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日程１ 開会の宣告 

 

（岸川委員長） 

 皆さんこんにちは。これより佐賀市教育委員会１２月定例会を開きたいと思います。

明日が皆さん仕事納めということで、本当に最後の最後まで教育委員会のほうでお世話

いただきましてありがとうございます。 

 それでは、委員会に入ってまいりたいと思います。 

 本日は、６人中現在５人の出席ですが、田口委員もすぐお見えになると思いますので

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） 

 １１月２２日の定例教育委員会の会議録につきましては、１２月２１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） 

 会議録につきまして、何か訂正等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、資料を出していただきたいと思いますが、ここには４点挙げておりますけ

れども、５点、６点ほど話をさせていただきます。 

 まず１点目が、佐賀市水道100周年記念式典がございました。これは１１月２５日で

したけれども、いろいろ勉強になったところなんですが、佐賀市の水道が大正５年に佐

賀市水道課が設置され、この年から一部給水が開始されたというふうに聞きました。そ

れから１００年たっているわけですが、改めて私たちが日ごろ使っている水というのが

こういう皆さん方のおかげをもって、あるいは陰の力があって私たち市民の生活を守ら

れているということを痛感したところでございます。この中で子どもたちが意見発表を

してくれました。当然ながら、水道局のほうには市内の小学校４年生が中心になって見

学をしております。もちろん職員の皆さん方から説明も受けたりしながら学んでいるわ

けでございますが、若楠小学校の子どもたちがこの日は学習発表をしてくれました。特

に限りある水資源ということ。それを大切に使わなければいけないというようなこと。

それから、こういうふうにして言うならば３６５日、１分１秒絶えることなく水を送っ

ている水道局の方への感謝の思い、こういうことを子どもたちがあそこの場で、３名の

子どもでしたけれども意見発表をしてくれました。こういうふうに子どもたちというの



  2 

が小さいうちからいろんな現地に行って学んで、そしてそれを自分の意見として発表す

る機会をつくるということはやっぱり大変教育にとっては重要なことだということを

改めて感じましたし、今回、新たに上下水道局章がつくられています。コマみたいにし

て、水源と水が水道水から送られているあれをイメージした局章ができていますので、

後で見ていただければなというふうに思っております。そういうことで、改めて佐賀市

の水道、これから先もまた品質のよい水量を保つ、そういう水道水が各家庭に送られれ

ばというふうに思ったところでございました。 

 ２点目ですが、これは平成２８年度の博愛フェスタが１２月４日から始まりました。

この博愛フェスタなんですが、今回は絵画展に、北のほうは宮城県、南は沖縄県、全国

の１１４の小中学校絵画教室、これから１，０３４点の作品応募がありました。この中

から入賞作品を審査員の方に選んでいただいて表彰をしたわけでございますけれども、

今回は特に県外からの入賞作品が多うございました。そして、その入賞した生徒さんが

佐野常民記念館に、この博愛フェスタの開会式に参加をされて、表彰式で表彰授与をさ

れた。今年は本当に県外から多かったですね。これもひょっとすると三重津海軍所跡の

世界文化遺産登録も影響しているのかなと。親御さんと一緒についでにここも行ってみ

ようかというふうなことでお見えになったんではないかなというふうに推測したわけ

でございますが、これからもこの博愛フェスタに乗じて三重津海軍所跡への参観も増え

てくれればなというふうに思ったところです。 

 ３点目ですが、これは第３０回の佐賀市少年の主張大会がメートプラザでありまし

た。毎回毎回、本当に子どもたちの意見というのはすばらしいものがございます。大人

の発想では、言うならば思いつかないような着眼、内容、そして今回は特に発表の仕方、

アピールの仕方というのがとっても上手でしたね。アナウンサーじゃないだろうかと

か、役者さんじゃないだろうかとか、そういうふうに錯覚を起こすような、そういうす

ぐれたスピーチをしてくれました。こうやって子どもたちはいろんな社会問題を捉えな

がら、あるいは身近にあるいろんな事象を捉えて学んでいっているんだなということを

感じたところでございました。これが子どもたちの成長の一つ一つの証の節目であろう

というふうに捉えたところでございました。 

 ４点目が、佐賀市と久米島町の中学生交流、冬の交流がありました。１６日から１８

日まで。これが今回は見事な天候に恵まれまして、３日間とも本当にすばらしい晴天の

中での体験交流ができたというふうに思っております。伊東委員さんには冬の交流の開

会式にはお見えいただいておりました。 

 こういうことで、無事に久米島の中学生１６名、佐賀で学んで、佐賀の言うならば歴

史・文化、生活、風土、そういうもろもろのことの一端でも学んでいったんじゃないか

