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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 これより佐賀市教育委員会の９月定例会を始めたいと思います。 

 暑い夏がやっと過ぎまして、一雨で秋本番というふうになりました。しかし、きょうはま

た、少し温かい日差しになりました。皆様方、体調を壊さないようにどうぞご留意いただき

たいと思います。 

 それでは、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〕 

 では、本日は６名中６名の委員が出席しておりますので、適法に委員会が成立しておりま

す。 

 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 

 

（委員長） 

 日程２の会議録の報告を求めます。 

 

（教育総務課副課長） 

 ８月２４日に開催されました教育委員会の会議録につきましては、９月２４日に配付して

おりますとおりでございます。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 委員の皆様、目を通していただきましたと思いますが、何か訂正なりございましたらどう

ぞお願いします。よろしいですか。 

    〔「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。よろしくお願いします。 

 

（教育長） 

 先月は留守をしておりましたので報告をしておりませんでしたが、本日は５点について報

告をいたします。 

 まず、１点目は佐賀市生活安全推進協議会が行われましたが、私もここに入ってなるほど

というふうに思ったんですけれども、佐賀市生活安全推進条例第１条に「市民の生活安全意

識の高揚、自主的な生活安全活動の推進及び生活安全のための環境整備を図り、もって安全

で住みよい社会を実現すること」と、こういうことでそれぞれの機関から代表が集まってこ

の協議会が開催されております。 

 今回、話し合いがあったのが３点でございました。 

 １点目は、自主防災組織の現状と避難場所の安全性ということで、特に７月１４日の件に

ついては表に出ながらも、このことについて話がありましたが、１つは自主防衛組織の実情

がどうであるかということ、それから、避難所を開設するときの、言うならば市として避難

所までの危険性というのはないのかと、ここら辺をどういうふうに判断して避難を勧告して

いるのかと、こういうことなんですね。そういうところでそれぞれ意見が出た中で私なりに

まとめたものがこの文でございます。 
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 それから、２点目が犯罪が起きにくい社会づくりの推進ということで、安全で住みよい社

