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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 皆さん、こんにちは。雨もやっと何とか上がったようです。これから暑い季節になり

ますので、健康にくれぐれも留意していただきたいと思います。 

 時間になりましたので、６月の定例教育委員会を始めたいと思います。 

 本日は６人の委員全員が出席しておりますので、適法に教育委員会が成立いたしてお

ります。 

 本日の日程につきましては、配付いたしております日程のとおりで進めたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、これより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） 

 ５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、６月２４日に配付

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） 

 委員の方、目を通していただきまして、何か修正のところ、あるいは追加のところが

あればお願いします。 

 

（Ａ委員） 

 ５ページの私の発言ですけど、「公募を行ったらたくさん人が集まるんじゃないです

か」と書いてありますが、「集まるのですか」と質問形式に訂正していただいてよろし

いですか。 

 

（委員長） 

 「行ったらたくさんの人が集まるのですか。」でいいですか。 

 

（Ａ委員） 

 はい、「集まるのですか」とお願いします。このままだったら、何かもうたくさん集

まるというふうに決めつけているような感じになりますので、訂正をお願いします。 

 

（委員長） 

 ほかはございませんか、よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そこを訂正していただきまして、承認としたいと思います。 

 

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。 
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（教育長） 

 先週の金曜日に議会の一般質問が終わりまして、きのうが常任委員会でした。教育委

員会の課題等について意見が出され、また、そのあとの研究会でもいろいろ意見等が出

されましたが、今後、また教育委員さん方にはいろいろとご意見を聞かせいただいて、

教育委員会のよりよい案として提案していかなければいけないと考えております。 

 それでは報告ですが、プリントを差し上げております。全部で５点です。まず１点目、

全国都市教育長協議会の定期総会がございました。 

 今回は非常に特色のあるテーマでございました。それは「人口減少社会に向かう時代

の教育の在り方」、つまり、子どもの数も少なくなっていますが、これはひいては人口

が減少していくという大前提になるわけでございまして、これに対してどういうふうに

教育を施していくのかというのが大きな議論となったわけです。 

 この中でも一番焦点になったのが特別支援教育でした。これに対しては文部科学省の

助言という形でありましたが、文部科学省は学校の特別支援教育について４つの課題を

持っているようでございます。 

 １つは、対象児童・生徒が増大してきた。これは１０年単位で見てみますと平成１０

年から平成２０年が特別支援学校の在籍数は約３０％増になっています。小・中学校の

普通学校にある特別支援学級が児童・生徒数が８０％増加しています。通級、普通学級

にいながら、部分的な障害を解消するための通級というのがあります。これが１００％

増加したということなんですね。つまり、特別支援教育の重要性というのが、これから

どんどん増してくるであろうと。子どもの総数は、この１０年間で１３％減少している

にもかかわらず、これだけの増加をしているということが１つの課題であるということ

です。 

 もう１点の課題が校内支援体制を、もっと充実させるべきじゃないかという課題で

す。 

 それから、３点目が、特別の支援を要する子どもたちに一人一人の教育のニーズに合

った教育の実現をもっと目指していくべきであるということです。特別支援学級という

名のもとに一からげにするんじゃなくて、一人一人のニーズに応じた教育を実現してい

かなければならないという課題があるということです。 

 ４点目の課題が、それに向かうためには教員の資質、専門的な資質が必要であるとい

うことで、この専門性の向上を含めた４点が今後の特別支援教育の課題であるというふ

うに文科省の方がおっしゃられました。なるほどという思いをしながら、恐らくこれは、

これから佐賀市の教育を進めていく中でも共通の課題になってくるのかなという思い

で受けとめてきたところでした。 

 研究発表が３市ございましたが、研究発表の中で特異なものだけを書いております。 

 １つは、小平市のコミュニティースクールですが、ここでは特に参考にするというこ

とではございませんが、コーディネーター発信事業の中で、地域総力での避難生活体験

というのを学校と地域をまとめ上げて実施しているというのが、一つ特徴的でした。 

 それから、佐賀市でも２、３校ほど暑さ対策で屋上緑化を試験的にやりましたよね。

私も神野小学校いるときにやりましたが、そこでは鉢に植えて、屋上の床面から２０セ

ンチぐらいの高さにネットを横に、水平に張ったんですね。４０度を超え、余りにも暑

く、熱気があるものですから、熱気のためにそれはもう枯れてしまいました。 

 ところが、この小平は、屋上のフェンスにかけて、縦に網を張って、上に伸ばしてい

ったことで成功したという事例でございました。この２つがここでは特徴的でした。 

 それから、和歌山の海南市は５万６，０００人ぐらいの規模のまちですが、ここは幼

稚園が１０校、小学校１４校、中学校７校、そして、市立の高等学校が１校ということ

で、小さい割には非常に学校が多いというところで、ここで１つ参考になったのが、学

校教育の基本理念というのが非常にわかりやすかったということです。海南市内のすべ

ての教職員が全部の学校で指導してほしいというのが５点あるんですね。「あいさつの

できる子どもを育てる」、「いつでもトイレのスリッパがきちんと並べられている学
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校」、「掃除で教える教育をする」、「人と人のかかわりから学ぶ教育をする」、そして、