なと。それは、言うならば自分の地元である久米島町を知る機会にもなるということで、

大変意義のある交流ではなかったろうかというふうに思います。スタッフが非常にご苦

労したと思いますけれども、非常に頑張ってくれました。 

 ５点目、５点目はここに書いていませんが、佐賀工業のラグビー部、これが市長に全

国花園出場の報告に参りました。３５年連続４５回目の出場ということで、これをあえ

て申し上げましたのは、この生徒さんの中には、高校になって初めてラグビーをやった

り、中学校までは柔道をしていたとか、あるいは野球をやっていたとかいうことで、ま

さに少年スポーツの基本的なところがそこにありそうな気がしたんですね。そういうこ

とで、この強い佐工のラグビー部といえども中学校まで全然やっていない子どももレギ

ュラーとして出ているんだと。それだけの言うならば少年スポーツの中でいろんなスポ

ーツ能力、体力を幅広く養っているのではないかなと、そういうふうな思いがしたんで

すね。 

 それから、６点目が少年スポーツ研修会が１９日にございました。私どもはこれは、

教育委員会の重要な課題でもございます。そういう意味では、この研修会というのは非

常に意義深いものでございました。といいますのも、佐大の坂元教授、この方は検討委

員会のメンバーでもございましたが、九州の大学サッカー連盟の理事長でもあって、直
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接的な指導者でもございます。また研究者でもございます。そういう意味から、その角

度から話をしていただきました。それから、鶴田病院の平川先生には医学的な観点から、

子どもの将来に何をすべきかというふうな視点から科学的に話があっておりました。特

に、プロ野球選手の小さいころからやってきたスポーツのことを話をされていましたけ

れども、なるほどという納得のいく説明でございました。これについては、後でスポー

ツ振興課のほうでアンケート等の結果が出てくれば、どういうふうな皆さん方の反応が

あったのかがわかるんではないかなというふうに思っています。 

 それから、シンポジウム、これまた非常に有意義なシンポジウムでございまして、市

のスポーツ少年団本部長の伊東健児さんがコーディネーターということでまとめてい

ただきましたが、最後にきちんとまとめていただきました。 

 そういうことで、この少年スポーツについては、次回の研修会の中でもやはり私ども、

ただ、あの方針を出したからその方針どおりというものの裏づけを私どもきちんとしな

がら、いろんな角度から説明できるようになっておきたいと。そのためには、この坂元

先生のお考えとか、平川先生の医学的な観点からの科学的なデータ、こういうものに基

づいたやはり説明ができるようになっておかないとだめだろうというふうに思います

ので、そういう面では１月の研修会の折に、この件についてはまた改めて皆さんで議論

をしていければというふうに思ったところでございます。 

 以上、報告を終わります。 

 

（岸川委員長） 

 今の教育長の報告内容に質疑はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑がないようですので、教育長からの報告を終わります。 

 

日程４ 提出議案 

 

（岸川委員長） 

 引き続き、日程４の提出議案であります。 

 第２４号議案『佐賀市立学校職員の人事評価結果に対する苦情対応に関する要綱』に

ついて、学校教育課から説明をお願いいたします。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 それでは、資料の１ページのほうからご覧いただきたいと思います。 

 今回、新しい人事評価制度が始まりまして、業績評価、能力評価を校長から職員のほ

うにさせていただきますので、それについて要綱を設置しました。この評価について、

苦情があった場合にどのように対応するかというものでございます。これを別紙のとお

り提出したいと考えております。この取り扱いを定める必要がありますので、この案を

提出させていただいておりますので、これをさせていただきたいと思います。 

 具体的な内容について、少し説明をさせていただきます。２ページ以降をご覧くださ

い。この要綱は、人事評価結果に対する苦情の申し出があった場合、その取り扱いをど

のように行うかということでございます。基本的な考え方としては、評価に対する被評

価者と評価者の共通認識の形成に寄与するとともに、学校における信頼関係の醸成を図

るということで、この評価が単なる人事評価ということだけではなく、職員がモチベー

ションを高めて学校運営に寄与するような、そういう形での評価にしていくものでござ

います。ただ、この評価の結果で、場合によっては職員が評価者の評価に納得できない

場合が出てくると考えておりますので、その場合に市教委として苦情相談員を設置し、

それに対応するとともに、その相談員からの回答にももし納得がいかない場合に苦情処

理の審査委員会を開き、これで協議をいたしまして、それについてまた本人に回答する

という形をとらせていただきたいと考えております。 
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 先ほど申しました被評価者の苦情に対する相談は、まずは学校教育課の人事担当係長

