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日程１ 開会の宣告 

 

（東島教育長） 

 それでは、定刻になりましたので、佐賀市教育委員会８月定例会を開きたいと思いま

す。 

 本日は、６人中６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っ

ております。ご異議ございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは早速、本日の日程に入ります。 

 

日程２ 会議録の承認 

 

（東島教育長） 

 日程２、会議録の報告を求めます。 

 

（志波教育総務課副課長兼総務係長） 

 ７月２４日の定例教育委員会の会議録につきましては、８月２４日に配付しておりま

すとおりでございます。よろしくお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 報告は終わりましたが、報告内容に質疑、あるいは異議ございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、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 

 

（東島教育長） 

 次に、日程３、教育長報告ということでございますが、皆様方のお手元に資料をお届

けしております。 

 昨日は、全日本ジュニアテコンドー選手権に出た子どもたちが市長表敬にやってまい

りました。優勝、入賞者が１７人中１５名ということでした。その中で、最年長の佐賀

北高の女の子でしたけれども、５５キロ以下級で３連覇を果たしております。当日、そ

の３連覇を果たした高校生に今後の夢はと聞いたら、２０２０年の東京オリンピックに

出ることです、とはっきり言ってくれました。何とも頼もしい限りで、それに続く小学

校１年生からの小さい子どもたちが表敬に来ておりましたけれども、本当にテコンドー

のスポーツ人口も多くなってきたなということを痛感したところでございました。 

 それから、もうご案内のとおり、多久のほうでは講師が酒気帯び運転で書類送検をさ

れたと。また、養護助教諭の万引きの事件ということで、本当に不祥事が県下で連続し

て起こったということでございまして、今月３１日でしたか、臨時の東部地区の校長会

が開かれまして、教職員の綱紀粛正について、これは教育長訓示がなされる予定になっ

ております。私どもも佐賀市１，４００名の教職員を抱えておりますので、きょうも校

長会の折に指導をしたところでもございました。 

 それから、年々暑さが厳しくなりまして、猛暑日が各地区で記録的になってきている

と。しかも４０度を超える気温がもう珍しくなくなって、まさに気候変動が始まった。

そういう中で、私どもは学校という子どもたちをあずかる機関を抱えております。熱中

症対策というのは、これからも十分注意をしていかなければならないなということを思

ったところでもございました。 
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 それでは、資料に沿って、１番から報告をいたします。 

 まず、平成３０年度教育庁職員人権・同和問題研修会が７月２５日にございました。

佐賀大学の吉岡教授による「差別を知って考えるわたしたちの今とこれから～部落問題

からＬＧＢＴの人権まで～」ということで講演がなされました。特にこの講演では、部

落差別解消推進法、それからヘイトスピーチ規制法、そして障害者権利条約も含めた障

害者差別解消法などの法に基づいて基本的なことを話されました。私も知っているつも

りで参加したんですが、やはり、特にヘイトスピーチについては、その歴史的な背景と

か認識の度合いというのは、講演を聞いて正しい認識に至ったと思っております。また、

ＬＧＢＴにつきましても、今学校教育でも直面をしております。佐賀市内の学校にも対

象の子どもがおります。その対応をどうするか、学校でも、苦慮しているというよりも、

やはりその対応のあり方が周りの子どもとのかかわりがございますので、どういうふう

にしたらいいのかということで、非常に対応の難しさを感じておると。欧米に比べると、

やはり日本はまだまだこの性的マイノリティについては認識が浅いという思いがしま

す。そういう意味では、やはり学校教育の中でいろんな人権問題が生じているという視

点から、さらに人権教育の指導が必要になってくるということを感じたところでござい

ました。 

 次、２点目でございますが、これは２０１８第１９回国際一輪車競技大会（演技部門）

で出場される予定の表敬訪問がございました。この中で書いておりますように、ビデオ

を見せていただきましたが、この一輪車大会というのは、まさに氷のない地上のフィギ

ュアで、上半身だけ見ていたらフィギュアスケートを見るみたいな感じで非常に美しい

演技でございました。今回出場された方は、ソロエキスパート部門で選抜されて、山口

さんが男子ソロで６位、原さんが年齢別で５位、ペアが５位ということで、世界で成績

をおさめられたということでございました。 

 それから３点目、これは「教育長を囲む会」を行っておりますけれども、１回目と２

回目が終わりました。教育委員の方にもご参加をいただいてご助言をいただいたところ

でございます。管理職等を対象にした囲む会は、学校における働き方改革について、各

学校の実情、取り組みについて協議をいたしました。あるいは課題について明確にした

ところでもございました。それから、２回目は若手教員を対象に勤続１０年未満の先生

方を対象に「囲む会」をいたしました。教育現場でそれぞれが持っている課題を話し合

ったところでもございました。これについては、また３回、４回、５回と開催しますの

で、もし時間が許せばご参加をいただきたいと思うところです。 

 次のページに行きまして、第６８回全国公立小・中学校女性校長会研究協議大会佐賀

大会がございました。女性の現職の管理職の先生でございますが、いろいろと話を聞い

ておりましたら、この組織が昭和２６年に８０人からスタートをしたとのことです。全

国２万校ぐらいございますけれども、その中のわずか８０人が女性だったのが、今や７

００人が集う研究協議会になったということで、女性校長同士が地位確立と人材の育成

に向けて、まさに「同士よ弱らないで、誠実は奇跡を生む」と、これをいつも合い言葉

にして、女性管理職としてお互いに励まし合ってここまで歩んでまいりましたという言

葉が非常に印象的でした。主題に沿って３分科会６分散会に分かれての協議があったと

ころでございます。別添資料をいくつか載せておりますので、参考までにごらんいただ

ければと思います。 

 ５点目です。これは明治維新１５０年の県の事業として、佐賀県と北海道との子ども

の交流会がございました。８月６日から８日まで、北海道の小学生３０名が佐賀を訪れ

ております。そして、歓迎式は赤松小学校の６年生と交流をしたところでございました。 

この交流会を私ものぞかせていただきましたが、各学級で佐賀のことを一生懸命に劇に

したり、あるいはプレゼンをしたりして、北海道の子どもたちに報告をしていたところ

でございます。また、北海道の子どもたちは北海道の子どもたちで、北海道の様子を子

どもたちに紹介をしておりました。今後、またこの交流がどういう形で進むのかわかり

ませんけれども、島義勇を縁にした佐賀と北海道の交流ということで、言うならばその
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一端がここであったいうことを報告しておきます。 

