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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。これより佐賀市教育委員会８月定例会を開きます。 

 本日は、東島教育長が所用のため、会議冒頭に不在となります。 

 そのため、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、

教育長が不在の間、定例会の議事進行をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、委員会に入ってまいります。 

 本日は、現時点で６人中、教育長を除き５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と考えておりました

が、教育長が不在ですので、日程３の教育長報告につきましては最後にしたいと思いま

すが、ご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これより本日の日程に入ります。 

 

日程２ 会議録の報告 

 

（伊東教育長職務代理者） 

 日程２の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２３日の定例教育委員会の会議録につきましては、８月２２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。報告内容に質疑はありませんか。 

    〔「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４ 報告事項 

 

（伊東教育長職務代理者） 

 それでは、次に日程４の報告事項に移ります。 

 「公益財団法人佐賀市文化振興財団の平成３０年度事業報告・計算書類及び２０１９

年度事業計画・収支予算について」、文化振興課から説明をしてください。 

 

（横田文化振興課長） 

 それでは、資料は別冊の冊子になっております資料になります。よろしくお願いしま

す。 

 「公益財団法人佐賀市文化振興財団の平成３０年度事業報告・計算書類及び２０１９

年度事業計画・収支予算について」、説明を行います。 

 こちらは地方自治法の規定により、市長が出資をしている法人等について、毎年度経

営状況を説明する書類を次の議会に提出しなければならないとなっております。佐賀市

は、佐賀市文化振興財団に対し３，０００万円出資しておりますので、次の９月定例議

会へこの冊子を提出いたします。 

 そのため、主な内容について報告させていただきます。 

 ４ページのほうからお願いいたします。４ページのほうから３０年度の事業報告が記

載されております。主なものについて説明いたします。 
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 ５ページの中段あたりからお願いいたします。事業の実施状況として、文化会館の自

主文化事業について記載されております。内容としては、体験活動事業、学校等へのア

ウトリーチ、次のページの６ページに記載されております主催事業を行いまして、全体

で２万１，３９９人の入場があっております。３０年度の特徴的なことといたしまして、

文化会館開館３０周年記念事業を実施したことでございます。平成元年の開館記念事業

と同じオーケストラを当時と同じチケット代で実施いたしております。 

 続きまして、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。

こちらは初めて一般財団法人地域創造の公共ホール音楽活性化事業の助成を受けて、ア

ウトリーチや主催事業を行うなどをいたしました。 

 なお、文化会館・東与賀文化ホールの文化事業の詳細につきましては、２２ページか

ら２６ページに掲載しておりますので、後ほどごらんください。 

 次に、１２、１３ページをごらんください。こちらは正味財産増減計算書で、３０年

度の決算の収支がわかるものになります。収支の状況ですが、１３ページの下から１２

行目、一番下の左の欄の太枠が区切られておりますすぐ上ですけれども、当期一般正味

財産増減額というものがございます。２，１００万円ほどのマイナスとなっておりまし

て、単年度では収支は赤字ということになっております。また、これによりまして、一

番表の下にあります正味財産期末残高が１，９５０万円ほどとなっております。平成２

７、２８年度に黒字の決算となりまして、かなり剰余金が出ている状況になっておりま

した。文化振興財団は公益財団法人でございまして、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いうことになっておりまして、２７、２８年

度に多く出ました剰余金を解消していく必要がございます。その解消の方法の一つとい

たしまして、先ほど少し申し上げました文化会館開館３０周年記念事業といたしまし

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のチケット代を下げて利

益者に還元するということを行ったところでございます。 

 続きまして、４０ページ、４１ページをお願いいたします。こちらは３１年度、今年

度の予算書を掲載しております。３１年度の収益計は前年より６９９万円ほど増額して

おりまして、経常費用につきましては前年度よりも１１７万円ほど減額となっていると

ころでございます。それによって、経常収支は約１７０万円ほどの赤字となる見込みと

なっております。 

 こちらの冊子につきましての説明は以上です。 

 

（伊東教育長職務代理者） 

 何かご質問はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問がないようですので、この件については終了します。 

 教育長がいらっしゃいましたので、ここで議事進行を教育長にお返ししたいと思いま

す。 

 

（東島教育長） 

 大変ご迷惑かけました。今戻ってまいりました。 

 それでは、次の報告事項に移りたいと思います。 

 「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」、文化振興

課から説明をお願いします。 

 

（横田文化振興課長） 

 資料の１ページをごらんください。こちらから「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」、説明させていただきます。 

 資料１ページの下のほうに四角囲みで書いておりますとおり、この第三者評価委員会

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の事業内容につき
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まして、外部委員が定期的に評価し、アドバイスすることで管理運営の改善につなげる