「一人一人の子どもに確かな学力・豊かな心・健康な体と体力をバランスよく育てる」

という非常にわかりやすい共通目標を掲げて、各学校でこれを徹底して指導してもらっ

ているということでした。 

 これについては、いろんな議論がありましたけれども、ここの中で非常に参考になっ

たのが、２ページに書いております思春期体験事業です。これは非常に参考になりまし

た。５時間ぐらいの計画で、市内の全中学生がこの体験をするという学習です。細かい

ところはもう申し上げませんが、ここに要点を書いております。 

 それから、中学校部活動指導者派遣事業を市でやっております。各学校に２時間の派

遣を２７０回行い、報償費と保険料はすべて市が負担しています。指導報酬は１回につ

いて２時間３千円です。この仕組みがどうなっているかといいましたら、学校から推薦

をしていただいて申請をします。それを教育長が承認をして派遣するということになり

ます。そして、報償費と保険料は市が負担をするというふうなことで、非常にいい取り

組みだなと思って帰ってまいりました。佐賀に当てはめて考えたときに、できるかどう

か検討を要するわけですけれども、いいアイデアだなと思いました。 

 それから、ここも学校適正配置推進事業を行っておりまして、３度統合を行っており

ます。３つの小学校を１校にしたり、２中学校を１校にしたりして行っております。も

ちろんスクールバス対応ということでした。うちと同じように、やはり減少社会の一つ

の現象がここにも来ているというふうに思っています。 

 それから３点目が、北海道の滝川市です。滝川市は旭川と札幌をちょうど直線で結ん

だところの真ん中ぐらいにあると思いますが、ここで非常におもしろかったのが、ここ

は４万３，０００人のまちですが、市庁舎に余裕があるということで、市庁舎の中の２

階全部を市立図書館にしたという非常におもしろい取り組みでした。今まで市立図書館

は市内の一番東の外れにあったそうです。そして、そこまでは公共交通機関がないそう

で、実に不便な場所にあったようです。それではやっぱり年々利用者が減少していった

ので、どうするかということで、市立図書館対策委員会というものをつくって、思い切

って一番交通の便のいい市庁舎の中に市立図書館をつくりましょうということで、２階

を全部市立図書館にしたという、非常におもしろい試みだなと思いました。 

 それから、文部科学省の講話では、分厚い資料がたくさんございましたが、その中か

ら６ページ以降に資料を載せております。 

 これは説明が一切ございませんでしたが、「教育委員会の現状」を見ますと、非常に

私どもも参考になると思いましたので、かいつまんで申し上げます。 

 まず１番が、教育委員の選任の状況についてで、これは全国を対象にした調査です。

選任の状況ですが、保護者を入れなさいというふうに改正になりました。これが現実的

には都道府県、政令指定都市までは１００％で、市町村では９５．２％にとどまってい

るということです。 

 それから、教育委員が公募によって選任されているのが２３委員会、それから公募に

よって選任された教育長が在任しているのが４団体と、こうなっているということで

す。これは日本の状況として把握しておく必要があるのかなと思います。 

 それから、下の教育委員会の会議の開催状況ですが、一番上にありますように都道府

県・政令指定都市を含めて年間平均２８．９回、市町村で１５．５回で、当市が定例会

１２回と、臨時会がありますので、ほぼ市町村の平均の回数と合致すると思います。 

 それから、傍聴者数です。政令指定都市で６０．７人、市町村で４人。ですから、非

常に停滞しているということが、やはり全国的に言えるのではないかなと思っておりま

す。 

 それから、議事録公表はいいとして、次の８ページに移りますと、教育委員会会議の

運営上の工夫ということですが、上から３つ目、傍聴者が多数入場できる大規模な会場

での開催というのが１つあります。それから、出張教育委員会というのがあります。そ

れから、私どもがやっております定例教育委員会を開催する前に、事前の勉強会を開催
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しているのが、県レベルでは６３．１％、市町村レベルでは１６．０％ということにな

