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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 定刻になりましたので、これより佐賀市の教育委員会の５月定例会を開きたいと思い

ます。 

 きのうの天気は、このまま梅雨に入るのじゃないかというような感じでしたけれど

も、今日は雨も上がってよくなりました。 

 本日は６人中６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。 

 それでは、お手元に示しております日程のとおり、きょうの議題について審議をした

いと思いますが、よろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、本日の日程に入ります。 

 

日程２ 会議録の承認 

 

（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） 

 ４月２６日の教育委員会の会議録につきましては、５月２０日に各委員の皆様へ配付

しておりますとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 目を通していただきまして、修正の必要なところなどがございますでしょうか。よろ

しゅうございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、承認ということにいたしたいと思います。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（委員長） 

 続きまして、日程３、教育長の報告を求めます。 

 

（教育長） 

 それでは、６点について、簡潔に申し上げます。 

 まず１点目が、平成２３年度が始まりまして、幼稚園・保育園の経営ヒアリング、そ

れから学校経営ヒアリングを今行っているところでございます。 

 それぞれが保育要領、学習指導要領に基づき、あるいは学校の置かれている環境、特

性を踏まえながら、それぞれに課題をとらえて、今、学校経営の方針が立ったところで

ございます。そういう意味から、平成２３年度がさらに学校で言えば開かれた学校、特

色ある学校ということを目指して学校経営の成果が出てくるものだろうと期待してい

るところです。 

 特に保育目標については、共通的に言えるのが「感性豊か」、「表現を楽しむ」、「自己

表現をする」というような言葉の中に私どもが策定しました第二次教育基本計画の就学

前教育の方針と一致する経営方針でございました。そういうことで非常に佐賀市の子ど

もたちが地についた成長をすることができるのではないかと考えるところです。 

 ２点目は、先般、５月１１日に久米島町長をはじめ１６名の方が、市長・教育長表敬

訪問、もう１つは、佐賀県知事、佐賀県教育長表敬訪問ということでお見えになりまし



  2 

た。 

 これにつきましては、沖縄県の今の基礎をつくったのは佐賀藩であるということで、

特に佐賀市出身の第１１代齋藤用之助という方は、沖縄県では神様のように取り扱われ

ていると、これは当時の行政である警察とか教育、医療、各分野にわたって沖縄の近代

化に非常に貢献をした方で、もう１００年以上も過ぎていますが、今でも久米島のほう

ではこの齋藤用之助を祭る式典があっているということで来られました。 

 その中で１つ言われましたのが、島尻郡長時代に硫黄鳥島の噴火によって、１人の犠

牲者もなく久米島に集団移住させたということが島民にとっての大きな功績だという

ふうにとらえられているそうでございます。したがいまして、１００年以上たった今で

も、毎年２月１１日が移住記念日ということで記念式典が催されております。 

 今回は、この齋藤用之助の墓参にお見えになりました。町長、区長、島民の方、それ

ぞれの各種団体の方、それから、沖縄県出身の参議院議員がお見えになりまして、これ

からもぜひ佐賀との交流を行政レベルで続けていきたいと、しかも子どもの交流をして

いただきたいという要請がございました。 

 久米島のほうでは、子どもたちをホームステイさせて交流するということは、大歓迎

ですというふうに述べられましたので、私どもも交流できるように何とか手立てをとら

なければいけないのかなと。市長からも何とかやってもらいたいというふうに言われま

したので、そこら辺は学校教育課をはじめ関係各課も含めながら検討してみたいと思っ

ています。 

 今、原発で恐らく警戒区域の中では５４小・中学校のうち２３小・中学校が休業の状

態です。５，０００人ぐらいがその影響を受けておりますけれども、これは移転先が見

つからないということで、学校が機能を失ってしまっております。しかも、その学校が

行われている福島市内においては、放射能を気にして、窓を締め切って授業をしている

というような状況にあります。聞いたところでは、夏休みも１週間延長するというふう

なことを言われておりました。まさにこのような状況というのは、噴火によって硫黄鳥

島を一気に機能を移転させてしまった齋藤用之助さんの手法を使ったほうが、ひょっと

するといいのかなというふうな思いがするわけです。 

 そういうふうに思ったときに、京都府がＥＰＺ（原子力防災対策重点範囲）を１０キ

ロ圏内としていたのを２０キロ圏内に独自拡大すると、そして、１つの市を行政機能ご

と全面移転するというふうなことを発表しておりましたけれども、ひょっとすると齋藤

用之助が１００年以上も前に硫黄鳥島の住民を全部移して、久米島の一画に字鳥島とい

う地区をつくって、行政を丸ごと移転しているというのと、言うならば手法的に同じか

な、こんな思いでこの久米島の訪問を受けたところでございました。 

 ３点目が、大隈祭でございます。 

 ここには２００人を超える参加者がございましたが、その中で「大隈スピーチコンテ

スト」の入賞者３名が発表を行い、それから記念講演がございました。それにもう１つ、

非常に興味を引いたのが「大隈重信物語」というのをリレー講談紙芝居ということで、

講談師とペアを組み行っているとのことでしたが、非常に興味深いものでした。 

 大隈重信が残した言葉をここに書いておりますけれども、この言葉は非常に含蓄のあ

る言葉だなと思って書きとめておりますので、ちょっと読んでみます。「諸君は必ず失

敗する。成功があるかもしれませぬけど、成功より失敗が多い。しかし、失敗に落胆し

なさるな。失敗に打ち勝たねばならぬ。」、こういうことを大隈重信がおっしゃったとい

うことでございますので、これは今でも通ずる言葉じゃないかなと思いました。 

 それから、「人生五訓」と「大隈重信の政治家五訓」をここに書いておりますが、こ

れまた、今の子どもたちに本当に通用するものと思います。特に「人生五訓」の５つの

「喧嘩をしてはいけません」、「人をいじめてはいけません」、「いつも先を見て進みなさ

い」、「過ぎたことをくよくよ振り返ってはいけません」、「人が困っていたら助けなさ

い」、こういう言葉は今の子どもたちにもぜひ教えなければいけない中身じゃないかな

というふうな思いで参加をしたところです。特に「大隈重信の政治家五訓」の中で、私
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は初めの２つが非常に胸に突き刺さりました。１つは「物事は楽観的に見よ」と、やは

