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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

皆さんこんにちは、ただ今より３月の定例の委員会を開催させていただきます。今年

度の一番最後ということで一年間いろいろな事業がスタートし、特に「まなざし運動」

につきましては、ちょうど一年を経過して、市民の皆様方もあちこちで声が聞こえるよ

うになってきつつあります。来年度に向け、また充実した活動を継続しなければならな

い。浸透をしてあちこちで声が聞こえつつあります。来年度は、また充実した活動をし

なければならないということでございます。今年度の末で事務局の方でも退職というか

職を変わられる方もいらっしゃるというふうにお聞きしております。教育委員会の方で

はいろいろ大変お世話になりました。今後ともよろしくお願い申しあげたいと思いま

す。 

では、座らせて進めさせていただきます。本日は 6 人中、6 人の委員が出席をいたし

ておりますので、委員会が適法に成立をいたしております。まず始めに日程２の会議録

の報告をお願いいたします。 

 

（教育総務副課長）  

２月２４日の教育委員会の会議録につきましては、３月２０日に各委員の皆様に配布

しております通りでごさいます。よろしくお願いいたします。   

 

（北島委員長） 

何かご質問、ご訂正あればどうぞお願いします。 

 

日程２ 会議録の承認 

 

（委員長） 

ございませんか。では、承認ということで進ませていただきます。 

では、日程３教育長報告ということで教育長よろしくお願いします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（教育長） 

 では、５点申し上げます。 

１点目は、現在、まだ開会中でございますが、３月議会についてでございます。３月

２日から２６日、明後日までが会期ということで開催されておりますが、質問内容につ

きましては、一覧表が届けられたかと思いますので、それで省略させていただきます。

３月２３日昨日でございますが、文教福祉委員会の研究会がございました。５項目につ

きまして報告をし、研究会ということでご意見をいただく会を持ちました。その中身は、

「教育基本計画」、それから「一人親家庭等総合支援計画」、３つ目が「スポーツ振興基

本計画」、４つ目が「社会体育施設および学校体育施設利用の見直し」、５つ目が「図書

館サービス計画のパブリックコメントの結果」です。すでに教育委員会勉強会で取り上

げたものでございます。私は参加しなかったわけですが、参加した部長等にお聞きしま

すと、ほとんどご質問も無く、我々側の説明を聞いて終わったということでございます。

これが３月議会、明後日に閉会になります。 

大きな２点目は、「入学支援金の補助」の件でございます。２０名を上限にしまして、

入学金の１５万円を給付するという制度でございました。３月１９日に締め切りをいた

しました。問い合わせ８９件、申請者６人、この６人につきましては、全員が受給者と

して該当したということでございます。過日新聞にも載りましたけれども、新聞の中で

は、もう少し条件等について検討の余地があるのではないかという記者のご質問等もご
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ざいました。１５万という金を給付するわけでございますから、その条件は厳格にする

必要があるでしょうということで理解を求めたところですが、２０人という枠があるな

らば、もう少し条件を考えてもよいのではないかという意見があったところでございま

す。 

大きく３点目でございます。「中学校給食について」でございますが、２７日に市民

向けの説明会を行います。午後７時からこの大財別館の４階を使いまして説明会をする

予定です。各中学校への保護者説明会は、新学期になってから、学校との日程調整をし

ながら行う予定にしております。主に新しいセンターの施設の概要ですとか、予定の時

期より遅れることになったことなどについて、説明をしていきたいと思っております。 

４点目、「新型インフルエンザ対策」でございます。新聞等でもこの対策がどのよう

になっているかということで、昨日のＮＨＫテレビ番組等でも取り上げられておりまし

た。実は、昨日第４回目の会議がございまして、新型インフルエンザ対策の対応行動計

画ということを、この第４回目の会議で確定をしたところです。まだ、この対応計画も

細部には渡っておりませんが、今後教育委員会の所管する施設や部署等の耐用マニュア

ルを検討するということで動きだしておりますが、１学期中をめどに作成できないかと

いうことで、その準備をすることにしております。教育委員会はさまざまな施設もって

おりますし、部や課や出張所等たくさんございます。そこでどのような連絡網を作り、

具体的にどう対応するのかと、相当細かく決めていく必要があるのかと思っております

けれども、その辺を早々にマニュアル化を進めて行きたいと思っております。 

最後５点目、「部活動の件」でございます。中学校部活動のあり方につきまして、昨

日最後の会合が持たれ、中学校部活動の基本的なあり方、方向について確認をしました。

今後、若干の文章の体裁を整えながら、４月の定例教育委員会で報告できるようにして

いきたいと考えております。４月からは中学校で新しいメンバーで部活指導もあります

ので、中体連等にもこのあり方についての提言を十分読み込んでいただきながら、意見

を賜りながら、文字通り各中学校に徹底をしていかなければ意味がありませんので、少

し時間をかけながら、各学校で議論をしていただき、その徹底が図れるようにしていき

たいと思っているところです。以上５点を報告します。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。今の報告に対しまして、何かご質問ありましたらどうぞ。 

よろしいでしょうか。 

 

日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

よろしいでしょうか。では、議案に移りたいと思います。第３９号議案『佐賀市教育

委員会公印規則の一部を改正する規則について』ということで、よろしくお願いします。 

 

（教育総務課副課長兼教育政策係長） 

 教育総務課でございます。「佐賀市教育委員会公印規則の一部を改正する規則」につ

いて、説明をさせていただきます。これは各教育出張所の教育課で行っておりますグラ

ンドとか運動公園などの社会体育施設の使用許可に関する事務の改善に伴うものでご

ざいます。各支所管内の社会体育施設の利用については、窓口を各教育出張所の教務課

として、市民からの申請に対して許可書を発行しております。現在、市長を許可権者と

して市長公印を使用した許可書を発行しております。しかし、もともと出張所の教育課

には市長公印は設置はされておらず、現在教育課で事務手続きに支障をきたしているも

のでございます。そのため、今回、許可権者を市長から教育長に変更をして、それに伴

って、今回提案しております公印規則を改正いたしまして、教育長公印を社会体育施設

の許可用にも使用できるものとするものでございます。２ページの方に別表の改正案を
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つけておりますけれども、各支所の体育施設使用の許可用という文言を各々の支所の公

印規則に追加して、改めるものとしております。この形で教育長印を社会体育施設の許

可用にも利用できるというふうに改正するものでございます。 

 

（委員長） 

 よろしいですか。では、第３９号議案承認ということで、次に進みます。第４０号議

案『佐賀市立小中学校評議員設置規則の一部を改正する規則について』ということでお

願いいたします。 

 

（学校教育課） 

 失礼いたします。６ページの方をお願いいたします。佐賀市立小中学校評議員設置規

則新旧対照表がございますけれども、現行では、第３条第４項学校評議員は、３年を限

度として再任することができるというふうになっております。ところが市民性を育む教

育、あるいはこどもへのまなざし運動ということで、市民総ぐるみでの取り組みが行わ

れている中で、どうしてもやはり自治会長さんとかＰＴＡ、公民館長さん等、それぞれ

の校区内で要職に勤めていらっしゃる方々につきましては、３年を超えてもやはり学校

評議員としてお願いをしなければならないという状況が出てまいっております。そこ

で、改正案といたしましては、右の方でございますけれども、学校評議員は３年を超え

て再任してはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。と

いうふうに改正をお願いするものでございます。そして５ぺーじの方に、その一部改正

する規則案ということで、お願いをしております。以上でございます。 

 

（委員長） 

今、４０号議案につきまして、説明ありましたけど、先だっての勉強会でもちょっと

やりました。説明ありましたですね。よろしいですか。網掛けしてあるところを変えら

れたということですよね。よろしいですか。では、承認ということで進ませていただき

ます。 

次に、第４１号議案『佐賀市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則について』

ということでよろしくお願いします。 

 