が窓口となって苦情相談を受け付けます。そして、それでも納得できない場合は、今度

は学校教育課長が苦情処理相談窓口を受けまして、その申し出に伴いまして、苦情審査

委員会を開かせていただきます。審査委員会は５人が担当することになっております。

委員長に教育長、委員に学校教育課長、それから人事担当の係長、そして教育委員さん

の中から２名参加していただくということで、前回の研修会の折にお話をさせていただ

いたときに、委員長とそれから弁護士のほうから入っていただいております片岡委員さ

んの２名に入っていただくということでお願いしたいと考えております。 

 先日のときには、今後の対応についてと、それから具体的に審査を行う場合の資料等

についてご質問をいただきましたので、それについて簡単にお話をさせていただこうと

思います。 

 １２月２２日の２学期の終業式までに、この内容については全職員に説明する形で進

めさせていただいております。そして、基準日が１月５日なんですが、学校によっては

それと前後することがあるかもしれませんが、校長のほうにそれぞれが自己評価をしま

して、その評価結果を提出することになっております。その評価をもとにして、今度は

校長が評価者として評価をいたしまして、被評価者であります職員に対して業績評価と

能力評価、総合評価を記入して提出をいたします。その後面談を行いまして、面談の結

果、もし納得できないという場合には、２月１０日金曜日までに佐賀市教育委員会の苦

情相談窓口に電話かメールで相談を行うことになっております。その結果を相談者に報

告しまして、もしそれに対しても納得いかない場合には、今度はその苦情処理の説明か

ら１０日以内に苦情処理窓口に苦情処理申出書を提出することになっております。それ

をもとにしまして苦情処理委員会を開催させていただきまして、学校から提出されまし

た人事評価表、それから評価のための補助簿、そしてその他の参考資料となるもの、そ

れから指導主事が各学校を回らせていただいておりますので、指導主事からの資料等を

もとにその委員会を開かせていただき委員会の中でその評価が適当であったのか、もし

評価が適当でない場合にはどのように評価を箇所修正したほうがいいかということを

させていただいて、学校のほう、そして本人に回答するという形で進めさせていただき

ます。最終的に２月２４日までに教育委員会のほうに全教職員分の評価結果を提出する

という形で進めさせていただきたいと思っております。 

 それから、３ページのほうに戻っていただいてよろしいでしょうか。附則として、「こ

の要綱は、平成２９年１月 日から施行する。」ということで、ここが空いております

が、先ほど申しましたように、１月５日に校長に提出するということになっております

ので、できましたらここを「１月５日から施行する。」という形でさせていただきたい

というふうに思っております。 

 以上、説明させていただきました。よろしくお願いいたします。 

 

（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。 

 

（伊東委員） 

 例えば、人事評価によって人事異動というのも考えられないことないと思うんです。

ですから、人事異動に対しての不満というのもこの苦情処理の中に含まれるんですか、

それともまた別の仕組みがあるんですか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 人事異動については、これとは別に行っておりますので、教職員とヒアリングを行い

ながら、この人事異動の内容については、その都度、今どのあたりに異動の可能性があ

りますとか、それから次にはここあたりになりそうですとかいう形で、最終的には内示

の日に人事異動についての通知を行うという形になりますので、これとはまた別物と考
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えております。 

 

（伊東委員） 

 はい、わかりました。 

 

（片岡委員） 

 ２条２項によると、苦情相談と苦情処理の２段階のたてつけとなっているようですけ

れども、この苦情処理が苦情相談で解決されなかった苦情に対する処理ということで、

この苦情相談の段階で解決に向けた何らかの対応をすることを想定されているんでし

ょうか。例えば、苦情相談を受けた段階で相談窓口が斡旋のような話し合いをしたり評

価者とやりとりをしたりするものなのか、それとも、ただ相談をお聞きするというよう

な前提なのかはどちらになりますか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 苦情相談の前は、自分が納得いかないということをまずお聞きすることになりますの

で、その申し出に基づきまして、校長のほうにこういう相談があっておりますが、この

評価についてどういうふうに考えていらっしゃいますかということで校長に確認をい

たします。そして、校長から聞いたことで、こちらが校長の考えと本人の考えが違う部

分で調整ができるということであれば、その時点で一度本人に回答するという形でさせ

ていただきます。それでも納得いかない場合には委員会に移るという形になりますの

で、まずは相談を受けた場合で校長の評価が妥当だという場合は、校長先生はこういう

意図で評価されましたが、それについてはこういうふうにということで回答をいたし

て、それでも納得いかない場合もあります。逆に、本人の相談のほうが確かにそのとお

りだというときには、校長のほうに本人はこういう意図でこういうふうなところで苦情

をされていますがどうでしょうかということで、校長先生が例えば、それについてはわ

かりましたということで、そこはもう一回変更したいと思いますということになれば、

その時点でまた本人に回答するという形になると思います。まずそこの時点でワンクッ

ションの調整を図らせていただくということになると思います。 

 

（片岡委員） 

 そうすると、苦情処理を経ずとも、校長先生が苦情の内容を聞いて評価を変更すると

いうこともあり得るということですか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、そうですね。その場合には、学校内でヒアリングをするときに、まずは本人と