ことを目的といたしまして、平成２３年度から年２回開催しているところでございま

す。今回は、平成３０年度事業の評価を行うため、７月２４日に開催しております。議

会にも毎年この時期に評価結果を報告させていただいているところでございます。 

 まず会議概要の出席者の記載にありますとおり、委員数は、この委員は全員で８名い

らっしゃるんですけれども、今回につきましては６名にご出席いただき評価をしていた

だきました。 

 次のページ、２ページをお願いいたします。こちらは３０年度の実績になります。財

団では指定管理期間における事業改善計画を策定しておりまして、その中で評価指標と

なる数値目標を設定しております。その数値目標について、それぞれ目標と実績値を示

した表がこちらの２ページの表になります。右から３列目に達成度という列を示してお

りますけれども見ていただいて、今回、③番の文化会館の稼働率、こちらがわずかに目

標に届いておりませんでしたが、それ以外の項目につきましては目標を達成していると

ころでございます。 

 続きまして、３ページをお願いいたします。こちらは財団の自己評価表になります。

評価表は上から施設に関すること、文化事業に関すること、財務に関することにつきま

して①から⑩の評価の観点により自己評価をしております。表の右端のコメント欄に先

ほど２ページの数値実績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、自

己評価の理由として記載しております。 

 自己評価結果ですが、右から２番目の自己評価の欄ですけれども、施設管理に関する

ことは、文化会館の利用者及び東与賀文化ホールの利用者稼働率は目標を達成できてお

りましたけれども、文化会館の稼働率が達成できていなかったことでＢ評価としており

ます。２)の文化事業に関すること。３)の財務に関することにつきましては、高い成果

をおさめているということでＡ評価にしております。３０年度の特徴的なことといたし

ましては、⑤番の右のコメント欄に書いておりますけれども、東与賀で初めて、先ほど

の説明とも重複いたしますけれども、地域創造の助成で公共ホール音楽活性化事業を活

用いたしまして、３カ所４公演のアウトリーチを初めて実施したところでございます。

また、⑧のところのコメント欄に記載しておりますように、オフィシャルパートナーが

１社ふえて１１社ということになっております。 

 一番下の欄のところに自己評価（総合）のところにありますけれども、３０年度上半

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対し、どう対応したかとい

うのを記載しているところでございます。さらに、一番右下のところに２０２０年度に

向けた課題としていくつか書かれておりますけれども、その一つとして、佐賀市と連携

して２０２３年の国民スポーツ大会・全国障がい者スポーツ大会、佐賀大会に向けた施

設整備について対応することなどが上げられております。 

 続きまして、裏面４ページをお願いいたします。左半分には財団からの自己評価の説

明内容と質疑応答の主なものを記載しております。自己評価の説明はこれまでの説明と

重複しますので省略いたしますけれども、下半分の質疑ですけれども、２)の文化事業

に関することでは、文化事業を決める際の悩みはないかとか、３)の財務に関すること

では、職員の超過勤務の時間数はどうかなどといった質疑がございました。 

 同じ４ページの右半分、こちらが委員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、委員は各項目１０点満点で点数をつけていただきます。今回、

委員が６名出席でしたので６００点満点となります。一番下に評価の基準を示しており

ますが、満点に対する得点率によってＡからＥの５段階の評価というふうになります。

今回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、全てについて得

点率が８１％を超えておりましたのでＡ評価、総合評価につきましてもＡ評価となって

いるところでございます。今回は文化会館の稼働率がわずかに目標に届きませんでした

が、それ以外の項目につきましては目標を上回ったためこのような評価をいただいてい

るのかと思います。また、令和元年度の課題といたしまして、市民ニーズの収集、広報
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のあり方などが上げられているところでございます。 

 佐賀市といたしましても、この評価結果や委員の皆様からのご意見を受けて、引き続

き目標の達成や課題解決に向けて財団と協議しながら、今後の運営に活かしてまいりた

いと思っているところでございます。 

 説明は以上です。 

 

（東島教育長） 

 今、第三者評価委員会の評価結果の説明がありましたけれども、ご質問ありませんで

しょうか。 

 

（伊東委員） 

 全体像を見ると、非常にすばらしい業務結果じゃなかったかなと思いますが。文化会

館の稼働率の数％を除いて、ほとんど達成されていますね。 

 それで、３ページの２０２０年度に向けた課題の中で、「２０２３年国民スポーツ大

会に向け、佐賀市と連携して施設整備を進める」とありますが、これは例えば、どうい

う施設整備のプランがあるんでしょうか。 

 

（横田文化振興課長） 

 今現在、佐賀県のほうでＳＡＧＡサンライズパーク、アリーナを建設しております。

そのため、あの周辺の交通状況も変わってきたり、駐車場問題もございます。今現在、

佐賀県ともいろいろと一緒になって協議しております。また、そうなりますと文化会館

と総合体育館の入り口を今のままでいいのかとか、駐車場の利用の仕方も今のままでい

いのかとかいうような問題もなってきます。そうなりますと、文化会館側もＳＡＧＡサ

ンライズパークの整備と連携をとりながら整備をしていかなければならないというよ

うな状況になっておりますので、今後具体的に詰めていくことになると思いますので、

それをきちんと２０２３年に向けてスケジュールに合わせながらやっていかなければ

ならないということで掲げているところでございます。 

 

（東島教育長） 

 よろしいですか。県の施設整備に絡めてということになりますから。 

 ほかに質問ございませんか。よろしゅうございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、質問がないようですので、この件については終了といたします。 

 次に、「平成３０年度公民館の運営状況について」、公民館支援課から説明をお願いし

ます。 

 