（図書館長） 

 図書館です。今年７月に完成で、開設予定の佐賀市立図書館の三瀬館の設置につきま

しては、条例案を、この３月定例市議会に提出しておりますけれども、その条例改正に

あわせまして規則の一部を改正するものです。内容は、８ページの方をお開き下さい。

これは規則の第３条に別表第１で挙げておりますけれども、これは、利用時間の決定部

分です。この欄に上の方に三瀬館を追加するものです。改正案については、９ページ、

ちょっと横長になっており申し訳ございませんけれども、９ページの枠の右側の方に現

行と改正案を書いておりますけれども、下の方に佐賀市立図書館三瀬館、下線を引いた

部分です。ここに利用時間を定めております。市内の分室と同じような開設時間という

ことにしております。 

続きまして、１０ページをお願いいたします。１０ページの方が休館日の設定です。

別表第２第４条は休館関係になっておりまして、改正案の下の方、分室の一番上のとこ

ろに佐賀市立図書館三瀬館ということで、休館日を日曜日・月曜日・祝日法による祝日、

年末年始、館内整理日、特別整理期間ということで、こちらの方で分室と同じ休館日を

設定していただいています。以上です。 

 

（委員長） 

今、説明をいただきました。第４１号議案について、皆様、ご質疑ありましたらよろ

しくお願いします。これも先日の勉強会で議題として、挙げていただいておりましたか
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ら、ほぼ説明が受け取れますけど。あのもう少し説明いただきたいのが、いわゆる三瀬

館を新たにということで、分室扱いをされていますよね。前の大和や諸富、富士は上段

の方に書かれていますけど、見極めはどういうふうにされているのですか。 

 

（図書館長） 

三瀬館の蔵書数を大体１万冊から１万２千冊にするということで、分室と同規模にな

ります。それとあと、司書の配置も嘱託員を２名ということにしておりますのでこれは

分室並みになっております。そういうことで分室と同等にさせてもらってます。 

 

（委員長） 

はい、わかりました。他にございませんか。なければ第４１号議案承認ということで、

進ませていただきます。では、第４２号議案 『佐賀市立図書館サービス計画について』

お願いします。 

 

（図書館長） 

それでは、別添でお配りしていると思いますけれども、薄い方の『佐賀市立図書館サ

ービス計画（案）に対するパブリックコメントの結果について』というものと、それか

ら少し厚めの『佐賀市立図書館サービス計画（最終案）』というのがあると思いますけ

れども、まず薄い方からお願いいたします。このサービス計画につきましては、今年の

１月までに図書館協議会との協議も終えまして、議会等での勉強会等でも説明をしてま

いりました。２月１０日から３月１１日までの３０日間、パブリックコメントを実施し

てきております。その結果、お手元に配布しています中に入っておりますように、５名

の方からご意見をいただいております。郵送によるものが１通、それから電子メールに

よるものが４通ということでなっておりますけれども、内容で意見数を２６件に分けて

おります。この中で、サービス計画そのものに関する意見が１７件、それからその他の

意見が９件ということになっております。勉強会の時に、その意見ごとにまとめて書い

ておりましたけれども、その前にそれぞれの内容をということでしたので、提出１から

提出５までの５人さんの提出内容をまず最初に掲げさせていただいております。意見に

対する内容につきましては、５ページから書いております。この内容につきましては、

市の考え方について、副館長の方から説明しますのでよろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 はい、どうぞ。 

 

（図書館副館長） 

 いただきました２６件の意見に対して、これを検討した結果、原案を一部修正して、

今お手元にありますサービス計画最終案、これを２０１５年度までの佐賀市立図書館サ

ービス計画として決定したいと考えております。いただいたご意見については、５ペー

ジをご覧下さい。原案の修正ということで、いただいた意見の内、一部の意見について

は、これによって、図書館サービス計画の修正をいたしました。その修正をした部分で

すが、サービス計画の最終案の２６ページ、第５章運営の計画「広報の充実」の前に、

「職員の研修」という項目を追加いたしました。“これだけのサービスをしていくため

に図書館員の対応をどうするのかなどが見えません”というご意見に対して、計画に追

加したものです。「職員の研修」、職員の業務に対する意識とともに、知識や技術をより

一層向上させるために組織的、体系的な研修を行なう。また、外部で開催される研修会

や他の図書館での研修会等も積極的に活用するという文を付け足しております。 

続きまして、サービス計画に対する市の考え方を述べた文です。３のところです。ご

意見１、資料購入費が約半分になっているが、これらに対する改善策が何も示されてい

ないということに関しては、このサービス計画は基本的な考えを示したもので、具体的
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な改善策については、この計画をもとに検討していきたいというふうに考えておりま

す。 

続いて６ページ、ご意見２、貸出数を拡大するというふうに目標を挙げているんだが、

具体的な拡大のもくろみを示して下さいということに対しては、この計画の中に                                            

“図書館サービスについて、図書館運営について”ということを記載しています。この         

ようなサービスや運営を充実させることで、利用登録者数や貸出数の増加を図ります。

また、図書館の取り組みが市民に伝わるよう広報に努めますというふうに考えておりま

す。 

ご意見３、設置基準では既存の図書施設から２ｋｍ以上離れていることが前提となっ

ているが、地域住民の要望の強さも考慮すべきではないかというご意見です。これに対

しては、既存の施設の利用状況を分析し、この設置基準に決定いたしました。分室が設

置されていない公民館の図書室には、既存の図書館資料の移管など最大限の努力を行な

いますということです。 

ご意見４、開成分室と鍋島分室は、市内で最も人口が集中した地区であること、２つ

の分室の間には国道３４号線があって地域が分断されていることを存在の理由付けと

してしているが、国道３４号線は障害になるとは考えられない。西与賀の場合、隣接の

本庄公民館までの交通事情を考えると立派に設置基準を満たしているのではないかと

いうご意見です。それに対して国道３４号線は、佐賀市を東西に作る大動脈で開成と鍋

島地区を大きく南北に分断しています。これは利用統計からも確認できています。西与

賀についてはこのような理由では設置基準を満たしているとは考えていません。また子

どもたちの図書館利用については、学校図書館を通じて、佐賀市立図書館の資料を利用

することができますという考えです。 

ご意見５、公民館図書室のサービスが全然見えません。準図書分室的な考えをしてほ

しいというご意見に対しては、公民館図書室の運営は公民館が主体であると考えていま

す。公民館図書室との連携は、市立図書館の図書の受け取りや返却ができる仕組みや団

体貸出制度により図書館の資料を校区公民館でも利用できる仕組みを考えています。ま

た、コンピューターネットワークの整備については、経費の関係から非常に困難である

と考えていますということです。 

ご意見６、市立図書館の理念を実現するには、やはり歩いていける距離に分室がある

ことが望ましい。いろいろな本が並んでいる図書館という空間が必要だと思うというご

意見に対しては、分室の数を設置すれば、きめ細かなサービスが可能な反面、個々の蔵

書規模が小さくなって魅力に欠けます。また分室を数多く作ると固定経費が増加し結果

的には運営費や資料費を削減することになるので、分室の数を増やすことで、佐賀市全

体の図書館サービスが向上するとは、一概には言えないと考えています。 

ご意見７、図書館が近くにあること、資料が十分にあること、専門の司書がいること

が利用者を増やすことにつながると思うということに対しては、一定の予算枠の中で、

どのような運営をしたらいいかということを考えた結果、このような計画としていると

いうことです。 

ご意見８は、「今後の財政状況では既存施設の縮小等も検討課題とする」と書いてあ

るが、これは省いてほしいというご意見です。これに対しては、財政状況がさらに厳し

くなることも予測されます。そのような際にどのような対応をとるのか想定が必要だと

考え、このように記載しています。 

ご意見９、児童へのサービス、ブックスタートは図書館員が直接出向いて、読書推進

の活動をすることが必要だと思います。ただ現在の図書館の司書さんたちの勤務状態で

はできるのか心配ですというご意見です。これに対しては、図書館としてもブックスタ

ートの必要性を認識しています。図書館でも乳幼児に対する絵本の読み聞かせなども実

施しておりますが、このような事業には、図書館ボランティアの方々のご協力を得るこ

とも不可欠だと考えています。 

ご意見１０、コンピューターシステムについて、住民の情報リテラシーの支援にも努
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めると書いてありますが、専門の担当を配置しますかということです。これについては、