話をされますので、その時点で変更する場合もあるかもしれません。ただ、そのときに

は校長先生に直接言えないような方もいらっしゃるかもしれないので、ひょっとした

ら、そこは経ないで真っすぐこちらにという場合も出てくるかもしれません。その調整

を図らせていただきたいと思っております。 

 

（片岡委員） 

 わかりました。ありがとうございました。 

 

（田口委員） 

 ちょっと教えていただきたいんですが、この評価者は校長先生とイコールと思ってよ

ろしいんでしょうか。例えば、教務主任だったりとか学年主任の方が評価をするという

ような、中間の段階というのがあるのか。学校の場合は全て校長先生が全ての職員に対

しての評価をするというふうに認識していいのかを教えてください。 

 



  6 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 校長の評価に対しましては、評価者の場合には補助評価者という者がおります。それ

は管理職になりますので、学校の場合は副校長、それから教頭、それから事務職員の場

合は事務長が補助評価者になります。その意見を参考にしながら、最終的に校長が評価

を行うということになります。 

 

（田口委員） 

 はい、ありがとうございます。 

 

（岸川委員長） 

 この苦情処理委員会が開催されるような場合は、私たち委員は、人事評価表で評価の

可否を判断するということになりますか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 先ほども申しましたが、校長が書きました人事評価表、それから補助簿というのがあ

るんですね。それは１年間ずっと職員を見てきたときに、こういうところで活躍したと

か、こういうところで例えば、校長が不適切な指導だったので呼んでから指導をしたと

か、またはこれは補助評価者の教頭とかもそういう補助簿をつくるようになっておりま

す。そういう資料も集めさせていただきます。例えば、学校訪問とか学校の校内研究と

かで指導案等も書かせていただきますが、そのときに例えば、管理職からこういうとこ

ろで書いてほしいというふうに頼んだけれども、例えば、十分な指導案が書けなかった

とか、学級経営案とかいうのもつくりますが、学級経営案も例えば、きちんと出すよう

にとなるけれども、出した部分については、本当に学級の子どもたちのことを考えたよ

うな経営案が出せなかったとか、そういう参考になるような資料もあわせて出していた

だこうと思っております。 

 

（岸川委員長） 

 結局、評価者が判断したものしか判断材料がないということになりますと、非常に難

しいなという気はするんですよね。事前に被評価者からこういう意見があるということ

で、委員のほうで情報収集をすることは可能でしょうか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 先ほども申しましたけれども、第三者の目といいますか、学校関係者じゃない者の目

というのも必要になってくると思いますので、指導主事が全校を回っておりますので、

指導主事からの意見もこの参考にさせていただくようにしております。 

 

（岸川委員長） 

 わかりました。そしたら、これは１月からということで、この間の校長会では大体こ

ういうことをやりますという部分ではご説明されておったので、今度から３学期の評価

のときにはこれが使われるということになりますね。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 そうですね、はい。 

 

（岸川委員長） 

 はい、わかりました。 

 それでは、ほかに異議がないようでしたら、第２４号議案『佐賀市立学校職員の人事

評価結果に対する苦情対応に関する要綱』については、原案のとおり承認したいと思い

ます。 
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 続きまして、第２５号議案『新入学用品費の入学前支給実施に伴う佐賀市就学援助規

則の改正』について、学事課から説明をお願いいたします。 

 

（梅﨑学事課長） 

 それでは、８ページをお願いいたします。 

 ８ページ、第２５号議案『佐賀市就学援助規則の一部を改正する規則』について提案

いたすものでございます。 

 提案理由といたしましては、就学援助費のうち新入学用品費について、平成２９年４

月に入学する新入学生から入学前の３月に支給することに伴いまして、規則を改正する

必要がありますので、この案を提案いたすものでございます。 

 改正の内容につきましては、就学援助の対象者が現在規則では小中学校在学中の児童

生徒になっておりますが、それに加えまして、入学予定者も３月に支給いたしますので、

対象となりますので、議案に記載しておりますとおり、関係する条文について改正を行

うものでございます。これまでは入学後の４月以降に支給をしておりましたけれども、

改正後は来年１月に申請を受け付けまして、３月に支給をいたすものでございます。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 これについて、何かご質問がございましたらお願いいたします。はい、田口委員。 

 

（田口委員） 

 申請をするときの入学予定者の方たちにどういう周知の方法をされるかをもう少し

詳しくお願いします。 

 

（梅﨑学事課長） 

 はい、周知の方法ということですね。１つは、入学通知、全員に入学通知を１月に発

送いたしますので、その入学通知の中に保護者宛てにチラシを配付いたします。それか

ら、新入学説明会が１月から２月にかけてありますので、新入学説明会でも行います。

それから、市報、ホームページ、新聞等に掲載をいたします。それが大体新小学１年生

対象になるかと思いますけれども、新中学１年生につきましては、現在小学校に在学し

ていらっしゃいますので、今の小学校を通じまして、保護者にチラシの配付をいたした

いというふうに考えております。それから、現在市内の保育所、幼稚園関係についても

直接ポスター等でご案内できるような形をとりたいというふうに考えています。 

 以上でございます。 

 