り悲観的に見るな、楽観的に見よ。それからもう１つは「怒るな」。この２つは、自分

にも言い聞かせる言葉ではないかなという思いをしながら、参加したところでございま

した。 

 ４点目は、博愛フェスタの実行委員会が５月１７日にありました。 

 今年度も博愛フェスタが１２月４日から１８日まで行われますが、ことしはまた違っ

た意味で、非常に複雑な思いでございました。といいますのは、昨年、この博愛フェス

タの絵画展に福島県からの応募が非常に多かったんです。特に被害の大きかった浪江町

とか南相馬市とかいわき市の小・中学校からも非常に応募が多うございました。そうい

う応募した子どもたちが今現在どうしているのかなという思いが募るわけですが、そう

いう意味ではことしの博愛フェスタというのは、ちょっとまた違った面から気持ちを込

める、そういうフェスタになるのかなと思いました。 

 ５つ目は、城南豊夢学園運営協議会が行われました。 

 いよいよコミュニティースクールの中学校区型がまたことしスタートをするという

ことでございます。スローガンが、「ふるさとを大切にし 心豊かで 夢を育む城南っ

子」というスローガンのもとに、“学力向上プロジェクト”“まなざしプロジェクト”“地

域交流プロジェクト”ということで具体的な実践が図られることになっております。 

 ６点目は、きょうの議題にもありますが、管理職事務長が佐賀県でいち早く新設され

ました。それに伴う計画の審議を行ったところでございます。 

 これまでの８支援室から１０支援室ということで、いよいよ管理職事務長を中心とし

た共同実施が始まっていくことになりますので、また、この取り組みについては、これ

からも注視をしていく必要があるであろうと思っております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 教育長からの報告がありましたが、何かご質問ございますか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、ご苦労さまでございました。 

 引き続きまして、日程４の議題に入ります。 

 

日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

 第１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』と、第２号議案『佐

賀市教育委員会教育長事務委任規程の一部を改正する訓令』、第３号議案『佐賀市教育

委員会事務専決規則の一部を改正する規則』、第４号議案『佐賀市小中学校の管理運営

に関する規則の一部を改正する規則』について提案があっておりますが、この案件は県

から３月の下旬に通知があり、事務局としては早急な対応が必要ということから、最短

で５月の定例教育委員会での審議をということで、５月１０日の勉強会でその内容に触

れましたが、具体的な議案の中身である新旧対照表などの提示もないままとなっており

ます。きょうもそれがないということでございます。 

したがいまして、この議案の新旧対照表などをもとに、事前に勉強をしまして中身の

審議を行いたいと思いますので、今日の５月定例教育委員会では審議をしないで、この

１号から４号までの議案は継続審議ということで、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、次の第５号議案『佐賀市社会教育委員の委嘱について』、社会教育課から

説明をお願いします。 

 

（社会教育課長） 

 ９ページお願いします。社会教育委員の委嘱についてであります。 
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 社会教育委員につきましては、１１ページをご覧ください。委員名簿に記載のとおり

に１１名に委嘱をしているところですが、１０ページに記載しておりますように、小・

中学校長会推薦の富士南小学校の森田校長が退職をされて、後任として東与賀小学校の

道田校長が推薦をされております。それから木原さんにつきましては、家庭教育関係と

いうことで子育て関係で委員をお願いしておりましたが、木原さんが今年度から西与賀

公民館の館長に就任をされており、公民館長から社会教育委員が２名になるということ

から、木原さんが代表されていた子育てひろば「さんさんさん」の後任の代表者の宮崎

さんに社会教育委員をお願いしているところです。 

 社会教育委員の任期は２年ですが、このお二人の任期については残任期間の本年１０

月末までとなります。２名の交代ということでお願いいたします。 

 

（委員長） 

 説明がございましたが、何かご質問なりご意見なりございますか。 

 

（Ａ委員） 

 社会教育委員さんたちの活動というか、会議とかはどのぐらい行われているんでしょ

うか。 

 

（社会教育課長） 

 会議は、原則として年３回行っております。社会教育委員の役割としましては、教育

長を経て教育委員会に助言をする。その内容については社会教育に関する諸計画の立案

ですとか、そういうことを助言しております。また、教育委員会からの諮問に対して会

議を開いて意見を述べる、そういうことが１つあります。それからまた、教育委員の会

議に出席をして、社会教育に関して意見を述べるというのも役割としてあります。あと、

教育委員会が社会教育関係団体に補助金を交付しようとする際に社会教育委員の会議

で意見を聴くということ、それらが主な役割です。 

 

（委員長） 

 以前は私たちとの顔合わせを行っていたようなことを記憶しておりますが、最近はな

いですが。 

 

（社会教育課長） 

 そうですね、３年前ぐらいまでは、年に１回程度、教育委員さんと合同会議をしてお

りました。 

 

（委員長） 

 合同会議があっていましたが、それはもうしなくていいわけですか、日程が合わない

のですか。 

 

（社会教育課長） 

 これまで協議する議題もなくきてますが、それは今後十分検討をしないといけないな

と思っております。 

 

（委員長） 

 社会教育の案件だから、公民館の問題とかなんかはここでも随分審議されるんでしょ

う。 

 

（社会教育課長） 

 そうですね、社会教育に関する計画についても行います。 
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 実際的には、社会教育委員さんと教育委員さんの交流が少ないというのが１つありま

すので、社会教育の立場から意見等をもらうという機会も必要と思いますが、具体的に

は準備できておりません。 

 

（委員長） 

 また計画をどうぞしてください。 

 ほか何かございますか。 

 

（Ｂ委員） 

 一番最後の方は公募でされていますけど、公募を行ったらたくさん人が集まるのです

か。 

 

（社会教育課長） 

 このときの公募では、たしか３名が応募されて、その結果、○○さんにとなっており

ます。 

 

（Ｂ委員） 

 公募の○○さんは、どのようにして選ばれたんでしょうか。 

 

（社会教育課長） 

 ３名の方には、あらかじめ作文を書いていただいて、その後、個別に面接をさせてい

ただいて選考したということでございます。 

 

（Ｂ委員） 

 はい、わかりました。 

 

（Ａ委員） 

 委員長の発言にもあった公民館の問題などから、お見受けすると地域で活動されてい

る方もたくさんいらっしゃるので、ぜひ公民館のあり方とか運営の仕方とかについて、

社会教育委員さんから意見を聞く機会があったらいいんではないかという意見です。 

 

（社会教育課長） 

 実は、きょう午前中、社会教育委員の会議を開いたんですが、その中で具体的に出ま

したのは、児童クラブと地域子ども教室、縦割り行政で所管が違います。どちらかとい

えば児童クラブをもっと、地域の方々と一緒に児童クラブの運営などという面も、もっ

と勉強したほうがいいのではないですかというような意見も実は出ましたけれども、そ

れは子ども教室の子どもたちのことであり、そういう意味ではやはり同じ子どもを中心

に考えてみれば、教育委員会内部でも議論をして、いろいろと意見を交換すべきだろう

なというふうに思っております。 

 

（委員長） 

 委員長の立場とすれば、社会教育委員の委嘱については教育委員会の議案に出して、

そして審議をして承認ということになるわけでしょう。そうすると、やはり社会教育が

どんなふうな活動をされているのか、佐賀市の中でどんなことをされているのか、私た

ちは知った上で、一緒に佐賀の文化といいますか、教育といいますか、そういうことに

ついて、議論を深めていきたいと思いますから、慣例でするのじゃなくて、中身を充実

するような、実際の意見交換をふやしていただければなと思います。よろしくお願いし

ます。 

 何かほかにありませんか。それでは、承認ということでいいですか。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 はい、承認とします。 