専門の配置は困難ですが、いわゆるインターネットコーナーや調べもの相談コーナー関

連する資料の提供などで支援していきたいと考えております。 

ご質問１１、図書館員の役割について、この案に書かれていることを実行しようとす

れば、現在の人数で達成できるのですかというご意見です。これに対しては、これらの

す べての業務を直接職員が行なうことは難しいと考えます。これからは市民との協働

を進めていきたいと考えております。 

ひき続き８ページです。ご質問１２番のご意見です。全体的に見てわかりにくいとい

うご意見です。これに対しては、この計画は、図書館サービスの基本的な考えをまとめ

たものです。図や表を使い、図書館の現状と課題、基本理念、図書館サービス、施設整

備、運営について５章に分け、記述していますということです。 

ご質問１３、利用者の車への比率の高さから、図書館設置は距離とは無関係との結論

を出すのですかというご意見です。これに対しては、住民の図書館利用と図書館からの

距離は関連性があると考えています。利用統計から、分館の利用圏域を３.２ｋｍと想

定しています。また、市民アンケートの結果から設置基準として既存の施設から２ｋｍ

以上離れていることとしました。 

ご質問１４、本庄は近くに県立図書館や大学の図書館があります。鍋島には大学医学

部があります。小学校、中学校、高校の図書館と連携が関わってくるのではというご意

見です。これに対しては、県立図書館や大学図書館また小中学校図書館との関係につい

ては、市立図書館全体で連携を強化していきたいと考えています。このことは「第５章 

運営の計画」の中に記述しております。 

ご意見１５、分室も既存のものを移動することを視野に入れてみたらどうですかとい

うご意見です。これに対しては、分室の移動については、移動経費や図書館ネットワー

クシステムの変更など相当の経費が必要となるため、現状では困難ですとしています。 

ご意見１６、分室設置基準もどの市域のすべてのケースに当てはまるように設定してく

ださいというご意見です。これに対しては、市域すべてのケースに当てはまる設置基準

とすることは難しいため、設置基準を基本として対応していきたいと考えていますとい

うことです。 

続いて、４は、その他のご意見と市の考え方ということです。 

１番、募金箱を図書館や公民館に設置してはどうかというご意見です。これについて

は、佐賀市での寄付については、寄付者の住所氏名を記載した書面を作ることが規則で

決められておりますので、募金箱による募金はこのような書面を作るのは難しいので実

施は困難です。 

２番、西与賀公民館へ分室設置がされない事に関して、建設委員会の席上で、「佐賀

市立図書館サービス計画（案）」について説明されただけで、出席者は納得していませ

んというご意見です。これに関しては、地区の図書館サービスについても、佐賀市の図

書館サービス全体を考慮し、検討する必要があると認識していますので、図書館サービ

ス計画を説明したところです。予算面でも分室だけでなく図書館全体で考える必要があ

ると思いますということです。 

次９ページです。３番、このような計画は、一部の意見だけでなく、もっと幅広く学

識者を集めて、専門的に議論するべきではないかというご意見です。それに対しては、

市立図書館では図書館協議会を設置してます。協議会には教育関係者、図書館関係者、

報道関係者また公募した一般市民で構成されています。この計画も協議会で協議してい

ただき、専門的なご意見をいただいておりますということです。 

４番、財政が厳しい中で、どの政策を重点的にするのかで、予算の配分が決まると思

います。図書館は佐賀市の人づくりの拠点となる大切な施設です。このことを議会や市

の上層部に訴えて、予算を獲得し利用者が増えていくことを願っていますというご意見

です。これに対しては、今後も図書館が市民の暮らしを支えることができるよう、将来

の人づくりも考えて財源の確保に努力していきますとしています。 
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５番、基本方針に地域の情報拠点となると掲げております。情報を提供するというこ

とは、それを見る人の立場に立ってそれが生かされるように工夫する必要があると思い

ますというご意見です。それに対しては、住民の知る権利を保障する地域の情報拠点と

しての機能を果たすことを目指し図書館の運営を行ないますとしています。 

６番、広報の充実については、やってほしいですけど、いったんとりやめた「プラザ」

をなぜまた掲載を始めたのですかというご意見です。これについては、予算削減のため、

「月刊ぷらざ」への広報の掲載を一旦取り止めたんですが、パブリシティなどの活用を

工夫をしましたが、市民への告知がやはり不足しました。このために「ぷらざ」の告知

を再開しました。また、市内全域をカバーするタウン誌は「月刊ぷらざ」だけだったの

で、これを使用していますということです。 

１０ページです。意見の７、図書館の資料も問題ですが、運営をする人がとても重要

だと思います。図書館の任務が５年というのは、任期が問題だと考えています。これに

対しては、嘱託職員の雇用期限については、佐賀市の人事制度により定められています。

この点については、今後も関係部署と協議を行なっていきたいと考えています。 

意見８、これからの市の財政状況を考えると、資料費も、人件費も減らされることは

想像がつきます。図書館は、市民の教養、生涯学習、文化の拠点です。建物だけでなく、

資料も、人事も充実した図書館であって欲しいと思っていますというご意見です。これ

に対しては、厳しい財政状況の中、効率的な運営を心がけます。また、市民との協働を

進め図書館の充実を図りたいと考えております。 

最後ですが、予算についても運営を外部委託、入札、館長や副館長などを嘱託、公募

にするなど予算確保の方法はいくらでもありますということです。これに対しては、今

後も業務の見直し、効率化を図り予算の確保に努めたいと考えております。図書館サー

ビスは公平公正であることや継続性・専門性が必要であり、全面的な外部委託はなじま

ないと考えておりますという市の考えをお答えしております。以上で説明終わります。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。はい、どうぞ。 

 

（教育総務副課長） 

 すみません。事務局からですけど重ねてお詫び申し上げまして、またあともって対応

させてもらわなければなりませんが、実は、この図書館サービス計画の議案については、

別冊という扱いをさせて頂いた時に、私の方が失念しまして、議案としての形式を整え

ていない状況でお配りしているようでございます。実際１ページに上げていますような

教育委員会に提案する際の議案形式の分がもれていたようなので、あともって委員の皆

様には送付したいと思ってますのでよろしくお願いします。 

 

（委員長） 

今、事務局からの説明をいただきました４２号議案について、皆さんご意見ありまし

たらお願いいたします。 

今後、ここで承認をされて、今後どういう進み方になっていきますか。議会と地元、

地元というか西与賀の問題ですよね。この辺の対応というか、予定はどうなっています

か。 

 

（委員長） 

 はい、どうぞ。 

 

（図書館長） 

今後は、議会に対しては議案ではありませんので、議会に報告をして、昨日、文教福

祉委員会の方へ報告をさせていただきまして、特段異論はありませんでしたので、これ
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でご承認していただければ、ホームページの方でパブリックコメントを公開をします。

この最終計画につきましては、決裁をとって公開ということになります。市報について

は、こういう状況でしたので、４月中には間に合いませんでしたので、５月１日付の市

報に、このパブリックコメントの結果を載せる予定にしています。従いまして、新年度

からは、このサービス計画をスタートするということにいたします。以上です。 

 

（委員長） 

 はい、どうぞ。 

 

（Ｄ委員） 

 サービス計画の最終案の１３ページの生涯学習の拠点になるというところで「図書館

はたくさんの本やビデオ、ＣＤ，ＤＶＤなどの項目がありますけれど、ＣＤとかは、例

えば、目が不自由な方とかの朗読とかが収録されたＣＤと思って結構なんでしょうか。 

 

（委員長） 

 はい、どうぞ。 

 

（図書館副館長） 

いいえ。これは、そういう録音資料もありますし、普通のＣＤというのも含まれてい

ます。 

 

（Ｄ委員） 

例えば、予算が切迫しているというのは、目に見えてわかりますので、今は、読み聞

かせとかをボランティアとして結構あちこちでされていると思うんですね。朗読会とか

そういう時なんかの、その時間を無駄にしなくて、今ＩＣレコーダーなどは相当性能が

いいものですし、音声を録音したらコンピューターのほうで音声も調整もできますの

で、長い時間かかってもいいですからでそういうボランティアの読み聞かせをされてる

ところの音を音源としてひらってストックしていって、小さい子どもでも目の不自由な

方もいらっしゃいますので、幼稚園にＣＤとして貸し出すとか、子どもたちのために朗

読をすると。結局そうなったら手間だけしかかからないです。手間と管理のところだけ

ですけど、そのへんのボランティアの人たちの時間を無駄にしないような方法をとって

いただくことはできると思うのですがどうでしょうか。 

 

