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日程１ 開会の宣告 

 

（伊東教育長職務代理者） 

 皆さんこんにちは。きょうは教育長が欠席ですので、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第１３条第２項の規定により、私が本日の定例会の議事進行をいたしますの

で、よろしくご協力のほどお願い申し上げます。 

 それでは、早速１２月の教育委員会定例会を開催いたします。 

 本日は、教育長と小川委員さんが欠席でございますけれども、６人中４人の委員が出

席をしておりますので、適法に委員会が成立しております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の日程につきまして配付をいたしておりますので、日程のとおりお願

いしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議ないようですので、この日程どおりに進行を行います。 

 

日程２ 会議録の承認 

 

（伊東教育長職務代理者） 

 日程２、会議録の報告を事務局お願いします。 

 

（志波教育総務課副課長兼総務係長） 

 １１月２７日の定例教育委員会の会議録につきましては、１２月２０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。 

 

（伊東教育長職務代理者） 

 報告は終わりましたが、この報告内容に質疑ありませんか。 

    〔「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 

 

（伊東教育長職務代理者） 

 続きまして、日程３の教育長報告については割愛をいたします。次回にでも教育長出

席の折にお願いをいたしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

日程４ 提出議案 

 

（伊東教育長職務代理者） 

 続きまして、日程４、提出議案です。 

 第２１号議案『佐賀市学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則』及び

第２２号議案『佐賀市教育委員会事務専決規則の一部を改正する規則』について、関連

する議案ですので、教育総務課から一括してご説明をお願いいたします。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 教育総務課の中尾です。私のほうから説明をさせていただきたいと思います。 

 定例教育委員会資料１ページをお願いいたします。あわせて議案等資料１ページに規

則の新旧対照表を掲載しておりますのでごらんください。 

 第２１号議案『佐賀市学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則』及び

第２２号議案『佐賀市教育委員会事務専決規則の一部を改正する規則』につきましては、

関連しておりますので一括して説明をさせていただきます。 
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 先日１２月１１日、教育委員会研修会におきまして、佐賀市立小中学校における学校

体育施設開放事業の見直しについてご報告をさせていただきました。 

 本日の第２１号議案、第２２号議案は、その事業見直しに伴い必要となる規則を改正

するものでございます。 

 現状、学校現場が多忙化する中で、学校体育施設開放事業に関する事務手続や手順が

煩雑になっていることから、学校現場の意見を聴取した上で業務の見直しを行うもので

す。見直しの主な内容につきましては、利用許可申請書の様式を統一し、様式の複写化

を行うこと、許可書交付時に押印しておりました学校長印を教育長印の印影に変更する

こと、年間登録団体の利用申請期間を拡大することなどを行い、業務の改善を図りたい

と思います。 

 これによりまして、定例教育委員会資料１ページ、佐賀市学校体育施設の開放に関す

る規則中の利用申請書、許可書などの様式の削除を行います。 

 第６条中のただし書きにつきましては、現行規則では使用予定の１カ月前から利用申

請ができることとしておりますが、事務手続を毎月しなくていいように、学校の要綱等

で年間登録団体の申請期間を複数カ月まとめて申請できるように、ただし書きを加え申

請期間を広げるものでございます。 

 また、第１５条につきましては、現行は学校長に当該事務を委任しておりますが、教

育委員会の事務として位置づけるために削除を行うものです。 

 最後に、附則にありますように、この規則の一部改正につきましては、施行期日を平

成３１年４月１日とし、また、改正前になされた手続等の行為につきましては、有効で

ある旨、経過措置を設けるものでございます。 

 続きまして、第２２号議案『佐賀市教育委員会事務専決規則の一部を改正する規則』

でございます。定例教育委員会資料３ページ、議案等資料は５ページをお願いいたしま

す。 

 第２２号議案につきましても、第２１号議案でお願いした改正に伴いまして、教育委

員会の事務として位置づけ、教育長印を利用し、小中学校長に学校施設等の使用許可を

専決させる必要がございますので、第４条の小中学校長の専決事項に学校開放規則に基

づく開放校の体育施設等の使用許可という内容で専決の範囲を明確にして追加するも

のでございます。 

 なお、この規則の改正につきましても、施行期日を平成３１年４月１日としておりま

す。 

 説明は以上です。 

 

（伊東教育長職務代理者） 

 ありがとうございました。 

 この件で何かご質問ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第２１号議案『佐賀市学校体育施設の開放に関する規則の

一部を改正する規則』及び第２２号議案『佐賀市教育委員会事務専決規則の一部を改正

する規則』は、原案のとおり承認します。 

 続きまして、第２３号議案『佐賀市立小学校及び中学校通学区域審議会委員の委嘱に

ついて』、学事課から説明をお願いいたします。 

 