（藤本公民館支援課公民館支援係長） 

 それでは、公民館支援課から「平成３０年度公民館の運営状況について」、説明をさ

せていただきます。資料は５ページ以降となります。 

 説明は大きく分けて２点ございます。５ページの太字、グレーで網かけした部分にな

りますけれども、１点目として、公民館の運営評価及び事業評価結果、２点目が公民館

の学習・活動実績ということになります。 

 まず、公民館の運営評価及び事業評価の実施根拠につきましては、記載のとおり社会

教育法第３２条並びに公民館の設置及び運営に関する基準に基づき実施をしているも

のでございます。矢印の下の部分、(1)公民館の運営評価につきましては、公民館が果

たすべき４つの役割、地域の連帯力、地域の教育力、地域の課題解決力、地域への情報

発信力、これらを高めるための事業運営が行われているのか、また、実際に機能が高ま

っているのかどうかということを各公民館の自己評価により検証をしているものでご

ざいます。 
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 次に、(2)公民館事業評価につきましては、それぞれの公民館における講座・事業の

実施結果を公民館自らが評価し、その結果を事業実施に活かす、いわゆる「ＰＬＡＮ－

ＤＯ－ＳＥＥ」のマネジメントサイクルの確立を目指すために実施をしているものでご

ざいます。いずれもあくまで自己評価として実施をしているものでございます。 

 それでは、次のページ、６ページをお願いします。別紙１でございます。 

 公民館運営評価の視点、評価の根拠を示したものでございます。表の左側が評価項目、

それぞれの評価項目に基づいた着眼点ごとに計１０項目で評価をしております。評価の

点数としましては５点満点で、１０項目合計で５０点満点として評価をしております。 

 次の７ページをお願いいたします。別紙２でございます。全３２公民館における自己

評価の結果を掲載しております。表の一番下、平均の部分をご覧ください。評価点３点

が「水準を概ね満たしている」という点数となりますので、どの項目につきましても平

均以上の点数とはなっておりますけれども、中でも評価が若干低く出ている項目とし

て、表の中ほど、地域教育力の中の人材育成が５点満点中３．４点、１つ飛ばして、課

題解決力の中の課題把握が５点満点中３．３点ということでなっております。 

 まず、人材育成の部分で評価点数２となっております２６番の三瀬公民館ですね。そ

れと３１番の東与賀公民館の評価の理由としましては、人材の発掘や掘り起こしについ

て取り組んではいるものの、まだまだ十分とはいえないという評価でございます。 

 それから、課題把握の部分で評価点数２となっている２７番の南川副公民館の評価項

目としましては、講座等で課題に対する情報提供などは行ってきたけれども、それが住

民の自主的な動きにはつながっていないと。また、積極的に意欲を持って各事業に参加

をされている方がいる一方で、受け身的にただ参加している方も見受けられると。こう

いった部分で少し厳しい評価となっております。 

 次のページをお願いします。８ページ、別紙３でございます。公民館事業評価の視点

ということでございます。評価区分としましては、目的妥当性、有効性、効率性、公平

性の４つの視点に基づきまして、こちらも１０項目で評価をしております。合計点数、

総合評価が４０点満点となっておりまして、その評価結果を踏まえて次年度以降の事業

の方向性を決定しているものでございます。 

 次のページをお願いします。別紙４、Ａ３横長の資料になります。 

 先ほどの評価の視点に基づきまして評価を行った結果でございますけれども、ここで

は各公民館で実施している講座・事業のうち、特に自己評価が高かったものを抜粋して

おります。抽出の基準としましては４０点満点中の３７点以上ということで、９割を超

える評点の講座を抽出しているものでございます。全体としまして、１７公民館の２３

講座を高評価として掲載をしておりますけれども、中でも子どもに関係する講座が１１

講座と多い傾向にございます。いくつかご紹介をさせていただきますと、上から５番目

ですね、公民館名の順でいくと５番目の神野公民館、高校生ティーチャー講座でござい

ます。これは７月から８月、夏休みの期間中、それから１２月の冬休みの期間中で合計

１１回開催をされておりますけれども、内容としましては、佐賀北高校と佐賀商業高校

の生徒が先生となりまして、バスケットボールであるとかバレーボール、フェンシング、

それから文科系でいいますと書道であったり、それからお菓子づくりなどを小学生に教

えて交流をするという事業でございます。 

 次に、真ん中下ほど、高木瀬公民館の児童ウェンズ午後の教室という講座でございま

す。これは５月から３月まで、計６回開催をされておりますけれども、内容としまして

は、学校が早く終わる水曜の放課後に児童の居場所づくりを兼ねまして、地域の方々と

ふれあいながら工作であるとかお菓子づくりなどを行うというものでございます。 

 全体としまして、公民館の自己評価が高く出ている傾向として、例えば、定員に対す

る申込者数が多かったりであるとか、参加者の満足度が高い、これはアンケートによる

満足度になりますけれども、こういった講座につきましては、事業の実施成果として高

評価につながっているというような傾向にございます。 

 次のページをお願いします。別紙５です。こちらは逆に自己評価が低い事業を掲載し
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ております。抽出の基準としましては、４０点満点中２４点以下、６割を下回る評点と

