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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 こんにちは。毎日暑い日が続いています。この猛暑で皆さん、どうぞ体調を崩さない

ように留意していただきたいと思います。 

 本日は、教育長が中国に出張しておりますので、６人中５人ということでの委員会で

すが、適法に成立しております。 

 甲子園も無事に済みまして、沖縄の興南高校が優勝。九州各地の高校も活躍してくれ

まして、佐賀県代表の佐賀学園も惜しくもベスト８は逃しましたが、随分活躍してくれ

たことをうれしく思います。佐賀の代表として本当に活躍してくれました。 

 それでは、これより８月の佐賀市教育委員会定例会を始めたいと思います。 

 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に進めたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 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 

 

（委員長） 

 日程の２の会議録の報告を求めます。 

 

（教育総務課副課長） 

 ７月２７日の教育委員会の会議録につきましては、８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。 

 

（委員長） 

 委員の方々、目を通していただきまして、何か質疑がありましたら、どうぞお願いし

ます。確認、よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、異議がないようですので、会議録は報告のとおり承認といたします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（委員長） 

 次に、日程３、教育長の報告を求めますが、先ほども申しましたように、教育長が「ニ

イハオ少年使節団」の団長として中国に行っておられますので、吉村こども教育部長か

ら報告をお願いします。どうぞ。 

 

（こども部長） 

 それでは、私のほうから５点ご報告をさせていただきます。 

 まず、中学校給食の申し込みの状況でございます。 

 ９月１日から実施をいたします選択制弁当方式による中学校給食１０校分でござい

ますが、９月分の申し込み、合わせまして１，３６２人分の申し込みを受け付けをした

ところでございます。これは全体が５，４４２人の生徒、教職員を対象といたしており

ますので、約２５％の受注ということでございます。 

 なお、センターの当初のスタート時は２，０００食を予定しておりましたので、この

２，０００食に対しましては、おおむね６８％程度ということでございます。夏休みを

挟んだ形での注文であったということ、今回がスタートということで様子見の生徒も見

受けられるということでございますので、今後、生徒、保護者等の意見等を聴取しなが

ら改善に努めていきたいというふうに思っております。 
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 また、９月１日は、１０校のうちの５校が給食を実施いたします。２日になりますと、

１０校すべてが実施をいたしますが、９月１日に出発式という形で、午前１０時３０分

から久保泉の給食センターで出発式という形をとりたいと思っております。 

 参加をいただきますのは、市長、議長、それから文教の委員長、地元の自治会長にご

出席をいただくようにいたしております。また、市Ｐの連絡協議会の会長にもおいでを

いただくということでございます。教育委員からは代表をいたしまして、委員長にご出

席をいただくことにいたしております。 

 それから、委員の先生方には、まだ給食を差し上げておりませんが、９月から実施を

する、その実施の中で、実際の運営を見るということでの実地調査を計画させていただ

きますので、そのときにあわせて試食もさせていただきたいと思っております。 

 以上が中学校給食に関することでございます。 

 それから、８月１日、この日も大変暑い日でございましたが、午後１時にお集まりを

いただきまして、栄の国まつりでのまなざし運動パレードを実施いたしました。委員の

中からもＡ委員とＤ委員に同じパレードで行進をしていただきました。そのほかにも、

青少健の方々、民生委員の方々、地域の方々ということで、総勢１００人のパレードと

いうことで、あのパレード隊の中では一番大きなアピールになったのではないかという

ふうに思っております。 

 また、このまなざし運動につきまして、運動を知っているという認知度は、平成２０

年度、平成２１年度と上がってまいりまして、平成２１年度は、もう知っているという

認知度は約５４％まで到達いたしております。ただ、その中でも、どのような運動かと

いうのをある程度理解をしているという方は３割にとどまっておりますので、今後は認

知度を高めることももちろんでございますが、理解度ということを、この運動の中身を

知っているという方を５割までふやしたいということを当面の目標として今後も活動

を続けたいと思っております。 

 以上がまなざし運動のパレードについてでございます。 

 それから、翌日の８月２日に「早稲田・佐賀２１世紀子どもプロジェクト」によりま

す教職員の出前講座を開催いたしました。 

 ことしの講師は、早稲田大学の高橋あつ子先生でございます。テーマは「学校経営に

生かせるグループワークトレーニング－特別支援教育の視点を取り入れて－」というこ

とをテーマにいたしまして、朝１０時から午後３時まで、５時間に及ぶ長時間の講義、

それから、グループ演習を行ったところでございます。 

 参加をいただきました小・中学校の先生方、全部で３８人でございました。この中に

は、唐津市ですとか伊万里市、武雄市、大町町、それから、佐賀県の教育センターから

も先生がお見えになり、佐賀市立以外では１１人の先生方が参加をされたということで

ございます。あと２７人が佐賀市の公立の小・中学校の先生でございましたが、小学校

は１７校、中学校は大和中学校から１校という参加でございました。 

 この「早稲田・佐賀２１世紀子どもプロジェクト」での、毎年の夏休みにおける早稲

田の先生をお招きしての講演会では、今回３８人、ちょっと人数が少ないなと思ってお

りましたが、今回は動員という形で受講者に参加していただくということではなくて、

実際に現場で学校経営とか、あるいは特別支援教育の現状を何とかしたいというふうに

日ごろ考えて活動されている先生が自主的にお集まりになったというようなことでご

ざいました。 

 そういう積極的な先生がお集まりでしたから、受講の態度も非常に真摯で熱心でござ

いまして、また、そういう受講生の態度が講師の先生にも連鎖をしまして、講師の先生

がまた、随分乗り乗りで講義をされると。それにまた受講生がこたえるというふうなこ

とで、５時間の講義時間が足らずに、超過をするというぐらいの熱心なものでございま

した。 

 今、佐賀市の５２の学校を運営しておりますが、特別支援教育、特に発達障害等に対

する生活指導員の配置、これにつきましては各学校現場から人数をふやしてほしいとい
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うことを毎年事務局も要望を受けております。今回の研修を受けましても、そのような