会の実現のためのこの２点目ですが、最近の万引きの検挙率を見ておりましたら、１０歳代

が一番多いと。これは前もそうでした。３２％近くは１０歳代です。ところが、最近の特徴

としては高齢者が極めて多くて、６０代が１６％、７０代が１０％ということで、６０代、

７０代の万引きが非常に多いということが上げられました。特に金銭面以外の動機の中には

ストレス発散とか孤独感、そういうふうなものが多いということでございました。 

 年をとって、言うならば独居老人と言われる方たち、寂しいという一つのものもありまし

ょうが、万引きをして、悪いことをして捕まると刑務所で安定した生活ができると、こんな

思いも裏にあるということで、非常に奇妙に社会が狂ってきているということを物語ってい

るような気がしてならないんですね。 

 そういう意味からも、やはり、今、市民挙げてやっております「子どもへのまなざし運動」

は、大人にとっても生きがいと存在感を認識する運動になるんだというふうな思いをしたと

ころでございました。 

 それから、これは私も含めてですが、住宅用の火災報知機が２３年５月３１日までに設置

義務が課せられています。これについては佐賀市は非常に低いということで、ぜひ設置の推

進をということで言われました。 

 それから、２点目です。ニイハオ少年使節団ですが、これは連雲港のほうに行かせていた

だきました。これにつきましては別紙で出させていただいております。 

 もう一言で言いまして、中国の今の昇竜のごとき勢いは、日本のちょうど昭和４０年代の、

あの高度成長期の、日本の東京オリンピックを境にした、あのぐんと伸び盛りの当時の様子

にダブるような風景ないしは人々の勢い、そのものでありました。特に８８階建ての３４０

メートルという金茂ビルに上ってみましたが、本当にすごい高さの近代高層ビルでした。こ

ういうのが上海にはたくさん建ち並んでおりまして、まさしく高度成長の、この中国だけが

そういうふうな中に今、発展期にあるなというのを身をもって感じました。 

 学校のほうは、連雲港で中学校２校を訪問する予定で参りましたが、現実的には４校訪問

をいたしました。２校については、現地でやにわにぜひということで訪問を行ったわけなん

ですが、ここで子どもたちの様子を見て感じたのは、中国の子どもたちは一人っ子政策です

よね。ですから、恐らくうちから行った子どもたちがホームステイをする場合には、親から

見ると自分の子どもが１人ふえた、子どもから見ると兄弟ができたというふうな喜びがあっ

て、非常に溶け込むのが早かった、そんな感じを受けました。 

 そういうふうな一人っ子政策がために親は子どもたちをできるだけいい学校に入れて、い

い就職をさせたいと、そういうふうな思いが強いようです。その思いは裏腹にいけば、子ど

もを甘やかす、子どもの言うことを聞く、子どもに迎合すると、そういうふうにややもする

となりがちだということで、最近の子どもたちは少しわがままになってきましたということ

を添乗員の方がおっしゃられていました。いざ学校の中で子どもの様子を見ますと、日本の

子どもと違う部分というよりも、日本の教育に欠けている部分なのかもしれませんが、中国

の中学生というのは、大げさに言えば自分の生きる目標を持っている。そして、そういう中

できちんと意義をとらえて中学校生活を送っている。だから、何事にも取り組みが真剣なん

です。真剣だということは、出てくる成果も上がるということなんです。だから、向こうの

歓迎の学習発表は極めて質の高いものでした。本当によく努力をして、皆さんに披露してい

ると。しかも、その表情たるや、発表態度たるや、非常に礼儀が正しく真剣そのものでござ

いました。そういうふうなところを感じたところです。 

 ただ、私は、３名の中国の校長先生方と話をしたんですが、その中で半分ぐらい解けたよ

うな気がいたしましたのが、１つは３名の校長先生方と話をすると共通点がございました。 

 その共通点の１つが、学校の歴史、伝統を非常に重んじるということです。私たちが学校

に着いたら、まず案内されるのは、学校の歴史や伝統を物語る歴史館に連れていかれます。

そこで我が学校が輩出した、いわゆる著名な方、あるいはそれに付随したいろんなことを物

語る資料、こういうものを得意気に話されるんですね。その上に立って現在の教育を推し進

めている、今の時代に合った教育を推し進めている。ここのところが日本の教育との違いか
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なと感じました。日本の教育は、もちろん学校目標を立ててやっていますけれども、自分の