 審議事項はこれで終わりです。 

 

日程５ 報告事項 

 

（委員長） 

 日程５の報告事項に入ります。 

 まず、「６月補正予算案について」、説明をお願いします。 

 

（教育総務課教育政策係主査） 

 それでは、１２ページの資料に基づきまして教育総務課のほうから順次説明していき

たいと思います。 

 こども教育部副部長兼教育総務課長が公務出張のため、私、教育総務課の岡から説明

いたします。 

 １２ページの一番上のほうでございます。歳入歳出とも１００万円の計上いたしてお

ります。この分は県からの補助金でございます。 

 内容につきましては、この事業が提案公募型ということで、学校みずからが企画立案

をして特色ある学校をつくっていこうという事業に対して補助をいただくというもの

でございます。現在、４件、６校が採択をされているところです。 

 この内訳につきましては、まず１件目の芙蓉校ですが、こちらは自己実現につながる

学力向上ということで２５万円、２件目の若楠小ではＩＣＴによる言語能力の育成とい

うことで２０万円、３件目の思斉館では小中一貫による学力向上ということで３０万

円、４件目でございますが、これは中学校区型の取り組みでございまして、金泉中、金

立小学校、久保泉小学校の３校で中学校区型の小中連携校、雄飛学園事業ということで

の取り組みで２５万円、合わせまして１００万円ということで補助を受けることになっ

ております。 

 教育総務課からは以上です。 

 

（学事課長） 

 続きまして、学事課から説明をいたします。 

 栄養教諭を中核とした食育推進事業に係る予算として、歳入歳出ともに１３５万円を

計上しております。 

 この事業は、国の委託事業でありまして、栄養教諭による食育推進の取り組みを支援

し、児童・生徒に効果的な食に関する指導を徹底することで、子どもの健康の増進を初

めとする食育の基礎の充実を図るとともに、事業の実績や成果を広く市民に普及すると

いうことを目的に実施するものであります。 

 平成２１年の学校給食法の改正以降、毎年各県の市町村で実施されておりますけれど

も、ことし２月下旬に佐賀県のほうから平成２３年度は佐賀市で実施するということが

連絡がありまして、それを受けて、それに要する経費を補正するものであります。経費

の内訳につきましては、主な歳出の欄のとおりでございます。 

 事業の内容といたしましては、栄養教諭が中心となりまして学校における食育推進上

の課題となっているテーマをまず抽出いたします。その課題を解決するために家庭や地

域の団体、例えばＰＴＡとか生産団体等でありますけれども、そういった団体との連携

協力を図りながら、実践的な取り組み、例えば親子料理教室を開催するとか、そういっ

たことを行いまして、それらを成果としてまとめ上げて、実践発表会等を通じて周知を

図るというものであります。 

 本来であれば、こうした事業は当初予算に計上すべきところでありますけれども、時

期的に当初予算計上に間に合わなかったために６月補正として計上するものでありま
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す。 

 以上であります。 

 

（こども課長） 

 続きまして、こども課です。 

 子育て支援環境づくり事業です。歳入歳出とも１，０２５万９千円です。この子育て

支援環境づくり事業につきましては、公共施設や子ども連れの利用者が多い病院、小売

店舗等にベビーベッドやベビーシート等を設置することにより、安心して子育てが外出

してできる環境整備を整えるものであります。昨年度も補正をお願いしました。県の補

助率としては１０分の１０ということで、今年度も佐賀県が予算化をしました。市とし

ましても佐賀市の公共機関でのベビーシート等の設置希望も多くあり、また、民間業者

からの問い合わせ等も今年度になってもありました。その中で新たなニーズにこたえる

ための補正をお願いするものであります。 

 １３ページのほうに内訳としまして、◎Ｈ２３整備・補助内容ということで内訳を書

いております。民間施設補助としまして１，０００万円、件数としましては２３件、平

均金額でいきますと４４万円の予算を立てています。また、市有施設整備につきまして

は、市民サービスセンターのベビーカー、東与賀農村環境改善センターのベビーベッド、

三瀬診療所のベビーベッド、そして、肥前国庁跡のベビーキープの工事費を計上してお

ります。また、上の◎Ｈ２２実績につきましては、民間施設、昨年度は１９件、市有施

設につきましては、５件の整備を行っています。 

 以上です。 

 

（文化振興課長） 

 文化振興課です。まず新規として、ふるさとづくり基金繰入金、歳入の分ですが、文

化連盟にゆかりのある方の遺族から５０万円の寄附がありました。したがいまして、歳

入は、ふるさとづくり基金繰入金のほうに５０万円を歳入として繰り入れ、歳出のほう

では文化連盟の事業に生かしていただきたいということでの申し入れでありますので、

文化連盟の補助金として、例年５００万円補助しておりますが、それにプラス５０万円

の補助金を支出するための予算を計上するものです。 

 なお、ふるさとづくり基金の総額は、５０万円を加えまして１，５７０万７，０００

円、所管は総合政策課のほうです。 

 続きまして、築地反射炉跡確認調査費です。 

 ご存じのとおり、日本初の実用反射炉である築地反射炉は日新小学校の敷地内に存在

することがわかっております。文化振興課としては、この築地反射炉の位置がおおむね

小学校敷地の西の北、現在校舎が建っております。そのあたりに反射炉跡が存在してい

たのではないかということを特定しております。しかしながら、現在校舎があり、直接

そこを確認調査に入ることはできませんので、外堀から埋める方法といたしまして、平

成２１年度に東側のほう、正門から入ってくる通学路と、通路の奥が駐車場になってお

りますが、その部分を平成２１年度と平成２２年度の２年にまたがって調査を行ってお

ります。 

 この調査は、あくまでも反射炉がそこの場所にはないということを特定するための確

認調査です。ずっと外堀を埋めて、最後に、現在校舎が建っている西北のあたりという

ことで特定をしていきたいということで進めております。 

 平成２３年度については、北側の民地との境界付近に十間堀川が流れているというこ

とが特定されております。この十間堀川の位置を特定するための確認調査を平成２３年

度に行う予定にしております。 

 事業費ですが、国庫相当分の経費が、右側の歳出が１３１万円です。この主な支出が

現場の発掘作業員の賃金５６万９，０００円とユンボ等の機器等の借り上げに５２万

７，０００円ということです。１３１万円のうち国の補助が５０％あり、左側の歳入の
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６５万５，０００円、それと１８％の県の補助がありまして、これが２３万５，０００