要望に対する思いを強く感じたところでございます。 

 そこで、８月１０日と１１日に佐賀市の経営戦略会議というものが開催をされまし

た。この経営戦略会議といいますのは、市長、副市長、それから教育長、さらには私ど

も１０名の部長が加わって、総合計画における３８の施策、これについての一定の評価

を行い、今後の重要度等を話し合いながら、平成２３年度の予算に対する配分をどうし

ていくのかという会議が８月１０日、１１日の両日にわたって行われました。 

 この席上におきまして、教育総務課長と学校教育課長が参加いたしまして、この特別

支援等の事業を含む就学前の教育という施策番号２７番でございますが、これに対する

事業の重要性、それから、事業拡大の必要性、そういうものを各メンバーに訴えをしま

して、何とか来年につきまして、平成２３年度につきましては、ことしよりも多くの人

員を配置できるのではないかというような手ごたえを感じているところでございます。 

 以上が「早稲田・佐賀２１世紀子どもプロジェクト」の出前講座の報告でございます。 

 それから、４点目でございますが、８月４日には児童虐待防止専門家講座をメートプ

ラザのほうで開催いたしました。 

 主に児童虐待に関することで、幼稚園、保育所、それから、小・中学校の現場の先生

方を対象とした講演でございまして、ことしは里親土井ホームというものを運営をされ

ております土井髙德先生に「発達障害児と被虐待児－その理解と対応支援－」というテ

ーマでの講演をお願いをしたところでございます。これにも受講者は多久市のほうから

もお見えになりまして、合わせて２０４名がお見えになっていただきました。 

 ご承知のとおり、平成２１年度の佐賀県の児童相談の件数が１１９件ございました。

これは平成２０年度よりも９件ふえた。さらに、この３年間、毎年、その件数はふえて

いるという状況でございます。佐賀市におきましても、単年度の部分について、これは

毎年、すぐに片づくものではございませんので、累積として相談件数はたまっていて、

いつも個別ケース等では経過措置という形で、ずっとケースが残っていくと。したがっ

て、累積数がふえていくということで、今現在、３００件のケースを佐賀市は抱えてお

ります。 

 したがいまして、児童相談所、それから、こども課で相談に当たっているコーディネ

ート係も相当人員的にもいっぱいいっぱいになってきておりまして、ここらあたりの充

実も今後の課題でございますが、毎年、幼稚園、保育所、それから、小・中学校、この

現場の先生方が最初の情報をくださるという、そういうケースがほとんどふえてきてお

りますので、今後ともにこのような研修会等を進めていきながら、健全な児童育成とい

うことに努めてまいりたいと思っております。 

 それから、最後のご報告でございますが、昨日の８月２３日に大和のほうで中学生の

生徒会役員リーダー研修会を開催いたしました。 

 附属中学校を含めて１９の中学校から５４人の生徒会役員に参加をしてもらったと

ころでございます。委員の先生方の中からもＡ委員、Ｂ委員、Ｃ委員の３名にご参加を

いただいたということでございます。 

 ここの中では、各生徒から自分の学校のナンバーワンというものを発表してもらい、

それをお互いの学校に取り入れようとする活動を中心としておりますが、同時に生徒た

ちに発表をする場というものを経験してもらうと。さらには、お互いが話し合いを進め

る、いわゆる協議をするということも経験して、それらの力を身につけるねらいがある

ということで毎年開催しております。 

 担当の指導主事から、成果は少しずつですが、毎年上がっているという報告を受けた

ところでございます。 

 なお、この模様は、ＮＨＫのニュースで昼と夜、２回放送されたということでござい

ます。 

 以上、簡単でございますが、私からの報告を終わらせていただきます。 
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（委員長） 

 どうもありがとうございます。 

 各項目が非常に重要なテーマばかりでありますが、特に虐待などはきょうのテレビ放

送ではコンビニの便所で１人の子どもがパンを盗んで、そこの便所で食べていたと。そ

れで保護したというような、そういうことの報道があっていました。非常に最近、また

この虐待の問題が多く報告、報道されておりますが、佐賀でも本当に対策を考えないと

いけない問題だと、非常に重要な問題だと思っております。 

 何か委員の方からもう少し聞きたいんだけれどもということがあればお願いします。

ありませんか、いいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、こども教育部長からの報告を終わります。 

 

日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

 では、引き続き日程４の議題に入ります。 

 第１３号議案『佐賀市奨学金条例を廃止する条例』について、説明をお願いします。

はい、どうぞ。 

 

（教育総務課長） 

 資料の１ページをお願いいたします。 

 第１３号議案『佐賀市奨学金条例を廃止する条例』です。 

 これは、勉強会等でもご説明してきましたけれども、ことしの４月から、国のほうで

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等修学支援金の支給に関する法律と

いうものが施行されまして、基本的に、公立学校につきましては授業料が徴収されない

と。それから、私立については、公立学校相当額の授業料を減免するというような形を

とられております。 

 本市の、現在の佐賀市奨学金条例というのが、同様に公立高校におきましては、公立

学校の授業料相当額、それから、私立に通われているお子さんについては、公立高等学

校の授業料相当額を給付するという制度でございますので、国のこの制度が始まったこ

とによりまして、本市の奨学金給付事業が一定の役割を終えたというふうに判断いたし

ましたので、この条例を廃止するものでございます。 

 廃止の中身ですが、２ページに書いております。 

 附則のほうで期日等を定めておりまして、平成２３年４月１日、来年度からは、この

奨学金の支給をしないというような形になります。 

 それから、附則の第２号で、この条例の施行の日の前日に、この奨学生としての決定

を受けている者に関しては従前のとおり、これまでどおり卒業まで給付をしていきます

というような経過措置を設けております。 

 それから、第３号では、三瀬、富士におきましては、貸付金制度というのを合併前に

行われておりまして、現在は佐賀市の奨学金条例と同じ形に統合いたしましたので、新

たな貸し付けは行っておりませんが、貸し付けの返還が残っております。これにつきま

しては、従前のとおり返還をしていっていただくという経過措置を設けております。 

 それから、関連する条例で、佐賀市報酬及び費用弁償支給条例というものがございま

して、この中の第２条第１項53号に、佐賀市奨学生選考委員会委員という文言が入って

おりますので、この条例の文言を削除するという附則を設けております。 

 以上、この案を提案いたします。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、審議をしていただきたいと思います。何かございませんか。 
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 私からちょっと、今まで、どれぐらい対象者がおられたのか、それを説明してくださ

い。 

 

（教育総務課長） 

 昨年度が１年生から３年生まで７７名です。平成２２年度、ことしが７６名です。 

 

（委員長） 

 私立と公立の、何か別枠がありますか。 

 

（教育総務課長） 

 私立が、ことし１０名です。公立のほうが、６６名ということになります。 

 

（委員長） 

 という実態でありますが、それが高校の無償化ということになりましてのことでござ

います。何かございませんか。 

 

（Ａ委員） 

 ちょっとお尋ねしたいんですけど、返還の状況といいますか、今、学生支援機構、昔

の育英会では、なかなか返せない学生が非常に多くて困っているということですが、佐

賀市においては、大ざっぱでよろしいですが、どんな感じでしょうか。 

 

（教育総務課長） 

 少し大ざっぱな話になりますけど、基本的に返還については、大分きちっとされてお

ります。ただ、６世帯で滞っている状況ありまして、鋭意催告等を行っているところで

す。 

 

（Ａ委員） 

 その６世帯に関してはどういう措置といいますか、催促どうされていますか。 

 

（三瀬教育課長） 

 三瀬につきましては、分割方式で納めやすい方法をとっております。自宅のほうに訪

問したり、本人さんに直接会って納付していただくように催促を行っておりますが、な

かなか納付をしていただけないというのが実態です。 

 

（Ａ委員） 

 そうですね、今はとっても厳しい状態ですので。 

 

（三瀬教育課長） 

 今後も、継続していきたいと思います。 

 

（委員長） 

 経済状態が悪いから、奨学金をもらいたいという状況の中であったわけですからね。

非常に世の中が厳しい状況でありますから。だけども、就職などされた後には、ぜひ返

還をお願いしていくということが必要と思います。 

 

（委員長） 

 それでは、この議案については、承認ということにいたします。 

 では、次の議題に入ります。 

 第１４号議案『佐賀市立小中学校の適正配置に関する佐賀市教育委員会方針につい
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て』、説明をお願いします。 

 