（片岡委員） 

 補正予算を計上してあったかと思うんですけど、そうなると、３月３１日よりも前に

実際に支払いがその家庭にされるということになるんですよね。 

 

（梅﨑学事課長） 

 はい、そうです。 

 

（片岡委員） 

 はい、わかりました。これって申し込み期限とかもあるんですか。 

 

（梅﨑学事課長） 

 申し込み期限はございます。１月４日から２月１０日までです。 

 

（片岡委員） 
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 それに申し込み忘れた方とかはどうなるのでしょうか。 

 

（梅﨑学事課長） 

 入学されてからも申請されて結構です。 

 

（片岡委員） 

 その分は、来年度の予算から出るようにはできるということなんですね。 

 

（梅﨑学事課長） 

 はい。 

 

（片岡委員） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

（岸川委員長） 

 ほかにご質問は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、ご異議がないようですので、第２５号議案『新入学用品費の入学前支給実

施に伴う佐賀市就学援助規則の改正』については、原案のとおり承認いたします。 

 続きまして、第２６号議案『佐賀市少年育成委員の補欠委員の委嘱』について、社会

教育課からご説明をお願いいたします。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 資料の１２ページをお願いいたします。第２６号議案『佐賀市少年育成委員の補欠委

員の委嘱』についてでございますけど、これは佐賀市少年育成委員設置規則第２条の規

定に基づき提出するものでございます。 

 １３ページをお願いいたします。今回、１０月３１日付で高木瀬校区の少年育成委員

の高栁一雄氏から辞退届が提出をされましたので、後任委員として江口善博氏に対して

委員の委嘱を行うことについてお諮りするものでございます。 

 なお、任期につきましては、同規則第２条第２項の規定に基づきまして、前任者の残

任期間であるという規定がございますので、前任者の残任期間である平成３０年７月３

１日までを任期としておるところでございます。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はありませんでしょうか。はい、田口委員。 

 

（田口委員） 

 この江口さんという方が少年育成委員になられる背景というか、どういうことで推挙

されたとか、もう少し教えてください。 

 

（小林社会教育課参事兼子ども・若者支援係長） 

 育成委員につきましては、基本的に校区の公民館長とか、あるいは青少健の会長とか、

またほかに委員が複数いらっしゃいますので、そういった方々にお話をして、どなたか

いい方がいらっしゃいませんかということでご推薦をいただいた上で、こちらのほうで

承認をいただくような形にしております。 

 

（岸川委員長） 

 むしろこの前任者がご辞退されたことのほうがちょっと何でかなと思って。任期途中
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でですね。 

 

（小林社会教育課参事兼子ども・若者支援係長） 

 辞退届を本人さんからいただいておりますが、家庭の都合ということで、詳細までは

把握ができておりません。 

 

（岸川委員長） 

 それでは、ほかにご質問がなければ、第２６号議案『佐賀市少年育成委員の補欠委員

の委嘱』については、原案のとおり承認いたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（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「第４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） 