円ということになります。 

 築地反射炉跡確認調査（単独）分経費は、７５万円歳出予算を計上させていただいて

おります。これは補助の対象になりません。内容は工事請負費です。掘った跡に要する

に埋め戻し工事費分の７５万円を計上させていただいております。 

 最後に、一番下のほうです。これは県の事業であります幹線水路佐賀西部高域線事業

に伴う埋蔵文化財本調査の費用の予算計上です。金額は１５７万９，０００円。主な支

出の内容は、発掘作業員賃金９９万６，０００円、それと委託料ですが、測量図化の委

託料ということで１７万８，０００円です。これは国の事業ですので、全額国からの委

託金、左側の歳入１５７万９，０００円を歳入として計上しております。 

 以上であります。 

 

（図書館長） 

 次は、図書館です。 

 緊急雇用創出事業交付金に伴う補正でありますが、東日本大震災によります被災者の

就労支援の一環として、被災者を対象に緊急雇用事業の拡充分ということで、１１６万

４，０００円を計上しております。歳出につきましては、すべて事務経費でございます。 

 現在、図書館においては、緊急雇用創出基金事業で図書館の資料の修復、整理の業務

として４人の雇用をしておりますが、今回県より再度募集がありましたので、１人分を

追加したいと考えているところでございます。 

 期間につきましては、今年、平成２３年８月２日から２４年３月２２日までの期間で

ございます。公募の方法としましては、ハローワークでの公募、それから本市に避難さ

れている被災者の方への周知、佐賀市のホームページ、図書館のホームページへの記載

等を予定しております。事業等につきましては、１４ページの資料のとおりでございま

す。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 以上、補正予算についての説明がありました。何かありましたらお願いします。 

 

（Ｃ委員） 

 教育総務課にお尋ねですが、これは県から補助金があったとして、例えば、該当する

学校の人たちがこういうことで予算が欲しいということなのですか、それとも教育総務

課のほうで、振り分ける計画になっているのですか。 

 それと、大体具体的にどういった使われかたをされるのかをちょっとお尋ねいたしま

す。 

 

（教育総務課教育政策係主査） 

 県のほうから通知等が参りまして、手を挙げる学校ということで、希望校の募集を行

っているということです。 

 まず、思斉館の３０万円の分ですけれども、全学校等も報償費であるとか、印刷製本

費であるとかいう部分が計上されております。思斉館でいきますと、児童・生徒が積極

的に参加する授業づくり、思斉メソッドの研究ということで、大学の先生などを指導の

講師に迎えての授業の研究をするということでの講師謝礼。児童・生徒の自主学習力の

育成の研究ということで、例えば学習の手引のパンフレットであるとか、研究授業の冊

子作成といったところでの支出であります。また、先進校の視察というようなことで、

小中一貫教育に関する先進校視察経費というのを計上されております。 

 芙蓉につきましては、これも講師の謝金ですけれども、地域の人材などの支援といっ

たものを活用した教育内容の研究を行うための講師派遣等の謝金です。あとは連携教育
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に取り組む先進校の視察であるとか、研究冊子関係の印刷費というふうなものが計上さ

れています。 

 芙蓉は別に幼保との体験交流活動というのを計画されており、その際の移動時のジャ

ンボタクシーの借り上げなども、そういった中で盛り込まれているところです。 

 金泉校区ですけれども、この３校の小中連携の部分でいきますと、Ｑ－Ｕテストを活

用した小中連携の強化というところを見据えた開発的生徒指導の研究ということを計

画されております。 

 あと学び合い授業というのを計画されておりますけれども、その学習指導の研究とい

うことで、これは図録集の作成などの経費に当てるということです。 

 若楠は先ほどのＩＣＴの関係というのもございます。もう１つ、言語力育成のための

研修ということで、これも事業研究、研修会の講師の謝金ということで計上されている

ところです。 

 以上です。 

 

（Ｃ委員） 

 わかりました。 

 

（委員長） 

 これは一応１件につき何十万というような何か枠があるんですか。２０万円とか３０

万円とか、２５万円とか、いろいろ額が違いますので、それは申請することによって、

その予算が３０万円になったり２０万円になったりするということでいいですか。 

 

（教育総務課教育政策係主査） 

 そうですね、こういう取り組みをしたいという経費を積算して申請することになりま

す。 

 

（委員長） 

 例えば１００万円といって申請すれば通るのか、例えば、これぐらいになら大体通る

とかあるのですか。 

 

（教育総務課教育政策係主査） 

 補助の限度額としましては、１事業当たり３５万円以内ということになっています。 

 

（委員長） 

 ３５万円以内ですか。県から佐賀市はどれぐらいだという大枠があるわけでしょう。 

 

（教育総務課教育政策係主査） 

 枠とかはありません。協議されて決定されています。 

 

（委員長） 

 こども課に私からちょっと質問ですが、これは昨年度もありましたが、こういうベビ

ーベッド等の計画が今年もありますか。 

 

（こども課長） 

 はい。あります。 

 

（委員長） 

 これは、何年計画で全体をどういうふうに整備していこうというようなプランがある

んですか。 
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（こども課長） 

 基本的には、佐賀県の安心こども基金を使って保育所の整備などをもう一方でやって

おりますけれども、県のメニューの中の一つに、このような子育て環境を整備しようと

いうことで、ベビーシート関係の整備事業が、昨年新たにメニューとして入りました。

その県の事業に従来、私たちも市として必要性を感じまして、予算があったということ

がありますので、少なくとも県が昨年、今年と予算化をされましたので、それに合わせ

て今回私たちも予算化をしました。ですから、来年以降は実際県の事業でまた取り組ま

れるかどうかわからないですけど、少なくとも今の段階で佐賀市独自で整備するという

ことは考えておりません。しかし、県が少なくとも今回のように補助事業としてメニュ

ーにある限りは何とか予算化したいといふうに考えております。 

 

（委員長） 

 私が言いたいのは、佐賀市として、こういう整備を子育てのために準備しないといけ

ないということで、計画的に進めていこうというようなものがあったほうがいいんじゃ

ないかと私は思うんですよ。だから、県からお金がついたから、じゃ、ことしはこうし

ましょうというようなことではなくて、佐賀市としては子育ての支援のための、こうい

うようなプランのもとにこういうベビーシートなどについても充実を図ろうじゃない

かとか、県の予算がつけば、するけれども、それがつかないときには佐賀市ではどうす

るのかというような論議をぜひ進めていって、要するに、何か場当たり的にするのでは

なくて、どうしていくという計画をきちんと考案して、それに基づいて進めていってい

ただけるようになったほうがいいと私としては思うんですが。 

 

（こども課長） 

 結果的には、公共機関を１３ページの右のほうにも書いていますが、公共機関は大体

整備がなされております。ただ、もう一方では民間企業に対する整備がまだまだという

のがもちろんあります。今回、やっと２年間使って実績を幾らかでも民間事業者の方も

ご協力願っているものですから、そういう意味では、予算化できるか否かは別としても、

やはり佐賀市としての考え方を整理したいと考えております。 

 

（委員長） 

 どうぞよろしくお願いします。 

 