学校の伝統とか歴史とか、そういうものを改めて見直しながら、その上にどう構築していく

かという、そこの部分が若干違うのかなというのが１点です。 

 それから２点目は、やはり大陸であるがゆえに隣接した国がいっぱいありますので、世界

の動きには非常に敏感だということを感じました。だから、世界の動きに敏感だから、この

高級中学校は国際化に対応する学校教育目標を掲げておられましたが、現実的にそれが具体

的に動くんですね。どういうものかといいましたら、例えば、そこの学校で登用する先生は

外国で経験をした人間を登用すると。はっきりした教育ビジョンにのっとってそういうふう

に校長が手を打っている。それから、高校生──高級中学校は日本の高校生ですが、こうい

う高校生はできるだけ外国と交流するために外国に連れていくと。だから、姉妹都市交流、

あるいは姉妹校交流をどんどん推し進めていくと。だから、私どもに言われたのは、ぜひ友

好都市の佐賀市の高等学校と姉妹校交流をして、日本にこの子どもたちを連れていきたいと

いうふうなことなんです。それをもう強くおっしゃっていました。そういうことで、中国の

校長先生方の圧倒されるような熱意を感じ、なるほど子どもたちはその中で育つんだなとい

う思いをいたしました。 

 一風ちょっと奇異に感じたのが、向こうは９月が入学式です。新学期のスタートです。そ

うしましたら、ちょうど行ったのが８月の最終週の一つ前の週ぐらいからでしたが、子ども

たちはオリエンテーション、日本でいういわゆる入学オリエンテーションがあっておりまし

た。このオリエンテーションは中国軍が指導するんです。徹底して集団行動を訓練されてお

りました。話を聞いておりましたら、行進の練習とかなんとかという集団訓練は表に出る部

分ですが、その中に隠されている部分は、集団生活というのがどういうものか、高校生にな

った誇り、あるいは高校生活というのをどういうふうに送らなければいけないのか、こうい

うものをそういう集団訓練を通しながら身につけさせていく、考えさせると、こういうふう

なことでございました。 

 こういう中にも、やはり中国が小学校、中学校、高級中学校というふうに一貫した教育の

中で進められていると。学年も中学校の１、２、３じゃないんですね。７年生、８年生、９

年生でした。学校は別個にあるんですが、７年生、８年生、９年生なんです。こういうこと

で、日本でいう小中一貫などといって、一貫校だから７年生、８年生、９年生と言っていま

すが、向こうは学校は別々で全く遠いんですけれども、７年生、８年生、９年生と。もうま

さにここにその意識が働いているというのを感じました。 

 あと連雲港市のいろんなところを勉強させてもらいましたが、時間の都合上、これはあと

お読みいただいてというふうに思っております。 

 ３点目です。歯科医師会との推進協議会においては、ここに書いておりますような４点ほ

どがございました。これは質問の中でも歯科検診後の歯の健康ということで質問も出ました

けれども、生活習慣の改善のほか３点について歯科校医さんとの話し合いをしたというとこ

ろでございます。これもお読みいただきたいと思います。 

 それから４点目は、これはもうご存じのように佐賀市の中部学校給食センターの出発式が

あったということです。 

 そして、５点目が西日本地区におけるＩＣＴを活用した協働教育の推進に関する調査研

究、いわゆるフューチャースクールと呼ばれる第１回の協議会が９月１日に西与賀小学校で

ありました。いよいよもってこれがスタートをしております。これは本年度３月までの間に

本年度の成果報告がなされるであろうというふうなことを思っておりますので、この委員会

の中でもその点については報告が出てくるだろうというふうに考えております。 

 簡単ですが、以上で報告を終わります。 

 

（委員長） 

 報告がありましたが、何かご質問、あるいは何か意見がありましたらどうぞお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、質疑がないようですので、教育長の報告は終わります。 
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日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

 引き続きまして、日程４の議題であります。 

 第１７号議案『平成２２年度「佐賀市教育委員会表彰」被表彰者及び「佐賀市教育委員会

感謝状」被贈呈者について』、説明をお願いします。 

 