（百﨑学事課長） 

 第２３号議案『佐賀市立小学校及び中学校通学区域審議会委員の委嘱について』でご

ざいます。資料は４ページになります。 

 ことし４月に西与賀校区自治会協議会に所属をしておりました平松北自治会が日新

校区自治会長会の所属に変更となっております。 

 議案等資料の１０ページ、１１ページでございます。 
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 平松北自治会の場所につきましては、議案等資料の９ページに地図をつけております

が、国道２０８号線と県道５４号線が交わります交差点の北側に当たります。これまで

日新校区に接し、多くの児童・生徒が日新校区に通学をしております。その後、ことし

の７月に平松北自治会から議案等資料の７ページにありますとおり、西与賀校区から日

新校区への通学区域の変更の要望が出されております。 

 このような通学区域の設定及び改廃につきましては、最終的には教育委員会の会議に

お諮りをして決定をいたしておりますけれども、その前段で佐賀市立小学校及び中学校

通学区域審議会に諮問し、答申を得る必要がございます。 

 今回お諮りしている議案につきましては、この通学区域審議会が平成２０年度以来開

催をされておらず、審議会委員の任期が切れて欠員となっておりますので、このたび改

めて審議会委員を選任いたしまして、審議会を組織するものでございます。 

 議案等資料の１２ページをごらんください。佐賀市立小学校及び中学校通学区域審議

会条例を掲載しております。 

 第２条、所掌事務に先ほど説明しましたとおり、教育委員会の諮問に応じ、児童又は

生徒の通学区域の設定又は改廃に関する事項を調査審議し、意見を答申するとありま

す。 

 審議会委員につきましては、第３条に規定をしておりまして、学識経験を有する者、

市職員、その他教育委員会が必要と認める者から教育委員会が委嘱し、又は任命すると

なっております。 

 議案のほうに戻ります。５ページをお願いいたします。 

 こちらのほうに名簿を掲載しております。 

 今回、表のとおり西九州大学名誉教授 古賀靖之氏、佐賀市ＰＴＡ協議会会長 小林

敬治氏、佐賀市自治会協議会副会長 福田忠利氏、佐賀市小学校長会日新小学校校長 

大曲尚美氏、佐賀市中学校長会城西中学校校長 大藪日左恵氏、佐賀市教育委員会学校

教育課長 松島正和氏の６名の選任議案を提出するものでございます。 

 なお、ＰＴＡ協議会、自治会協議会からは、それぞれ推薦をいただいた方を上げさせ

ていただいております。 

 委嘱年月日は、平成３１年１月３０日、任期が２年間で、平成３３年１月２９日まで

でございます。 

 なお、今後の予定につきましては、平成３１年１月３０日に１回目の審議会を開催す

る予定としております。ここで委員の委嘱を行うとともに諮問をいたします。答申をい

ただきましたら、この会議にお諮りをしますので、よろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

 

（伊東教育長職務代理者） 

 ありがとうございました。 

 この議案について、何かご質問、ご意見ございますか。はい、堤委員さん。 

 

（堤委員） 

 質問というか、確認なんですけど、先ほどのご説明、平成２０年より会議なく欠員と

いうことなんですが、それまでの委員さんの人数とか構成というのは今回と同じでしょ

うか。 

 

（鶴澤学事課副課長兼学務係長） 

 学事課の鶴澤と申します。この事務を担当しています係長になりますけれども、平成

２０年に会議があっております。その際には、委員が１３名か１４名おりました。その

中身を見ますと、平成１７年に市町村合併をしまして、当時のＰＴＡ組織が旧佐賀市の

ＰＴＡの会長、副会長、それから北部のＰＴＡの会長、副会長、それから南部のＰＴＡ

副会長ということで、ＰＴＡ全体で６人の出席があっておりました。あと、この委員の
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メンバーにつきましてはほとんど同じですけれども、ほかに子ども会の担当の会長さん

が入っておられました。 

 今回につきましてはこの６名ということで、ＰＴＡ関係が南部とか北部はもうないと

いうことでしたので、会長にお願いしたところでございます。 

 以上です。 

 

（伊東教育長職務代理者） 

 今の回答でどうですか、堤委員さん。よろしいですか。 

 

（堤委員） 

 はい。 

 

（伊東教育長職務代理者） 

 ほか何か。片岡委員さん。 

 

（片岡委員） 

 この審議会が設置された後に校区の調査・審議をして意見を答申するというふうに条

例には規定があるんですけれども、今後のスケジュールといいますか、その審議の後、

どのような形で校区の変更について、いつごろ意見が出てくるようなイメージなんでし

ょうか。 

 