 それから、６点目ですが、第２７回の佐賀市平和展が８月９日から１２日まで開催さ

れたんですけれども、オープニングは、就学前の子どもから大人までのバイオリン奏者

によるコンサートで開幕をいたしました。これは、単なる演奏だけでなくて、教育的に

非常に意義を持った、バイオリンに親しむということの目的を持ってオープニングがあ

ったんですが、その中で、日本の曲のメドレーがありました。まさに私たちが小さいこ

ろ駆けめぐった、あるいは水遊びをした川や山、そういう風景をほうふつさせるような、

言うならば日本人の心を呼び戻すような、そういう演奏でございました。やはり平和と

いうのがいかに大切であるかというのを痛感したところでございます。 

 また、特別企画展の平和を願う「原爆の図」、これは広島に投下された原爆の様子を

その場で目撃をして、その状況を描いた丸木夫妻の作品でした。非常に訴える力があっ

て、原爆の悲惨さが伝わってまいりました。ほかにも「佐賀と特攻」パネル展とかいろ

いろございまして、だんだんと戦争体験者が尐なくなっていく中、いかに語り継いでい

くのか、いかに平和を守っていくのか、平和はおのずと訪れるわけではありませんで、

私たちがこれを後世に伝えていく努力をして初めて成り立つものですから、これについ

ては学校教育の中でも大事にしたい中身だと思ったところでございます。 

 それから、７点目に第２回の青尐年センターまつりが行われました。昨年は開所１周

年を記念して１０月１日に行ったと思うんですが、今年度は夏休みの期間で２日間の日

程で行われました。教育委員の皆さんにもお越しいただいておりましたけれども、実は

私も蒸気機関車のひな型が走るのを初めて見ました。これは、通常は佐野常民記念館に

保管をされていると。レプリカは飾ってあるんですが、実際に動くものは保管されてい

るということで、これがお目見えをして非常にスピードもあって、楽しかったというよ

りも、子どもたちにとってはなぜ蒸気で動くのかという、そういう科学的な興味が湧い

たのではないかなと思ったところでございました。 

 それから、維新将棋まつりというのがございまして、佐賀県で初の女流棋士になりま

した初段の武富礼衣さん、それから佐賀名人を２５期獲得している才田信之さんがゲス

トでお見えになりまして、３０人の子どもたちが本当に自分の持てる力を発揮して将棋

大会に臨んでくれました。もちろん、このお二人のゲストの方もいろいろ質問に答えた

り、あるいは将棋の指導を行ったりして、大変おもしろい、楽しい１日となったようで

ございました。幼稚園児、多分未就学児が何名か来ておったと私は思っておりますけれ

ども、小さい体で指す姿は非常に堂々としていて、大人を見ているような感じで、ああ、

これが将棋のまたいいところかななんて思いながら楽しく拝見させていただいたとこ

ろです。 

 そして、８点目が２０１８年度の佐賀市人権・同和教育夏季講座です。これは、人権・

同和教育に関して認識を深め、そして学校教育に生かすという視点の中で、毎年全教職

員を対象に行っているんですが、今回は藤尾まさよさんと言って、京都市から崇仁発信

実行委員会の代表をお呼びして講演をいただきました。この方は、被差別部落出身で、

就職差別、結婚差別を直に受けられて、そのときの状況、思い、こういうものを生に語

っていただいて、どうあるべきかということで話をいただいたところでございました。

先生方にとっても、夏休みの最後の週でございましたけれども、非常に２学期からの指

導に役立つ講演ではなかったろうかというふうに思ったところです。 

 以上、報告いたします。 

 それでは、質問等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、報告を終わらせていただきます。 

 

日程４ 提出議案 

 

（東島教育長） 
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 続きまして、日程４、提出議案について審議を行いたいと思います。 

 第１４号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規

則』、公民館支援課、説明のほうをお願いします。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 それでは、資料１ページの第１４号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例の

一部の施行期日を定める規則』についてでございます。 

 この規則の制定理由でございますけれども、新しい佐賀市立若楠公民館の供用開始に

伴いまして、佐賀市公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める必要がありま

すので、今回提案をするものでございます。 

 詳細につきましては、議案等資料の１ページをごらんいただきたいと思います。 

 まず、規則の内容ですけれども、本年５月の定例教育委員会におきまして、佐賀市公

民館条例の一部を改正する条例についてご審議いただき、６月議会において承認をいた

だきました。この条例は、若楠公民館と大詫間公民館の２館について、それぞれ公民館

の位置と使用料を改定するものでありまして、改正条例の施行期日は教育委員会規則で

定めることとしておりました。今回、施行期日を定める内容につきましては若楠公民館

のみになることから、一部の施行期日を定める規則となるものでございます。 

 ３番の施行期日は、供用開始日の平成３０年９月３０日としておりますので、その日

から開始となります。 

 なお、落成式につきましては、同日９月３０日の日曜日午前９時半から予定しており

ます。皆様方には後日ご案内をしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 なお、参考までに申し上げますと、大詫間公民館につきましては、また別途定めたい

と考えておりますけれども、現在１１月中旬ごろになろうかと考えているところでござ

います。 

 説明は以上です。 

 

（東島教育長） 

 それでは、規則の説明がございましたけれども、質問ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第１４号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例の

一部の施行期日を定める規則』、原案のとおり承認をいたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（東島教育長） 

 引き続きまして、日程５の報告事項に移ります。 

 「平成２９年度公民館等の運営・事業の自己評価の総括について」、公民館支援課か

ら説明をお願いします。 

 

（山口公民館支援課副課長兼公民館支援係長） 

 それでは、公民館支援課のほうから「平成２９年度公民館等の運営・事業の自己評価

の総括について」、ご説明いたします。関係資料は、お手元の２ページから１２ページ

までとなっております。主に２ページを中心に説明をいたしていきますので、よろしく

お願いいたします。 

 ２ページの上のほうですが、公民館等の運営・事業の状況についてでございますが、

各公民館で自己評価というものをした後に、職員が公民館のほうに出向きましてヒアリ

ング等を行いました。お配りしました資料は、佐賀市内の３１公民館についての評価結

果を記載したものでございます。 
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 まず１番目、公民館等の運営評価です。これは平成２４年に策定いたしました公民館

の指針で示す公民館の果たすべき次の４つの機能・役割、ア）地域の連帯力を高める、

イ）地域の教育力を高める、ウ）地域の課題解決力を高める、エ）地域への情報発信力

を高める、この４つをもとにした１０の評価項目について、資料の３ページと４ページ

に示しております別紙１の様式を用いまして、公民館長による自己評価を行ったもので

あります。その評価を全３１公民館分まとめて記載したものが、５ページにあります別

紙２であります。 

 また２ページのほうにお戻りください。１の(1)のところですが、ここは全体的な評

価でありますけれども、各項目が４点満点掛けるの１０項目ございますので、合計で４

０点満点でありますが、その４０点満点中、２５点から３７点といった形で点数化され

まして、これを全公民館の平均をとりますと３２．２点となっておりまして、３０点を

超えていることから、「概ね十分である」と評価しております。 

 次の(2)の各項目別評価につきましては、各項目別の点数の平均値、５ページの下の

ほうにございますけれども、これを見ますと、最も高いものが「施設、設備は適切に維

持、管理されている」という項目で３．５２点、そして、最も低いものが「市民性を育

む教育事業を数多く実施した」で２．９０点となっております。 

 また２ページのほうにお戻りください。２ページ目の２．公民館等の事業評価です。

これは公民館がそれぞれ自主的に主催している講座等の各事業に関しまして、妥当性、

有効性、効率性、公平性、これら４つの視点からなる１０の評価項目について、お手持

ちの資料の６ページと７ページに記載しております別紙３の様式を用いまして、公民館

長による自己評価を行ったものであります。この評価を全３１公民館分まとめたものが

８ページから１２ページまで、文字が小さいところもございますが、この部分の別紙４

であります。 

 また２ページのほうにお戻りください。この別紙４の評価といたしまして、まず(1)

の合計点数の評価といたしましては、各事業の自己評価の点数が合計４０点満点中、２

０点から３８点となっておりまして、平均で３３．３点となっています。(2)の各項目

別の評価につきましては、自己評価が最も高いものが、「対象と目的が公民館の指針に

沿っている事業となっている」の９７．８％、そして、自己評価が最も低いものが「地

域課題解決のための学習の場を提供し、住民の意識や活動の変容へとつながっている」

の３３．０％です。 

 その下、(3)今後の事業の方向性といたしましては、①拡充が３６件で１１．５％、

②やり方改善が１０７件で３４．３％、③活動量の縮小が７件で２．２％、④終期設定

が４件の１．３％、⑤休止が８件で２．６％、⑥廃止が８件で２．６％、⑦現状どおり

というのが１４２件で４５．５％となっております。 

 その下の(4)は、まとめの部分となりますけれども、(4)事業の数のみでなく、事業の

目的、内容、効果等を含め評価するものであります。各事業内容が、受講者の継続的な

学習や主体的な活動へとつながっていくよう、今後も見直しを図りながら実施していく

必要があります。そしてまた、(5)事業終了後のアンケート集約や経過把握など、常に

ＰＤＣＡを意識して取り組む必要があることから、アンケートを実施していない事業に

ついては、公民館支援課が各公民館に対するヒアリングの中で改善を求めています。 

 以上で説明を終わります。 

 

（東島教育長） 

 今自己評価の総括の説明がありましたけれども、質問はございませんでしょうか。は

い、どうぞ、山口委員さん。 

 

（山口委員） 

 お伺いします。この事業評価集計シートを見ると、大詫間公民館が極端に事業が尐な

いなという印象を受けましたのと、この月曜学習会というのは子どもが絡む事業です
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か、それとも大人向けの事業なのか教えていただきたいと思います。あと、数が尐ない

理由というか、運営上の何か問題等があれば教えていただきたいんですが。 

 

（東島教育長） 

 今の件、よろしゅうございますか。 

 