（教育総務課副課長） 

 第１７号議案でございます。『平成２２年度「佐賀市教育委員会表彰」被表彰者及び「佐

賀市教育委員会感謝状」被贈呈者について』でございます。 

 １ページをお開きください。 

 その提案理由としては、下のほうに書いておりますように、佐賀市教育委員会表彰規則第

５条及び佐賀市教育委員会感謝状贈呈内規第４条の規定に基づきまして、この案を提案する

ものでございます。 

 この案につきましては、各課から推薦されました個人または団体の方から対象者を選考す

るに当たりましては、９月１７日に審査会を開催しており、その審査の結果に基づきまして

贈呈者の対象者を決めたものでございます。 

 表彰２件、感謝状２１件を対象としております。 

 その対象者につきましては、次の２ページから４ページにかけて掲載しておりますので、

ごらんください。 

 まず最初に表彰でありますが、１件目、社会教育課のほうから推薦がありました福島斐佐

子様ですが、この方は東与賀町の婦人会の副会長及び会長を歴任され、平成１０年から１２

年間の長きにわたってご尽力されております。表彰規則第４条(1)選考基準４(2)にその功績

が顕著であるということで表彰するものでございます。 

 各教育委員さんのほうには、表彰規則並びに選考基準の考え方、感謝状内規を配付してお

りますので、そちらをごらんください。 

 次に、２段目でございますが、青少年課から推薦されました鍋島中学校区地域教育推進会

議「たんぽぽ会」という団体でございます。この団体は、平成２年の発足以来、学校、保護

者、地域が一体となった積極的な取り組みを展開し、地域の子どもたちの健全育成に多大な

貢献があったということで、表彰規則第４条(1)選考基準４(1)というその功績が顕著である

団体として表彰するものでございます。 

 続きまして、感謝状についてでございます。 

 ２ページの３段目、青少年課のほうから推薦がありました宮崎フサ子様から３ページの一

番上の福冨隆生様まで９名につきましては、佐賀市の少年育成委員として青少年の健全育成

にご尽力されたということで、感謝状贈呈内規第２条(2)、非常勤職員として１０年以上在

職し、勤務成績が優秀な者に該当するということで感謝状を贈呈するものでございます。 

 ３ページの２段目以降をごらんください。スポーツ振興課から推薦されております江口直

隆様から４ページの一番上の朝重孝子様までの１０名の方につきましては、佐賀市体育指導

員として生涯スポーツの普及、振興に尽力されております。感謝状贈呈内規第２条(2)、非

常勤職員として１０年以上在職し、勤務成績が優秀な者に該当するということで対象となっ

ております。 

 ４ページの最後からお二人、稲富義幸様と川上春生様につきましてもスポーツ振興課から

推薦されておりまして、少年剣道の指導を通してスポーツの普及、振興に尽力され、青少年

の健全育成に寄与されたということで、感謝状贈呈内規第２条(4)に該当するということで

感謝状を贈呈するものでございます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、何かご質問なり、ご意見なりありませんか。 
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そういうことでいいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そういうことで承認とします。 

 

（Ａ委員） 

 できましたら、次回から校区名を入れてもらったらもっといいと思います。表彰された方

の校区名を入れてもらうようにお願いします。 

 

（委員長） 

 ということですが、よろしいでしょうか、校区名を入れてくださいということです。 

 

（教育総務課副課長） 

 次回から対応させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（委員長） 

 次に、第１８号議案『佐賀市公民館条例及び佐賀市立図書館条例の一部を改正する条例の

一部の施行期日を定める規則』について、社会教育課ですか、説明をお願いします。 

 

（社会教育課長） 

 第１８号議案につきましては、提案理由に記載しておりますが、西与賀公民館の移転改築

に伴って、６月議会で公民館条例の一部改正をしております。この中で、施行期日につきま

しては教育委員会規則で定める日としておりました。このため、施行期日を西与賀公民館の

供用開始日である１０月６日とする規則を定めるものです。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 という説明ですが、質問はありますか。 

 よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ということで、この件につきましても承認といたします。 

 次に、第１９号議案『佐賀市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の施行期日

を定める規則』について、これも同じく社会教育課から説明をお願いします。 

 

（社会教育課長） 

 第１９号から第２２号議案まで川上コミュニティセンター関連の議案ですので、一括して

説明してよろしいでしょうか。 

 

（委員長） 

 それでは、一括して説明をしてください。 

 

（社会教育課長） 

 第１９号議案につきましては、これも川上コミュニティセンターの設置に伴って９月議会

でコミュニティセンター条例の一部を改正をしております。これも施行期日を定める必要が

ありますので、供用開始日であります１１月６日を施行期日とする規則を定めるものでござ

います。 

 続きまして、７ページ、第２０号議案、これにつきましては、佐賀市コミュニティセンタ

ー管理運営規則の中で川上コミュニティセンターの使用時間を午前９時から午後１０時ま

で、それから、その下は休館日になりますが、１２月２９日から翌年の１月３日までを休館

とする条項を加えるものです。 
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 ９ページをお願いします。第２１号議案『佐賀市教育委員会組織規則の一部を改正する規

則』につきましては、次の１０ページ以降でご説明いたします。 

 １０ページ、１１ページにわたりますが、全部で３点の改正があります。 

 まず、１点目が出張所教育課の分掌事務の中で、大和出張所教育課の分掌事務の中に第４

号として「コミュニティセンターに関すること。」ということを加えるものです。 

 ２点目につきましては、１１ページをごらんいただきまして、別表第２というのがありま

して、これは出張所の組織を定めたものです。その大和出張所の教育機関として川上コミュ

ニティセンターを追加し、それから、３点目の改正については、その上の１０ページですが、

社会教育課の教育機関から川上コミュニティセンターを除くということを明記するもので

す。これについては、旧町村の公民館ですとか、コミュニティセンターにつきましては、出

張所の所管としているために社会教育課からその分を外すということを明記するという内

容です。 

 それと、１２ページをお願いいたします。 

 『教育委員会公印規則の一部を改正する規則』ですが、公印規則第４条に公印の形状です

とか使用区分、管理者を定めた別表がありますが、その中に大和出張所用教育長印を川上コ

ミュニティセンター使用許可用に使用することを追加するものです。中ほどに「川上コミュ

ニティセンター使用許可用」ということを追加するという内容です。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 第１９号議案から第２２号議案まで一括して社会教育課から説明がありました。何かご質

問はありますか。 

 