（Ｄ委員） 

 私、学事課にお尋ねしたいんですけど、栄養教諭を中核とした食育推進事業ですが、

この事業というのは、いわゆる栄養教諭が配置されている学校すべてにおける事業のこ

とを指しているんでしょうか。 

 

（学事課長） 

 栄養教諭の方は、現在佐賀県内に３６名いらっしゃいます。佐賀市内に４名いらっし

ゃいますけれども、その中で２年目になられる方を中心に事業を進めるというような中

身になります。 

 

（Ｄ委員） 

 ２年目になられる方は何人ですか。 

 

（学事課長） 

 １名です。 
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（Ｄ委員） 

 これは、１名の方のための事業ということですかね。 

 

（学事課長） 

 その方を中心に、いろいろな事業を、先ほど言いましたように、親子料理教室であり

ますとか、地域の方を巻き込んだ食に関する事業を、１人ではできませんけれども、い

ろいろな方と協力し合いながら実践するというものです。その実践したことを発表する

場などを設けながら、周知を図っていくという事業になります。 

 

（Ｄ委員） 

 わかりました。そういう意味では、２年目になる方の研修も兼ねたような事業みたい

なものなんですか。 

 

（学事課長） 

 研修ではないです。これは研究という位置づけをされ、平成２１年から実施されてい

ますけれども、この方たちの取り組みを広げていくというような事業です。 

 

（Ｄ委員） 

 わかりました。 

 

（教育長） 

 これは地域指定ですか、学校指定ですか。 

 

（学事課長） 

 これは地域指定です。今回が佐賀市ということです。 

 

（教育長） 

 具体的に取り組む中心になる学校は何校ですか。 

 

（学事課保健体育係長） 

 若楠小です。連携するのは諸富中学校と神野小学校です。 

 

（教育長） 

 若楠、諸富、神野ですね。諸富は２年目ですね。 

 

（学事課保健体育係長） 

 若楠小が２年目です。２年目というのは、栄養教諭になられてから２年目ということ

です。 

 

（学事課長） 

 もともとが１年目の栄養士の方でするような事業だったみたいですけれども、実施す

るのはなかなか難しい面があったことから２年目の方ということに決定されたという

経緯があります。 

 

（教育長） 

 地域指定を佐賀市で受けている。そこの核になるのが若楠小学校であって、それと連

動して神野、諸富中が一緒になって同じテーマで研究するということですね。 

 ちなみに、研究公開はいつごろですか。 
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（学事課長） 

 実践の発表会は２月です。 

 

（委員長） 

 そういうようなことですが、よろしゅうございますか。 

 ほかに何かございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、補正予算についてはよろしゅうございますか。 

    〔「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。 

 次に、学校教育課から「こどもの教育を考える日（学校フリー参観デー）について」

の説明をお願いいたします。 

 

（学校教育課長） 

 １５ページのほうに５月１５日号の市報記事を載せております。６月第２日曜日は、

「従来、学校フリー参観デー」という言葉でこの日を位置づけておりましたが、昨年度

から「こどもの教育を考える日」として位置づけたいということで、市内各校にもお願

いをしているところです。ゆくゆくは「佐賀市教育の日」というようなことも視野には

入れてはおりますが、現時点では、学校教育の範囲で子どもの教育を考えましょうとい

う位置づけをしております。 

 ここ二、三年ほどを見ますと、２万人を軽く突破するほどの参観がございまして、本

当に好評を博しているところで、ぜひこういう参観デーを続けてほしいという声も伺っ

ています。 

 一方では、６月のこの時期は農業関係者にとっては、田植え等もあって、少し厳しい

という声もありますが、佐賀市では定着した取り組みでございます。 

 この「こどもの教育を考える日」は教育委員の皆様にもぜひとも現場にお出でいただ

きまして、学校の教育活動等についてもご理解をいただければ大変ありがたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 ぜひ参観をお願いします。 

 

（Ａ委員） 

 直接、個人的に行っていいんですか。 

 

（学校教育課長） 

 個人的でも決行ですが、受付で必ずお名前を記入してください。よろしくお願いしま

す。 

 

（委員長） 

 それでは、今の件はよろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、次の「公益財団法人認定について」、文化振興課から説明をお願いします。 

 

（文化振興課長） 

 それでは、別冊の文化振興財団の「公益財団法人」認定についてという資料に従って

説明をいたします。 

 文化会館及び市民会館の指定管理者である佐賀市文化振興財団ですが、この文化振興
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財団は平成２３年２月１日から新しく公益財団法人としてスタートしております。新し