（図書館副館長） 

ご意見のように、まず録音資料について、その障害者のための録音資料というのは著

作権で、ある程度認められているんですけれど、一般の方へ、先程委員がおっしゃいま

したような幼稚園とか学校等へ貸し出すものとかは著作権の関係があって、少し難しい

部分があります。ただ障害者の方のための録音資料というものは、今すでに作っており

ますし、また点字なども合わせて、ボランティアの方の協力を得ながら充実させていっ

ておる状況です。 

 

（委員長） 

よろしいでしょうか。他にございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

（Ｂ委員） 

 公民館がどういうふうに動いているかということが、これまでも一般市民の方から見

れば、どういう動きになっているんだ、どういう計画になっているんだ、今後どういう

ふうなことになっているかというのが見えにくい。図書館としての方向性が見えにく

い。だから何といいましょうか。全体の方向性についての広報といいますか、今蔵書が
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どれくらいとか、あるいは今後どういう内容をどういうふうにもっていくかとか、そう

いうきめ細かな市民に対し考えといいますか、そういうことを今後は、充実していただ

きたいなと思いますけどどうでしょうか。 

 

（委員長） 

はい、どうぞ。 

 

（図書館長） 

確かに今言われますように、公民館に対する図書の充実、そういうものがわかりにく

いということですけれども、図書館としては、年度当初、図書館は年に４回広報を作っ

ておりますけれども、そういう中で、図書館の蔵書数とかはお知らせをしております。

ただ、公民館そのものについは、図書館の管轄ではありませんので、公民館の内容につ

いてまでは、図書館の方では行ってはおりません。そこらへんは、今後社会教育課とあ

わせて考えていきたいと思っております。 

 

（Ｂ委員） 

だから、確かに役割分担があって、それはそれでしないといけないですけれども、市

民側から見れば、やはりサービスを受けやすいようにしてほしいと、そういうことの視

点を私たちは大事にした方がいいのではないかということです。よろしくお願いしま

す。 

 

（図書館長） 

わかりました。今後十分協議しながらいきたいと思います。 

 

（委員長） 

 はい、どうぞ。 

 

（Ｄ委員） 

 図書購入費等は、主に、新しい本を買うということで考えてあるのでしょうか。 

 

（委員長） 

はい、どうぞ。 

 

（図書館長） 

はい、ほとんど新しいものを買っております。 

 

（Ｄ委員） 

 そしたらですね、結構維持管理が難しくて、図書館を廃館になったとか、それこそ、

今から先学校がどうなるかわかりませんよね。他の自治体で、そうなった場合には、図

書館の本がうくわけです。それをごみにするのはもったいないからですね。その辺の情

報収集、ようは、どこかの図書館にあった本でも読めるのは読めるんですよ。その辺の

内容をちゃんと見て実際自分の図書館にない本でしたら買い求めておいて置くという

のも予算が少なくなっていくとわかっているので、やるべき行為ではないのかと思うん

ですけどどうでしょうか。 

 

（図書館長） 

今のことは、図書館の予算が、資料、図書購入費がなくなりつつあるから、そういう

ものを揃えてはどうかということですけれども、今、図書館自体は、７５万冊の蔵書を

保有しているわけです。そのほとんどのそういう廃棄予定の図書はどうですかと言われ
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ることについては、既に図書館には蔵書としてあります。閉架書庫というところに２０

万冊程ありますけれども、そこもほとんど飽和状態でして、図書館に寄贈しますよとい

う古い本があれば、まず郷土史のようなものについては譲り受けをしております。図書

館にないものをいただくということにしております。後はあるものについてはご遠慮し

てもらっているのが現状です。以上です。 

 

（教育長） 

 最初に、委員長の質問で、これから述べることは推測になりますが、１９ページの『設

置基準』にかかわることですが、西与賀公民館について請願が出されています。これの

最終決定が明日あさっての最後の本会議で採択かどうかが決まります。万が一それが決

まれば、この分室は半径１ｋｍ以内５０００人というのが崩れてくることになるんで

す。ただ、聞きもれるところによりますと、その請願は採択の方向ではないとのことの

ようですので、わかりませんが、もうこのまますべてＯＫということにはならないと受

け止めておりますが、館長それで間違いないですね。ですから、あさって次第というこ

とですよね。 

 

（委員長） 

このようにならないかもわからない、請願が採択された場合、変更されるかもしれな

いということですね。 

 

（教育長） 

 そうですね。 

 

（委員長） 

はい。それでは、今現在というところで承認ということでよろしいでしょうか。わか

りました。では、承認ということで進ませていただきます。 

 

４ 追加提出議案 

 

（委員長） 

 では、第４３号議案の追加の「佐賀市立公民館館長の任命について」ということでよ

ろしくお願いいたします。 

 

（社会教育課長） 

「佐賀市立公民館館長の任命について」は、次のページの通り提出します。次のページ

を見ていただきたいんですが、佐賀市公民館長を１９日の臨時教育委員会で、合計９名

分お願いして承認を得たところでございますが、２３日になって親の介護をしたいとい

うことで、高木瀬に任命をしておりましたＦ館長が辞退をいたしました。次点でありま

すＧさんを繰り上げて、Ｈ館長が旧市内の公民館を希望していらっしゃったので、高木

瀬公民館に上げまして、Ｇ館長もそのまま繰上げということでお願いしたいのですが。 

 

（委員長） 

はい。今ご説明ありましたとけど、この前の臨時会の時でしたね。Ｇさんというのは、

次点の補欠の下です。ということは２人繰り上げたことになりますね。でもこの方々は

というか本人は承認があったらお願いしたいということですね。きちっと説明ができる

ようにといろいろ言ってこられるかも知れないですね。どういうふうないきさつであっ

たかとういことも、やはり問い合わせがあるのではないかと思いますから、いわゆる

我々のといいますか、こちらの方で内規というのを決めて、それに沿ってこのように決

めましたということを説明をしていただきたいと思います。そうしないといろいろ行き
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違いが出てきて、不信感を持たれる可能性もありますからよろしくお願いします。他に

ございませんか。 

 

（教育長） 

委員長、再任の検査というのは、何点以上が合格それ以下が不合格という制度ではな

いということなんですよね。上からどんどんやっていって、辞退をすれば、極端な例、

最下位の人でもなれる、そんな制度でよいのかという疑問は残る。例えば、作文が０点、

０点、０点であっても上がみんな辞退だからお願いするということが、今のやり方です

と辞退、辞退となりますと、その下、その下となるんですね。まあ今回はやむを得ない

ことで今こうやっていますけど、その辺の一定の線を、ただ一定の線を決めたらそこに

満たない人が多ければもう一回再試験ですかということにもなるんですね。この辺のあ

り方をどうするかが今後の課題かなと思います。 

 

（委員長） 

今まで非常に環境的に応募したいという方がたくさんいらっしゃるですけど、ちょっ

とやはり長い世の中の流れが変わってくると、非常に応募が少なくなってくるという可

能性がありますよね。我々の企業でも、一人採用するにしても、臨時ではなくて、正規

職となるともう止めないといけないように、すごい応募がおきて、やはりこんなに景気

が停滞しているのかと実感をするわけですけど、今教育長が言われたように、ある一定

ラインというのはやはり設けておかないといけないのかなと思います。しかし、面接と

両方二つありますよね。その決め方というのも非常に難しい。ですので、どういうふう

に決めるのかということについて、皆さんいかがですか。 

 

（Ｂ委員） 

どういう方がどいうふうにして来られるのか、論文、１回の面接とかで、どこまでわ

かるのかという非常に難しい問題があると思う。このように決まって、動き出して問題

がなければ、それはそれで済むんでしょうが。地域の方あるいはいろんなところからク

レームが出たときにどう対応するかの手順を、是非今回作っていただきたいと思いま

す。やはり佐賀市の場合は、この公民館というのが、ある面で、地域の文化の核になる

ような状況で動いているのではないかなと、私は思っています。そして、その中で、地

域を活性化するとか、地域の文化性を高めるとか、それから地域の中でのコミュニケー

ションといいますか、一体感を育むとかそういうのに大きな力を発揮して働いていただ

く役割がありますから、どうしても人物の評価をどんな風にして、それを確認していく

か、今回のことも含めて、是非検討していただきたいと思います。 

 