いうことで抽出しております。時間の関係もございますので、こちらも２つほど説明を

させていただきます。 

 まず、表の一番上段、松梅公民館の暮らしとお金の入門講座でございます。これは１

月から２月にかけて３回実施をされておりますけれども、４０点満点中１０点という評

価になっております。評価の根拠、今後の方向性の欄を見ていただきますと、月刊公民

館という情報誌であったり、証券会社の担当者の話を聞いたりと事前の調査を行ってい

たけれども、住民へのニーズ確認が不十分であったということ。また、野村證券の講師

を招いて実施をされておりますけれども、内容が非常に専門的であり理解が難しい部分

があったということでこういった評価になっております。 

 次に、上から４つ目、東与賀公民館の折り紙教室をご覧ください。６月から１月にか

けて計６回実施をされております。合計評価点数が４０点満点中１８点という評価にな

っております。こちらは受講者からの希望が多く、満足度も高い講座でございますけれ

ども、文化祭への参加もなく、他の参加者と一緒にサークル活動をするというよりも個

人的に楽しみたいという人が多いということ。それから、参加者間の交流と学習成果を

広げてもらう人材を育成するという事業目的との乖離があるということから、このよう

な低い点数となっております。 

 これらの評点が低く出ている事業につきましては、次年度以降は廃止や休止といった

形で事業を一旦取りやめるもの、また継続をする事業につきましては、事業のやり方を

抜本的に見直すということとされております。ここまでが公民館の運営評価及び事業評

価の結果の報告ということになります。 

 次のページをお願いします。別紙６以降は公民館の学習・活動実績の報告ということ

になります。 

 まず、別紙６、Ａ３横長の表になります。平成３０年度公民館主催・共催事業の実績

一覧をまとめたものであります。講座事業のテーマごとに見ますと、最も多く実施され

たのが左から４つ目の地域の連帯に関する事業ということになります。 

 一番下の合計欄で見ていただきますと、講座回数が５４６回、参加者数が５万８，４

１９名となっております。この地域の連帯に該当する講座事業としましては、文化祭で

あるとかふれあい祭り、それから将棋・囲碁などのサロンなどが含まれますけれども、

特徴的なものをいくつか挙げますと、例えば、勧興公民館で実施をされている勧興まち

の駅という事業でございます。これは毎月第２土曜日にイベントとして開催をされてい

るもので、お祭りであったりクリーンウオーク、それから少年の主張大会、防災などと、

内容は月変わりでございますけれども、交流の場としてカレーなど食事の提供なども行

われております。 

 それから、日新公民館で実施されているにっしん茶屋、これは幼稚園の年長児さんに

対しまして３回の実演指導ということで、お茶の淹れ方、出し方、いただき方の実演指

導を行いまして、地域の保護者であったり年中児さんをお茶でもてなすというような実

演でございます。こういった事業がこの地域の連帯の中に含まれております。 

 次に、裏面をお願いいたします。１２ページ。一番右側の合計欄の左隣になります。

国際理解という欄です。一番下の合計欄を、回数としては６回と少なくはありますけれ

ども、特徴的な講座を実施されております。いくつかご紹介をしますと、上から５つ目

の神野公民館ではいきいき学習講座として、全６回この講座を開催されているんですけ

れども、そのうちの１回の講座で国際理解講座「ミャンマーを知ろう」というテーマで、

ミャンマーからの留学生と地球市民の会からの講師を招いて講演をしていただいたと

いうものでございます。 

 それから、一番下から３つ目、３０番の大詫間公民館におきましても、月曜学習会と

いう全３９回の講座の中の３回で佐賀市国際交流員による異文化に関する講演という

ものを実施されております。 

 １２ページの合計欄の一番下を見ていただきますと、平成３０年度合計が２，７６７
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回の講座回数となっておりまして、参加者数で約１２万人ということになっておりま