い公益財団法人としたことによって、特に内部の組織等の変更等がいろいろ出てきてお

ります。このような変更内容について、議会から、議会に対する説明があっていないじ

ゃないかとか、文化会館の指定管理者である文化振興財団は重要な財団法人であるか

ら、この財団法人に関する情報については、今回の公益財団法人に移行したことによっ

てどういうふうに変わったか、どういうふうに変わるのかというようなことを一切議会

には知らされていないというようなおしかりの言葉を受けております。したがいまし

て、文化振興課としては、６月議会の文教福祉委員研究会において、この文化振興財団

の公益財団法人までの移行経緯等について議会のほうに説明したいということで、この

資料を作成しました。資料の中身について概略重要な点だけをご説明いたします。 

 まず、２ページで、１番の公益法人制度改革の概要ということで上げております。 

 従来も公益法人制度は各主務官庁の裁量権にゆだねられておりました。ご存じのとお

り、天下りの問題、あるいは営利法人の中に類似した公益法人が多数設立されているな

どの問題が発生いたしまして、国のほうとしては、こういう財団法人の制度改革を進め

たいということで新たに新公益法人制度は平成２０年１２月１日に施行されておりま

す。 

 この新公益法人制度では、公益法人の認定については民間有識者で構成された国の公

益認定等委員会、都道府県の合議制の機関が認定法の基準に基づき行うことになってお

ります。この点が大きな変更点です。したがいまして、佐賀市の文化振興財団は都道府

県の合議制の機関が認定を行うということになります。 

 次に、２の新公益法人制度への移行です。これはフロー図を書いております。 

 1)のほうで、平成２５年１１月末までに移行期間は終了します。したがいまして、こ

の平成２５年１１月末までに、どのスタイルで運営するのかを決めないといけないとい

うことになります。その下のほうに従来の公益法人は特例民法法人を経由して一番下の

ほうの「一般社団・財団法人」、「公益社団・財団法人」、または「解散」の３通りの中

のどれかということになります。 

 特に、今回の公益社団・財団法人、真ん中の部分は四角に書かれておりますように、

単なる法人に関しての法の要件を満たしたばかりでなく、認定法の基準も満たしている

という条件が加えられますので、言いかえれば国、県の管理監督権が強化されるという

ことになります。 

 ただし、管理監督権が強化される反面、それ相当のメリットとして優遇措置があると

いうことです。 

 ３ページを見ていただきたいと思います。 

 2)のほうに「一般社団・財団法人」と「公益社団・財団法人」の相違点という比較表

があります。 

 特に重要なものとしては、３番目の監督です。右側のほうですが、行政庁による報告

徴収、立入検査、勧告・命令、認定の取り消しがあるということで、左側の一般法人と

比較しますと明らかに管理監督権は強くなっております。 

 しかしながら、税制のところを見ますと、一般の社団・財団法人との比較でメリット

として、寄附優遇から法人税、印紙税、所得税、こういった税法上のメリットが発生す

るということになります。したがいまして、主に公益事業を実施していきたいとする法

人には、この公益財団法人がメリットを生かせるということで、文化振興財団はこの公

益財団法人を選択したということであります。 

 ６ページのほうを見ていただいてよろしいですか。６ページの下の参考ということで

内部組織の変化について掲載しておりますが、このような組織の大きな変更があってい

ることについて議会のほうには全然説明がないというようなことでお叱りを受けてと

いうことです。 

 特に重要な点が、２番目の機関です。移行前は、最高議決機関として理事会がありま

した。これは委任状での出席可ということになっております。しかし、公益財団法人移
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行後は、新たに評議員会というものが組織されます。この評議員会はどういったことを

するのかといいますと、評議員会が理事・監事を選任、あるいは解任するということで、

最も人事権においては強い組織が理事会の上に新たに組織されるということです。理事

会のほうも委任状での出席は不可となり、必ず出席しなければならないということが義

務づけられております。 

 その下の役員等のところを見ていただきますと、任期が書かれております。移行後は

評議員４名で任期が４年、理事６名、監事２名、この分は変更はあっておりません。 

 この表から見ていただくように、新たに理事会の上に、理事を選任、解任する評議員

会というものが新たに組織されたということになります。 

 続きまして、３ページに戻っていただいて、文化振興財団が移行に当たって、どうい

ったことを行ったかということをご説明をします。 

 ４ページを見てください。まず、左側に理事会、右に市との協議ということが書かれ

ております。平成１９年１１月から新しい公益財団法人化に向けての議論が財団のほう

でスタートしております。最終的に平成２２年１月まで公益財団法人化に向けたいろん

な議論が理事会の中で行われております。 

 特に内容といたしましては、代表的なものをそこに記載しております。定款変更、評

議員、先ほど説明いたしました評議員選定委員会に関してです。評議員をだれにするの

かということを決める選定委員会のことでして、それと評議員、役員の選任といった重

要なものがずっと理事会のほうで審議をなされております。 

 財団のほうからは、市との協議を並行して行っており、特に平成２１年７月から公益

財団法人移行に向けたいろんな協議がスタートしております。特に役員等に関しては、

平成２１年１２月に財団役員の人事の協議ということで行われております。実際に評議

員をだれにするか、あるいは理事をだれにするかというような、そういう人事の件につ

いて、社会教育部等に相談をなされております。市の意向を最大限尊重するような形で

人選するようなことで協議が行われております。 

 このように理事会で協議を行った結果、平成２２年１月３１日に県に対して、移行認

定申請書を提出しております。それを受けて審査が行われまして、約１年後、平成２３

年１月２５日に正式に公益の認定を受けまして、認定を受けた直後に、平成２３年２月

１日に法人の登記が完了し、この時点から新たに公益財団法人としてスタートしている

ということです。 

 下のほうに平成２０年度、平成２１年度の当時の役員さんを参考までに載せておりま

す。 

 ５ページをよろしいでしょうか。現在の文化振興財団の評議員、役員名を載せており

ます。一番上の評議員会ですが、年１回開催されます。任期が４年ということで、平成

２６年５月末までということになります。評議員の方は４名の方が選任されておりま

す。佐賀市関係では、東島教育長も評議員の一人としてメンバーに入っていらっしゃい

ます。 

 評議員会の権限が表の下にありますが、特に先ほどご説明いたしましたように、理事

及び監事の選任及び解任というようなものは一番の大きなポイントではないかと思い

ます。 

 続いて役員ですが、１）として理事です。 

 理事会は定例としては年に３、４回開かれます。任期は２年ということです。任期は

平成２４年５月末日までとなっております。 

 この中で常務理事については、大島館長が常務理事を兼任しております。佐賀市関係

では、下のほうですが、御厨副市長と社会教育部長が理事としてメンバーに加わってお

ります。理事会の権限は、表の下に書かれておりますが、理事長及び常務理事の選定及

び解職というような権限が理事会にはあるということです。当然文化振興財団の経営の

責任者ということになります。 

 ２）監事は任期が２年ということで公認会計士と、佐賀市関係では会計管理者のほう
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がメンバーとして入っております。 