（山口公民館支援課副課長兼公民館支援係長） 

 今の件は、事業が２つとなっておりますけれども、講座の名称はここにある２つしか

ありませんが、１つの名称の講座でも数多く何回も講座を実施しているというところが

ございまして、その講座の回数のほうで見ますと、資料１６ページの下から３つ目、大

詫間のところに開催回数があります。特に高齢者向けの教育を中心に事業を組み立てて

いる経緯がありまして、高齢者教育のところに４９回というのがあります。特に大詫間

の成人学級に関しましては、より高齢者向けの講座を充実させて事業を実施したといえ

ます。 

 

（東島教育長） 

 講座は尐ないけれども、回数が多いということですね。 

 

（山口公民館支援課副課長兼公民館支援係長） 

 回数を多くしたというふうに評価しておりますので、単純にこの講座の数が多いか

ら、尐ないからと、それだけで判断できるものではないと捉えております。 

 

（山口委員） 

 ということは、この月曜学習会というのは、子ども向けではないということですね。 

 

（山口公民館支援課副課長兼公民館支援係長） 

 そうですね、尐年教育のところに数字等も上がっておりませんので、子ども向けでは

ないと。 

 

（東島教育長） 

 成人向けということですね。 

 

（山口公民館支援課副課長兼公民館支援係長） 

 そうですね、これも成人または高齢者、そういった大人向けの事業であるといえます。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 山口委員さん、よろしゅうございますか。 

 

（山口委員） 

 はい、ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 ほかにありませんか。はい、伊東委員さん。 

 

（伊東委員） 

 まず、１６ページの公民館等主催・共催事業実績がありますが、青年というのはどの

年齢層になるんでしょうか。 
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（山口公民館支援課副課長兼公民館支援係長） 

 中高生から２０代前半ぐらいまでを指しております。 

 

（伊東委員） 

 これは前も私のほうから、公民館のあり方についての疑問点というものを若干申し上

げましたけれども、例えば、１３ページの中ほどの表２つ、年代別対象者別の集約で青

年対象の講座回数が０．７％で、将来、地域をつくっていく青年、つまり高校生、大学

生への取り組みというのが尐なすぎるのではないか。この８ページから１２ページまで

の事業評価集計の表に、例えば、若楠ですと青尐年講座というのが講座名にあるんです。

あるにもかかわらず参加者数がゼロ。子ども食育講座とか子どもえびすガイドとか、子

育てとか、子どもものづくり教室とか、その「子ども」という表現はずっとどこでもあ

るんです。通学合宿しかり、子ども教室しかり。そういう中で、先ほどの青年、２０歳

前後だと思いますけど、例えば、１０ページの若楠の青尐年講座、それから青尐年講座

の夏休みチャレンジ教室、この辺を中心に資料を見たんですけれども、どうも１６ペー

ジの参加者数と連動していないのかなと。 

 ですから、地元に戻ってくる子どもたちをどうやって意識を高めていくのかという取

り組みが、全体として薄いんじゃないかなと思います。これは以前も申し上げましたけ

れども、この辺の取り組みというのをやらないと、地域を活性化していくキーワードが

だんだんなくなっていくのじゃないかなというのを危惧しているんです。現場はやっぱ

り公民館と思いますので、この点について、何かご見解があれば教えてほしいと思いま

すけれども。 

 

（山口公民館支援課副課長兼公民館支援係長） 

 まず一つ、事例として幾つかご紹介ありましたけど、その中で、例えば、若楠の青尐

年講座の部分が出てきましたけど、文言は１６ページの青年とか、文字は同じですけれ

ども、若楠の青尐年講座は小学生向けの事業でありまして、その１６ページで言うとこ

ろの尐年教育のほうに計上されているといった違いがありますので、この青年と書かれ

てある講座名が全て青年に入るというわけではないといったところを…… 

 

（伊東委員） 

 １６ページに尐年教育と別にあるでしょう。それは青年教育と尐年教育に区分けしな

いとおかしいんじゃないですか、。ですから、あえて先ほど年齢をお聞きしたんですが。

私が言いたいのは、このウエートは確かに小さいと思うんです。ですから、将来そうい

うところに主眼を置いてやらないと、年寄りさんばっかりのイメージが非常に強くなっ

て、例えば、小さな町の盆踊りだって、中学生、高校生、大学生が参加するというのが

非常に薄れてきています。 

 ですから、地域の活性化という立場からご指導願えればなと常に思っていますけれど

も、それがどうも、以前も申し上げましたが反映されていない気がしてなりません。確

かに子どもたちのウエートは必要です、通学合宿ですとか。しかし子どもと青年の間の、

中学生の後半から高校生、大学生という子どもたちが地元に残って地元を形成していく

という形を、できましたら特に公民館長さんあたりにご指導を願って、そういう芽を尐

しずつ増やしていくと。これは時間がかかるでしょうけれども、ぜひその辺のお考えも

あわせて、反映させていただければと思います。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 佐賀市の公民館の設置の状況の特徴としては、主に小学校区ごとに設置をしていると

いうのが１つ特徴かなと思っております。どうしても小学校区で大体自治会も形成され

ておりまして、地域というのがどうしても自治会単位、小学校区単位で捉えられるのが

多いのかなと思います。そういうこともあって、公民館の子ども向けの事業というのが、
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地域内の小学生を対象としたものが中心になっているというのは事実でございます。そ

の後、子どもたちが中学、高校と進学するに連れて、だんだんやっぱり公民館から遠の

いていっているというのも事実としてございます。私も以前公民館に勤務していたこと

もありますけれども、やっぱりどうしても中学生、高校生になると、１つは部活だった

り勉強だったり、いろいろとやっぱり忙しくなるというのもありますし、なかなか中学

生を対象にした講座を企画しても参加者が集まってこないというような実態も、以前私

も直接経験をしたことがございます。 

 ただ、伊東委員おっしゃるように、だからといって何もしないというわけにはいかな

いと思いますので、実際公民館、今まちづくり協議会と連携を図って地域コミュニティ

づくり、まちづくりに取り組んでいるわけですけれども、そこを核としながら、いかに

今ご指摘があった中学生、高校生、大学生を巻き込んでいくかというのは、公民館に限

らず、それぞれの地域における課題ともいえるのではないかなと思いますので、そうい

ったところも考慮しながら、公民館とまちづくり協議会と連携をして中高生の参加を促

すと。以前から北川副とか、最近では巨勢もそうですかね、中学生のボランティアを町

民体育大会とか参加してもらって協力をしてもらっているとか、北川副では佐賀東高校

の協力も町の事業とかで協力してもらっているとかいう、公民館の事業には出てこない

部分での参加というのは、ちらほらあってはいるようですけれども、そういったものも

今後ほかの地域で参考にしながら、できる部分からやっていきたいなと、そういう指導、

助言を我々のほうから公民館、現場のほうには伝えていきたいなと思います。 

 

（伊東委員） 

 今おっしゃられることは重々わかります、小学生中心になってしまうというのは。た

だ、私が危惧するのは、地域活動を牽引していくのはやっぱり２０代から３０代、どう

かすると４０代までだと思うんです。実際に地域コミュニティの会合だって、ほとんど

５０歳以上、６０歳以上のグループの話し合いじゃないですか。ですから、それが本当

に行政としても将来、１０年先に機能するのかという危惧をしているんです。ですから、

そういうのをこういう教育委員会の立場で考えたときに、リーダーシップをとる人は公

民館長だと思います。やっぱり地域でリーダーシップをとっていける、イニシアティブ

をとる人材を、尐しずつ１人でも２人でも１０人でもつくっていかないと、本当に地域

はますます沈滞化していくと思います。そこを今ここに皆さん方にお願いをしています

ので。確かに、今子どものウエート高いと思いますよ。でも部活があるから町の盆踊り

行かれん、運動会行かれんというのではなくて、本来ですと、地域行事を中心にした子

どもたちの年間行事というのがあってしかるべきだと思います。ですから、僕は１０年

先の将来を見た公民館長のリーダーシップが必要じゃないかなと。それはもう切実に感

じますので、こういう意見を申し上げたところですから、頭の隅に置いてもらって、公

民館長の教育というものもお願いしたい。高校生から地域離れ、佐賀に残りたくないと

言う子どもたちがどんどんふえていますので、ぜひ地域に残って、地域の活性化に活躍

するような働きかけというのも僕は必要だろうと思います。 

 すみません、長くなりました。 

 