す。昨年度の数値をここに開催はしておりませんけれども、昨年度の参加者数が１１万

７，０００人ということでありましたので、３，０００人ほど増加をしているという状

況でございます。 

 次、１３ページをご覧ください。別紙７でございます。平成３０年度通学合宿の実績

一覧になります。全体で２３地域において２泊３日、もしくは３泊４日の日程で通学合

宿が行われております。各地域の参加者数、それから地域の支援者の数はご覧のとおり

でございます。なお、表の下のほうですね、未実施ということで９地域を上げておりま

すけれども、この未実施の理由としては、応募者が少なかったために中止をしたところ、

それから台風のために実施ができなかったであるとか、公民館の建設工事のために危険

性を考慮して実施をしなかったであるかとか、通学合宿の代わりにＰＴＡ主催の夏休み

宿泊会を実施した校区もございます。また、協力団体の減少により開催が困難となった

というような地域もございます。 

 このような現状を踏まえまして、通学合宿の実施に当たっては方針の見直しを行って

おります。見直しの内容としましては、従来の通学合宿の形式に限定することなく地域

の大人たちが、地域の子どもたちは地域で育てるという地域の教育力を高める機運を醸

成するために有効な事業を実施していただくこと。それから、地域の協力団体との協議

の結果、通学合宿自体を廃止であるとか休止とする場合でも、子どもの自立を促すよう

な類似の事業を実施していただくなど、地域の実情に応じた事業展開をお願いすること

としております。 

 それでは、次のページをお願いします。１４ページ、別紙８でございます。平成３０

年度公民館サークルの一覧になります。左側の表が分野ごとの一覧、それから右側の表

が公民館ごとのサークルの数ということになっております。ここには記載をしておりま

せんけれども、平成２９年度時点でのサークル数が合計で６９５団体でございましたの

で、マイナス９団体というような状況になっております。 

 なお、右側の公民館別の表の２４番目、松梅公民館のサークルの数がゼロということ

になっておりますけれども、松梅公民館自体が平成３０年４月末に開館をしております

関係で、５月時点の数としてはゼロということになっております。 

 以上、公民館の運営及び事業評価、それから学習活動実績の報告ということで終わり

たいと思います。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、今の公民館運営状況について質問ございませんでしょうか。 

 

（片岡委員） 

 説明ありがとうございました。公民館の事業評価の結果について、評価が低い事業、

１０ページの部分で、今後の方向性で廃止だったり、やり方改善をされるということな

んですけれども、この事業を廃止したり休止したりする場合は、どなたが決定するよう

な手続をとられるのか教えていただけますか。 

 

（藤本公民館支援課公民館支援係長） 

 基本的には各公民館のほうで判断をしていただいております。 

 

（片岡委員） 

 そうすると、もう公民館長さんなどが判断して、今年でこれは廃止ですという決定を

されるということなんですか。 
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（藤本公民館支援課公民館支援係長） 

 そうですね、この事業評価に当たっては、うちの公民館支援課でもヒアリングを各公

民館に実施をしますので、この評価結果の話を伺いながら、いろんなアドバイスをさせ

ていただいた上で、最終的には公民館のほうでどうするかという最終の判断をしていた

だきます。 

 

（片岡委員） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 通学合宿は、もうどこの地域も公民館事業になっているんですか。 

 

（藤本公民館支援課公民館支援係長） 

 実施の主体ということで言えば、青少健がメインにされているような校区もありま

す。 

 

（東島教育長） 

 ということは、鍋島のほうが通学合宿を休止ですというのは、これは公民館が主体事

業としてやっているからということですかね。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 資料１０ページの子育てフリースペースのことですかね。 

 

（東島教育長） 

 高木瀬校区。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 高木瀬は、さっき藤本係長が説明したように、昨年度、それまで通学合宿を必ず実施

する方向でそれぞれの公民館、地域とも調整をしてくださいというような方針のもと

で、言い方はちょっと適切ではないですけれども、半ば強制的にやらされていたという

ところも中には実際あったんです。私も地域の方から、地域の中で通学合宿に関しては、

もうスタッフとか協力者も少し疲れてきたというような声も耳にしましたので、それじ

ゃだめだなと、やっぱりやらされている意識で公民館も地域もやっているのでは成果は

上がらないだろうということで、それだったら、もしそういう地域があるのであれば、

一度この機会に抜本的に見直しをしてくださいと。選択肢として廃止とか休止も視野に

入れていいですよと。ただ、やりたくないからやらないということは、それはやめてく

ださいねという話を館長会でしたところです。 

 それを受けて、それぞれ公民館が音頭をとったり、通学合宿の実行委員会の中での話

し合いだったり、様々な場面で話をした結果、高木瀬は一旦こういう通学合宿について

は再度時間をかけて協議をしていこうということで休止に至ったということでありま

す。ですから、通学合宿はしないにしても、それにかわるような子どもたちの体験する

事業だったり、そういったものはそれぞれの公民館で企画運営はしてもらっております

ので、先ほど私が言ったようなことを踏まえて、高木瀬でいったんそういう結論を出さ

れたというところでございます。 

 

（東島教育長） 

 ほかに質問ありませんか。 

 

（伊東委員） 
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 すばらしい、まさしくＰＬＡＮ－ＤＯ－ＳＥＥがなされているなと感心して聞いてい