 続きまして、７ページです。以上で公益財団法人の移行についての経緯等の説明を終

わりまして、文化振興財団の経営改善計画の現状報告ということでまとめております。 

 まず１番目の経営改善計画です。８ページ、９ページにまとめております。 

 ８ページのほうを見ていただいてよろしいですか。 

 ２番目の事業概要です。文化振興財団がどういった事業を行っているかということ

で、大まかな事業の内容をそこに整理をしております。 

 一番上に芸術文化鑑賞機会の提供のための主催公演、これは自主文化事業といいまし

て、通常いろんなコンサート、落語会、イベントなどを文化会館主催として年間十数件

行っております。平成２２年度の主催事業の実績といたしましては、収入が３，８００

万円、支出が４，４００万円ということで幾らかの赤字ということになっております。 

 こういった自主事業についてはクラシックコンサート等を含めて、やはりなかなか入

場者が余り見込めないものもありますが、良質の芸術文化を提供するということで、あ

えて実施をする責任もありますので、佐賀市からも補助金を出ているという状況であり

ます。 

 次に、芸術文化に係る体験活動事業です。これは１０ページを見ていただきたいです

が、佐賀市文化振興財団が取り組んでいる育成事業ということで、『子どもの感性を育

む事業』、『職場体験学習事業』、『就労支援事業』、こういった事業を財団のほうで行っ

ております。 

 この財源については、これは地元の企業６社から１社当たり５０万円の助成金をいた

だきまして、合計３００万円となっております。この３００万円を新たな財源として、

事業名としてはオフィシャルパートナー事業ということで、いろいろな事業を行ってお

ります。例えば真ん中の感性を育む事業といいますのは、アウトリーチといいまして、

例えば、プロの演奏家が学校に出向いて児童・生徒が音楽を聞くだけじゃなくて、直接

会話をしたりしながら、レベルの高い芸術に触れるというような、そういう外に出向い

ていただいて、いろんな交流をしていただくということを積極的に行っていただいてお

ります。 

 戻りまして８ページです。芸術文化鑑賞機会の提供のための施設貸与事業ということ

で、公益目的以外での施設貸与を行うといういわゆる文化会館の施設の利用料です。こ

の分を合わせまして、平成２２年度では１億４００万円程度の利用料の収入があってお

ります。 

 次に、自動販売機の設置事業では、年間１８０万円程度の収入があります。 

 最後に、入場券の受託販売事業５７万４，０００円程度です。 

 平成２２年度の収入の計といたしましては、２億６，３００万円、支出の計では２億

５，９００万円という事業活動での収支となっております。 

 続きまして、今後５年間ですが、平成２３年４月から指定管理者の１年目がスタート

しており、今後指定管理者として文化会館の管理を５年間行っていくということになり

ます。その間の課題としては、自主文化事業の充実と財政の健全化で正味財産額の増、

流動資産の増ということを図っていかないといけないと、キャッシュフローをよくして

いかないといけないということで掲げております。 

 それでは戻りまして、７ページです。 

 実際どういった改善を行うのかということですが、２番にこれまで実施した改善とし

て、まず、１）平成２３年度からの自主文化事業の充実ということで事業本数を１３か

ら１７にふやしております。新規事業はここに掲げております。 

 ２）として、人件費の削減です。 

 ①職員の給与２％減は、平成２３年４月から正規職員の給与を２％減額しておりま

す。金額にして８６万１千円の削減を行っております。 

 ②常務理事の給与減ですが、常務理事の報酬月額は、従来４０万円でしたが、これを

平成２３年６月１日から３０万円に減額するという改善計画を立てております。金額に
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して年間約１００万円の削減ということで、５月の定例会で決定されております。 

 最後に、３）として、人員体制ですが、平成２３年４月１日から前年度より１名少な

い体制で運営しております。増と減を記入しておりまして、①の人員増ですが、平成２

２年度まではエスプラッツ内の交流センターの指定管理者となっておりました。しか

し、平成２２年度で終了したため、そこでの職員２名を文化会館のほうに戻したことに

より２名ふえました。しかしながら、②人員減ということで３名ですね。まず、事務局

長が平成２２年度までおりましたが、４月１日からは常務理事が事務局長を兼務してお

ります。その結果、事務局長分が１名減ということになります。それからアルバイトを

１名減にしております。また、平成２２年度までは佐賀市からの派遣職員１名おりまし

たが、それも引き上げということで、人員増２名に対して人員減３名ということで差し

引き１名減で４月１日から財団の業務を行っているということです。 

 今後の方向性ということで、特に２）の第三者委員会については、これが文化振興財

団が今後いろんな改善計画を立てていくわけですが、そういった改善計画が計画どおり

進捗されているかどうかの評価が一つであり、また、指定管理者としての管理運営業務、

自主文化事業の業務、文化振興への貢献度等に対する評価に加えまして学識経験者、芸

術文化関係者、メディア関係者等による第三者委員会を組織して毎年度改善計画の進捗

管理を行う、評価していただくというようなことで考えております。 

 以上で説明を終わります。 

 

（委員長） 

 公益財団法人に認定されたことによっての佐賀市文化振興財団の組織、あるいは運営

についての説明がありました。この件はこれまで教育委員会が管轄していなかったの

で、平成２２年度の年度末に勉強会に初めて話題になりました。これからは、教育委員

会の議題になっていくんだろうと思います。公益財団法人となって、佐賀市の文化振興

ということの拠点に多分なっていくと思いますので、説明を聞いたことについて何かご

質問がありましたらお願いします。 

 

（Ａ委員） 

 この佐賀市文化振興財団というのは、指定管理者になって佐賀市文化会館、佐賀市民

会館を今運営しているという状況ですね。 

 

（文化振興課長） 

 そうです。指定管理者制度が導入される以前から、ご存じのとおり、平成元年に文化

会館ができておりますから、その文化会館の管理運営を行わせるために文化振興財団が

設立されているわけです。３，０００万円全額、佐賀市が出資をしております。 

 

（Ａ委員） 

 それはたしか指定管理者の選任をするときにも議論していたと思いますが、必ずしも

佐賀市文化振興財団が指定管理者にならなきゃいけないというわけじゃないんですよ

ね。 

 

（文化振興課長） 

 法令等で、そういうことが決められているものでは全くありません。 

 

（Ａ委員） 

 経営改善と出ていますけど、きちんと実行してもらって、民間で別の団体に依頼した

ほうが活動も盛んになるし、費用は抑えられるし、市民のためになるというようなこと

にならないようにしないといけないと思います。 

 職員の給与２％減というのも、こことは言いませんけど、現実に働いている現場の人
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たちは一生懸命働いているけど安い給料であると、上のほうの理事とか役員の人たちは

名誉職で、１年に何回か会議に出るだけで高いお給料をもらっているというと、結構い

びつな構造だと思うような場合もあっています。ここじゃないと思いますが、結構ある

ので、どうなのかなと思います。外郭団体だと何かあんまり目が行き届いてないのかし

らと思うようなものをよく県や市であっていますから。 

 

（文化振興課長） 

 特に文化振興財団は、佐賀市の外郭団体でも重要な財団の１つで、三、四年に１回は

必ず監査委員による監査を行っております。 

 今、職員の給与のことを言われましたけど、イメージ的には財団の職員が極端に何か

市の職員に比べて給料が安いのではないかというような、そういうイメージもあります

が、ある程度佐賀市の職員に準じた給与体系ですので、一般の民間企業とかと比較した

場合は、決して安いという状況ではないとは思います。 

 

（Ａ委員） 

 日々雇用とかアルバイトで来ている人にほとんど同じような業務をさせて、安い給料

で、しかし、上の人はたまに来て、たくさんお給料をもらっていて、すごく辟易してい

るみたいな連鎖が広がっているみたいなのことがたまに見受けられますので。 

 

（文化振興課長） 

 役員、評議員、理事のご説明の中にありました市の関係者として、社会教育部長が理

事のメンバーとなっております。従来であれば、確かに市の幹部が理事会に入っていた

場合に、外部の団体ということで、経営のことについての意見とかはある程度控えられ

ていたかもわかりませんが、新部長が理事に就任するに当たっては、出資者である佐賀

市としての責任があり、管理監督していかなければならない責任もあります。理事会の

中で経営の部分などについてのいろんな議論があった場合に、やはり積極的に意見は述

べられると思っております。 

 

（Ａ委員） 

 わかりました。 

 

（委員長） 

 この評議員とか役員に報酬はないんですか。 

 

（文化振興課長） 

 佐賀市の職員については、法に抵触しますので、報酬はありません。 

 

（委員長） 

 例えば、それ以外の評議員にはあるわけですね。 

 

（文化振興課長） 

 当然幾らかあります。正確な金額まではわかりませんが。 

 

（委員長） 

 議会では、そのようなことも聞かれるんじゃないですか。 

 

（社会教育部長） 

 常務理事が幾ら、理事長が幾ら、ほかの理事さんが幾らというように、その順序で説

明を。 
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（委員長） 

 常務理事は３０万円とわかっているわけですね。 

 