（東島教育長） 

 いいですか、どうぞ。 

 

（山口公民館支援課副課長兼公民館支援係長） 

 補足してよろしいでしょうか。ここでの事業としては、確かに青年教育としては尐な

いというのはありますけれども、子ども向けの講座であっても、そこに高校生を絡ませ

て充実させるという例もあります。 

 例えば、ご紹介いたしますと、資料の８ページの神野公民館のところに「高校生ティ

ーチャー講座」というところがございます。これにつきましては、佐賀商業高校の学生
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さんたちが夏休み期間中に神野公民館へ訪れまして、そこで書道部の学生さんであった

り、いろんなスポーツ系のサークルであったり、そういった高校生の方を実際に講師に

招いて子どもたちと交流をする。そういった事業にも以前から力を入れておりますの

で、この講座の実績数とかには直接影響されることはありませんけれども、支援者の数

というような見方で、より若い人たちを絡ませようという動きは、それぞれの地区で尐

しずつですけど活発化しているといったものもあります。 

 昨年の委員会でもご報告させていただきましたけれども、西与賀公民館でも佐賀大学

の学生さんが公民館事業に一緒になって事業を組み立てているといったところもござ

いますように、尐しずつですが協力者、支援者という形でのかかわり方をしながら、尐

しでも公民館、社会教育といったものに目を向けるよう今後も支援していきたいと考え

ているところです。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 ほかに質問は。どうぞ。 

 

（山口委員） 

 今の説明で１つまたお伺いしたいことがあるんですけど、先ほどの「高校生ティーチ

ャー講座」というのを聞いただけでも、あっ、すばらしいなと思ったんですが、例えば、

公民館長さんたちが集まる場で、今の流れ的には、そういうふうに高校生や中学生を入

れ込んで、という事業を進めておりますというような、何か発表するような場というの

がありますか。 

 

（山口公民館支援課副課長兼公民館支援係長） 

 公民館長さんを毎月集める会議がございますけれども、その中で、きょうのことも報

告するんですけれども、毎年の教育委員会で出た意見などはお話をさせていただくこと

はありまして、去年も、青尐年向けの講座が尐ないといったことはご報告させていただ

きまして、次なる年度の事業計画等に反映させるよう各館で検討していただくようにお

願いをしているところです。 

 

（東島教育長） 

 それは公民館の主事さんの人事も絡めて、異動をしていくことによって広がりも出て

きますしね。 

 ほかにございませんか。はい、どうぞ。 

 

（片岡委員） 

 この自己評価の集計結果は、各公民館にも配付をされているということなんでしょう

か。この集計結果自体を各公民館の館長さんなどは目にされるということなんですか。 

 

（山口公民館支援課副課長兼公民館支援係長） 

 はい、毎年この教育委員会報告後に周知いたしております。 

 

（片岡委員） 

 そうすると、ここに記載がされているほかの公民館での講座内容だったり、自己評価

などは全館長さんがほかの部分も含めて把握されているという理解でよろしいですか。 

 

（山口公民館支援課副課長兼公民館支援係長） 

 はい、そういうことになります。 
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（片岡委員） 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 ほかにありませんか。 

 先ほど青尐年の件が出ておりましたが、公民館の指針で４点力点がございました。連

帯力、問題解決力、地域の教育力。そうしたときに、青尐年の講座の目的というのは、

地域の教育力を高める視点での人材育成のほうにあるといえますか。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 非常に難しい問題だろうと思います。ただ、言えるのは、地域づくりは人づくりだと

思いますので、これは今までもそうだったと思いますけれども、やっぱり公民館のこれ

からの役割としてますます大事になってくるのは、人材の発掘と育成、それを中心とし

ていろんな公民館の事業だったり地域活動の支援だったり、そういったものに発展して

いくだろうなと思いますので、今言ったような人材の発掘と育成という点には公民館の

職員にも今後機会を見つけて徹底をしていきたいと思います。それをそれぞれの公民館

の職員が意識しながら、あとは各公民館の地域性だったり、そういったものをさらに考

えて公民館で事業展開を図っていくということにつなげていきたいなと思いますけれ

ども、何はさておき、やっぱり人材の育成というのが今後ますます公民館の役割として

は大きくなっていくと考えております。 

 

（東島教育長） 

 講座をつくり出すためには、必ず目的があるわけなんですね。その目的が、いろいろ

あるかもしれないけれども、中心はこれなんだというのをビシッと据えておかないと、

何の目的でやっているかわからなくなっていく。 

 ５ページを見ると、地域教育力の人材育成が落ち込んでいますよね。じゃ、これを高

めるためにはどういう講座を組み立てればいいのか、ということに今度はフィードバッ

クしていくわけです。そうしたときに、青年をターゲットにしたどういう事業を催すか、

それと人材育成のスタートは公民館に興味を持つことからスタートしますから、そうい

う視点から、講座の目的というのをしっかり踏まえておかないと、毎年同じ結果しか出

てこないというふうになりますので、そこら辺ちょっと考えていただきたいということ

がありますし、部活との兼ね合いについては、これは学校教育課長にお願いしておった

ほうがいいと思います。やはり地域行事優先であると。特別なことがない限り、やはり

地域行事に参加をするという視点で学校教育は進めていただく。特に部活。これはぜひ

校長会の折に指導をしておきたいと思います。 

 それともう一つ、ＰＴＡとの連携をどう図るかというのもこれは大きな鍵だろうと思

っているんです。ＰＴＡ活動を盛んにやっておりますけれども、地域行事には参加しな

いということになりますと、そこをどうつなげるかというのも１つのキーポイントにな

りはしないかなと思います。 

 それから、９ページの高木瀬のほうに、１０番のところ、１１２番に地域課題解決講

座、これが休止になりますね、５になっています。地域解決力というのは公民館指針の

４つの機能・役割の大きな柱であるわけです。そうしたときに、もう十分だから休止を

しますよということは、ちょっとどう考えてもいかがなものかと。これはやり方を改善

すると言うならわかるんだけれども、なぜやめるのかという、その意図がわからない。

しかも大きな柱の一本になっているのにやめるというふうなことですね。こういうとこ

ろにちょっとずれがあるというふうに思うんですが、いかがですか。どうぞ。 

 

（山口公民館支援課副課長兼公民館支援係長） 

 今の高木瀬の地域課題解決講座につきましては、実はこの後述べます地域課題解決推
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進事業というところの兼ね合いがありまして、県の補助事業との絡みもあるんですけれ

ども、その事業としてはやめるということになりまして、たまたまそれと同じ名称を当

てたものだから、市全体の事業に則して休止というふうなことになりましたけれども、

課題解決の講座は何もしないというわけではありません。既存の事業の中で形を変えな

がら行うという意味で、現在も事業を組み立てられておりますので、ここの見方として

は休止とありますけれども、今までのスタイルでのやり方が中止と、そういうふうにご

理解ください。 

 

（東島教育長） 

 いい説明でよくわかりました。 

 ほかに質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、この件については終了といたします。 

 次に、「平成２９年度公民館等の学習・活動事業実績について」、引き続き公民館支援

課から説明をお願いします。 

 