（Ｂ委員） 

 休館日についてですが、前に説明していただいたかもわかりませんけれども、８ページの

表のところがありますけれども、別表第２の第４条関係のところですね。日新コミュニティ

センターと西与賀コミュニティセンターは(1)のところが毎月第３日曜日とか月曜日とか休

館日がありますけど、今度できる川上コミュニティセンターとか、富士南部、それから北部

のコミュニティセンターについては、そういう毎月の月曜日休館とかはないわけですね。そ

れはどういうことだったでしょうか。説明いただいたかもわかりませんけど、１２月２９日

から１月３日までが休館日で、そのほかの休館日というのは設定されていないわけですか。 

 

（社会教育課長） 

 川上コミュニティセンターにつきましては、基本的に富士南部、北部の休館日に合わせて

います。ほかと比べたら休みが少し少ないということで、毎週月曜日の休みがないというこ

とになりますが、これはどちらかというと地域行事で使われたり、そういうことがあります

ので、できるだけ休みを少なくという意味で年末年始の休みしか設定をしておりません。 

 西与賀コミュニティセンターにつきましては、地域で使うというより、どちらかといいま

したらスポーツで使うとか、そういったことがありますので、月曜日は休みということでい

いのではないだろうということで、休みにしています。 

 日新コミュニティセンターは、これは旧市の公民館とほぼ同じで、旧市につきましては毎

月１日だけ日曜日を休館としております。基本的には地域で使う行事については、できるだ

け休みを減らそうということで、今回はそういうふうに休みを減らしております。 

 

（Ｂ委員） 

 またその次できるところにおいても、地域のことを考えてということですか。 

 地域の事情に応じてそれを検討するということになりますか。 

 月曜日の休みをとるとかとらないとかいうことは、地域の実情に応じて決めるのですか。 
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（社会教育課長） 

 いいえ、これは管理運営規則でそういうふうに決めます。どうしてもその日が休めないと

いうことがあれば、休館日の振りかえという方法もあります。そういう方法でも対応できま

す。基本的に管理運営規則で決めます。 

 

（委員長） 

 いや、要するに佐賀市で条例、または規則をつくるときに違いがあっていいのか、違いが

ある場合は地域の状況に応じて、または地域のニーズに応じて休み日を定める方針でいって

いますということなのかの確認なんですよ。それでいいわけですね。 

 

（社会教育課長） 

 基本的にできるだけ市内統一した取り扱いになるようには合併の時点で調整をしており

ます。こういった地域でよく使う施設と、そうでない施設においては休みに若干差をつける

ということはあります。 

 

（Ｂ委員） 

 はい、わかりました。 

 

（委員長） 

 ほかにありますか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、第１９号議案から第２２号議案までは承認ということにいたします。 

 提出議案については以上です。次に、報告事項がありますので、「「佐賀市立図書館東与

賀館」の管理運営について」の経過報告をお願いします。 

 

（図書館長） 

 それでは、図書館のほうから１４ページでありますが、「「佐賀市立図書館東与賀館」の

管理運営について」（経過報告）ということで報告をさせていただきます。 

 東与賀館の管理運営につきましては、来年４月から現在の指定管理者から直営で運営する

ということで、教育委員会の勉強会、あるいは議会等にも説明をしてまいりました。９月の

議会でも一般質問もありまして、直営へ移行する必要性について、教育長、あるいは部長の

ほうから答弁をしていただきました。 

 文教福祉委員研究会における説明の折に地元への説明、周知を十分に行うようにと指摘を

受けております。その後、地元への説明会等を開催しておりますので、その経過について報

告をいたします。 

 まず、東与賀地域審議会第１回勉強会ということで、９月９日に説明に参りました。委員

さんからの意見、質問、要望等は大体ここに上げております１１項目が上がりました。今ま

で説明していた中で出ていた質問、意見と大体同じような内容でした。 

 その中で、②にあります読書会のボランティア団体の関係者からですけど、平成１７年の

東与賀町時代に直営から指定管理者制度移行の際も突然だったということで、事前に相談も

なかったとか、現場の声を聞いてほしいとか、現在指定管理者の団体の職員さんとうまくい

っているので、職員がかわるとまた一からの話になるので不安だとかという質問がございま

した。 

 今の指定管理者の団体の方もよくやっていただいておりますが、指定管理期間というのが

３年あるいは５年といった指定期間でありますので、安定性や継続性といった面に問題があ

るということで、今回直営に変更する一つの理由であります。それから、ボランティアの団

体の方とはこれから十分に話をさせていただきたいという答弁をいたしました。 

 次に④ですが、制度が変わるときには何かがよくなることが前提なのではないかと。自分

も図書館は直営がいいと思うが、現在の指定管理者の質が高くてコミュニケーションもとれ
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ているのであれば、あえて変える必要はないのではないかというご質問でありましたが、こ