（教育総務課教育政策係長） 

 資料の３ページのほうをごらんください。 

 第１４号議案『佐賀市立小中学校の適正配置に関する佐賀市教育委員会方針につい

て』ということです。 

 こちらのほうは、既に勉強会のほうでも議論をいただきましたが、昨年１２月８日に、

佐賀市立小中学校施設のあり方検討委員会のほうから、「佐賀市立小中学校の適正配置

等について」の答申をいただいたことに基づき、佐賀市立の小中学校の適正化配置に関

する教育委員会の方針を定めるものです。 

 内容につきましては、４ページをごらんください。 

 「佐賀市教育委員会は、佐賀市立小中学校における小規模校の課題を緩和していくた

めに、佐賀市立の全小中学校での小中連携教育推進強化の方針のもと、以下の施策の実

施に向けて取り組みを進める。」としております。 

 ４点ございます。まず１点目は、三瀬小中学校、松梅小中学校においては、平成２５

年度までに校舎隣接型小中一貫校とするということを進めていくということです。 

 ２番目は、富士小中学校につきましても、平成２６年度までに小中一貫校とするうよ

に取り組みを進めるようにしております。 

 ３点目ですが、富士南小学校、大詫間小学校につきましては、今後の児童数等の推移

を見ながら、統合を視野に入れた検討を行っていくという方針で進めてまいります。 

 ４点目ですが、北山東部小学校におきましては、特に、過小規模化が著しいというこ

とで、近隣の小学校との統合を行うということを進めていくということです。 

 ただし、その実施につきましては、来年度、平成２３年度から平成２５年度までの３

年間、経過確認期間を置くということにしております。そして３年後に、また将来予測

を行いまして、その時点での現状により、次に挙げる４点、こちらのほうの状況が認め

られる場合は、直ちに統合準備に入るものとするとしております。 

 １点目が、この過小規模に係る課題、その影響が学校運営において出てくる。２点目

が、過小規模による児童及び保護者の不安や不満などが出てくる。３点目、山村留学児

童を除くさらなる児童数の減が予想される場合。４点目、山村留学による効果が期待で

きない状況が出てくる場合としております。 

 ただし、この３年間の経過期間中でありましても、上記の、今言いました４点の状況

となったと認められる場合は、直ちに統合のための準備に入るものとしております。 

 また３年後に、この状況ではなく、さらに経過確認期間を延長するという場合におき

ましては、その期間は、状況に応じ２年以内とし、その都度同じく経過の確認を行うと

いうことにしております。 

 以上が、内容でございます。 

 

（委員長） 

 案が出ましたので、審議をしたいと思います。 

 これも、これまでいろいろ地元での意見を聞く会を何回もしたり、審議も何回となく

やりながらのこの案でございますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

（Ｂ委員） 

 今の分で、１から３の部分は、今からいろいろまた話し合いが持たれると思いますが、

４に関しては、ある程度、保護者さんとか地元の方に対しての条件じゃないですけど、

提示するわけですので、その後、例えば覚書とか、そういう書類の取り交わしまでは考

えてありますか。 
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（教育総務課長） 

 この後が、まずは議会のほうにこのような方針を出しましたということで、９月の定

例市議会会期中に研究会というのが開催されます。教育委員会の勉強会と同様のものが

あります。その席で、こういう方針を出しましたということをお伝えしたいと思ってい

ます。 

 その後、地元には、説明会というのを開いて、教育委員会としてはこういう方針で行

きますというお話をしたいと思っています。ただ、そういった覚書ですとか確認書とか、

そういったたぐいのものは交わす考えはありません。 

 

（委員長） 

 そういうことですね。 

 こういう案を出すに至るまでには、要するに子どもへの教育をやっぱり第一番に優先

するというのが大前提で、そこを大事にしていきたいと思います。そして、地元の要望

といいますか、状況といいますか、そういうことに対しての取り組みとしては、次にど

うするかということで、大きくは、やはり子どもの教育と地元の考え方とか意向という

ようなことを大事にしていこうというふうに、前々からこういう方針でおりますから。 

 この北山東部小においては、地元からは今、何も子どもにマイナス面はないという意

見が随分強くありまして、そこら辺のところは、子どもに教育上マイナスの面がなけれ

ば、やはり少し見守っていく必要があるんじゃないかというようなことで、私の意見と

してもそういうふうに思っておるんです。ほかの委員の皆様はどうでしょうか。 

 

（Ｃ委員） 

 意見というか、小規模校で、この間ミーティングで松梅小中の先生方のお話を聞いた

んですけれども、やっぱり私たちが思っている以上に、小規模校の先生方はご苦労され

ているなということを、ちょっと実感いたしました。 

 複式学級一つとっても、保護者や子どものほうは不都合を感じないかもわからないで

すけれども、非常にいろんな部分で人員のしわ寄せとか、それぞれの先生方が自分たち

のハンディ分は、自分たちの努力でなされているというようなお話をされていましたけ

ど、さらに小規模になっているわけですから、そういった側面も、やはり十分検討して

いかないといけないというふうに感じたところです。 

 

（委員長） 

 例えば、１人の先生が休暇をとるとなるというと、相当子どもにも影響がやっぱり出

ますよね。そういう面でも、非常に重要な問題があると思いますけど。 

 

（Ｄ委員） 

 そうですね、今、小中連携を進めているさなかですので、その効果として、その取り

組みを実現するためにも、北山東部小学校についてはこういう方針でというのはわかる

んですが、ただ、一方で、その地元との理解というのも、これから出て意見を聞いて進

めていかないといけないなと思いますし、これからの学校運営というのを、将来が見え

るような形で進めていけるように、常に話し合いながら、情報を提供しながら進めてい

っていただきたいなと思います。 

 

（教育総務課長） 

 はい、その点は十分配慮していきたいと思います。 

 

（委員長） 

 きょうのこの提案、方針ですけれども、要するに小中連携をこれから佐賀市では充実

していくと。方針をそうして、そして９年間、小学校、中学校というふうに区切りがあ



  8 

るけれども、義務教育期間の９年間を連続したものとして、これはもう従来からそうい

うことでやろうというふうに考えて取り組みを始めて、そしてそういう方針をもっと強

めようというふうなことになるわけですね。小学校から中学校に移行するときに、中１

ギャップというような非常に重要な課題もありますし、そういうようなことの解消に

も、この小中連携とか、一貫とか、そういうふうなことを佐賀市では、本当に、これか

らもっと充実していきたいというふうに私は思っておりますけれども。それについての

意見をいただければと思います。 

 

（Ｂ委員） 

 今の議案に関してちょっと考え込んでいましたので。少し今の委員長のお話と違って

きますけどいいですか。いわゆるこの教育委員会としての方針はどういう形で、例えば

教育委員長名で、ちゃんとした形で地元のほうに渡されるものか、ただ単にパンフレッ

トとして説明会なりで使われるだけなんでしょうか。 

 

（教育総務課長） 

 教育委員会の委員長名でのかた苦しい文章をつくる予定ありませんけれども、きちん

とした説明会というのは、一度は地元にはしないといけないなというふうには考えてお

ります。 

 

（委員長） 

 議会に、まず審議の案として出されるのか、報告として出されるのか。 

 

（教育総務課長） 

 報告になります。 

 

（委員長） 

 報告になりますか。そして、そこで何か確認といいますか、ディスカッションなど何

かあるんですか。 

 

（教育総務課長） 

 いろいろご意見はあろうかとは思います。議員さんの中にも、統合すべきだというご

意見もあるだろうし、またはここにあげていますような回答のほうがいいという方もい

らっしゃるかと思いますので、そこは意見を聞いていきたいと思います。 

 

