故が起きた場合の検証とか

ができるようなところに設置してくれれば、固定でもハンディーでもいいということに

なっております。 

 

（岸川委員長） 
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 ＩＣＴもてっきり保育に利用するＩＣＴなのかなと思ったもので。そういった管理的

な面ということですね。はい、わかりました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 そしたら、質問がないようでしたら、これで報告事項については終わりたいと思いま

す。 

 その他ですけれども、学事課より報告がございますので、お願いいたします。 

    〔資料配付〕 

 

（梅﨑学事課長） 

 新聞記事で申しわけございませんが、きょうの毎日新聞に載った記事でございます。 

 実は、７月３１日、佐賀トライアスロン大会が東与賀小学校のプールを利用しまして、

毎年ここ数年大会が開かれております。佐賀市教育委員会も後援という形で協力をしま

すが、東与賀小学校にその会場を借りられるときに、毎年プールの水深を、普段は子ど

もたちが使いますので１メートル程度入れておりますが、この大会のときには１メート

ル５０センチ入れて貸してくださいというふうな約束をされていました。前日トライア

スロン実行委員会のほうが確認に行ったらプールに水が約束どおり入っていなかった

ということで、学校の関係者のほうに、プールの水を入れてくださいという電話連絡を

されて、学校のほうは電話でプールのバルブの開け方を指導されたとのことでした。実

行委員会のほうでバルブをあけられて、結果的には全開のままプールがいっぱいになる

ように開けっ放しで次の日を迎えたとのことでした。朝６時に実行委員会のほうがプー

ルに行かれて、水が溢れていたため、その時点で止めたという報告が上がっています。

東部水道企業団のほうから、非常に水の使用料が多いということで学校のほうに連絡が

ありまして、実行委員会のほうに確認をしたら、前日から開けていたということでした。 

 学事課のほうでも、どれぐらいの水が出たのか確認したのですが、昨年度の同じ８月

上旬の検針の水量と見比べたところ、去年のほうが多く、どれぐらい出たのかこちらの

ほうでは量を確認できなかったんですが、東部水道企業団のほうから、東与賀町全体の

通常の水量を比較したときに２，０００トンぐらい余計に出ているとの報告から、全部

がプールの水と確定したわけではないですけれども、約５０万円ぐらいと推計されると

いうことになっています。 

 学校側も施設を貸していますので、きちっとした形で貸せばよかったのですか、学校

のほうにも幾らか落ち度があるだろうと思っています。トライアスロン実行委員会につ

いては当然水を開けっ放しというふうな状態で帰られていますので、今回については両

方に非があるだろうということで、損害については今のところ請求はしていないのです

が、このままではいけないだろうということで、幾らか損害については今から検討をし

ていきたいというふうに考えています。 

 概略ですけれども、そういった状況で今回新聞報道がされたところです。 

 

（藤田こども教育部長） 

 きょうの昼のニュースでも放映されました。この後夕方のニュースも予定をされてい

るみたいです。同じ趣旨で、かなり大量の水が出て、かつ５０万円相当の水量だったと

いうところでちょっと注目されています。 

 

（岸川委員長） 

 この実行委員会の人は見られていなかったんですかね、入れるところを。普通どのよ

うにして水をするんでしょうか。いっぱいになったら閉めればいいんですか。 

 

（藤田こども教育部長） 

 そうですね、学校の話によると、かなりマニアックというか、体育の先生しか今、こ
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こら辺のバルブの調整はなかなかできないみたいなんです。当然、トライアスロンの関

係者も電話でやりとりをして一生懸命やっていたんですけど、半開状態で一晩したらち

ょうどいいくらいになるらしいんですけど、ならなかったようてす。 

 

（東島教育長） 

 普通、水を余計使うときには夜入れるわけですよ。そうしたときに、何時から入れて

何時に満水になるようにするためにはどの程度出さにゃいかんというのは、これは感覚

でみんな覚えているわけですよ。それを初めての人がやると全開してしまってドーッと

なってしまうと。 

 

（伊東委員） 

 家庭用みたいにオーバーフローすると止まるようにはなっていないですね。それだけ

の装置をすると相当かかるでしょうから。 

 

（岸川委員長） 

 仮に全開していても、ちょくちょく見に来ればよかったんでしょうけど、ほったらか

しにしておかないで。 

 

（福島委員） 

 そうすると、満杯になるのにも時間がかかるんですかね。 

 

（梅﨑学事課長） 

 そうですね、結局かかるみたいです。トライアスロン実行委員会のほうとしても、翌

日間に合わせなくてはいけないというところで、学校がバルブを半分ぐらい開けるよう

に指示はされているみたいですが、結果的に全開にしており、バルブの開閉要領がわか

らなかった部分もあったみたいです。 

 