（山口公民館支援課副課長兼公民館支援係長） 

 では、引き続きまして、資料の１３ページから１８ページまでとなりますが、「平成

２９年度公民館等の学習・活動事業実績について」、ご説明いたします。 

 １３ページの上のほうですが、市内の３１公民館の事業・機能につきましては、Ⅰ．

学習・活動機会の提供、Ⅱ．貸館、Ⅲ．住民自治活動の支援、この３つに大きく整理さ

れまして、以下、平成２９年度の各事業への取り組み実績について記載しております。 

 まず、１つ目の平成２９年度公民館等施設状況です。これにつきましては、資料の別

紙１、１５ページのほうをごらんください。こちらのほうに、各公民館の設置年度、構

造や利用状況などについて詳細に記載しておりますのでご確認ください。 

 また１３ページにお戻りください。続きまして、２番目の学習活動の機会の提供に関

する主催・共催事業の回数や参加者数についてでございます。 

 まず(1)年代等対象者別の集約といったところです。先ほどからの議論の繰り返しに

もなりますけれども、尐年、青年、成人、高齢者、女性という形で分類されております

けれども、それぞれの公民館の詳しい資料につきましては、１６ページに一覧表を載せ

ておりますので、それで見ていただきたいのですが、講座の全体をまず見ますと、回数

が２，６６４回となり、また年代等対象者別では成人の対象者が一番多く、全体の５８．

３％に当たる１，５５４回であると。次いで尐年、高齢者、女性の順となっているとい

ったところです。尐年対象の講座に関しましては、全体の１７．５％に当たる４６６回、

高齢者対象の講座は全体の１６．１％に当たる４３０回、女性対象の講座は全体の７．

４％に当たる１９６回となっております。 

 そしてその下の(2)の表は、これらの講座をテーマごとに集約したものでございます。

分類といたしましては、資料にありますように、家庭教育、家庭生活、青尐年健全育成、

健康、以下全部で１４のテーマに分けられますが、講座への参加者数は全体で１１万７，

４１２人となっております。 

 続きまして、一番下の「(3)上記のうち特色ある事業」です。これまで説明しました

事業の中でも、これには特色ある事業としまして、地域課題解決推進事業と通学合宿、

この２点を上げさせていただいております。資料の１４ページにかけても記載しており

ますけれども、この地域課題解決推進事業につきましては、専門家による講義や演習、

受講者同士の意見交換によって、地域住民が地域をより魅力的にしていくための知識や

手法を学習し、地域課題の解決に向けて取り組む講座というものを９つの公民館で実施

をしたものでございます。 

 この地域課題解決推進事業というのは、佐賀市の単独事業として取り組んだ３公民館

のほか、県の補助事業、地域の学び合い支援事業と言いますが、この県の補助事業とし



 12 

て取り組んだ６館に分けることができます。事業のそれぞれの詳細につきましては、１

７ページの資料の別紙３のほうに記載しておりますのでごらんください。 

 また１４ページのほうにお戻りください。次が②の通学合宿です。通学合宿は、子ど

もの自立性や協調性などの生きる力を育成するとともに、地域の教育力を醸成するため

に行ったものであります。地域の多くの大人の方々の支援により、子どもが数日間家庭

から離れて公民館等に宿泊しまして、炊事や部屋の清掃などの基本的な生活体験を実施

いたしました。全３１公民館のうち、２４の地域で開催されまして、合計で４６３名の

児童が参加をされました。詳細につきましては、１８ページの別紙４のほうに記載して

おりますので、ご確認ください。 

 また１４ページのほうにお戻りください。最後になりますが、３番目のⅡの貸館事業

の状況です。公民館事業の一環として行われている貸館業務の中で、市民の自主的なサ

ークル活動が行われておりますが、この掲げた表は公民館ごとにサークル活動の数を示

したものであります。全３１の公民館で計６９５のサークルが活動されております。 

 以上で説明を終わります。 

 

（東島教育長） 

 質問ございませんでしょうか。どうぞ、小川委員さん。 

 

（小川委員） 

 公民館主催とか自主サークルの中に子育て支援事業等がたくさんあると思うんです

けど、私もそこに参加させていただく機会があり、その中で、資料の１３ページの２番

のところの年代別集約のところでは、対象者はどこに当てはまるんでしょうか、女性の

ところに当てはまるんでしょうか。 

 

（山口公民館支援課副課長兼公民館支援係長） 

 そうですね、女性のところに。 

 

（小川委員） 

 そして、２番目のテーマごとのところでは、家庭教育の部類に入るというふうに理解

してよろしいですか。 

 

（山口公民館支援課副課長兼公民館支援係長） 

 はい。 

 

（小川委員） 

 はい、ありがとうございました。 

 

（東島教育長） 

 子育てサークルは、みな女性ですか。 

 

（小川委員） 

 ほとんどが親子サークルですので、小さい子どもさんとお母様、おばあちゃまもいら

っしゃいました。中にはお父さま、おじいちゃまという方もいらっしゃると思うんです

けど、そこも含めて女性とカウントするのか、あまり見たことはありませんけど、参加

されている方はほぼ女性の方かなと思います。 

 

（東島教育長） 

 女性のほうと家庭生活に入っているということですね、統計では。 
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（山口公民館支援課副課長兼公民館支援係長） 

 そうです、はい。 

 

（片岡委員） 

 すみません、１点いいですか。 

 

（東島教育長） 

 はい、どうぞ。 

 

（片岡委員） 

 この年代と対象者別の集約と、あと女性というのもあるんですけど、結局、その尐年、

青年が女の子とかだったら、女の子の児童だったら尐年とかに振り分けもあるとは思う

んですけど、その区分はどういう分け方になっているんですか。 

 

（山口公民館支援課副課長兼公民館支援係長） 

 そうですね、子どもは女性であっても尐年のほうのくくりで計上していますね。 

 

（東島教育長） 

 そしたら、親子で来たときに女性と尐年、そういう数え方をするんですか。 

 

（山口公民館支援課副課長兼公民館支援係長） 

 どちらが主かというところを捉えて…… 

 

（東島教育長） 

 女性のほうに。要するに親御さんのほうにカウント。 

 

（山口公民館支援課副課長兼公民館支援係長） 

 親御さんのほうが多いかなと思います。 

 

（片岡委員） 

 女性の高齢者はどちらにカウントされるのかなと。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 年々尐なくはなってきているんですけれども、婦人学級とか、女性教室を公民館でや

っておりまして、それは女性を対象にした講座です。ですから、そういう講座がここに

該当するということです。年代別と女性と入っているので、ちょっとそこは紛らわしい

ですけれども、女性というのは女性限定にした講座で、そこに参加された方というのが

中心になるのかなと思いますので、それ以外、広く一般を対象にした講座なんかは、そ

の方がどの年代に入るかというところで区分をしているということでご理解いただけ

ればいいのかなと思います。 

 

（東島教育長） 

 そしたら小川委員さんがおっしゃった子育てサークルは。はい、どうぞ。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 そこは、それぞれの公民館の考え方にもよると思うんですけれども、それ以前に、子

育てサークルも公民館が主催しているもの、共催しているもの、それと場所を提供して

いるものと、いろんな形態があるんですね。その中でも１３ページに書いているのは、

公民館が主催、もしくは共催しているものの参加者を入れておりまして、そのどっちに
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カウントするかというのは、そこまで厳密に我々もルールを決めているわけではありま

せんので、多くは多分お母さんが中心ですので、お母さんが女性ということでカウント

したり成人ということでカウントしたりというところで入っているんじゃないかなと

は思います。 

 

（東島教育長） 

 それでいいと思いますけどね。どうぞ。 

 

（片岡委員） 

 意見なんですけど、女性特有の女性を対象にした講座が女性とカウントされるのは特

に問題はないと思うんですけれども、例えば、子育ての支援というのは、別に女性が子

育てをすることに限るわけではないので、実際参加者は現実的に女性が多いということ

かもしれませんけれど、市や教育委員会が関与して公民館で実施している子育て支援

を、市として女性対象と思っているということ自体が、子育てを両性でやっていかなき

ゃいけないというスタンスから尐し外れてしまうのかもしれないので、そういったこれ

までの先入観というか、子育て支援の親子講座は女性が参加するものというような先入

観に基づいた区分けとかを見直したほうがいいのかなという気もします。お父さんが参

加するのも別に自由だと思うので。女性特有の講座とかも確かにあるとは思うんですよ

ね。いろんな女性のキャリアとかに関するようなものもあると思うんですけど、子育て

支援として広く設定しているのであれば、そこはカウントの区別の仕方だったりも、尐

し見直したほうがいいのかなと思ったので意見を言わせていただきました。 

 

（東島教育長） 

 今の件は、そうしたほうがいいかもしれませんね。女性講座となっているときは女性

でいいんですが、子育て支援となっているときには、例えば、成人に入れるとか、女性

に入れるんじゃなくて、あるいは女性に入れるんだったら男性のほうにも入れないとい

けないし、そういう考え方で見ていくよということであればわかるんですが、男女共同

参画の視点からも、そこは頭に置いておったほうがいいかもしれませんね。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 はい、そこは検討します。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、この件についてはここで終了させてもらいます。 