（鶴澤学事課副課長兼学務係長） 

 この審議会の流れにつきましては、今回、この委員の皆さんのご承認をいただきまし

て、１月３０日に１回目の会議を開催したいと思っております。その中で、今回の通学

区域の変更ということで、その会の中で検討して協議していただいた上で、また答申と

いう形で教育委員会のほうにお願いをしたいというふうに考えております。 

 学級編成、学校関係は毎年４月１日に始まりますので、できれば、その４月１日の前

までに教育委員会のほうで協議していただいて、校区の変更ということで、市内全部の

小中学校等に周知をできればと考えております。 

 

（片岡委員） 

 それじゃ、今年度中ぐらいに動いて答申がされるということで大丈夫なんですかね。 

 

（鶴澤学事課副課長兼学務係長） 

 はい。 

 

（片岡委員） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

（伊東教育長職務代理者） 

 一応今年度中にいろいろ決定をしていくということだろうと思います。 

 ほか何かございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議ないようですので、第２３号議案『佐賀市立小学校及び中学校通学区域審議会委

員の委嘱について』は、原案どおり承認します。 

 

日程５ 報告事項 

 

（伊東教育長職務代理者） 
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 引き続き、日程５の報告事項に移りたいと思います。 

 「第６回佐賀市民芸術祭の結果報告について」、文化振興課から説明をしてください。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 それでは、定例教育委員会資料の６ページからお願いいたします。 

 １１月９日から１１日にかけて、佐賀市文化会館で開催をしました第６回佐賀市民芸

術祭の結果についてご報告をさせていただきます。 

 期間中は会場にお越しいただきました教育委員の皆様ありがとうございました。 

 ３番のところに記載をしておりますように、来場者数が今回１万２，８００人となり

ました。昨年が５周年ということで、著名なゲストもお呼びをした中で、１万３，８０

０人という過去最高の人数となりまして、ことしはこれが通常年に戻るということで集

客を心配しておりましたけれども、まずまずの結果だったと思っております。 

 ４番目にアンケートの集計結果を記載しています。括弧の中に前年度の数値を記載し

ているところです。例年、性別から日頃の芸術文化の鑑賞機会というところまでは、ほ

ぼ同じような傾向であまり変化がないところなんですが、今回は少し傾向が違うところ

がありまして、性別ですね、大体女性がかなり多いというところなんですが、今回は男

性がかなり、前年よりも１０ポイントほど増加をしているというのが目についておりま

す。 

 ６ページの一番下の公演等の印象や７ページの芸術祭全体の印象がよかった方、この

芸術祭に参加して、今後のコンサートや展覧会を鑑賞したいと思った人の割合というの

は、いずれも過去最高の数値となっております。 

 その下の芸術祭の参加回数ですが、ここも例年とは違う傾向が出ていまして、例年は

「初めて参加した」という方と「参加したことがある」、「毎回参加している」という、

いわゆるリピーターの方の割合が大きく違わない、どちらかといえば初めての方が多い

という傾向でしたが、今回この両者の差が１５ポイント以上ありまして、リピーターの

方が大幅に増えております。この原因がはっきりしないんですけれども、昨年は稲垣潤

一さんがゲストだったオープニングですとか、中越典子さん、はなわさん、宇都宮直高

さんのトークショーなどに初めて芸術祭に来られた方が数多くおられましたので、その

方たちがことしも引き続き来ていただいたということがあるのか、あるいは広報が行き

届かずに初めてのお客様を呼べなかったということなのかわかりませんが、いずれにし

ても、今後も少し傾向を見ていく必要があると思っております。 

 次に、５番の成果と課題ですが、まず、目に見える成果としては、来場者数が目標１

万人を達成できたというところです。 

 冒頭にも申し上げましたように、周年事業の翌年で集客を心配しておりましたが、想

像以上の集客数でしたし、アンケートの評価も非常に高いものでした。来場者数の目標

達成ができた要因としまして、黒の四角で動線というところから、次のページのプレイ

ベントの実施というところまで記載をしております。特にプレイベントについては、昨

年初めてゆめタウンで実施をしたということが当日の誘客に有効だったということで、

ことしも引き続き行いまして、また維新博の会場のほうでも実施したということが効果

的だったと考えております。 

 ８ページには２つ目の成果として、出演者の参画ということを記載しておりますけれ

ども、これも昨年と同様、屋外ステージやイベントホールの催しについては、出演者の

代表の方にほぼお任せすることができましたし、ことしは総文祭の前年ということで、

ブラスステージやパフォーマンスなど高校生の出演が多かったんですが、この若者たち

が非常に盛り上げてくれまして、会場全体が非常に活気のあるものとなりました。 

 次に、次年度に向けての課題を３点上げております。 

 プログラムについてはマンネリ化しないようにというのはもちろんですが、今回ホー

ルごとの催しが重なるところがあって、どちらにも行きたかったのに片方しか行けなか

ったという声があったことですとか、土曜日と日曜日の集客にかなりの差がありました
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ので、そのあたりの工夫が必要だと考えております。 