（文化振興課文化振興係主任） 

 毎月決まった額の給与があるのは常務理事で、先ほど説明をしたように、６月から月

３０万円の給与となっております。そのほかの代表理事、理事、監事を言いましたら、

評議員の方は評議員会の役員会に出られたときだけの報酬となりますので、金額は正式

な金額はわかりませんが、そう大きな額ではありません。 

 

（社会教育部長） 

 １日出ていただければ５，６３０円です。 

 

（委員長） 

 だから、議会に報告するときにきちんとやっぱりしてください。 

 

（社会教育部長） 

 ありがとうございます。ただし、我々職員はいただいておりません。 

 

（教育長） 

 きょうみたいに１時間も会議はなかった場合もですか。 

 

（社会教育部長） 

 大体は２時間ぐらいはありますが、時間に関係なく、１回の会議で５，６３０円です。 

 

（教育長） 

 それから、もう１つ、人員は２ふえて３減だから、１減になっているけれども、実際

の報酬の総額は上がっているのですか。 

 

（文化振興課長） 

 そうですね、コスト的にはプラス要因として、正規職員２名がございます。 

 

（教育長） 

 手持ちで、その準備はしておかないといけません。 

 

（文化振興課長） 

 これについては、議会説明のときにはきちんと資料は準備しておきます。 

 

（Ｃ委員） 

 私の素朴な疑問ですけど、評議員というのは理事の選任、解任の権限を持っているわ

けですけども、今後、評議員の選任というのはどうなっているのですか。 

 

（文化振興課長） 

 理事会の中で、評議員選定委員会のメンバーを決められることになります。 

 

（Ｃ委員） 

 それを理事会が決めるわけですか。自分を選任、解任できる人を理事会で決めるとい

うのは、それもまた変な感じですね。 
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（文化振興課長） 

 要するに評議員選定委員会というものは、４年に１回設置されて新しい評議員を決め

られるということです。当然、その際は中立的な立場の方が評議員の選定委員のメンバ

ーになっていくというようになります。 

 

（社会教育部長） 

 １点だけ、Ａ委員さんが言われたことについて、概略説明をさせていただきます。 

 この公益法人化は、最後の時点で金山のほうから説明したと思いますが、天下り等の

国のほうでいろいろ批判があっておりまして、特殊法人改革とか、公益法人改革があっ

ておりますけれども、そういったものを改革するために公益法人制度ができておりまし

て、これともう１つが指定管理者制度ですね、この２つで競争の原理等を入れていこう

ということで国が進めているものでございます。 

 今、国が批判を受けているような天下りの俸給を取るような組織とこちらは若干違う

ということです。常務理事にしましても４０万円をもらっていたのを、今度は３０万円

です。他の職員は我々公務員より少し低いぐらいの給与をもらっているというところで

す。この組織についての概略の実態はそういう感じになっております。 

 

（Ａ委員） 

 ぜひこの活動のほうを充実させていただいて、やはりそういうところで差がつくなら

いいと思っておりますので、ぜひお願いします。 

 

（社会教育部長） 

 私も来てまだ２カ月しかなりませんけれども、１０ページのほうで少し金山が説明い

たしましたけれども、感性を育む事業とか職場体験学習事業とか、一番下の就労支援の

ための、こういった割とユニークな事業をやっておられますので、私もまだ詳しくは知

りませんけれども、例えば感性を育む事業の中では、学校へ出向いて一流の文化人を派

遣して、アウトリーチといった事業もやっております。ですから、そこら辺は私も今か

ら一緒になって大きく充実させていこうとは思っております。 

 

（教育長） 

 今出た件ですが、職場体験学習事業で高木瀬小学校の１年・２年生が行っているとい

うのは、どんな感じで行くんでしょうか。ただ、施設が佐賀市にあるので見学に行った

というレベルでは、ここには入らないと思うんですよ。 

 

（文化振興課長） 

 館長さんの話では、例えば舞台を観客として、子どもたちは観客の目線ではいろいろ

理解していますけど、舞台裏のいろんな装置、あるいは仕事などについては全く未体験

のことですので、そういうことには非常に関心を持つというような話はされておりまし

た。 

 

（教育長） 

 小学校の１・２年生にですか。これは、「私たちの街体験」でしょう。どこの施設で

も受け入れているもので、市役所も子どもたちを受け入れていますよね。そのレベルで

はあんまり説得力は無いと思いますよ。 

 

（委員長） 

 やはり文化芸術の拠点でしょうからですね。 

 

 



  20 

（教育長） 

 そういうことで、これが一緒に仕事をするというようなものであれば、説得力はある

と思います。むしろここに入れたら、逆にそれはどこでも行っているというレベルでは

ないのかなと思います。 

 

（委員長） 

 例えば、今度の６月７日に佐賀市中学校連合音楽祭が、文化大ホールで開催されるじ

ゃないですか。この文化振興の事業とこの学校行事とはどんなふうな絡みなるんです

か。 

 

（文化振興課長） 

 連合音楽会は、文化会館の主催事業ではありませんので、文化振興のためのそういう

事業に場所を提供するということです。 

 

（委員長） 

 貸すだけということになるわけですね。 

 

（教育長） 

 こういうものが文化振興財団の一つの主催事業ですとその活路がまた出てくるわけ

ですね。 

 

（文化振興課長） 

 ただ、舞台照明とか、いろんなそういうのはある程度専門の方の技術が要りますので、

そういう点では舞台照明とか行っている西日本企画さんのほうからお手伝いを受ける

わけです。 

 

（委員長） 

 もちろん、それはお金払ってしているから。 

 

（教育長） 

 それは貸館で、お金を払っていますから。要するに業務ですよね。だけど、こういう

のは主催事業ではないわけです。 

 

（委員長） 

 だから、佐賀市として、発信するような、佐賀市ではこういうことをするんですよと

いうような、そういうものをぜひ、例えば、バルーンフェスタみたいに、あのようなと

ころまでになれば、とてもいいことなんですが。佐賀発信の文化とか芸能とか、そんな

のを発信するような発想を持って何かやっていただけるといいなと期待していますよ。 

 

（社会教育部長） 

 そういったことで、職場体験学習事業でも少し不十分なところがあるとは思いますけ

ど、基本的にこの資料は文化振興財団につくらせておりますし、この内容がまだ不十分

なところはあります。館長といろいろお話をしていますと、最初は不十分かもしれませ

んけど、かなり積極的にやろうというところを持っていますから、我々も少しずつ参加

しながらいいものにしていきたいと思っております。 

 

（委員長） 

 例えば高齢者でも、各地域でいろいろな芸能をしたり、あるいは民謡をしたり、何か

そういうような目的を明確にして、文化振興事業として、何か発想を持ってぜひしてい
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ただけるといいなと期待していますので、よろしくお願いしておきます。 

 

（社会教育部長） 

 ありがとうございます。 

 

（委員長） 

 大切な文化芸能の拠点ということで、何か佐賀らしいものをつくろうという雰囲気に

なっていくことを期待しています。 

 ほかに何かございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、５月の定例教育委員会はこれで終了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