 続きまして、「公益財団法人佐賀市文化振興財団の平成２９年度事業報告・計算書類

及び平成３０年度事業計画・収支予算について」、文化振興課説明をお願いします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 教育長、申しわけありません。今読み上げていただいたものと、その次の財団の第三

者評価委員会の結果については、内容が関連しますので、続けて説明をさせていただい

てよろしいですか。 

 

（東島教育長） 

 はい、結構です。「平成３０年度第１回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」も一括して説明をお願いします。 

 

（宮崎文化振興課長） 
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 それでは、まず最初に文化振興財団の２９年度事業報告等の説明をしたいと思います

が、資料はこの白い冊子を机上に配付させていただいていると思います。こちらのほう

でまずご説明をさせていただきます。 

 地方自治法の規定で市町が２分の１以上の出資をしている法人につきましては、毎年

経営状況を説明する書類を作成して、次の議会に提出をしなければならないとなってお

ります。佐賀市は文化振興財団に対して３，０００万円、１００％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。来週開会をします９月の定例議会におきまして

書類を提出することになっておりますので、主な点についてご報告をさせていただきた

いと思います。 

 それでは、冊子のほうの４ページからごらんいただきたいと思います。まず、４ペー

ジから９ページにかけて２９年度の事業報告が掲載をされております。主なものを説明

します。５ページのほうをごらんください。５ページの中段あたりから事業の実施状況、

事業の状況ということで書かれております。文化会館の自主文化事業についてまず記載

をされております。内容としましては、体験活動事業、ワークショップなどですね。そ

れと、その下に学校等へのアウトリーチ、６ページのほうに主催事業が載っております。

全体で２万１，９９６人の入場がありました。２９年度で特徴的なこととしましては、

国際交流協会を通しまして、在住外国人を招待してコンサートを実施したということが

あります。外国人の皆さんについては、文化に関する情報が非常に尐ないということで

意義があるものだったようです。 

 続いて、６ページの中ほどからは、東与賀文化ホールの事業を掲載しております。こ

ちらは昨年、宝くじや民間財団の助成を受けて事業を行っておりまして、合計で５，６

３５人の入場者がありました。 

 なお、文化会館や東与賀文化ホールの文化事業の詳細について、この冊子の２２ペー

ジから２５ページのほうに詳細が掲載されています。後ほどごらんいただければと思い

ます。 

 では、７ページのほうに戻っていただきまして、下のほうですが、５番の施設管理事

業についてです。佐賀市文化振興財団は、文化会館と東与賀文化ホールの指定管理者で

ありまして、指定管理期間における目標値等の設定をしています。２９年度は指定期間

の２年目となっておりまして、この表の中の括弧の中に目標値を記載しておりますけれ

ども、今回利用料金、稼働率、来場者数、全てについて目標を上回る結果となっており

ます。その要因として一番大きいのは、昨年の１０月から３月まで、約半年間ですけれ

ども、市内の施設で県立美術館のホール、アバンセのホール、メートプラザのホールが

改修工事のために利用ができなかったということで、その方たちが文化会館や東与賀文

化ホールに流れて利用が集中したということではないかと思っております。 

 次に、１２ページ、１３ページのほうをごらんください。正味財産増減計算書です。

こちらが２９年度の収支決算という形になります。収支の状況ですけれども、１３ペー

ジの下から１２行目なんですけれども、一番左の欄の太枠で区切られたすぐ上の行のと

ころに、当期一般正味財産増減額というのがあります。これが１１１万５，０００円ほ

どとなっておりますが、単年度の黒字ということになります。また、これによりまして、

この表の一番下の行にあります正味財産期末残高が４，０６０万円ほどになっておりま

す。黒字の要因として一番大きいのは、昨年ほどではないんですけれども、文化会館の

自主文化事業で４００万円ほど収益が出たということによるものでございます。 

 続きまして、３０年度の事業計画・収支予算についてご説明をします。同じ冊子の３

７ページから３８ページにかけて事業計画が掲載をされています。例年と違う点といた

しまして、今年度が文化会館の開館３０周年の年ということで、記念事業としてサンク

トペテルブルグ・フィルハーモニー交響楽団の公演を行うというところが例年と大きく

違っているところです。 

 ３９ページ、４０ページに３０年度の予算書を掲載しております。３９ページの中ほ

ど、３０年度の経常収益の合計は、前年度より１，１００万円ほど多くなっておりまし
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て、４０ページの中ほどに今度は経常費用の合計がありますが、ここは前年度より２，

０００万円ほど増額となっておりまして、差し引きをすると１，０００万円ほど赤字に

なるという見込みです。これは先ほどご説明をしましたが、３０周年の記念事業でサン

クトペテルブルグの公演を行うということでこういうふうになっておりますが、ここ数

年、自主文化事業の営業成績がよくて、かなり剰余金が出ているという状況になってお

ります。文化振興財団は公益財団法人でありますので、公益目的事業に係る収入が公益

目的事業に要する費用を超えてはならないとなっておりまして、出た剰余金というのは

解消していく必要があります。今回、その解消方法の一つとして、サンクトペテルブル

グの公演のチケットの代金を下げて利用者に還元するという形で実施をするためにこ

ういった予算措置となっております。 

 これは以上で説明を終わります。 

 続きまして、資料は定例教育委員会資料の１９ページのほうをお願いいたします。 

 佐賀市文化振興財団第三者評価委員会の結果について説明をいたします。この委員会

は、文化会館、東与賀文化ホールを管理運営する佐賀市文化振興財団が行う施設の管理

や芸術文化に関する事業、経営の効率化の状況について外部委員が定期的に評価をして

アドバイスをすることで、管理運営の改善につなげることを目的として、２３年度から

毎年２回開催をしております。今回は、２９年度事業の評価を行うために、７月２３日

に開催をいたしましたので、その内容をご説明いたします。 

 まず、資料の１９ページに記載のとおり、委員の数は８名で、当日は全員にご出席を

いただいて評価をしていただいております。 

 ２０ページをごらんください。こちらは２９年度の実績になります。先ほど経営状況

の報告の際にも申し上げましたけれども、財団では指定管理期間における数値目標とい

うのを設定しておりまして、その項目について、目標値と実績値を示した表がこちらに

なります。①文化会館利用者数から一番下の⑭東与賀の指定管理料、全ての項目で目標

値を達成しております。特に、②の東与賀の利用者数と⑥の東与賀の文化事業の入場者

数につきましては、目標値の２倍程度になっております。 

 隣のページ、２１ページのＡ３の資料をごらんください。こちらが財団の自己評価表

になります。評価表は、施設に関すること、文化事業に関すること、財務に関すること

について、①から⑩の評価の観点によって自己評価をしております。表の右側のコメン

ト欄には、先ほどの２０ページの数値の実績だけでは見えない部分の実績についても書

き加えておりまして、評価の理由として記載をしております。今回の自己評価につきま

しては、３項目とも「概ね良好な成果を収めている」ということで、Ａ評価という評価

をされております。この自己評価の右下のほうに課題への対応状況ということが書かれ

ております。これは２９年度の上半期の評価をしていただいた際に、課題として上げら

れたことにどのように対応したかということで、その指摘をされたことは左側の前回の

委員会、２９年度の課題のところに書いてありますが、例えば、①番のオフィシャルパ

ートナーの増加に関して、１社増というふうな書き方をしてありますけれども、２９年

度の上半期の評価までに既に２８年度から４社増加をしておりまして、この１社と言わ

れているのは、その後の１社の増ということで、その１社については、３０年度からの

増加ということになります。２９年度はオフィシャルパートナーが１０社ということに

なっております。一番右の下のほうですね、３０年度に向けた課題としては、来年佐賀

で行われる総文祭とか、２０２３年の佐賀国体への対応、それから２９年度は良好だっ

た利用者数や稼働率については、今後も目標を達成できるように努めるというところが

書かれております。 

 裏面の２２ページの左半分ですけれども、財団からの自己評価の説明が上半分に書い

てあります。自己評価の説明につきましては、繰り返しになりますので、ここは省略を

させていただきます。下半分に質疑応答が書いてあります。その中で、施設管理に関す

ることの２番目のところに書いてありますが、駐車場の問題について、委員のほうから

ご意見がありました。現在でも文化会館は駐車場が不足しているのに、県が計画してい
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るアリーナができたらどうなるのかというような懸念があり、委員の中からもなかなか