 では、資料１４ページをお願いいたします。 

 まず、日程でございますが、１１月１１日金曜日から１３日日曜日、文化会館のほう

で開催をいたしました。期間中にお越しをいただいた教育委員の皆様ありがとうござい

ました。来場者数は延べ１万８００人ということで、４回目にして初めて目標としてい

ました１万人を超えることができました。来場者の主な内訳については、こちらの表の

ほうに記載をしているとおりでございます。 

 次に、アンケートの結果の概要ですが、男女比、年齢構成などは例年と大きな変化は

ありません。 

 住まいについても若干市外の方が増えたかなというところでございます。日ごろの芸

術文化の鑑賞機会についても、例年と変わらない傾向ですけれども、この芸術祭では日

ごろ余り芸術文化に触れる機会がない方にも気軽に楽しんでいただきたいという意図

がありますので、そういった意味では、鑑賞機会がほとんどないという方と年に一、二

回という方を合わせると４割以上になっていますので、こちらの意図どおりの結果が得

られているのかなということを思っております。 

 公演の印象や芸術祭全体の印象がよかった方や、芸術祭をきっかけとして鑑賞意欲が

高まったという方は高い率で推移をしています。 

 また、芸術祭の参加回数についてですけれども、昨年は初めてという方といわゆるリ

ピーターの方がほぼ同じ率だったんですが、今回初めての方が少し多くなっておりまし

て、また新しい層のお客様に来ていただくことができたのではないかなというふうに思

っております。 

 次に、５番の成果と課題ですが、まず最大の成果としては来場者数が目標達成をした

ということです。今回は企画数が例年より多かったということがまずその要因としてあ

ります。また、何よりも今回雑貨販売をされる野いちごフェスタというのが開催をされ

まして、非常に多くの方が来ていただきました。野いちごフェスタの集客数というのは、

今回の来場者数には含めていないんですけれども、結果としまして、きっかけはその野

いちごフェスタだったという方がついでにコンサートを聞かれたりワークショップに

参加されたりということがあったのではないかと思います。また、初めて取り組みまし

た屋外のイベントですね、こちらも大変好評で、やはりこちらもこれまでに来られてい

なかった若い方の来場につながったのではないかと思います。 

 一方で、ここには書いていないんですけれども、全体の来場者数は増えたんですけれ

ど、ホールでのコンサートはオープニング以外はちょっと苦戦をしたということもござ
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いました。そのほか、文化会館の中と外の動線ができたことですとか、祭りとしてのに

ぎわい創出ができたという成果があります。 

 あと、４番目のほうに書いておりますのが、出演者による広報や運営への協力という

ことでございます。これにつきましては、芸術祭ではフェイスブックによる広報もして

おりますけれども、出演される皆さんが自主的にイベントを拡散していただいたり、運

営にも積極的にかかわっていただくなどということがありまして、市民による芸術祭と

いうことを最初から目指してやっていますが、こういった形が少し見えてきたように感

じたところでございます。 

 次に、課題を５点上げております。最後の⑤以外は例年の課題というような形になっ

ております。ジャンルの拡大ということを書いてありますが、このジャンルの拡大を図

るためには、例えば、会場を分散させるとか、日程を延ばすとか、いずれにしても人手

や経費がかかるということでなかなか難しいですが、今回のように音楽とダンスとか、

絵画と映像などの異なるジャンルのコラボレーションを図ることで、今後も音楽に偏ら

ないような取り組みをやっていきたいと思っています。その他、広報の充実、若年層に

来てもらうための工夫というのはまだまだ不十分なところです。 

 そして、聴衆のマナーの向上ということについて昨年もあったんですが、今年もやは

りアンケートにはたくさん記載がございました。ここは引き続き来場者への働きかけを

行っていく必要があると考えております。 

 最後に、来年度が５回目という節目となりますので、大々的な記念事業というのはち

ょっと難しいかなと思いますけれども、例年とは違う取り組みも行っていきたいと考え

ているところです。 

 説明は以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はございませんでしょうか。はい、山口委員。 

 

（山口委員） 

 ちょっと確認なんですが、先ほど話があった課題の４番の件で、買い物袋の音などに

よって演奏に集中できないなどという話なんですが、この買い物袋というのは飲食をさ

れていたわけではなくて、野いちごフェスタでお買い物をされた分を持ってこられたと

いう感じで受け取ってよろしいですか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 そうですね、野いちごフェスタもですけど、授産施設の方の販売なんかもあっていて、

お買い物、余っている時間というか、合間にお買い物をされて、それを持ってホールに

入られてやっぱりシャカシャカ音がしたりということがどうもあったみたいです。 

 

（山口委員） 

 飲食というわけではなくてですね。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 飲食ではないですね、はい。 

 

（山口委員） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

（伊東委員） 

 利益を取る芸術祭ではないと思いますけれども、収支の差というのは出ているんです

か。よろしければ教えてください。 
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（宮崎文化振興課長） 

 今年度につきましては、まだ完全に集計が終わっておりませんが、昨年は１００万円

以上赤字でした。それは文化振興財団のほうで補塡をしていただいていますが、去年は

特別悪かったんですけど、大体補助金を入れればトントンという形ではいっているかな

と思います。 

 

（伊東委員） 

 入場者が前年度比１６％増ですから、ですからトントン近く、逆に利益が出ているん

じゃないですか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 いや、今年はですね、申し上げたようにホールでのコンサートは余りたくさん入らな

かったんですね、全体数は増えているんですけれども、ホールのお客さんは入らなかっ

たということもありますので、有料コンサートでの売り上げが余りなかったということ

はあるので、そうですね、そんなに利益が出ていることはまずないと思います。 

 

（伊東委員） 

 今後の展開は、中身が充実すれば、せめてトントンぐらいに行くプランニングという

のも必要じゃないでしょうかと思いますが。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 もともと赤字にしようとはさらさら思っていません。昨年は特別ちょっとどうしよう

もなくて財団のほうに補塡をしていただいたということがありましたので、本来それは

あってはいけないことだと思っていますので、最低でもトントンですね。ただやっぱり、

芸術祭って市がかかわっているということで、まず有料のものにしてもすごく料金の安

さを求められるというところがありまして、その１，０００円のコンサートにしてもな

かなかチケットは売れないですね。オープニングが毎回多いというのは、やはりそれな

りの一流の方が来られて無料だからというのが非常に大きいのかなと思います。もうち

ょっと営業努力をしないといけないかなと思っているところです。 

 

（伊東委員） 

 はい、ありがとうございました。 

 