（委員長） 

では、よろしいですか。これで承認ということで進ませていただきます。 

 

５ 報告事項 

 

（委員長） 

報告事項に移らせていただきます。①「コミュニティースクールの指定について」と

いうことでお願いいたします。 

 

（教育総務課指導主事） 

「コミュニティースクールの指定について」ということで、３つの学校、城南中学校校

区、赤松小学校、これは、コミュニティスクール指定済なんですが、４月からは再指定

です。あと、城南中学校と北川副小学校の正式な指定についてということでお話をさせ

ていただきます。資料が３部ございます。今お話しました赤松小学校・北川副小学校・
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城南中学校の３部ございまして、赤松小学校からまいりたいと思います。 

赤松小学校は、昨年４月から１年間の指定期間を終えましたので、来年度の再指定の

ための活動評価というのを実施いたしました。評価の観点は大きい３番に挙げている

（１）～（３）までです。評価資料につきましては大きい４番 資料１～資料８までを

もとにしながら３ページ以降評価を実施したところでございます。 

では、３ページをお開き下さい。まず、最初のグラフなんですが、ボランティアの数

ということで、赤松小学校には１０のコミュニティがございます。コミュニティという

ことは、学校をサポートする１０のグループということになるんですが、それのボラン

ティアの数が１２３名ということになっております。平成１９年度から２０年度まで若

干でありますが、増加をしていますが、この中で活動の実施率というのは５割程度でご

ざいまして、ひとつの課題といたしまして来年度以降６割以上に上げるようにしないと

いけないというような運営協議会の報告もでておるところでございます。 

続きまして、４ページをお開き下さい。４ページの３つ目のグラフ［保護者アンケー

ト］という中で、「自分は地域住民または保護者として学校教育に積極的に参加してい

ると思う。」ということを問うています。平成１８年度はまだ試行段階で５１％でした

が、平成１９年度・２０年度は赤松小学校コミュニティスクールとして指定をして、ス

タートをしていますが、この２年間で８０％まで学校教育に積極的に参加しているとい

うパーセンテージが上がってきております。 

続きまして、６ページをお開き下さい。６ページの２段目のグラフになります。学校

と地域の連携というところで、「学校は保護者や地域と連携して運営されていると思い

ますか？」というところの問いに、昨年・今年度大体９０％のアンケートの結果をいた

だいています。こういったことから学校と地域、連携が良好になってきているんではな

いかなということがわかります。 

続いて、８ページになります。８ページは家庭、地域の教育力の向上ということで一

番下の４つ目のグラフなんですが、「子供の基本的な生活習慣に気をつけている」、これ

はレインボウ作戦と申しまして、学校が保護者に呼びかけまして基本的な生活習慣の確

立というものを細かく分けまして実施をしてまいりました。平成１８年度、指定前は 

６０％だったのが、９０％以上の家庭が基本的な生活習慣に気をつけて家庭生活を行な

っているという結果が出ています。 

最後に１１ページ、１２ページ、１３ページになるんですが、運営協議会の会議等が

適当だったかというですが、赤松小学校は学校運営委員会、今年度は、全部で７回開い

ております。それ以外に先程からコミュニティという言葉を使っておりますが、そのボ

ランティア団体の横のつながりを意識した連絡会を開こうということで、今年度は３回

の横のつながりのコミュニティの連絡会を開いています。そういった中で運営協議会な

らびにコミュニティボランティア活動を行なう地域の方々とのつながりもあわせて今

年度からしっかりしたものになっていくと思います。 

１２ぺーじのところに、第５回１１月２５日の議題があるんですが、その中に「文科

省のコミュニティスクール推進フォーラム発表報告」というのがございます。実は赤松

小学校は１１月２０日に東京の文科省に行きまして、全国に向けて活動状況の報告をし

ております。こういったことも赤松小学校では行なっています。これらを総合いたしま

して来年度以降も、指定を与える活動が認められたことを赤松小学校については報告し

たいと思います。 

続いて、北川副小学校に行きたいと思います。北川副小学校については、平成２０年

１０月１日から試行ということで、コミュニティスクールの試行を半年間行なってまい

りました。あと評価の観点、評価資料については、先ほど赤松小学校で挙げていること

とほとんど変わりはありません。 

では、中身の方に移らせていただきます。３ぺージになります。赤松小学校は１２３

名のボランティアということで先程ご報告しましたが、実は、北川副小学校につきまし

ては、４つの応援団というのがございまして、学び応援団・心の応援団・ふれあい応援
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団・生活安全応援団というのがございまして、延べ１５０名の地域、或いは保護者の方々

が活動をされております。そういった中で、３ぺージの上から３つ目のグラフになるん

ですが、試行が始まる前の平成２０年７月のアンケート調査と平成２１年１月試行が決

まった後の調査で［学校で確かな学力を身につけさせるための様々な取り組みを知って

いるか］ということで、こういった応援団の方々が、学校に昼休み、或いは授業、或い

は、放課後等けっこう入られています。そういった中で、ポイントが１７ポイント上昇

しているという結果がここでは出ております。こういったことから保護者が学校のこと

をよく知ろうという目的意識が高まっているということがわかるのではないかなとい

うふうに思っております。 

次に、４ページをお開き下さい。４ページの上から４つ目のグラフになるんですが、

これは実は教職員にアンケートをとったものでございます。［教職員が授業、或いは学

校活動の中に地域の人を取り入れた実践ということが展開できたか］ということです

が、これは１学期より２学期つまり準備段階より試行が始まった後ということですごく

教職員の意識が高まっているという結果がここで現れております。 

続きまして、６ページの方よろしいでしょうか。子どもの地域意識、学力ということ

なんですが、地域意識につきましては、１番目のグラフになるんですが、７月は８２％、

１月は８６％と非常に高い数字を現段階で示しているのではないかなというふうに感

じています。３つ目のアンケートのグラフが［毎日の授業がよくわかりますか］という

ところで、学校の授業がよくわかると答えた子どもの割合が、若干ではありますが、５

ポイント上昇してくれてます。今後指定を受けて、ますますの子どもの地域意識や学力

の向上が期待されるものというふうに考えております。 

最後に、７ページ、８ページ、９ページです。運営協議会の会議の内容等ということ

なんですが、試行は１０月から行なったんですが、実は北川副小学校は準備委員会とい

うものを５月、１学期から始めておりまして、５回の準備委員会を経て試行というもの

に入りまして、準備期間も合わせれば１１回の会を持たれて、着々とコミュニティスク

ールの準備をされておりました。それぞれの会では、委員さんが運営協議会の設置目的

を十分理解されながら、コミュニティスクールを盛り上げるためには、どういったこと

をしていけばよいかというアイディアを出し合いながら進んでいったというふうに、私

も運営委員のひとりとして実際中に入っていたんですが、感じました。こういったこと

で来年の指定に対する活動が認められたということを報告したいと思います。 

最後に、城南中学校です。城南中学校は昨年７月から試行を始めました。約１年間の

試行ということを経ております。先程の北川副小学校は半年の試行でございました。評

価の観点、評価資料につきましては、赤松小学校にほぼ準じるものでございます。２ペ

ージをお開き下さい。小学校と違って中学校のコミュニティというものをどう作ろうか

ということで、非常に学校長はじめ運営委員会の試行の段階からの委員さん非常に悩み

ながら考えられておりました。そういった中で、中間のところにありますが、土曜日に

「学習会」をしたらどうだろうかというのがございまして、やはり中学校は受験がある

ということで、土曜日の「学習会」のボランティアということで募ったところ、地域住

民が１名、佐賀大学の学生が５名ということで６名のボランティアで、参加した生徒に

対して「学習会」を行いました。生徒の感想は、「非常にマンツーマンで指導を受けら

れてよかった」と非常に好評だったということを聞いてます。ただ、保護者住民の学校

への立ち入りへはまだまだ高くなったとははっきり言えないとは思いますが、地域の目

が学校に向き始めているということは確かではないかなというふうに感じました。 

次３ページをご覧下さい。学校と地域の連携というものですが、《所見》の２行目の

ところに、“城南コミュニティクリーン大作戦”というのを書いています。これは、  

１２月６日土曜日に、城南中学校区、赤松小学校・北川副小学校を含めて城南中学校区

ですが、城南中学校の生徒が出身小学校、赤松小学校出身の城南中生徒が赤松小学校、

城南中学校の生徒が北川副小学校に参りまして、それぞれグループに分かれまして、そ

れぞれの校区の清掃活動を行いました。これには地域・保護者の方も参加をして、約  
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２００名の参加だったと聞いております。児童・生徒合わせると１０００人単位となる