根本的な解決策がないという中で、駐車場がもともとないものだと思っていただけるよ

うにするのも１つの考えであるという意見がございました。 

 文化事業に関することでは、ちょっと先ほどご報告いたしましたが、在住外国人への

取り組みについては評価をいただいたところです。 

 今度右半分が、委員の皆さんの採点結果の集計表になります。評価項目が①から⑩ま

での１０項目、委員の皆さんは各項目１０点満点で点数をつけていかれます。今回委員

が８人ですので、８００点が満点ということになります。一番下にある評価の判定の基

準というのを示しておりますが、満点に対する得点率によって、ＡからＥの５段階で評

価をしております。 

 今回は、施設管理に関すること、文化事業に関すること、財務に関すること、全てに

ついてＡ評価で、総合評価もＡとなっております。今回、まず実績値が全て目標値を上

回ったということでこういった評価をしていただいていると思いますが、委員のコメン

ト欄には、稼働率や利用者数の増加が他の施設の影響であるとしたら、利用者の満足度

やサービスの向上とは関係がないのではと厳しいご意見もいただいているところです

ので、引き続き目標達成や課題解決に向けて文化振興財団のほうと協議をして、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。 

 

（東島教育長） 

 ボリュームのある中身でございましたが、２点について説明がございました。質問は

ありませんでしょうか。なかなか難しいところでございます。はい、どうぞ、よろしく

お願いします。 

 

（小川委員） 

 単純なんですけど、３７ページの事業計画書の中でたくさんの事業が計画されている

んですけど、この日程とかはもうわかっているんですか。こういうものに書くべきなん

ですか、書かないものですか、ちょっと私もよくわからなくて、どうなんだろうと思い

ながら。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 今現在でも全てが決まっているというわけではありませんで、これが大体５月の理事

会、評議会のときに中身は提出をされるものですので、その段階ではあまり決まってい

ない、中には大きな事業は決まっているものもあるんですが、決まっているもの、決ま

っていないものがあるということで、例年日付とかまでは書いていないような状況で

す。 

 

（小川委員） 

 ありがとうございました。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんか。 

 宮崎課長、１点いいですか。こっちの教育委員会資料の２０ページ、心配しているの

が、東与賀の利用者数が２１０％とか、入場者が２０１％とかなっていますよね。そう

すると、来年度の目標どう定めるのというのが１点。というのは、この目標の定め方は

難しいだろうなと。 

 それからもう一つは、利用者数と稼働率の関係、利用者は上がっているけれども、稼

働率は６０％台とか７０％の半ばとか、本来１００％あってしかるべきですよね、本来

は。でも、そこをうんと近づけていかないといけないでしょうから、利用者数が多かっ
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たからいいというものでもなくて、この稼働率との関係をどういうふうに捉えたらいい

のか、この２点をお願いします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 まず１点目ですけれども、目標値については、実は指定管理者が５年ごとでして、そ

の指定管理期間で何年度は何人とか何％とかというのも全て決めてしまっているので、

もうそれは固定になっております。ただ、２９年度は特に高かったということで、前年

度比較とかをしたときには、例えば、また半分とか、そういう形にはなってくると思い

ますが、目標値については大体達成できる感じなのかなとは思っています。 

 それと、稼働率に関して言うと、大体今までは、文化会館は特にそうなんですけれど

も、稼働率は高くても入場者数というか、利用者数が尐ないという状況でした。東与賀

につきましては、ちょっと利用者数も、稼働率も低いようには見えますけれども、もと

もと以前の指定管理者のときは４０％いくかいかないかぐらいであったということで、

尐しずつ上がってきているという状況にあります。稼働率はもちろん上がったほうがい

いんですけれども、どうしても、文化会館は特にそうですが、土日がやっぱり一番とり

たいところということで、今これぐらいの利用率になると、なかなか希望のところがと

れない状況にはなってきてはいますけれども、東与賀は、まだその辺が余裕があるので、

もう尐し上げる余裕はあるのかなと。ただ、稼働率に対して利用者が多いということは、

私たちとしては喜ばしいというか、例えば、さっき自主文化事業の話もしましたけれど

も、そういうのでたくさんの人が来ていただくと、この人数が増えてくるんですね。だ

から、いくら催しが多くて稼働率が高くなっても、人が入ってくれなければ、この利用

者数というのが増えてこないので、稼働率もですが、やっぱり利用者数が増えてくると

いうところが一番なのかなと、多くの人が利用されているということになりますので、

そうかなと思っております。文化会館の稼働率は、これ以上上げるのはなかなか困難で、

もう年末年始とか、そういうところしか空いていないような状況になってきておりま

す。東与賀はもう尐し努力をして上げていくということで。 

 

（東島教育長） 

 ちなみに、最終目標は稼働率は何％になっていますか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 東与賀ですか。 

 

（東島教育長） 

 東与賀も文化会館も。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 一番左の欄の◎目標 ３２年度ということで、施設利用者数と稼働率で文化会館が７

５％、東与賀が６１．３％です。 

 

（東島教育長） 

 すると、もうほとんど目標値に近づいているということですね。達成してきているよ

うな状況ですね。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 そうですね、文化会館は多分今年度もいいと思うんですが、東与賀はやはり２９年度

が特別によかったので、今年度６０％はいかないと思います。まだまだ下がってくると

思います。 
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（東島教育長） 

 ほかにありませんか。どうぞ。 

 

（片岡委員） 

 直接関係ないんですけど、昨年レストランの経営がなかなか公演がない日が大変で、

定着をしてくださるお店が決まるのが難しいというお話だったんですけど、現在のとこ

ろは好調でしょうか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 相変わらず厳しい状況ではあって、何とか続けていただいているというのはあるんで

すけれども、結構収支とんとんな感じになって、余り利益が出てきていないという状況

は聞いています。私も先日、ちょっと行ってみたんですけれども、やはり従業員さんが

尐なくて、そのときはお客様がすごく多かったんですね。１時過ぎに行ったんですけど、

ほぼいっぱいでした。席がもうないぐらいだったんですけれど、従業員さんが尐ないの

で、なかなかうまく回せなかったりとか、やっぱり催し物によっては、催しがあってい

るけれどもレストランに来られないということもあるみたいで、非常に厳しいですね。

やはり差があるので、多いときは多いけれども、いないときはいないということになる

ので、非常に全体の経営としては厳しいことには変わりないかなと思います。 

 

（片岡委員） 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 あそこの収益も同時に上がってくれるとね。 

 

（片岡委員） 

 そうですね、レストランはあったほうがいいですよね。 

 

（東島教育長） 

 なかなか難しいところですね。ほかにありませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問がないようですので、この２件については終了といたします。 

 それでは、いよいよ最後になりますが、「平成３０年度９月補正予算について」、担当

課のほうから説明をしてもらいますが、担当課からの説明の中で、古賀常次郎氏からの

寄附金の活用事業もありますので、議案資料の一番最後に「古賀常次郎氏寄附金の活用

事業」というのがあります。これと見比べながら聞いていただくとよくわかると思いま

す。 

 それでは、教育総務課のほうからお願いします。 

 

（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 それでは、教育総務課の分は私のほうからご説明します。 

 まず、一番上の一般職人件費（事務局費）です。今回補正で約１，０００万円を減額

いたします。これは職員の超過勤務手当及び休日給になります。３０年４月の人事異動、

組織機構の改変に伴いまして、社会教育課の一部、それからスポーツ振興課の市長部局

への移行による減額となります。 

 それから、次が一般職人件費の分です。約４，５００万円の減額補正となっておりま

す。これにつきましても、４月の人事異動に伴いまして人が動いておりますので、その

分の給与諸手当の補正をするものでございます。 

 それから、その下、特別職の人件費でございますけれども、これは７万円の増額とい
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うことで、これは共済負担金率が変わっておりますので、増額補正をするものです。 