ましたが、１つだけ、１２ページの国際理解、これは以前にも、まなざし運動の中で少

し視点を国際的に変えるという思想も要るんじゃないかという質問をしたことあるん

ですが、８月５日に、どこの校区と言いませんが、中国との国際交流―これは青少年の

スポーツ交流で、総勢４０人で指導者が８名でした。そのときに私がある公民館に事前

に案内文を出しておったんです。でも、当日館長も担当者も全然現れない。後で写真だ

け撮りに来ましたけど、それは写真ぐらい撮ってくれという依頼を私がしたからでしょ

うね。ただ、そのときに何気ない言葉でしょうけど、「がん忙しかときに、そんなとこ

ろ来れない」という表現があったんですね。私ちょっと首をかしげたんですが、無理に

は言いませんでした。ただ、そのあと市長表敬訪問もあって、市長は本当に快く中国の

人たちとの面会に臨まれてですね。そのとき感じたのは、田舎の公民館ですから、意識

がまだ国際的な感覚としては足りないのかなと。海外から来るというのはめったにない

ことですし。 

 これは県のスポーツ協会と日本スポーツ協会からの依頼で開催をしたんですけど、ぜ

ひもう少し前向きに国際的な感覚というものも公民館として持っていただきたい。ちょ

っとそのときの公民館長の行動は、非難するわけじゃないですけど、ちょっと私の感覚

からすれば首をかしげたことでしたから、逆にここに国際理解というのが上げられたこ

とについては非常に感心をしてすばらしいなと思いましたけど、やはりこれが末端まで

浸透するようにご指導をお願いしたいなと思います。 

 それから、以前人材育成はどうなっているのかとここで発言をしたことがあります。

しかし、これについては今日きちんと人材育成という項目もここに触れられています

し、以前申し上げた内容についてはすっきり方向づけとして間違いなく指導されている

なという感じを受けましたので、改めてここで理解を示したということをお伝えしたい

と思います。ぜひ国際理解、今、田舎でもやはり人材不足で、ベトナム、あるいは中国、

それから先ほど出たミャンマーなど、非常に外国人が増えているんですね。ですから、

そういう面も含めますと、国際理解というものは非常に今後公民館活動としても大事じ

ゃないかなという気がしましたので、ここで意見を言わせていただきました。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 何かございましたら。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 今ご指摘があったように、なかなか意識としてはまだまだそう高いとはいえない状況

にあるのかなというのは私も思っております。そうは言っても、いくつかの公民館では

そういう具体的な取り組みもあっていますので、国際理解に限らずですけれども、そう

いう特色的な事業とかは、ほかの公民館にも情報提供をしながら、佐賀市の公民館とし

ていろんな分野での主催事業だったり、その地域とのコラボレーションだったり、そう

いったところが今後展開していけるように公民館支援課としての役割、機能を今後も果

たしていきたいと思います。 

 

（伊東委員） 

 私がそのとき思ったのは、先ほど言ったように、地域支援機能というのが公民館の中

にあると思うんです。それであの捉え方でしたので、ちょっと正直残念なことでしたけ

ど、今後よろしくお願いしたいと思います。 

 

（東島教育長） 

 講座の回数が三瀬の１９回と春日北の２６４回、かなりの開きがあるんですが、ここ

はどういうふうに解釈すればいいんですかね。スタッフの数は同じですよね。 
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（藤本公民館支援課公民館支援係長） 

 回数が多いところは、例えば、１つの講座でシリーズもので、例えば、１年間で何十

回ということでされているところもあります。そういうところで回数が多くなっている

というようなこともあるかと思います。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 春日北公民館で言えば、囲碁・将棋のサークル的なものも公民館も共催しているよと

いうふうな位置づけでしていますので、その分も春日北はカウントされていたり、だか

ら、そういったところで春日北が少しその分、数が多くはなっております。ですから、

そこら辺のカウントの仕方といいますか、そこでも少し差があるのは事実ですけれど

も、確かに三瀬は、三瀬に限らず新しくできた松梅もしかりですけれども、なかなか公

民館、旧佐賀市で言う公民館というイメージがまだ住民に定着していないというところ

で、現場は少し苦労があるようです。 

 

（東島教育長） 

 どちらにしても情報を提供したり共有したりしながら、やはり自分の地域に合った必

要な講座は組み立てていかないといけないでしょうし、シリーズでやるというのは私は

大事なことだと思います。継続していくというのは。ただ、回数があまりにも差があっ

たものですから、どういうふうに解釈したらいいのかなと。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〕 

 質問がないようですので、この件については終了したいと思います。 

 次に、「令和元年度９月補正予算について」、担当課のほうから順次説明をお願いしま

す。教育総務課のほうからお願いします。 

 

（宮崎教育部副部長兼教育総務課長） 

 では、資料１５ページをお願いいたします。令和元年度９月補正の一覧表が載ってお

ります。まず、教育総務課分です。まず、歳出の事業名のところを見ていただきたいと

思いますけれども、１つ目が春日北小学校校舎増築事業でございます。春日北小学校は

児童数及び特別支援学級の数が増加をしておりまして、教室不足が生じているところで

す。今年度は児童数が５３５人、学級数が特別支援学級を含め２３クラスとなっており、

多目的室の普通教室への転用や、特別支援学級については１つの教室をパーテーション

で区切るなどして教室を確保しているところですが、今推計ができる令和７年度までは

少なくとも児童数が大幅に減少するという見込みがありませんので、今回、木造平屋の

校舎を増築して２教室分を確保することとしております。 

 今回の補正予算ですが、２９０万９，０００円で設計の予算になります。今年度設計、

来年度工事というスケジュールで進めてまいります。それに対する歳入としましては、

合併特例債を使うということで２７０万円を計上しております。 

 その下の職員人件費でございますが、２，３８９万円の減額となっております。これ

は４月１日の人事異動に伴って給料や職員手当について、諸手当について決算見込みに

より減額するものでございます。 

 教育総務課は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 次に、学事課お願いします。 

 

（百﨑学事課長） 

 続きまして、学事課分でございます。学校給食調理等業務委託料として、令和元年度
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から令和４年度までの債務負担を計上するものでございます。委託料は実質令和２年度