のではないかなということで、こういったことも地域の連携を深めるために計画を立て

ていました。 

続きまして、４ページ、５ページ、６ページに、今年度の城南中学校の運営協議会か

ら試行段階の会議等を載せております。全部で６回の運営協議会というものを開きなが

ら、最後に５ぺージになりますが、その運営協議会として自己評価を行なっています。 

まず、なかなか小と中の連携というものがうまくいかない、なぜならば小学校から中

学校へ全ての児童が上がってくるわけではない。どうにか委員さんのあるおひとりから

は、城南中学校をもっと宣伝しないといけないだろうと。風評というものがもしあるな

らば、向上させることでもっともっと小中の連携あるいは小小の連携というものを図れ

るのではないかということでコミュニティというものをもっと小中の連携というもに

とらえて城南校区のコミュニティということで考えていってはどうかということでお

話もありました。 

後、（２）の②ですが、「地域の中には学校や生徒を応援しようという土壌はあるよう

なので、コミュニティ・スクールとしての体制を作り上げることで、改善できるのでは

ないか。」というようなご意見もありました。 

最後に、６ページに入ります。そういった方にですね、城南中学校協議会の一委員と

して入ってもらったんですが、結構活発な意見がございまして、こういったものを受け

まして、指定に値する状況が認められたということを報告したいというふうに思いま

す。以上です。 

 

（委員長） 

今、コミュニティスクールについてのお話ありましたけど、皆さん方からご質問あり

ませんでしょうか。 

 

（教育長） 

今後、県教委もどうすのかを説明しておいた方がいいんじゃないですか。県の方とど

うするか。 

 

（委員長） 

コミュニティをですね。 

 

（教育長） 

これが、うちの教育委員会で佐賀市教育委員会としてコミュニティスクールとした時

に、県教育委員会に報告をするんですね。それによって県が承認することではないんで

すが、報告を受けますと人事等について、一定のルートで発言をすることができる。一

定のルートというのは、市の教育委員会を通して、こういう人間をこのように配置して

ほしいということが言えるというのが、このコミュニティスクールの特徴でございま

す。ですから「そのようなことができていきますよ」ということで、県の方に報告する

ことになります。 

 

（委員長） 

 はい、どうぞ。 

 

（Ｃ委員） 

 私も先程人事に関することをお聞きしたい思っていましたけど。いわゆる意見を述べ

ることができて、その述べられた意見を尊重するということになっていますけれども、

今回、このコミュニティスクールに関して、そういう事案があったのかですね。 

（教育長） 
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この４月から正式にお願いして、来年度の人事に関して意見を述べる。そして県はそ

れに対して返答しないといけないんですね。ただ、特別にこのコミュニティ運営協議会

の方々が直接県の人事担当者と話をするわけではなくて、私どもが学校のヒヤリングの

中にその旨も聞きとって県の方と話をいたします。それについて例えばこういう音楽の

堪能な方がほしいということになって伝えます。そうすると県の方からそれなりの回答

といいましょうかこのようなことでやれないかということを返答しなければならなく

なっておりますのでそれを学校に伝える。 

 

（Ｃ委員） 

あと２点いいですか。これらの情報公開というのはどういう形でやられるのでしょう

か。 

 

（委員長） 

情報公開についてですか。 

 

（Ｃ委員） 

 はい、この評価に関する情報公開はどうされるのか。 

 

（委員長） 

これをどうされるかということですね。 

 

（Ｃ委員） 

はい。地域の方へのですね 

 

（委員長） 

評価に対する情報公開ですね。 

 

（教育総務課指導主事） 

評価に関してということで、指定に対しての評価ということにしておりますので、指

定された段階で評価というのは十分達成されているというふうに考えてもいいのでは

ないかというふうに思っております。先程、人事の話が出たんですが、試行段階では人

事意見を出すことはできないので、先程教育長がおっしゃったように指定の後、赤松小

学校は人事の話は少しは出ていたんですけど、今年度は最終的には人事案件については

出さないということになりました。 

 

（委員長） 

 評価の方法を地域に、どういうふうに公開するかということですよね。今後というこ

とです。公開しないということはないですよね。 

 

（教育総務課指導主事） 

実はですね。もう一つ報告書というのがございまして、報告書は学校のほうには詳細

なものを出します。一応これは教育委員会資料ということであげているということで

す。報告書は別にあります。 

 

（委員長） 

ということです。もう一つありますね。 

 

 

（Ｃ委員） 
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 はい。予算関係ですけど。コミュニティスクールに指定されたら、他の指定された学

校との予算配分というんですか、傾斜配分されるのかなと、そういうことはないんです

か。 

 

（教育総務課指導主事） 

コミュニティスクールということで、今おっしゃっていただいたようにですね、広報

するのにパンフレットを作ったりどうしてもお金がかかります。あるいは新しい委員さ

んが来られた場合、研修のためにもお金がかかるのですが、今年度は「特色ある授業」

ということで教育総務課の方から予算を立てていただいています。ただ、来年以降の予

算につきましては、学事課の方と話をしてどうにかそういった予算面の確保というもの

を相談しているところでございます。 

 

（Ｂ委員） 

 いいですか。まあ、いろいろ新しい取り組みをして、いろいろなエネルギーを使って、

そして今までの学校の体制とか、或いはＰＴＡとか、そういうものの問題点とか見直し

て、そして地域と学校とが連携を密にして取り組むような、手作りのそういうようなや

り方に持っていこうじゃないかとういうのがたぶん見え、そういう方向に行くのだろう

と思うのですがね。それがどういうふうなレベルまで持っていって、そしてどういうふ

うなレベルまでいけば、佐賀市としては、こういうふうにもう一つ進めようではないか

とか、やはり望ましいあり方とはこういうふうにと、たぶん今、模索の段階だと思うの

ですよね。模索の段階で試行の段階で手探りをしてこういうことのエネルギーを注ぎ込

めば、こういういいものが、従来出来なかったものが出来やすくなっていく目はありま

すよというふうな動きは出てきていると思うのですが、それがどこらへんまでなった

ら、それを佐賀市としては本気で取り組もうとかそういうのは、今後の見通しみたいな

ものはどうなっていますでしょうか。それがなければそういうディスカッションを私た

ちはしないといけないのではないかと。 

 

（委員長） 

関連してですね。いわゆるコミュニティスクールに指定されなくても、校区によって

は随分地域との連携というのを深めていらっしゃる学校というのは、結構ありますよ

ね。むしろそちらの方が進んでいるんではないかというところもありますね。現実に２

年間ばかり試行をしたり、実際やったりしてやられたところは、この地域、それとやり

方とか、その検証をするのがやはり大事ではないか。やはりこれを佐賀市教育委員会と

して、今後どのようにしていくのか。皆さんが言われたようにどういうふうにして広げ

ていくのかという事が大変大事なんだなというふうに思うわけです。その辺の見通しと

いうか、今立っていなければ、立ってないということで、今後立てるということで検討

したいということ。もう一つは、２年ぐらいに前になりますかこの話が持ち上がって、

もう３年前になるかな、一番最初からすれば、なりますから、もうすでに委員さんの中

には、どうしてこれをするようになったのかとうい生い立ちを勉強されてない方ももし

かしたらいらっしゃるかもしれないから、勉強会の時に、1 回、その辺の今までの流れ

ということを、新しい委員さんに勉強する時間を作っていただきたいというふうに思う

わけでございます。そうすれば、それは非常に大事な今後の学校運営、地域との連帯を

どうするかという大変今後の大事なことでありますから、是非お願いしたいと思いま

す。 

 

（Ｄ委員） 

あの、以前この赤松が一番初めに始まったと思うんです。一歩目を踏み出したのは、

そのときに私がちょっと質問したときに、ＰＴＡとはまた違う組織ですよと返答いただ

いたのです。今、この中に入っていただいている方、学校に通われている保護者の方は、



  17 

それと混同されているという方はいらっしゃいませんか。 

 