れについても、変える必要性については指定管理者制度の安定性や継続性に問題があるとい

うこと、あるいは開館時間減少分の他のサービス、書架の整理、職員の研修、企画立案等の

間接的なサービスで補えるよう今後検討していきたいという答弁をいたしました。 

 次に、１５ページですが、⑧にほかの分館から時間延長の話はないのかというご質問でご

ざいましたが、本館のほうにも要望等で時間延長等の要望も出ております。これにつきまし

ても、時間を延長することによって財政的にも負担が出てきますが、すべての市民が今後サ

ービスを受けられるように、本館の開館時間を延ばすことについては今後検討していきたい

という答弁をいたしております。 

 それから、⑨⑩⑪につきましては要望事項でありました。 

 次に、東与賀自治会長会、９月１７日に説明会に参りましたが、これについては、１番目

に県内の他市の状況はどうなのかというご質問でありました。東与賀館以外では鹿島市が今

年から指定管理者制度を導入、その他の公共図書館については直営で行っているということ

と、ちょうど新聞に掲載されましたが、鳥栖市で指定管理者制度導入に伴う条例改正案が委

員会に提案されて否決されたという記事が載っておりましたので、これも報告をさせていた

だきました。 

 今後、いろんな周知につきましては、※印に書いていますが、次回の校区自治会長会の折

にチラシを作成いたしまして、全戸回覧をしていただくように自治会長さんの同意を得たと

ころです。 

 次に、東与賀図書館ボランティア団体の方と９月２２日に話し合いを行いました。 

 まず１番目に、説明資料の中で「直営に伴う変更点（案）」ということで、直営になった

場合の利用時間、休館日、職員体制を、指定管理と直営の比較を上げておりました。話し合

いに行きました中で、話し合い等で変更の可能性がありますかという質問でございました

が、佐賀市の方針としては直営でいく考え、あるいは時間等につきましてもほかの分館と同

様に考えているという答弁をいたしました。 

 それから２番目に、事前に自分たちに知らせてほしかったというご質問でありましたが、

これは一番初めに説明しました地域審議会の委員の方でありました。それで、佐賀市の方針

を市民に説明する場合は事前に自分たちに知らせてほしかったという質問ですが、市におい

ては市民に説明する場合は内部で調整を行い、市長等にまで報告することになります。その

前に住民に知らせるというのはなかなか難しいという報告をいたしました。 

 ３番目には、この団体の方が毎月１回、金曜日に夜８時から文化ホールのミーティング室

で話し合いを行っておられます。９時以降に職員も入って話し合いをされていて、図書館行

事のことということで、利用料金についても減免をされていました。それが直営になった場

合に今と同様に司書との話し合いをできるかというご質問でございましたが、ほかの館でも

職員とボランティア団体の方はいろいろ話し合いをやっておりますし、直営になっても十分

連携をとるようにするということと、また、会議室の利用についても図書館業務に関係する

ことでありますので検討したいという報告をしております。 

 今後でございますが、チラシの配布、あるいは市報、それから市のホームページに掲載、

また、来年になれば東与賀館において入り口等に開館時間の変更とか、また、窓口にチラシ

等を置いて広報をしていきたいと思っております。 

 以上が今までの経過でございます。 

 

（委員長） 

 東与賀館の図書館の運営の直営に関する変更について、地元の方にも説明会等々、報告が

ありましたが、何か質問はありますか。 

 直営については納得は大体していただいたわけですね。 

 

（図書館長） 

 特別にはなく、市でそういう方針を決定しているならば、今後いろんな面でボランティア
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団体さんとか住民に広報等をしていってくださいという要望がありました。 

 

（委員長） 

 どうぞ地元への説明とか、あるいは今後の運営についての意見等々、十分情報交換を密に

していただいて、できるだけ地元のニーズに対応できるようによろしくお願いします。 

 ほかに何か報告事項はありますか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 その他、何か議題、話題がありますでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、これで９月の定例教育委員会を終了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