（委員長） 

 今回、大きな問題点として残るのは、この北山東部小学校をどうするかということで

すけれども、これから北部、山の手の学校教育のあり方と、それから南部の海辺の小、

中学校の学校教育のあり方、これから本当にどんなふうにしていくかという大きな、重

大なテーマがあり、やっぱり継続して審議しなきゃいかんことが次々に出てくるわけで

すよね。だから、そういう流れの中で、やっぱり地元に根づいた小中一貫をどうするか

というのは、そういうことで本気になって取り組まないといけない問題があると思って

おります。重要なテーマです。Ａ委員さん、何かありませんか。 

 

（Ａ委員） 

 私も、これまでずっと意見を述べてきましたけれども、やはり北山東部の子どもたち

の授業を何回も私も見せてもらいました。体育大会にも参加させていただきました。私

自身、出場もしました。非常に地域の方の密着度は強いんですけど、授業となると、子

どものためにと思うと、やはりもう少し刺激が欲しいと思います。もっと子どもたちに

刺激を与えて伸ばしたいなというのが私の思いですね。それに尽きます。 
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（委員長） 

 保護者の方の思いと、公教育としての方針といいますか、子どもをどう育てるかとい

う思いと、何回お話ししてもやっぱり少し溝があるような思いがあって、これを本当に

これからどんなふうに佐賀市全体として確認作業をしていくかというのは大きな課題

が残っているんですね。だから、そういう意味でこの３年間とりえあず、地元からは北

山東部小については何も支障がないと、地元の保護者の方の意見としては、今のところ

何もありませんと、非常に子どもたちも満足して取り組んでいますと、そういうような

思いを今回、私たちは尊重して、とりあえず３年間経過を見ようじゃないかという方針

の出し方だと私は思っておりますが、委員の方、それについてはどうですか。３年ぐら

いだと思っていいですかね。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいですか、はい。 

 それでは、きょう参加した５人の委員とも、大体この方針で行こう、行っていいんじ

ゃないかという承認をされましたので、この第１４号議案は承認というふうにいたしま

す。 

 では、続きまして、第１５号議案『佐賀市教育委員会評価の結果について』の説明を

お願いします。はい、どうぞ。 

 

（教育総務課教育政策係主査） 

 ５ページをお開きください。 

 第１５号議案『佐賀市教育委員会評価の結果』についてでございます。 

 内容につきましては、別冊で佐賀市教育委員会評価結果報告書〔平成２１年度事業〕

ということで、皆様のお手元にお配りをいたしております。この内容につきましては、

前回の勉強会の中で協議をいただいているところでございます。 

 この報告書につきましては、９月の定例議会での報告、その後、ホームページでの公

表という形で進めさせていただきたいというふうに思っております。 

 本日の教育委員会の冊子の６ページ、７ページのほうには、概要ということで載せさ

せていただいておるところです。その内容につきましては、本編の冊子のところで前回

もお示しをいたしているところでございます。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 これも何回となく確認をしながら、最終の報告の概要というふうになりますが、何か

目を通していただきまして、ここはもう少しこうという意見、あるいは質問なども含め

まして、審議をしていただきたいと思います。 

 この評価された委員の方からの全体の意見はどうでしたか。何回となく聞きましたけ

ど、そこら辺のことをもう一回ここで確認をさせていただきたいと思いますが。 

 

（教育総務課教育政策係主査） 

 まず、意見としましては、本編報告書の冊子の中の、まずは教育委員会活動に関しま

してでございますが、１１ページをお願いします。 

 指摘事項としましては、２本上がっておりまして、委員さんからの意見としましては、

１つ(2)－１という形で、教育委員会が現場を知るという観点で学校訪問をしている実

績はすばらしい、こういう取り組みをするのはすばらしいという形での意見をいただい

ているところです。 

 その他の意見につきましても、プロジェクトごとに評価をいただいておりまして、プ

ロジェクト１につきましては、報告書２２ページです。 

 意見としましては、６点ちょうだいいたしております。 

 指摘事項につきましても２点ございまして、その分の改善策として２本掲げており、

プロジェクトごとに意見、指摘という形でいただいた中での改善策として掲げていると
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ころでございます。 

 プロジェクトの２以降につきましても、そういった形で指摘事項、意見、改善策とい

う形で記入をさせていただいているところです。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 報告書の本文のほうを見ますと、指摘されたものの中にはとても重要なものがありま

すね。不登校対策へのグループでの取り組みのことをきちんとした報告を書いて、取り

組んでほしいということまで書いてありますように課題が残っておりますけれども、平

成２１年度の事業に対する評価については、こういうふうに教育委員会としてはおおむ

ね達成、努力しているという評価は第三者からもしていただいたんじゃないかなという

ふうに思います。 

 

（Ｃ委員） 

 質問ですけれども、私も去年の任期途中からなもので、わからない部分があるんです

が、中学生との生徒会役員研修会で「教育委員会と語る会」というのは、どの程度のレ

ベルの意見交換をされたのでしょうか。 

 

（委員長） 

 先ほど教育部長からも話されたました。去年から始めております。生徒会の役員の研

修会の中で、私たち教育委員会も見学、参加して、いろいろな話し合いをするというよ

うなことではないかと私は思っているんですが、何か補足がありますか。 

 

（Ｃ委員） 

 というのが、私もきのうと、それから２月だったですか、グループ討議の中に加わっ

て意見のアドバイスとかいう立場で入りましたけど、意見交換というような内容ではな

かったと思うんですよね。まず、それで達成したということで、五、六年生に対象を広

げると安易にしていいものだろうかとちょっと思ったんですけど。今後徹底して生徒会

の子たちと話をしたというような印象ではないと思うんですよね。ですから、五、六年

生としてどれだけそういったものがあるのだろうかという考えを持ったものですから

質問させてもらいました。 

 

（委員長） 

 学校教育課長、何か意見はありますでしょうか。 

 

（学校教育課長） 

 第三者評価の結果は、具体的な場面とかがなかなかイメージしづらかったとは思いま

す。ですから、中学校の生徒にできることが、次に中学校に入る段階である５年生、６

年生でも、それだけの発達段階にあるのではないだろうかといった、指摘というよりも、

そういった委員さんたちのお考え等を、そこで発表されたということだったと思いま

す。ぜひ、こういうことを来年度の施策として反映してくれというところまでのことで

はなかったと思います。 

 

（委員長） 

 そういうことですが、現実のことを言いますと、小学校を卒業した子が中学校に行く

と、そのまま地元の中学校に行くという子とか、行かない子どもがふえてきているわけ

ですよね。早稲田もそうですけれども、いろんな地元じゃない中学校に行く。そうする

と、中学校になったときに小学校から引き続きがなかなかできにくい状況は佐賀でも強

まってきていますよね。そういうような地元に根差した次世代のリーダーシップを発揮
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できる子どもをどういうふうに養成するかというのは、これもまた大きなテーマなもの

です。 

 だから、私たち教育委員会とディスカッションするだけじゃなくて、地元でもいろん

な話し合いをするとか、あるいは年代を超えて、いろんなグループで話し合いをすると

かというのはとても大事なテーマであると思います。これはぜひ各公民館とか図書館活

動の中においても意識していただいて、学校教育だけの問題じゃないということで、ぜ

ひ取り組みをもっと強化していく必要があるなと、私はそう思います。 

 