（教育総務課指導主事） 

運営協議会とＰＴＡをですか。 

 

（Ｄ委員） 

 運営協議会が、例えば何かやろうと思ったときに、ＰＴＡの行事なのか運営協議会が

主導している行事なのかわからずに、まあとにかく参加してみようと。そうなってきた

場合は、ある程度その辺で線引きをしておかないと、長く続けたときにどこかで矛盾が

くると思うんですよ。このへんはどういうふうに考えられていますか。 

 

（委員長） 

ＰＴＡとの絡みですね。 

 

（教育総務課指導主事） 

ＰＴＡとの違いですね。運営協議会の会長さんは当然いらっしゃいますし、ＰＴＡ会

長さんも当然いらっしゃいます。実は、赤松を例に言えば、ＰＴＡ会長はその運営協議

会の一委員として入られて、自分は今、Ｄ委員さんがおっしゃった考え方をＰＴＡ組織

の中にもきちっと言いながら、運営協議会とＰＴＡの活動をしっかり分けてもらうよう

な発言もある場所場所でされておりますので、そういった意味では、ある程度、まあ恐

らく、全ての方がはっきり区別できているというわけではないかもしれませんが、発信

はしっかりされているというふうに思います。 

 

（Ｄ委員） 

学校評議員会もあるしですね、このへんの似たようなものがいっぱいありますよね。 

 

（委員長） 

評議員会はないですよね。コミュニティの協議会でそれを含んでいるんです。 

 

（Ｄ委員） 

それを練りながら、動かしながらした時なんかに最終的にはもう一本化するというよ

うな考えはお持ちですか。 

 

（委員長） 

一本化って、ＰＴＡとですか。 

 

（教育総務課指導主事） 

ＰＴＡと評議員会と一本化はないです。絶対交わらないです。 

 

（Ｄ委員） 

絶対交わらない。もちろん、ＰＴＡの人事とかは、このへんは関係ないんですけどね。 

 

（教育総務課指導主事） 

運営協議会というのは、大きな学校運営についてのお話ですから。 

 

（委員長） 

だから、さっき私が言ったように、要するにコミュニティスクールがなんで始まった

かというのを少し最初聞いておかないと、はっきり言って訳がわからないという可能性

になることを私自身も思います。 
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（教育総務課指導主事） 

勉強会のところで、説明をします。 

 

（委員長） 

基本のところから教えていただければありがたい。 

 

（Ｄ委員） 

赤松のこの評価の７ページに「当初から、関わってきていた職員７人が転出した・・」

で、やはり反映されている方が減ってますものね。７人から４人に、７人から４人に増

えたり減ったりしていますので、やはりそのへんこうただ単に年度を越していくのでは

なく、その都度その都度研修じゃないけどですね、していってもらいたいと思います。

これはどこにでも起こりえることですのでよろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

はい。では、その辺よろしくお願いいたします。 

では、次にいきます。②「無形民族文化財に対する継承支援について」ということで

お願いいたします。 

 

（文化振興課参事兼副課長兼文化振興係長） 

 報告事項の２番目でございますけれど、「無形民俗文化財に対する継承支援につい

て」ということで、４つの要綱を取り掲げさせていたたいております。その上２つです

ね、『佐賀市文化財保存事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱』、そしてもう一つ

『佐賀市無形民俗文化財継承支援補助金交付要綱』について、この２つが国とか県とか

市、もう指定されている文化財に対する補助ということでの要綱でございます。それと

下２つでございますが、『地域文化保存・継承支援補助金交付要綱』そして『地域文化

支援審査会設置要綱』、この２つが指定文化財として指定されていない、未指定の分に

対して２１年度から支援、補助をしたいというふうなことでの要綱でございます。とい

うことで資料の１１ページをお願いしたいと思います。 

１１ページには、指定文化財、指定されている文化財に対する支援というふうなこと

で、どうしてこうなったかとういう理由とかですね、新しい制度なんかについてここに

書いておる通りでございます。補助金を検討する理由となった背景といたしましては、

合併協議会の中でですね、無形民俗文化財の継承支援補助金については、いろいろ多か

ったり少なかったり大きく差があったというふうなことから、協議会の中で「合併して

３年以内に新たに制度を作りなさい」というふうなことを言われていたということを受

けてのことでございます。それで旧佐賀市につきましては、この継承支援のための補助

金というのはございませんでした。５町、諸富・富士・川副・東与賀・久保田について

は、この制度があったというふうなことでございます。新たな制度でございますけれど

も、この継承支援していただくそのものに対する補助金につきまして、新たに基準とい

いますか決まりを作ったというふうなことが新しい制度でございまして、これは各民族

文化財の起源とか指定レベルとか上演者数とかそういうなことに限らず、かかわらず、

どれも貴重な継承された文化財であるというふうなことから、一律な支援がいいのでは

ないかという文化審議会なんかの意見もあったというふうなことから一律での均等な

補助金というふうなことにさせていただきました。 

しかし、金額的に多いところ少ないところ等々がございましたので、補助金の額につ

いては、３年間で同じ金額にするというふうな経過をたどりながら支援をやっていきた

いというふうなことで、前回の勉強会の折に、３年間でこうこう変えればこういう金額

で推移しながら最終的に３年で３万１千円になりますよという目標をお出ししたとこ

ろでございます。 
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それから３番目補助金の要綱の改正についてでございますけど、合併後２０年度まで

は、旧佐賀市にございました「佐賀市文化財保存事業費補助金交付要綱」この１本で何

といいますか、無形文化財に対する衣装とか、太鼓とか鐘のような備品類に対する修繕

とか新調、その分の補助と旧５町で行なわれていました継承事業、継承のための補助金

ですね、それを一生というような形でその要綱を使っておりましたけれども、新たにそ

の制度を創設するというふうなことで分けました。それで最初の「佐賀市文化財保存事

業費補助金交付要綱」につきましては、『当分の間』という書き方を適用の中に書いて

おりましたけど、これを『平成２０年度までで終わり』というようなことで、衣装とか

太鼓とかそういうふうな備品類に関しては、その要綱を使ってというふうなことにし

て、その継承支援の部分については、新しく作ってというふうなことで分けたところで

ございます。 

前回、勉強会の折にですね、資料として流れを図式で書いたようなものをお渡しをし

ておりますが、そういうふうなことで備品類につきましては、経費の２分の１以内で上

限はない、１年でも２年でも３年でもその期限はないというようなことで支援をこの要

綱の中でしていきたいというふうなことでございます。それから継承していただくこと

による補助金につきましては、定額で３年後には、現在の予算で言えば、１万１千円と

いうふうなことで統一した補助金になるようにというようなことで、要綱を定めており

ます。その２つを分けたというふうなことで要綱の一部改正、そして新たに支援の分は

作ったというふうな背景がございます。 

その他には、２１年度からその１２の指定されている文化財の方々の分も連絡なども

出来るようように、また情報が得られやすいようにするために「佐賀市無形民俗文化財

連絡協議会」という仮設でございますけれども、こういう会を作って国・県・財団等の

補助金に対する情報の提供ですとかお互いの情報交換とか、そういうふうな場にできる

ような協議会を立ち上げたいというふうな方向を持っておるところでございます。指定

文化財に対する２つの要綱については以上でございます。 

それから未指定の文化財に対します支援でございますけれど、一応その分につきまし

ては、この１９ぺーじから２２ぺーじに要綱として付けさせていただいております。未

指定の文化財の支援につきましては、平成１９年度、２０年度、４回にわたりまして「地

域文化活用事業研究会」というのを立ち上げまして、学識経験者の方も含めた１５名の

委員さんの方で協議をしていただいて、どういうふうな支援がいいのかというようなこ

とを話し合っていただきまして、その「地域文化保存・継承支援補助金交付要綱」とい

うのをまとめたところでございます。それで、この要綱に基づきます支援は、現在の３

月に予算議案としてお願いをしておりますけれども２１年度からの事業として実施を

したいと考えているところでございます。その支援の内容でございますけれども、この

ページの最後のところから２枚です、２１ぺーじのところに別表１・別表２と書いてい

るところでございます。 

別表１は、一応補助対象経費といたしましては、講演会とか講習会とかの謝金、燃料

代、印刷製本費、委託料、それから少しとばしまして伝統芸能用具の修繕とか、新規購

入費、復元に要する経費、そういうふうな指定文化財とあまり変わらないような対象経

費になっておるかと思いますが、未指定の分についてもそういうような対象経費に対し

て支援、補助をしていきたいなということでございます。しかし、食料費については対

象から外させていただきたいというふうなことでございます。 

別表２でございます。どういうふうな補助金かと申しますと、地域の中でずっと保存

とか継承してきてもらっている地域の自主的な事業、例えばどういうものかと申します

と、地域の中で地域の文化的な事とか、歴史的な事とかを知ってもらうために講演会を

開いたりとか、それから地域の中にどういう資源がどこにあるとか地域の資源マップを

作ったりとか、中には例えば、今は「お雛様」が行なわれておりますけれども、お雛様

を作ることを地域の事業として指定されているとかそういうふうな事業ですね、それか

ら浮立なんか地元の中で行なわれていますけれども、これをビデオに残したいという撮
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影の経費とか、そういうふうな地域の中で、自主的に行なわれている経費について、補