っております。当市は毎回行っておりますので、かなり進んだ取り組みかなと思ってお

ります。 

次に、８ページの下の教育委員会の学校訪問、学校理解という視点から申し上げてみ

ますと、県と政令指定都市までで９６．９％、市町村が９７．７％で、回数では市町村

教育委員会の３３．６％が年間２０回以上の学校訪問を実施しているということです。

当市が５４回学校訪問を実施しておりますので、その２０回程度が教育委員さんたちの

訪問になっているということです。 

 それから、研修の状況ですが、年間の平均研修参加回数というのが、県レベルで、政

令指定都市まで含めて６．４回、市町村レベルで４．５回ということです。この研修と

いう視点からは当市の弱い面なのかもしれません。 

 あとは、１０ページの教育委員会の活動状況の点検・評価については、当市も教育委

員会の評価は行っておりまして、内容的にかなり進んでいると私は思いました。都道府

県レベルで１００％、市町レベルでは９０％となっております。 

 １２ページですが、現状でいきますと、教育委員会事務局の事務の共同実施というの

がそろそろ出始めてきているということです。いわゆる単一自治体だけでなくて、共同

でできる部分は共同で事務処理をしているという状況が近年生まれつつあるというの

が、これで読み取ることができるのではないかと思います。 

 １４ページに移りまして、指導主事の配置です。 

 これは私も非常に興味深く見させていただきましたが、市町レベルでいきますと、平

均で平成２１年度、指導主事が５．６人と。ところで、私どもは全国的に充て指導主事

は、法令的につくらないというように聞いておりましたが、現実的には充て指導主事が

１，１８９人いるということです。佐賀県はゼロですので、佐賀市には充て指導主事は

おりません。ところが、市町レベルにもまだまだ充て指導主事が配置されているという

ことで、ここはうらやましいなという思いで見ておりました。 

その下のほうへ行きまして、私どもの２４万都市のレベルで、指導主事が何名配置さ

れているかといいましたら、平均で８人です。佐賀市は学校教育課、その他の課も含め

て７名というふうになっております。したがいまして、平均よりもちょっと低いぐらい

です。実態的にいいますと、教育総務課１名、こども課１名、これはいいとしましても、

学校教育課の５名というのはやはり少ないのかなと思っております。 

 以上、申し上げましたが、教育委員会の全国的な実情がわかるのではないかなという

思いで資料としてつけさせてもらいました。 

 ２ページに戻りまして２点目です。市民総参加子ども育成運動推進委員会が５月３０

日に行われました。 

 ここに書いているとおり、私どもが確認しなければならないのは、子どもを教育する

場というのは４つあるんですと。家庭、地域、企業、学校。ここで、どういうふうな具

体的な実践をしていくかということを再度認識する必要があるということと、これまで

は理解しているというレベルであったのが、やはり取り組んでいる、実践しているとい

うふうな方向にみんなが向かう必要があるということで、今年の働きかけに特徴がある

ということだけ申し述べておきたいと思います。 

 次に、３つ目、佐賀市中学校連合音楽会が６月７日にございました。 

 この中で私が非常に心に残ったのは、１つは５３年の伝統を持つ、つまり５３年目を

迎えたということで、かなり古くから、非常に伝統がある、しかも、価値のある会であ