（Ｄ委員） 

 「教育委員と語る会」については、確かに中学生と語る会は余りテーマがなく入って

しまったので、ちょっと各テーブルで自由に意見交換という感じだったんですけど、例

えばテーマを決めて、これについて話し合うとか、議題を小学校とか中学校のほうから

上げて、これについて教育委員と話がしたいというようなテーマがあれば、教えてもら

って、それについて話をするとか、特に教育委員会としてはこのテーマについて中学生、

小学生と話してみたいと、例えば、携帯電話の問題とか、インターネットの問題とかで

も、今の子どもたちがどういうふうに考えているのかとか、何かそういうテーマを決め

て、そのことについて、１５分でも２０分でも話し合うとか、そういうふうにすれば、

掘り下げられるかなと思います。 

 以上です。 

 

（Ｃ委員） 

 私も賛成です。どうせやるなら、もう少し絞って、役員研修会のときに組み込んです

るという、確かに集めたりするのはご苦労があるのはわかるんですけれども、その場合

は全部の学校を集める必要はないと思うし、それだけの会をぜひやってもらいたいなと

思いました。 

 

（Ｂ委員） 

 もしそういうふうな時間を設定されるなら、子どもたちが構えないようにしてほしい

と思います。子どもたちからということではなく、こちらから出向いて君たちと話そう

よみたいな感じのセッティングをですね。 

 

（教育総務課長） 

 全学校ではなく１校でもいいですもんね。生徒会の役員だけ集めてですね。 

 

（Ｂ委員） 

 １校というか、例えば、市内の人口密度が高いところの学校、生徒数の多い学校、ち

ょっと少ない学校、その辺の仕分けをしていただきたいなと思います。 

 

（教育総務課長） 

 はい、わかりました。 

 

（委員長） 

 子どもたちとどういうふうに教育委員会も触れ合いをするかとか、ディスカッション

するかというのは、そういうこともこれから充実しないといけない。 

 市民の方にもう少し教育委員会自体がアピールするとか、そういうこともしなさいと

いうような投げかけがありますので、この教育委員会自体の開催をまたやっぱりもう少

し工夫をして、場所とか時間とか、そういうことも含めて、どうぞ企画、プランを立て

ていくのも必要じゃないかと思います。そういうのも意見がこの報告書に書いてありま

すので、よろしくお願いします。 
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 ほか何かありますか。 

 

（Ｃ委員） 

 もう１点いいですか。教育委員会だよりというのは、私も非常にいいことだなと思う

んですけど、具体的にちょっと腹案的なものは今のところありますか。 

 

（教育総務課教育政策係主査） 

 前回Ｂ委員のほうから提案もいただいたということで、委員と相談しながら、年に何

回かというのも含めて検討しながら進めていければと思います。 

 

（Ｂ委員） 

 あくまでもこれは私自身の考えですけど、きちんと定期的に、月に１回とかそういう

感じじゃなくてもいいと思うんですよね。かわら版的に、これからこれぐらいのこうい

うことについて話し合いましたよというような感じで、現状をお伝えすると。それがあ

る程度地についてきたら、少し詳しいことでも述べればいいと思います。そういう感じ

のものをまずは少し、取っかかりで興味を示してもらえるような内容にしてほしいと思

います。 

 

（委員長） 

 傍聴で新聞記者の方がおられまして、写真を撮りたいということですが、いいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 写真を撮るということは了解ですね。では、そういうことで写真をどうぞお撮りくだ

さい。 

 このことについて何かありますか。 

 教育委員会として第三者評価を受けるということは、佐賀でも一昨年から始めており

まして、やっぱり画期的なことですので、情報をオープンにするというのは必要なこと

ですので、また第三者から評価を得るというのは大切なことですから、これはこれから

も継続ということになっていきますので、どうぞそういうことでお願いしたいと思いま

す。 

 それでは、この議案については承認ということでよろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、承認ということにいたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（委員長） 

 では、続きまして、日程５の報告事項に移ります。 

 まず初めに、「９月補正予算案について」の説明をお願いします。 

 

（教育総務課長） 

 ８ページお願いいたします。 

 「９月補正 歳入歳出予算一覧」です。 

 教育委員会での９月議会に諮ります予算議案の総額は歳入で３,３３１万円、それか

ら、歳出で４,５１７万３,０００円の減額というふうになっております。これから各課

ごとに各担当課長のほうから説明をしていきます。 

 まず教育総務課分、総額歳出で減額の６，７５５万円ですが、これは４月に人事異動

がありまして、年齢が若くなっただとか、退職者があったとかということでの減額にな

っております。それに関する人件費、給与、共済費等の減額でございます。 

 以上です。 
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（委員長） 

 次は、学校教育課お願いします。 

 

（学校教育課長） 

 研究指定校の委嘱事業ということで、そこに「（川副中：なぎなた）」と書いてござい

ますけれども、女子生徒がなぎなた、そして、男子生徒が剣道ということで、体育の授

業における武道の推進です。 

 ご承知のとおり、平成２４年度から新学習指導要領で教育活動を行いますけれども、

体育の授業における武道の必修化になります。そこで、今年度、そして、平成２３年度

までの２カ年度を予定しております。現在は、諸富中学校が柔道でこの武道指定を受け

ながら文科省の研究委嘱を推し進めているところでございますが、佐賀市内でもう１校

追加という形になりました。２４１万円ということで９月補正をお願いしようと思って

おります。 

 なお、２４１万円のほとんどが剣道の防具、それから、なぎなたの長いやつですね。

１本７，０００円ほどしますけれども、それぞれ４０セットずつということで考えてお

ります。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 次は、学事課お願いします。 

 

（こども教育部副長兼学事課長） 

 まず、中学校給食センター運営経費です。１１８万円を上げております。これは、９

月から中学校給食を実施いたしますけれども、給食費の管理、それから、食材の発注、

食材の検収、検品、それから、支払い等の業務を的確に行うために栄養士を１名追加配

置をするための経費でございます。 

 下のほうの債務負担、学校給食調理等業務委託料でございますけれども、平成１４年

度から調理員の退職に伴いまして、給食の一部民間委託を実施してきておりますけれど

も、平成２３年度から新たに北川副小学校、若楠小学校、川上小学校の３校の給食業務

の一部を民間委託する予定です。平成２３年４月から委託をするためには、今年度中に

業者の選定を行う必要がありますので、今９月議会で２２年度から２５年度までの債務

負担を行うものでございます。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 次は、こども課お願いします。 

 

（こども課長） 

 まず、歳出のほうです。病児・病後児保育経費１５１万円であります。現在、２カ所

の病院で病児・病後児保育を行っておりますが、その委託に伴う国の補助基準が増額に

なりました。それに伴う委託料の補正がまず８９万２，０００円がありました。また、

感染症対策として、玩具の滅菌保管庫を購入する補助金として２台分、６２万円の補正

をお願いするものであります。合わせまして１５１万円の補正であります。 

 ２点目、助産施設収容措置費６７９万円の補正であります。経済的理由で入院、助産

ができない場合に、児童福祉法に基づきまして、現在、国立病院機構佐賀病院に入院助

産の措置を促しております。その措置費としての委託料の補正をお願いするものであり

ます。 

 その理由としまして、当初見込み２３名を見込んでおりましたけれども、既に２６名

の利用申し込みがあっており、さらに２０名の利用が見込まれております。それに伴う
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委託料の補正であります。 