 それから、巨勢小学校仮設校舎設置経費でございますけれども、巨勢小学校の児童数

が急増をしておりまして、巨勢小学校の教室不足を解消するために仮設校舎を建築いた

しまして、緊急に対応していきたいと思っております。巨勢につきましては、平成２９

年度からことし３０年度にかけまして、通常学級が１学級、それから特別支援学級が１

学級増加をしております。図工室を普通教室に転用して対応をしているところでござい

ます。特に、特別支援学級の子どもさんが昨年１１人だったのがことし１９人というこ

とで、特別支援学級のお子さんの数がなかなか見込めないという部分もございまして、

今回仮設校舎で対応したいと思っています。仮設校舎につきましては、軽量鉄骨の２階

建てで、４教室を確保するようにいたしております。それに伴いまして、通路とか駐車

場のほうに仮設の校舎を建てますので、そのために駐車場の舗装工事等を行うものでご

ざいます。仮設校舎につきましては、ことし３０年度に建てまして、３３年度までのリ

ースという形で、将来的には教室の増加といいますか、子どもたちの増加を見込みなが

ら、今後管理棟の改修計画もございますので、その中でどういうふうにしていくかとい

うことで、様子を見ながらやっていきたいと考えております。 

 それから、次の巨勢地域ふれあい館の改修費ですけれども、これにつきましては、外

部の塗装工事、それから屋根の部分の塗装工事の経費でございます。巨勢地域ふれあい

館につきましては、巨勢小学校の１３０周年記念で、平成１６年６月に建築をされてお

りまして、老朽化に伴いましててこ入れをするものでございます。現在、主に放課後児

童クラブで活用をしております。それから、この財源でございますけれども、左側に学

校管理費寄附金ということで、同額を上げておりますけれども、先ほど教育長からござ

いましたとおり、別紙の資料の３番目です。巨勢地域ふれあい改修経費の３４２万円に

つきまして、その分寄附金でもって、その改修を行いたいというふうに考えております。 

 教育総務課からは以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 続けて学校教育課お願いします。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 では、学校教育課分は私のほうから失礼いたします。 

 先ほどありましたように、学校教育指導研究費寄附金ということでありまして、道徳

地域教材改訂事業、これは古賀常次郎さんの伝記「どがんね」という本を各学校配付し

ておりますが、それを活用した道徳教育の指導資料、これを教科等部会の道徳部会等の

職員に依頼をしまして、新学習指導要領に沿って指導資料として改訂をするものです。

内訳としましては、改訂委員の謝金、それから、印刷製本費ということで１６万９，０

００円ということで上げさせていただいております。それから、同じく寄附金を利用さ

せていただきまして、ＩＣＴ教育環境維持管理事業、これは小学校分でございますが、

これにつきましても、寄附受納分で道徳教育に関するデジタル補助資料、電子黒板等で

利用しますＤＶＤ教材、これの購入に充てております。内訳としましては、いじめ関連、

「いじめと戦おう」というＤＶＤ教材、それから、情報モラル関連「小学生のためのケ

ータイ・ネット教室」、こういったものを全小学校３５校に配付する予定で購入をさせ

ていただきます。 

 続きまして、次のページでございますが、同じく教育振興費寄附金ということで図書

整備費、これも寄附受納分で、明治維新期に活躍した偉人を中心とした学校図書及び鍋

島小学校の図書の整備・充実に充てさせていただきます。学校図書資料、それから鍋島

小学校の図書整備ということで、それぞれ上げさせていただいております。 

 それから、同じように今度は中学校分でございますけれども、中学校のほうでもＩＣ

Ｔ教育環境維持管理事業ということで、道徳教育で使用するデジタル補助資料の購入、

これも同じようにＤＶＤ教材でございまして、情報モラル関連「ＮＨＫ 事例で学ぶス
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マートフォンのトラブルと対策」、それから同じく道徳ドキュメント「ＮＨＫ 道徳ド

キュメント第３期 全３巻」ということで、これを全中学校１８校分の購入をさせてい

ただきます。 

 それと、同じく図書整備費としまして、先ほど小学校でもありましたように、明治維

新期に活躍した偉人を中心とした学校図書の整備・充実及び道徳教育に関する図書資料

の購入ということで上げさせていただいております。 

 寄附金の分は以上でございますが、もう１点、学校教育課分としましては、今年度英

語指導助手委託業務ということがございます。これはＡＬＴの委託事業、今現在はイン

タラックという会社に委託をしまして、小中学校にＡＬＴの派遣をさせていただいてい

るところでございますが、これの契約が今年度で切れますので、来年度以降３年間の委

託業者をプロポーザル方式で選定したいと思っております。来年度からなんですが、こ

の時期から補正予算をして人を探さないと間に合わないというところもございまして、

この９月補正予算に上げさせていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 学事課お願いします。 

 

（百﨑学事課長） 

 それでは、学事課分でございます。 

 学校給食の一部民間委託事業の債務負担行為でございます。学校給食調理等業務委託

料として、平成３０年度から３３年度まで３億３，４１７万３，０００円を計上するも

のでございます。委託料は実質、平成３１年度から３３年度の３カ年分でございますけ

れども、平成３０年度中に委託業者を選定する必要がございますので、平成３０年度か

ら債務負担を計上するものでございます。学校給食調理等業務委託料につきましては、

契約期間は３年で、特に問題でない場合はさらに３年更新をしまして、最長６年の契約

を行っております。今回対象となります給食室は、６年がたちます２校、３年がたちま

す４校、そして春日北小学校を新たに民間委託とします。６年がたちます２校と春日北

小学校につきましては、プロポーザル方式にて業者を選定いたします。３年更新の４校

につきましては、学校給食調理等業務委託評価委員会におきまして評価を行いまして、

更新するかどうかを判断いたします。 

 

（東島教育長） 

 文化振興課お願いします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 文化振興課です。２５ページお願いします。今回の補正予算は、埋蔵文化財発掘調査

費に関するものでございまして、上から６つの事業ですが、事業名に「国庫」と入って

いるものが国庫補助の対象事業になっておりますけれども、当初予算の編成後に国庫補

助金が２割削減となりまして、事業計画を見直しました。それに伴って、今回補正で歳

入歳出の予算を減額するものでございます。その下の２つ、「県委託」と書いているも

のにつきましても、同じ事業が国庫補助の対象となっておりますので、これも国庫補助

金の減額に伴って２割を削減しております。 

 一番下の「嘉瀬川堤防（国庫委託）分経費」ですけれども、これは国土交通省が行い

ます嘉瀬川の堤防工事に伴って埋蔵文化財の発掘調査をする必要がありますので、所要

の経費を１，１５０万円計上しております。財源については全額国の委託金で賄われま

すので、同額を歳入予算で計上しております。 

 説明は以上でございます。 
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（東島教育長） 

 図書館お願いします。 

 

（江頭図書館長） 

 資料の同じく２５ページ、図書館の補正要求額４５０万円でございます。 

 こちらは、古賀常次郎氏からの寄附金を財源といたしまして、自動車図書館及び６つ

の分館に図書を整備するもので、児童書を中心に子ども向けのＣＤやＤＶＤ、大型紙芝

居などを購入するものでございます。資料の図書館の欄の一番上の行、「図書館資料整

備費」１８万円が自動車図書館の資料購入費になります。また、２行目の「諸富館資料

整備費」以下が各分館の資料購入費でございまして、合計が４５０万円となっておりま

す。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 「平成３０年度９月補正予算について」の説明が終わりましたけれども、質問はござ

いませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問がなければ、これで報告事項については終わりたいと思います。 

 これで全ての報告事項は終わりましたが、その他で皆さん方から何かございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、私のほうから１点、教育委員の現地研修ですが、これについて一応今考えてい

るのは、新聞にも載っておりました武雄市のこども図書館、この視察と、それから武雄

市が個人用のタブレットを全ての子どもに持たせて反転教育を行っていて、４年前に、

始まりに視察へ行きましたですね。その後どういうふうになっているのか、その有効性

を見させていただきたいと。これは今後、ＩＣＴ利活用教育のための環境整備を国が力

点を入れているものですから、１つの参考にしたいというふうに思いますものですか

ら、一応その２つを上げてはおりますが、それ以外にぜひということがありましたら、

次回の研修会のときにでもご意見をいただければと。もしなければ、それで秋口にでも

進めさせていただきたいと。できるだけ第２火曜日を使わせてもらいたいと考えており

ます。 

 以上です。 

 それでは、ほかにないようでしたら、８月の定例教育委員会を閉会いたします。お疲

れさまでした。 

 

 終了時間 午後４時１６分 

 

 