から４年度の３年間分ですが、令和元年度中に委託業者の選定を行う必要がございます

ので、今回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、

さらに３年間更新し、最長６年の契約を行っております。今回対象となる給食室は、６

年がたちます２施設、３年がたちます６施設、そして諸富学校給食センターを新たに民

間委託とします。資料表中、中ほどの学事課の欄ですが、１段目が新規で委託をします

諸富学校給食センターで、限度額が８，６０３万１，０００円です。２段目が更新をし

ます中部学校給食センターで、限度額が２億６，８２６万４，０００円です。そして、

３段目がそれ以外の再選考と更新の小学校の学校給食の一部民間委託事業、限度額３億

３，６６３万３，０００円の債務負担でございます。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 では、社会教育課お願いします。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 社会教育課から、３段落目の佐野常民記念館展示設備改修事業に伴う債務負担行為で

ございます。 

 この事業につきましては、今年の４月の教育委員研修会におきまして、基本設計が終

わった段階の展示改修の概要をご説明しておりました。現在、この改修につきましては

実施設計を行っておりますが、同時に実施しております企画調整部三重津世界遺産課が

所管する三重津海軍所跡ガイダンス施設と同時に、令和３年９月ごろにリニューアルオ

ープンを予定しており、進捗を合わせる必要から、今年度に業者選定、契約を行い、改

修期間に複数年度を要するため、今回債務負担行為をお願いするものでございます。 

 改修の対象年度としましては、令和元年度から３年度までで、令和２年３月に委託契

約の締結、令和３年８月ごろまでに展示改修を終了する予定であります。また、令和２

年１２月議会で関連条例の改正議案を上程する予定としております。予算としまして

は、令和元年度から令和３年度までの３カ年で７，５３４万１，０００円以内の委託料

を限度額としてお願いするものでございます。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 ９月補正予算の説明ありましたけれども、質問ございませんか。 

 百﨑課長、諸富給食センターあたりが一部民間委託になった場合には、県費負担の栄

養教諭なり学校栄養職員の配置はどうなりますか。 

 

（百﨑学事課長） 

 一部民間委託につきましては、調理の部分と、あとは食器を洗ったりとか、その部分

を委託にかけるというので、ほかは変わらないような状況になりますので、結局、献立

とかを作るのは今までどおりということです。 

 

（東島教育長） 

 もちろん献立は作成するけれども、極端に言えば、仕事の分量は減りますよね。検収

までで、調理指導に入らないから。 

 

（百﨑学事課長） 

 そうですね、はい。 
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（東島教育長） 

 そうすると、給食センターのほうに栄養教諭がいるんですか。 

 

（百﨑学事課長） 

 給食センターのほうにいます。 

 

（東島教育長） 

 直接指導できないですよね。 

 

（百﨑学事課長） 

 委託業者の責任者の方への指示という形になります。 

 

（東島教育長） 

 そのあたり整理してくださいませんか。学校籍であって、今までは調理業務も直接指

導をして、そして調理場に実際に入って調理指導までやっておったと。ところが、今度

は検収まではやるけれども、それ以降については直接指導ができませんよね。打ち合わ

せはできても。ということは、その間の職務が少なくなる分、栄養指導あたりに力を入

れるようにしていかないといけないということになると、学校籍であって学校にいない

という状況は、今までは当然そうせざるを得なかったけれども、今後はそのバランスを

考えないといけないかなと思いますから、ちょっと検討しておいてください。 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問等ないようですので、報告事項について終わりたいと思います。 

 

日程５ その他 

 

（東島教育長） 

 それでは、その他の項目について何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

日程３ 教育長報告 

 

（東島教育長） 

 最後に私の報告を簡単にさせていただきます。 

 資料をお上げしておりますが、反対からいきましょう、３ページから。 

 今日は佐賀市人権・同和教育の夏期講座ということで挨拶に行っておりました。これ

は佐賀市の主催でございまして、文化会館大ホールで１，８００人程度、全部の教職員

がそろう悉皆研修なんです。ですから、最後の締めと、２学期に向けてのことで、私も

どうしても顔を出したいという思いがあったものですから行ってきたところでござい

ます。 

 それから８番目、これは佐賀県市町教育長協働会議で、23日ですから先週ですね。こ

れは３点、働き方改革と学力向上と不登校問題について議論をいたしました。特に働き

方改革では、超過勤務時間のカウントの仕方を県全体でそろえると。今まではそれぞれ

の服務監督権者である市町教育委員会でカウントをしておりましたけれども、全県的に

どこに教職員が異動しても同じようなカウントができて、同じように比較ができるよう

に、このカウントの仕方をそろえるということで話し合いがなされたところです。 

 学力向上につきましても話し合いがなされまして、最終的には学年の壁、それから教

科の壁を超えて組織として取り組んでいかないといけないという結論に達しました。 

 それから、不登校問題、これにつきましては不登校の比率がやや伸びていると。これ
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は国全体もそういう方向にあるんですけれども、この不登校問題をどのようにするかと