（伊東委員） 

 しかし、どっちにしても再発防止はかけないといけないですよね。これを機にトライ

アスロンという問題だけじゃなくて、学校全体として、この５０万円がずっと学校全部

が、まあそういうことはあり得ませんでしょうけれども、きちんとした対応はしないと

いけないでしょう。 

 

（梅﨑学事課長） 

 言われるとおり、各学校のほうには施設の管理を貸し借りしたりするときにはきちっ

と規律に沿った形で行ってくださいと周知を図っていきたいと思っています。今回につ

いても何年行われてきたものですから、お互いになれ合った部分というところもあった

のかなと思います。それと学校のほうも先生が異動でかわられたりというところもあり

ましたものですから、なかなか要領良くいかなかった部分もあったかなと思います。 

 

（伊東委員） 

 例えば、バルブ操作の現場にそういう注意事項、例えば、１時間なら１時間で満杯に

なるよとか、そういう注意事項もきちんと表示して、そしてチェックしないとまた起き

ますよ。 

 

（梅﨑学事課長） 

 そうですね、担当の先生ばかりに任せてはいけないと思います。 

 

（東島教育長） 
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 学校の水道の使用の中では問題ないんです。もうわかっていますから。ところが、こ

れは言うならば特殊な状況の中にあるわけですね。ですから、私どもが水を入れるとき

には当然水圧が下がりますから夜しか入れないんですよ。普通のところが使わない時間

帯に入れて、使い出すときにとめておくと。これがもうルールですので、それをせざる

を得ないと。ただ、今回の場合には、通常の高さよりも水位を上げにゃいかんという、

この部分についての操作の誤りがあったわけですね。そこら辺のところは十分お互いに

きちんとした原因をつかんで、今後どうするかというのはしていかなければいけない部

分があります。 

 

（福島委員） 

 ある意味メモリをつけて、ここまでとか全開とか、半分とか４分の１とか。 

 

（東島教育長） 

 あれを一遍にばっと開いてみると、水量からどの程度で半分ってじきわかるんです

よ、本当は。ところが、恐らく焦りもあったんでしょう、早う入れんばいかんというこ

とで、全開にしたんじゃないかなと。 

 

（岸川委員長） 

 日中はそしたら、むやみやたらにできないということですよね。 

 

（東島教育長） 

 日中は入れないです。オーバーフローでチョロチョロ。 

 

（岸川委員長） 

 ほかの人の迷惑になるということですね。 

 

（東島教育長） 

 そうです。 

 

（岸川委員長） 

 それは夜間にしかできないということですね。 

 これについてはもういいですかね。 

 その他で、ほかに何かございませんでしょうか。はい、お願いします。 

 

（伊東委員） 

 内閣府のデータでいくと、ここ４０年間の中で８月末から９月１日、２日までで自殺

をする青少年、子どもが一番多いというデータが出ているんですね。９月１日が今まで

４０年間の中で１３１人、それから９月２日が９４人、期間が長いんじゃないかと言え

ばそれまでですけれども、特に８月末の夏休みが終わった時点、それから９月の学校が

始まる時点の何日かの間に自殺が急増する。９月の夏休み明けは、大きなストレスが子

どもたちにかかっているということらしくて、ある面で我々も振り返るとそういう経験

がありますので。これが取り越し苦労に終わるとそれでいいんですけれども、やはり何

らかの形で現場にそういう状況だということを通報、通達をする。現場への配慮と、あ

るいは地域住民、家庭へのですね。特に子どもたちの一番身近にいる保護者に知らせる

ようにして欲しいてす。中学生、高校生というのはほとんど兆候が現れないらしくて、

昨日まであんなに明るかったのにとか、遺書がほとんどないらしいです、ぜひ学校を通

じて、そこに配慮するようなお願いをしてほしいなというふうに思います。 

 以上です。 
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（東島教育長） 

 今度、校長会がございますので、そのときに校長を通して、各学級で気になる子ども

さんについては十分配慮をしながら、やはりおっしゃられたように始業式、新しい学期

になってぐっと増えているというのは、これは統計上、ここ数年間の中でも明らかにな

っていますので、そこら辺は学校教育課長、校長会の中で伝えてください。 

 

（伊東委員） 

 何日ですか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 今月の２６日にあります。 

 

（伊東委員） 

 ああ、そうですか。ちょうどいいですね。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい。 

 

（伊東委員） 

 はい、以上です。 

 

（岸川委員長） 

 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したいと思います。お

疲れさまでした。 

 