 ②の若年層に来場してもらうための工夫というのも引き続き必要だと考えておりま

す。 

 ３番目の来場者の交通手段の確保についてですが、来年度から県の総合運動場の整備

が始まりますと、現在総合グラウンドの駐車場を借りたりしておりますが、それが借り

られなくなります。また、車を運転されない方で会場に行きたいけれども行けないとい

う方たちのために、何らか対策を考える必要があるのではないかと思っているところで

す。 

 最後に、昨年５回目という節目で非常に多くの方に来ていただきまして、同時に芸術

祭もようやく定着してきたのかなという感覚を持っておりましたが、ことしは昨年に比

べると派手さはない企画が多かったにもかかわらず、また多くのお客様に楽しんでいた

だけたというのは大変ありがたいと思っております。 

 実行委員会及び事務局では、もう来年度の準備を進めているところです。来年度もま

た多くの方に喜んでいただけるように、そういった芸術祭を目指していきたいと考えて

おります。 

 報告は以上になります。 

 

（伊東教育長職務代理者） 

 ありがとうございました。 

 この件で何かご質問、ご異議等ある方はお願いをしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ちょっと私のほうからよろしいですか。公演等とか芸術祭の印象とかも９０％以上、

「とても良かった」とか「良かった」とかいう、非常にすばらしい結果で文化振興課の

努力に敬意を表したいと思いますが、次年度に向けての課題の中で、特に若年層、若者

向けの企画の検討とあります。昨年度よりはそれでも約５ポイントぐらいは上がってい

ますよね、３０代以下が。ただ、６０代、５０代が７０％ということですから、ここに

挙げられている若者向けの企画の検討というのは、何か具体的な案とかはあるんです

か。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 １つは今回も高校生の出演が多かったということで、お友達が出ているから自分も来

ようとか、そういう動きはありましたので、今回は、来年が総文祭の佐賀大会があると

いうことで、宣伝も兼ねて出てくださいというふうにお願いしたんですけれども、高校

生に出てもらうのは引き続きいいなと思っていることですね。それと、やはり子どもさ

ん向けのものというのがなかなかよそでは少ないという話も聞いていますので、子ども

さん向けのものを引き続きやっていくことで、その親の世代なんかも来ていただけるの

ではないかなというふうに考えているところです。 

 そうは言っても、やはりこういうものに来るのはどうしてもご年配の方が多いので、

かなり努力をしないと若い方には来ていただけないかなと思っているので、また実行委

員会の中でいろんな案を練りながらやっていきたいと思っております。 

 

（伊東教育長職務代理者） 

 ありがとうございました。 

 それから、来場者１万２，８００人の交通手段の件ですけど、桜マラソンは１万人弱

かな。それでシャトルバスが出ているじゃないですか。シャトルバスの検討というのは

考えられないんですか、ポイントポイントに、例えば学校とか。 

 

（宮崎文化振興課長） 
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 実は１年目に、シャトルバスではないんですけど臨時バスを出していただいて運行し

たんですけど、乗る人がほとんどいなかったというのがありまして、桜マラソンと違う

のは、この１万２，８００人というのが実人員ではありませんで、延べ人数ですね。そ

れぞれのコンサートに来られた方の延べ人数になっていますので、実人員はもっと少な

いかと思っています。 

 ただ、ちょっと１点実行委員会の中でも問題になっているのが、どうしても来場者を

見ますと旧市内の方が多くて、旧町村ですね、特に北部とかの方が、三瀬とか富士の方

は非常に少ない状況でありますので、たくさんは出せないですけど、富士なり三瀬なり

からバスをちょっと出して、試験的にそういうのをやってみてもどうだろうかというふ

うな話は出ておりますので、それは考えたいと思います。 

 

（伊東教育長職務代理者） 

 ありがとうございました。特に総合グラウンドの整備が具体的になっていますので、

来年度はこれによって来る人が減少しないようにご努力をお願いしたいと思います。 

 何かほかございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 その他質問がないようですので、ここで報告事項については終わります。 

 

日程６ その他 

 

（伊東教育長職務代理者） 

 それでは、日程６、その他で何かございますか。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 社会教育課でございます。お手元のほうに白い封筒で式辞と書いております封筒を置

いております。先月の教育委員会でご説明申し上げました来年１月１３日の成人式の市

長の式辞でございます。お忙しい中申しわけございませんが、よろしく代読のほうをお

願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

 

（伊東教育長職務代理者） 

 ありがとうございました。この件ではよろしいですかね。 

 それでは、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たいと思

います。 

 

 終了時間 午後２時５８分 

 

 