いうことで話があったところでございます。これについては、後でまた資料等を出せた

ら出したいと思っております。 

 ７番、全九州中学校長会研究大会、これは文化会館で行われておりますけれども、こ

こに書いているとおりで、この日は学校教育課長が私のかわりに行ってくれました。私

は佐賀市主催の「早稲田・佐賀２１世紀子どもプロジェクト」の講座のほうに主催者と

して行ってまいりました。 

 ６番に移ります。佐賀市歯科医師会との協議会です。これは毎年やっているんですが、

端的に言って３点書いております。要保護児童対策の推進ということで、特に歯科とい

う視点から児童虐待を発見しようという動きですね。これにつきましては、国のほうで

も児童虐待における歯科医師との連携強化ということで、具体的に出てきておりますの

で、今後は歯科医師会との連携の中で手だてを組んで、そして児童虐待の発見に努める

ことも必要になるということです。 

 ２つ目は、中学生の口腔内疾患対策について。ここでやはり強く言われたのは、中学

校のフッ化物洗口の件です。今年度、佐賀市の中学校だけがやっていないという状況に

なってしまいました。また、なっていくようです。そういうことで、非常に外堀が埋め

られて窮屈な思いをしていますけれども、これの良し悪しというよりも、働き方改革が

あったときに、果たして歯の健康というのを学校で実践するようなところまで学校教育

の中身なのかどうか。小学校は今やっています。中学校になると、家庭の中で子どもた

ちが主体的に、あるいは家庭教育の一環としてやる中身ではないかなという思いもよぎ

るんですね。しかしながら、どの市町もやっているということを考えますと、今後も歯

科医師会との話し合いの中で、非常にこれは大きな課題になってくると考えておりま

す。 

 ３点目が、スポーツ歯科医学の推進についてでございます。子どもたちのスポーツ中

の歯の健康、歯を守るということ、これは非常にこれから大事になってくると。俗に言

うマウスピースを使ったスポーツがありますね。やはり体同士がぶつかり合うような競

技については、歯の健康を損なうということがありますので、それについての指導者の

意識改革、あるいは指導者の意識啓発を図ってほしいという要請なんですね。そういう

ことで、例えば、部活動指導者が組織している中学校体育連盟、こういう中でもやっぱ

り検討していく必要があろうと思いますので、これは私のほうから中体連のほうに話を

持っていってみたいと思っておるところです。 

 ５番目、佐賀県特別支援教育研究大会がメートプラザでありました。特に最近は障が

い者差別解消法が施行されてから、やはり国を挙げて共生社会の実現ということに取り

組んでおりますし、学校教育の中でもインクルーシブ教育を初めとして、障がい者が地

域の学校で学ぶというような取り組みをやっているところですので、これからもどんど

んそういう状況が出てくると考えております。 

 一方で、非常に理解をしながらも、やはり施設設備なり、指導者なりの不備な面があ

るものですから、なかなか十分にお応えできていないというのも現状にありますので、

今後も環境整備に向けて努力する必要があろうと思っています。 

 ４点目は栄の国祭りです。本当にかんかん照りの非常にいい天候の中でパレードがで

きました。さわやかな汗をかきました。 

 ３点目、久米島交流ですが、これは後で報告を受けまして、百崎部長を団長に１６人

が２泊３日で久米島に向かいましたけれども、途中幾分のハプニングがあったようでご

ざいますが、いくつかの行事の変更はあったものの、充実した交流ができたということ

でございました。１２月には向こうのほうから冬の交流でやってまいりますので、さら

に子どもたち同士の絆が深まるもの考えております。 

 次、２点目に移ります。教育長を囲む会、これは教育委員さん方にも参加をいただい

ております。１回目は北山東部小学校で採用１０年未満の若手教員との意見交換でし

た。一番うれしかったのは、まだまだ意欲をしっかり持ってやってくれているというこ
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とです。この意欲を大事にして育てていきたいなと思いました。 

 それから、北川副小学校で教務主任以上の学校経営に携わる教職員を対象に、若手教

師の指導のあり方ということで、それぞれ学校は工夫してやっていただいておったとこ

ろです。今後もまた、この囲む会はあと３回ほどございますので、時間がございました

らぜひ参加をいただいて、ご指導いただければと思います。 

 １点目、これは２０１９佐賀総文です。もう随分前になりましたけれども、本当に一

言で言いますと、こういうふうに高校生が主体的にやれるのか、と感心したところでご

ざいました。本当に開会式からパレード、そして私は特別支援学校と美術工芸、それか

らマーチングバンド・バトントワリング、この部門に参加をしたわけでございますけれ

ども、本当に一生懸命子どもたち頑張ってくれていました。挨拶は一番高校生が上手で

した。もう本当に来賓の挨拶もありましたし、いろんな方々の挨拶もございましたが、

高校生の挨拶が一番上手でした。開会式は秋篠宮皇嗣殿下、妃殿下がお見えになりまし

た。かなり長くお見えになりまして、この開会式から夕方のパレードまで、そして明く

る日は、私が行きました特別支援学校の発表、そして、あといくつか行かれたようでご

ざいますけれども、子どもたちは本当にいい経験をしたなと思ったところでございまし

た。 

 以上で報告を終わります。質問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、これで８月の定例教育委員会を閉会いたします。どうもお疲れさ

までした。ありがとうございました。 

 

 終了時間 午後３時３７分 

 

 