助対象経費、先程申しました別表１に書き込んでおりますような経費の３分の２以内で

上限を３０万円とするというふうなことで支援をしていきたいなと思っております。 

それから２つ目でございますけれども、地域の伝統芸能等にかかる衣装とか用具の修

繕購入及び復元等を行なわれる時に補助をするというふうなことで、この場合は、指定

されている文化財につきましては、先程の１番目の方で２分の１以内、上限はなしとい

うふうなことで支援はされているというふうなことでございますので、これにつきまし

ては、未指定に限っての支援であるというふうなことでございます。補助の対象、経費

の３分の１以内で、上限は３０万円とするというふうなことで要綱としてまとめさせて

おるところでございます。４つの補助関係要綱につきまして以上で終わらせていただき

ます。 

 

（委員長） 

今無形民族文化財に対する継承支援についてということで、４項目について説明をい

ただきました。何かございませんでしょうか。これも先だっての勉強会でお聞きしてお

ります。ありがとうございました。 

では、ここに書いてありませんけど、「学校給食について」ということでよろしくお

願いします。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 給食費、保護者負担分一覧表という資料があるかと思います。今日、お話したいのは、

中学校ミルク給食費の保護者負担分の引き上げでございます。その一覧表を見ていただ

きますと、中学校の部で網掛けの部分がありますけれども、成章中学校から東与賀中学

校まで１１校あります。この学校については、ミルク給食費を実施しているところでご

ざいます。今回の引き上げは、供給価格の引き上げに伴いまして保護者負担額を引き上

げるというものでございます。 

次のページをお開きいただきますと中学校ミルク給食費の過去の単価がずっと書い

てありますけれども、一番下が２１年度、その上が２０年度となっております。２０年

度と２１年度を比較していただきますと、まず、ミルク給食につきましては、これは佐

賀県のほうで調整をされておりまして、佐賀県内の学校については、供給単価でござい

ます。２１年度は４１円５１銭という形になっておりまして、２０年度の３８円７９銭

から約２円７２銭位上がっております。そういう関係から引き上げざるを得ない状況に

なっております。それから果汁、これは佐賀県学校給食会の方から出ております。この

果汁につきましては、引き上げはございません。この表は旧佐賀市内に４つほど出して

おりますけれども、２０年度につきましては、ミルク給食を１６０回、果汁を７回を実

施されております。そういう引き上げの中で。各学校の給食担当の先生に聞き取り調査

を行なって、実施回数のもとに積算したものでございますけれども、ミルク給食につい

ては回数は上限はございませんけれども、果汁については７回から５回に削減するとい

う形で報告がなされています。そういうことで２０年度は６，８１６円が２１年度は  

７，２００円ということでの引き上げでございます。 

前の方に戻っていただきますけれども、供給単価そのものは違いはございませんけれ

ども、各学校においては実施回数が全然違うということでございます。参考までに申し

あげますと、大和中学校の場合は、ミルク、これは年間、２０年度も２１年度も約４０

回実施されております。それから、果汁も２０年度も２１年度も１１回ということで増

減はございません。単価の引き上げは、そのものが引き上げ額になっております。それ

から松梅中学校でございますが、果汁はございません。２０年度につきましては、ミル

クについては１７２回実施されておりますが、そういう状況の中で１６３回に削減され

ております。それから東与賀中学校でございますけれども、ここは２０年度はミルクが

１４０回、果汁が２０回になっております。それが２１年度がミルクが１４４回、しか
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し、果汁については１２回ということで調整をされた中での引き上げということになっ

ております。これについては、供給価格の引き上げですのでやむを得ないものと思って

おりまして２１年度４月より実施したいと考えております。以上でございます。 

 

（委員長） 

今、学校給食について説明をいただきました。ご質問ありませんか。 

 

（Ｂ委員） 

こういう細かなことが出されたのは初めてなものですから、ミルクが１６０回出され

て、そして果樹が５回というように、今、具体的な数まで、いただいておりますが、ミ

ルクはずっと変わっていないですよね。１６０回、単価は変わってでも、子どもに提供

する回数は１６０と全部一緒ですが、果汁は２１回だったのが、平成１０年度なんかは

２１回だったのが、今回５回と減っていますが、なんか金だけの問題ですか、何かそこ

らへん健康とか或いはカロリーとか、なんかそういうものまで含まれてのことでしょう

か。 

 

（委員長） 

わからないですかね。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

昨年は、調査しておりません。だから今回の引き上げに伴いまして、実質的には、回

数の引き下げという形だろうと思います。 

 

（教育長） 

これは、果汁は無くていいということなんですか。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

健康上はいらないんですけど、担当者に聞いてみますと、ずっと昔にですね、果汁を

入れてくれという運動があったらしいです。そういう中でこういうふうに変化してきて

おります。 

 

（Ｅ委員） 

 果樹の導入がそういう運動があったというのが経緯だということなんですが、こうい

う果汁とかがあるとですね、子どもも学校に来る魅力があって、結構、給食の威力とい

うのがあると思うので、できればこうたくさん回数があるほうが、予算の問題があると

思うんですが、ある程度あったほうが子どもたちの学校に対する「来よう」とする意欲

もわくかなと思うのですけど。できればあまり減らさないであげてほしいなと思うので

すが。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 今日お話しているのは、保護者の負担額になるのですね、これは全部市がもっている

わけではないので。そういうことで学校のほうで考えられて実施回数を調整されており

ます。 

 

（Ｄ委員） 

果汁にしわ寄せがきてるということですね。 

 

 

（委員長） 
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 まあ、そういうことですね。予算があまりないということですね。保護者負担を少な

くするためにもそうしているということです。 

 

（教育長） 

１７円だったのが３９円５銭になっているよね。平成１０年は１７円でした。 

 

（Ｂ委員） 

中学校の給食費になると２２年か２３年になると思いますが、中学校の給食が始まる

わけですが、月額どれくらいの負担になりますか。予定として。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

中学校給食になりましても、一応、市民説明会の中では、ミルクのほうは別でござい

ますけれども、一食当り２５０円という説明をしております。ミルクは別です。 

 

（Ｅ委員） 

すみません。もう一ついいですか。 

 

（北島委員長） 

はい、どうぞ。 

 

（Ｅ委員） 

これの費用の保護者負担の問題なんですけれど、やはりその貧しい世帯といいます

か、所得の少ない家庭も結構あると思うんですが、そういう方に対する補助というのは

予算として組まれているのでしょうか。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

そういう方にはですね、就学援助費というのがございます。要保護・準要保護どちら

にしても、給食費についての補助はございます。今現在、確か小学校では、１億１千万

ぐらいかかっております。中学校が確か６千万近くかかっていると思います。中学校給

食が始まりますと年間だいたい３５００万ぐらい増える形になります。毎年増えている

状況です。 

 

（委員長） 

一定のそれぞれの収入に対しての補助なんでしょう。払わなくていいとか半分払うと

かですね。わかりました。 

一応、予定されておりました報告は終わりますけど、他に各課からあれば追加でお願

いします。 

ないようですから、これをもちまして今年度最後の定例会を終わります。ありがとう

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