（東島教育長） 

 入場後の先ほどの山口委員が言われた演奏に集中できないということは演奏者の意

見ということですか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 いえいえ、お客様です。演奏をされているのに、それを聞くことに集中できない。 

 

（東島教育長） 

 あっ、聞くのに集中できないと、演奏者の意見ではありませんね。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 そうですね、はい。 

 

（東島教育長） 

 それならよかった、演奏に集中できないと書いてあったので、演奏者がそういう意見
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を出したとするならば、検討を要すると思います。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 こういう書かれ方をされてあったんですけど、お客様のアンケートの部分です。 

 

（東島教育長） 

 お客様ね。ということは、そこら辺はおおらかに構えないと。オープニングは誰でも

いいんですよって、そこら辺はプロのコンサートに行くんじゃないから、やっぱり、い

ろいろおんさるね。 

 

（岸川委員長） 

 マナーの、例えば、飲食はだめになっておるわけですか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 はい、そうですね。 

 

（岸川委員長） 

 飲食マナーのことも啓発をしていかないといけませんね。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 芸術祭では唯一イベントホールの一部のイベントについては、飲みながら、食べなが

らいいですよというふうにしていますが、大ホール、中ホールについては、あと有料コ

ンサートについては全て飲食は禁止としていますが、なかなか、はい。 

 

（東島教育長） 

 ありようによって、これもよしというものはあってもいいしね、それはやっぱり少し

おおらかに見ておってもいい部分もありますからね。 

 それからもう一つが、雨天開催の屋外施設とここに書いてあるけど、どういうのをイ

メージしていますか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 そうですね、今回は初めて屋外でのコンサートをしたんですけれど、正直天気頼みで

した。たまたま天気がよかったので屋外でできたんですが、やっぱり雨だったらやめま

すというのはなかなか来られる方にとってはよくないので、大型のテントを設置できれ

ばなというふうには思っております。 

 

（東島教育長） 

 仮設的にね。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 そうです。はい、もちろん。 

 

（東島教育長） 

 要するに、演奏者も見る人も聞く人も同じ条件にしておかないと、演奏席だけ雨避け

があっても見る人は濡れないといかんというふうになるとですね。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 そうですね、やっぱり客席まで入るような大型のテントとは考えていますが、経費が

相当かかりますので、本当にできるか…… 
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（東島教育長） 

 鳥栖はどうでしたか、雨のときは。私二度ほど行きましたけどどちらも晴天でした。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 はい、私が行ったときも雨ではありませんでした。 

 

（東島教育長） 

 雨の日はどうしてるんでしょうね。あれも屋外なかったら寂しいでしょうからね。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 そうですね。 

 

（東島教育長） 

 わかりました。 

 

（岸川委員長） 

 このジャンルの拡大ということもさっきおっしゃられましたけど、例えば、アンケー

ト等でこういったものをやってもらいたいという意見はどういうのが、目立ったのがあ

れば教えてください。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 アンケートでは、アーティストさんとかを出されることが多いんですが、関係者から

出てくるのはやっぱり音楽にすごく偏っているということは言われまして、例えば、演

劇ですとか踊り系ですね。バレエですとか、去年たまたま日本舞踊とかあったんですけ

れども、そういう舞踊系というのもやってほしいというふうなご意見はよくあります。 

 ただ、どうしても舞台の制約がありまして、準備にも撤収にも時間がかかるので、演

劇とか舞踊一つすれば、その前と後は入れられないとか、そういう形になってきますの

で、非常に難しい部分はあります。 

 

（岸川委員長） 

 あと、映画の上映とかもどうですか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 それは可能ではあると思います。 

 

（岸川委員長） 

 １階でイベントホールとか何か使っていますか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 はい、使っています。全部使っております。 

 

（岸川委員長） 

 はい、ありがとうございました。毎年来場者数が上がっているということは、だんだ

ん市民にも認知されてきているんじゃないかというふうに思っております。また来年は

これ以上になるように頑張っていただきたいと思います。どうも本当にお疲れさまでし

た。 

 ほかになければ、これで報告事項については終わります。 

 その他ですけれども、何かございましたら。はい、どうぞ。 
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（伊東委員） 

 前回の研修会のときにＰＩＳＡの佐賀市がどのくらいかかわっているのかという質

問をしたんですが、世界の学習到達度の中で、佐賀市がかかわっているのかかかわって

いないのかという、ＯＥＣＤの。あれは教育委員会は全然ノータッチということですか。 

 

（東島教育長） 

 あれが中学３年、高校１年の年齢ですから。だからどういうふうなルートで抽出され

ているのかというのは、これはどこに聞けばわかるでしょうか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 うちに、例えば、どこかの学校に依頼したりとか、そういうのは一切あっていません。 

 

（伊東委員） 

 佐賀県でですから、県の教育委員会でわかりますか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 それは確認してみたいと思います。 

 