 ３点目、一般管理費、これは本庄幼稚園の分であります。一般管理費の賃金４９万円

の補正であります。現在、本庄幼稚園は１０９名の児童がおりますけれども、特にこと

しから３歳児２名、４歳児２名、５歳児１名の障がいのある子どもさん、あるいは今療

育センターなどの訓練をされているお子様を受け入れをしております。特に３歳児の児

童１名につきましては、集団行動がなかなかとれず、園外に出てしまうという状況があ

ります。なかなか園庭での集団活動をする場合につきましては、職員室に子どもさんを

連れてきまして、園長とか教頭が保育をするという状況であります。 

 したがいまして、この３歳児のクラスに午前９時から１４時まで時間給の保育士を配

置することによりまして、児童自身の安全確保、あるいは他の児童とのかかわりの改善

をしたいと考えております。 

 あと、４点目の子育て支援環境づくり事業７８６万円であります。これは新規事業で

ありまして、８ページ、９ページに一枚紙で差し込みをさせていただいております。こ

れで説明を行います。 

 子育て支援環境づくり事業につきましては、今回７８６万３，０００円の補正をお願

いするものであります。佐賀県の安心こども基金特別対策事業費補助金を活用しまし

て、公共施設、あるいは子ども連れの利用者が多い飲食店、病院、美容室等の民間事業

者でも、ベビーベッドとかベビーシートの設置をする場合に、子育て家庭が安心して外

出できる環境を整備するという目的で補助をするものであります。これは補助率１０分

の１０の県の補助であります。 

 事業内容としましては、今申したように、民間事業者が行うベビーシート等の整備、

あるいはまた、公共施設におけるベビーシート等の整備であります。 

 あと、右のほう、補助上限額、１施設当たり工事でありますと１００万円、備品購入

でありますと５０万円の補助上限額の設定がされております。今回、４番目の経費の内

訳にも書いてありますように、まず子育て支援環境づくり事業費補助金、これは民間事

業者約１００事業者を想定しまして、ベビーシート等、あるいはベビーベッドの整備に

伴う補助金７００万円を予算計上しました。 

 また、あと工事請負費２７万９，０００円でありますけど、これは大隈記念館のベビ

ーシート設置工事費用であります。 

 あと、備品購入費５８万４，０００円につきましては、北部児童センター、久保田の

児童センター、川副児童館、東与賀児童館におけますベビーベッド、あるいはベビーソ

ファ、ベビーマットの備品購入費であります。合わせて７８６万３，０００円の補正を

お願いするものであります。 

 最初の８ページに戻りまして歳入のほうです。 

 まず、病児・病後児保育負担金６万４，０００円であります。これは病児・病後児保

育は今多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町、この４市町のほうでも病児・病後児保育

を利用いただいています。この市町に対する負担金は、一応平成２１年度の実績に応じ

まして負担金を決定します。基本的には、今回決定しました負担金が見込みよりも６万

４，０００円多かったということであります。 

 次に、助産施設分の児童福祉費負担金１７０万円であります。これは、先ほど助産の

申し込みがふえましたということで歳出に補正をさせていただきましたけれども、それ

に伴う負担金を８万６，２００円１人当たり徴収をさせていただいています。この負担

金の増額分が１７４万２，０００円であります。 

 あと、助産施設措置費負担金、これは国庫負担金とその次の次の段の助産施設措置費

県負担金であります。これは助産施設の措置費、国が２分の１、県が４分の１の負担を

いただきます。この負担金の増がそれぞれ２５３万円、あと、県負担金が１２０万円の

歳入増となっております。 

 次に、下から３番目の地域子育て創生事業費補助金８４０万円の歳入補正でありま

す。これは、先ほど申しましたベビーシートの補正７８６万円と、もう１つ歳出のほう
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でお話ししました病児・病後児保育の滅菌保管庫の購入費２台分の６２万円、これも一

応この１０分の１０の補助金を使いました対象になりますので、７８６万３，０００円

と６２万円を合わせた８４８万円の補助金の歳入増であります。 

 あと、上から４段目の次世代育成支援対策交付金、あるいは下から４番目、私立保育

園保育対策等促進事業費補助金、あるいは下から２番目、児童環境づくり基盤整備事業

費補助金、一番下の市立保育所保育対策等促進事業費補助金、これにつきましては、国

の補助金の組み替えに伴う歳入の増減であります。 

 以上であります。 

 

（委員長） 

 社会教育部文化振興課からお願いします。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 それでは、文化振興課でございます。歳出のほうです。 

 世界遺産登録関連分経費として、２１３万円の補正を行っております。これは幕末佐

賀藩の産業遺産であります三重津海軍所跡の世界遺産登録に向けての調査業務の補正

でございます。 

 内訳でございますけども、歴史文献調査の対象資料拡大に伴う調査資料の補正として

１８９万円、それから、三重津海軍所跡の史跡指定に関する文化庁協議関係経費補正と

して２４万円、合わせて２１３万円でございます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 各課から説明がありましたが、何か質問なり意見なりありますか。よろしいですか。 

 この武道のことですが、武道は今は研究指定校の予算分のことですね。 

 

（学校教育課長） 

 はい。 

 

（委員長） 

 これは正規の授業になりますと、各中学校では何かしないといかんわけですよね。そ

れは、だからこれからのことでしょうけれども、どこどこ中学校は何をしたいというよ

うな希望はもう出ていますか。 

 

（学校教育課長） 

 昨年度中に調査をかけました。また事情もいろいろ変わりますので、実際平成２４年

度に取り組むわけです。しかも平成２４年度も恐らく１１月、１２月ぐらいだろうと。

遅くても１月、２月ぐらいには実施するだろうと思いますので、予算措置は平成２３年

度で買うのか、それとも、平成２４年度の当初で買うのか、そこら辺の検討も今進めて

いるところです。各学校においても何の武道をやるのか、１つでいくのか、２つでいく

のか、そこら辺も再度、最終的な検討を推し進めているところです。 

 

（委員長） 

 各学校、その指導をきちんとしてくださる指導の先生はおられますか。 

 

（学校教育課長） 

 はい、この事業に関しては、もう地域のそういう武道の指導者にもご協力をいただく

ということが１つ前提にもあります。武道を通じて、地域と学校とのつながりもつくっ

ていくといった、そういう意味合いもあります。ただ、地域に全くいらっしゃないもの
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を選ぶというところは多分ないと思います。そこら辺も十分考えながらやっていくこと

になると思います。 

 

（Ｂ委員） 

 今の内容に引き続き、川副中学校は剣道及びなぎなたとなっていまして、ほとんど備

品購入ということで先ほど言われましたが、保管というか、汗をかいたりするじゃない

ですか。維持管理に関しての、予算的な措置などはこの中には全く入っていないのです

か。 

 なぜかというと、私が諸富中学校のほうで柔道やっていますけど、実際柔道は、子ど

もたちに持って帰って、とりあえず洗濯をお願いしたわけです。あれだけの枚数ですの

で、学校で洗濯機にかけるというわけにはいきませんので、その辺が今度、剣道、なぎ

なたでしたら防具関係とかが結構汗かくと思いますけど、衛生管理上はどういうふうに

考慮されているのかと心配します。 

 

（学校教育課長） 

 私も具体的にどういう殺菌をすればいいのかとか、どこまで殺菌すればいいのか、そ

こら辺、まだちょっと勉強中で、はっきりはしておりません。まだ予算化もそこまでは

組んではおりません。 

 

（Ｂ委員） 

 例えば、棚の上にただ置いておくだけじゃなくて、風通しがいいところにラックか何

かをつけてやるとか、研究授業でされるのだったら実際使われますので、その辺どうか

と思いまして。 

（「なぎなたは防具はないんでしょう」と呼ぶ者あり） 

 

（学校教育課長） 

 なぎなたは防具はありません。なぎなたは、実際、１０時間から１２時間ぐらいの時

間数で行います。なぎなたも、ぱっと打ち込みに行く型、それを受ける防御の型を平成

２２年度行うということです。 

 

（Ｂ委員） 

 わかりました。 

 

（委員長） 

 ほかございますか。では、この件についてはよろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 そういう報告です。 

 次は、２番目の「平成２１年度公民館等学習・活動事業実績について」の報告をお願

いします。 

 

（社会教育課長） 

 先月の委員会で、公民館等での活動状況ですとか、あるいは利用状況をもうちょっと

市民に知らせたほうがいいんじゃないかと、委員長のほうからご指摘をいただきました

ので、このような資料をつくりまして、ホームページ等で周知をしたいと思っています。 

 平成２１年度の公民館事業の実績をここでまとめております。簡単に申し上げます

と、公民館等での事業を大きく分けると３つに分かれます。 

 最初に、学習・活動機会の提供、あとは貸し館、それから住民自治活動の支援等もあ

ります。これらすべての取り組みで公民館等においでになった利用者というのは６７万

人程度です。これは２９施設ありまして、１日当たり６７人ぐらいということになりま
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す。 

 ２番ですが、６７万人のうち公民館で行う主催事業、いわゆる学習活動の参加者をこ

こに掲げております。対象者、年代別の講座数ですとか参加者数というのを載せており

ます。全体で、公民館に来られる方は６７万人なんですけど、そういう学習に来られる

方が合計で１０万人ぐらいです。割合でいきますと、１６％ぐらいです。青少年とか成

人向けとか高齢者、そういう分け方をしていますが、対象としてはそういう人たちを対

象にしていますが、実際来られる方はそうではなくて、成人向けの講座の中に高齢者の

方ももちろんおられます。大まかに言えば、青少年を対象とする事業で約２割ぐらいの

事業を行っています。 

 あと、高齢者とか７％とか、そういう講座数の割合ですが、成人、高齢者合わせて、

これらのほとんどが恐らく高齢者の受講者ということで、高齢者が８割ぐらい受講をさ

れているのかなというふうに考えております。 

 次に、２番目に、その講座の中で特に重点的に取り組んでいますのが、現代的課題の

解決を図るような講座を取り組むことでそれぞれ課題別に資料をつけております。 

 多い順に載せていますが、健康をテーマとした講座が一番多くて、次にＩＣＴ、これ

はいわゆるパソコン研修がほとんどです。そういうことでそれぞれ現代的な課題に応じ

た講座をされていますが、これが本当にそれぞれの地域のいろんな生活課題の解決に対

応しているのかなと、そういう点もちょっと危惧するところがあります。講座をされて

はいますが、そういう点での改善が必要かなと思っています。 

 （３）番目に、今度は公民館が行う講座のうちで特に今地域教育力が低下をしている

という問題も指摘されております。そういった地域教育力の向上を図るため、あるいは

地域の力を生かした活動をしているということから、２つの事業を集約をしておりま

す。１つが通学合宿です。もう１つが子どもたちの体験活動ということで、これは別紙

２のほうに資料をつけていますが、別紙２が５ページになります。ページを間違えてい

ますが、５ページが通学合宿の昨年度の実績です。昨年度は、下のほうに書いています

が、新型インフルエンザのために１０施設で中止をされています。実際１３地区が実施

をされて、合わせて２３施設で行われております。あとはもともと予定されていないの

が３公民館あります。開成、金立、鍋島公民館の３ヵ所で行われていないということで

す。ただ、開成と鍋島は今年度実施をされるということを聞いております。 

 次に、子どもたちの体験活動ということで４ページにどういう活動をしているのかな

ということで載せております。上のほうが公民館で行っている地域体験活動です。下の

ほうは、各課関連ということで、地域こども教室とか青少年課で行っている分とか、あ

るいはキャンプですとか、都市中学生交流事業、そういったことも体験活動ということ

で入れております。トータルで１万２，０００人ほどの子どもさんが参加をされており

ます。 

 この一番下に年次別、年度別の実績を載せていますが、年々やっぱり体験活動という

のがふえておりまして、平成２１年度は全部合わせたら２９事業ということになりま

す。 

 １ページに戻っていただいて、訂正がございますが、一番下から２行目「全２９公民

館」というこれ以降なんですが、本市においては２９事業が開催されたということで確

定しておりまして、「１万２，０２５名」が参加、後ろの統計資料によりますと、そう

いう数字になります。訂正いたします。 

 あと貸し館の状況ということで、これも別冊で「公民館サークル情報」ですね、サー

クル一覧という冊子をお配りしておりますが、全市内である公民館サークルの名簿で

す。全部で７１８サークルがございます。こういう方々が貸し館事業で利用をされてい

るということになります。 

 以上の内容をホームページ等で周知を図りたいと思います。 
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（委員長） 

 まとめていただきまして、ありがとうございました。こんなふうにまとまると非常に

わかりやすく、佐賀市全体の状況が確認しやすい。本当にありがとうございました。そ

れと、ご苦労さまでした。ぜひ情報を市民と共有できるようによろしくお願いします。 

 次に、３番目「財団法人佐賀市文化振興財団の平成２１年度事業報告・財務諸表及び

平成２２年度事業計画・収支予算について」の報告を文化振興課からお願いします。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 それでは、白表紙の別冊資料をお配りしていると思います。それで説明をしたいと思

います。 

 まず、地方自治法によりますと、地方公共団体の長は地方公共団体が２分の１以上出

資している財団法人について、毎年その経営状況を説明する書類を議会に提出する必要

かございます。 

 財団法人佐賀市文化振興財団は、平成元年１０月の佐賀市文化会館の開館に先立ちま

して、佐賀市の文化振興と会館運営を目的として佐賀市が全額出資、３，０００万円出

資して設立した財団でございます。 

 今回、その経営状況を説明する書類を議会に提出する必要がございます。その前に教

育委員会に提出するものでございます。 

 内容につきましては、すべて説明することはできませんので、後ほどごらんになって

いただきたいと思いますが、特に法人の課題について若干説明を加えさせていただきた

いと思います。 

 ６ページをお願いします。 

 ６ページの左上のほうにローマ数字のⅢのところに法人の課題等を挙げております。

読み上げますと、「指定管理者制度への移行後５年目を迎え、安定したサービスを継続

して提供することによる地域文化の振興と経営意識を持った運営に努め、次期指定管理

者の指定を受けるための事業計画を策定する。公益法人制度改革における公益認定を目

指す。」と記載されております。 

 現在、文化振興課では指定管理者選定に向けての事務を進めているところでございま

す。また、財団におきましては、公益財団法人認定に向けての申請を行っているところ

です。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 以上、報告書類が提出されて、そして説明がありましたが、何か確認したいこと、あ