（伊東委員） 

 かなり大きく報道されていますので。 

 

（東島教育長） 

 あれをやっている主体は経済協力開発機構ですよね。 

 

（伊東委員） 

 ですよね、ＯＥＣＤですから。 

 

（東島教育長） 

 文科はかんでいないです。 

 

（伊東委員） 

 まあ次回の研修会のときでも。 

 

（岸川委員長） 

 始まる前に教育長にちょっと話していたんですけど、クッキングセンターがまた事故

を起こしたということで、御飯の中から出ていましたよね。それについては佐賀市とし

ての方針を決められたということで、それについて皆さんにご説明をお願いします。 

 

（梅﨑学事課長） 

 クッキングセンターの大町町のひじり学園のほうで、御飯の中から金属製のねじが見

つかったということです。それが１２月６日でした。保健所のほうからも立ち入り調査

を今回の場合、過去の経緯もございますので、何回も工場のほうを行いました。クッキ

ングセンター、それから学校のほうにも入られて、原因を確認されたんですが、結果的

には原因の特定はできなかったということでした。ただし、県のほうとしましては、先

ほど申しましたとおり、やはり過去にも何回もありましたので、監視体制の強化という

ことで、金属の検出器を、おかずのほうにはこの間の件で入れられていたんですが、御

飯の流れの中ではまだ導入されていなかったということで、その導入が解決策というふ

うなことで指導があったということをクッキングセンターのほうから伺っています。 
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 そのクッキングセンターのほうでは導入をするということで、二、三カ月ほど導入に

はかかるということで、今現在、直接クッキングセンターに依頼している学校は７校ご

ざいますが、その分につきまして、今パンで対応しているんですけれども、３学期につ

きましては他の業者のほうに御飯の依頼を今行っているところです。了解を得ておりま

すので、来月からは普通どおりにパンと御飯という形で、３学期いっぱいは他の業者の

ほうで対応していただくということにしております。 

 ですから、クッキングセンターのほうについては、その検出器が入ったところでの再

開というふうな形になるのかなと考えております。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 このクッキングセンターが何回も異物混入があるからですね。他の業者に切りかえる

というわけにはいかないんですかね、単純に考えて。御飯だけというのは難しいんです

か。 

 

（梅﨑学事課長） 

 なかなか御飯を提供していただけるところが少ないものですから、県内でも少なく

て、だんだん提供できる業者も減っているというふうな状況がございます。また、市内

でも今のところ県学校給食会と堀江製パン、それからクッキングセンターの３カ所に委

託しているんですけれども、１つのところに、集中してくると、そこでもまた負担にな

ってくるというふうな面もございまして、今のところは現状で維持しているところでご

ざいます。 

 

（伊東委員） 

 話を聞いていると、例えば、金属が入っていました。そうすると、金属検出器を買え

ばそれで済むのかということなんです。単発的に改善というのが感じられてならないん

です。総合的に発生している要因というのをつぶさに抽出しないと、金属検出器を入れ

ても金属じゃない物が、例えば木とかは検出できないわけです。ですからやり方がどう

も合点いかないんです。恐らくチェックの仕方が甘いんじゃないでしょうか、現状をど

うやって把握するか、徹底してやらなければ、幾ら投資をしたからといって解決しない

と思います。 

 

（梅﨑学事課長） 

 御飯についても、異物が入らないように作業の流れをゆっくりにして人を増やして、

目視ですけど、人力で対応もされていたんですけど、それでも今回クッキングセンター

で入ったかどうかはわからないんですが起きてしまいました。 

 

（今井こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 施設の中では、そのねじを使っているところがなかったらしいんですよ。ですから、

クッキングセンターだけの原因かどうかというのはわからない部分はあるので。 

 

（梅﨑学事課長） 

 ただ、クッキングセンターも、これまでずっと対応されていますし、書面でもその対

策について県のほうに提出されたりということで、それなりに努力はされていると思い

ます。何でクッキングセンターがまたというふうな感じではありますが、人力でも今回

もまた機械を入れてというふうなことで実際に見ているわけでもないんですけれども、

努力をされているにもかかわらずといったところもあるのかなと思っておりますけど。 

 

（藤田こども教育部長） 
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 ある意味では、今回の件についてはかなり厳しい対応をされていると思います。特に

金属探知機も、通常だったらなかなかそこまで求められないんですけど、今回は最低で

も金属探知機というところで指導されての結果であるみたいです。ただ、おっしゃると

おり、原因究明は確かにできていない状態であります。 

 

（岸川委員長） 

 御飯だけ頼んでいるその７校というのは、旧佐賀市ですか。 

 

（梅﨑学事課長） 

 はい、御飯だけ頼んでいます。 

 

（岸川委員長） 

 難しいですね。はい、ありがとうございました。 

 ほかに皆さんから何か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、ないようでしたら、１２月の定例教育委員会を終わりたいと思います。 

 