るいはもっとここを聞きたいということがあればお願いします。 

 そこの例えば、施設を利用して、収支決算などはもう問題なく運営されているのか。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 財団としては健全な経営をしておりますし、また、指定管理者として５年間それなり

の実績、また文化会館の施設の稼働率も周辺の市町村の施設と比べましても、非常に稼

働率としてはいいということで、健全な経営をされているというふうに認識しておりま

す。 

 

（委員長） 

 目を通していただいて、何か質問等があればお願いします。 

 

（Ａ委員） 

 文化会館の舞台とか音響装置はまた別のところがしているんですか。 
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（社会教育部副部長兼文化振興課） 

 文化振興財団に佐賀市が指定管理者としてお願いしておりますが、その財団の中でも

特にそういう特種な技能を要する舞台関係というのは別の事業者に業務委託をされて

います。 

 

（Ａ委員） 

 わかりました。 

 

（委員長） 

 ほかに何かありますか。よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次の報告ですが、「平成２２年度佐賀市中学生交流事業の完了報告」につ

いて、青少年課お願いします。 

 

（青少年課長） 

 ８月７日から８日にかけて、２０１０さが中学生青春キャンプというのを実施いたし

ました。 

 実は、これは昨年まで九州都市中学生交流事業ということで行っておりましたが、こ

れにかわる事業として、今年度から新規事業として青少年課のほうで取り組んだもので

ございます。 

 波戸岬の少年自然の家のほうに中学生の１、２年生を対象に、当初募集は８０名でし

たが、結果的には４１名ということで、半分ほどでした。男子と女子、ちょっと男子が

少ないんですけれども、これは市と県のキャンプ協会との協働事業、いわゆる佐賀市の

協働事業の一つという形態で事業を実施したところでございます。 

 キャンプ協会のほうからも２２名来られまして、また、これにはボランティアの大学

生も参加をしてもらいました。そして、６人か７人の班で大学生のスタッフを入れて実

施したところです。 

 この事業を終えての感想でございますけれども、まず１つが、市内小学校では「友だ

ち１００人できるかなキャンプ」がありましたけれども、こういった市内全域での中学

生の交流ということで、いろんな意味で非常に交流が図られたと思っております。 

 それから、自然体験、後でまたお話ししますけれども、自然体験ができたということ。 

 あと、異なる学校、また異なる学年や異性との交流、こういったところで積極性、協

調性、それからコミュニケーション力といった社会性が身についたと、この期間では若

干ではございますが、そういったところの向上に寄与したのではないかなと思っており

ます。 

 ４番目ですけれども、参加の子どもたち、あるいは保護者、子どもたちにやっぱりそ

ういった自然体験やいろんなところの体験をさせたいという思いがありまして、こうい

った交流を図ったのですけれども、特に今回、印象的だったのが、不登校ぎみの子ども、

あるいは少し気になる子どもの参加もございました。私たちも当初はちょっと心配でし

たけれども、やっぱり子どもたち、そこはみんなと仲よく、本当に目を輝かせて交流を

したところでございます。 

 また、キャンプ協会のほうもさまざまなところで助言、指導を行いまして、効果的、

専門的な活動ができたと思います。 

 最後に、それぞれ子どもたちに感想を言ってもらったりしました。友達同士でメール

の交換等、そういったこともありました。 

 ある男の子は、最初は親から言われて嫌々参加したけれども、本当に楽しいキャンプ

だったということで、また次も参加したいということでした。 

 裏面の１０ページに、そのキャンプの様子を載せております。当日、カッターをこい

だわけですけれども、大変いい天気で、無風で、べたなぎの状態の中で唐津海員学校の
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ＯＢの先生方、１艇に２人乗られまして、大変、結構厳しく指導がありました。最初子

どもたちもカッターをこぐのを戸惑っていたんですけれども、終わりのほうはみんなし

っかりと息を合わせてカッターをこぐ、こういった、普通では体験できないようなカッ

ター経験、あるいはキャンプファイアで一緒になって交流を図り、また次の日はウオー

クラリーでグループでああでもない、こうでもない、道に迷いながらもいろんなところ

でゲームを楽しみながら、自然体験を通して、こういった１泊２日ですけれども、交流

を図ったところでございます。こういった中で子どもたち、１つでも、２つでも何か得

るものがあればということを考えております。 

 そして、先ほども言いましたけれども、そういった幅広く子どもたちに、また来年以

降も参加してもらって、特に不登校の子なども含めて、来年以降も参加をしてもらって、

そういった子どもたちに何か少しでも得るものがあればというようなことを考えてお

ります。来年もまたパワーアップして実施をしたいと思っております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 報告がありました。何か質問などはございませんか。 

 

（Ｂ委員） 

 募集定員８０の約半分の４１人が参加ということですけど、昨年度までの経緯とかは

どんな状況でしたか。昨年は九州交流だったと思いますが。 

 

（青少年課長） 

 ８月の交流ですね。昨年は３０名の定員でした。今回が、１つがなかなかＰＲ等で、

学校の先生にもお願いをしたんですけれども、十分に子どもたちのところにまで、及ん

でいなかったと思います。 

 

（Ｂ委員） 

 前年度のイメージがちょっとあったかもわからないですね。 

 

（青少年課長） 

 昨年とは違うということだったんですけれども、来年はポスターをつくったり、ある

いは学校にも直接出向いてお願いをして、私たちとしましてはぜひ多くの子どもたちに

やっぱり参加をして、自然体験をしてもらいたいと思います。 

 

（Ｂ委員） 

 時期的な問題もありますよね。 

 

（青少年課長） 

 ちょうど部活があっているところもあるんですけど、だから、来年は今１、２年生で

すけど、３年生までちょっと学年を広げて、より多くの人に参加してもらいたいと思っ

ています。 

 

（Ｄ委員） 

 去年も思ったんですが、男の子のほうは、すごく参加が少ないんですけれども、これ

は何でなんでしょうかね。 

 

（青少年課長） 

 男の子はなかなか消極的でして、これも、ぜひ来年は男の子も参加してもらうよう、

働きかけを行っていきたいと思っています。今回も男の子８名で、各班に１名か２名と
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いうことで、最初は萎縮ぎみだったんですけれども、ボランティアの男の大学生とかが

そこに入って一緒になって話をしたりして、後半からは大分男の子たちも女の子に負け

ないぐらいに頑張って活動をしてもらいました。 

 

（Ａ委員） 

 病気とかはなかったですか。 

 

（青少年課長） 

 それが一番心配でしたけど、それはなく、また、カッターも全然問題なくて、まずは

熱中症とか心配でしたけれども、しっかり水分補給したりとかということで、一人もそ

ういった子どもはいませんでした。 

 

（委員長） 

 男の子が活力がだんだん低下していて、女の子の活力が高まってきている状況はどう

もあるみたいですね。集団で、もっと男の子がふえるようなアピールの仕方の工夫が必

要ですね。男の子と女の子と一緒にすると、この思春期は男の子が恥ずかしいという、

やはり女の子が多くなると、男の子は敬遠したくなるというような思春期の特性もある

んじゃないかなと私は思うんです。そこら辺も考慮して、どうぞよろしくお願いします。

継続は力ですから、どうぞよろしくお願いします。 

 ほか何か議題がありますでしょうか。よろしいですか。 

 では、予定された議題がすべて済みましたので、これをもちまして、８月の定例教育

委員会は閉会したいと思います。どうもご苦労さまでございました。ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