るというふうには考えておりますが、福岡からお見えになった先生がいらっしゃって、

「この音楽会が長く続くのも市の教育委員会の支援のおかげです」と、わざわざ私のと

ころに来られて、お礼を述べられました。この方はかつて佐賀で教員をしていたという

ことでした。 

 次に、アバンセで公立小・中学校の事務研究大会がございました。 

 これは管理職事務長が配置されてはじめての事務研でしたが、私がここでこの事務研
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に賛同して、エールを送ったのが分科会のことです。役職別、年齢別にそれぞれ課題が

違うということで、分科会が設けられていて、非常に特色があり、しかも、今の管理職

事務長が配置されたという時期に合ったグルーピングではなかったかなと思っていま

す。 

 最後です。全国ろうあ者大会がありました。 

 いろんな方があいさつにお見えになっていました。厚労省の方、文部科学省の方、も

ちろん県知事、市長、あいさつをなさいましたが、文部科学省の特別支援担当の課長が

お見えになっていたと思いますが、この方はすべて言葉と手話であいさつされました。

ろうあ者は言葉ではわからない、音声言語ではわからない。今度の東日本大震災の中で、

ろうあ者が情報を得るのに非常に苦労しましたと。つまり、手話で伝達がない、文字言

語で伝達がない。要するにスピーカーでの伝達が中心になるということで、改めて情報

の受信のためのコミュニケーションということを、幅広く考える必要があると思います

し、このことは私は初めて知りました。 

 私たちはついつい、言葉でどんどん言えば伝わるものと思っていたのが、言葉を発す

るだけでは伝わらない。手話、もしくは言語を文字で書かないと伝わらないという人が

いらっしゃるという認識を初めて知ったわけです。このことについては、やはり厚生労

働省、文部科学省も、非常に力を入れていくということで話がなされたところでござい

ました。 

 以上で報告を終わりたいと思います。 

 

（委員長） 

 教育長の報告がありましたが、何か質疑等はありませんか。 

 

（Ｂ委員） 

 勉強不足で済みません。充て指導主事というのは、どういうものですか。 

 

（教育長） 

 当委員会におりますのは全部県費職員を退職して来ています。要するに県費の身分を

市費の身分にかわって来ています。ですから、給与は市が払います。充て指導主事は、

県費のままで派遣をされています。給与は県が払います。仕事場所は市役所です、とい

うことです。県の身分のまま来て、市で仕事をする、給与は県が払う、これが充てなん

です。 

 当委員会では、割愛と言いまして、県を退職して市費職員になって、市から給料をも

らって、市で働く、これが指導主事です。県に戻る場合は、割愛を今度解いて、県に戻

すことになります。 

 

（Ｂ委員） 

 ありがとうございます。 

 

（委員長） 

 ほかにありませんか。 

 

（Ｃ委員） 

 まなざし運動のことですけれども、先日、フリー参観デーに行きまして、学校のアン

ケートで、保護者さんあてのアンケートの中に「まなざし運動を知っていますか」とい

う欄が書いてありました。こういう一言を、どこの学校も入れてもらって、どの程度保

護者に浸透しているのかを、やはり私たちは見る必要があるのじゃないかと思いまし

た。そして、知っている人はやはり取り組んでいただくということが必要かなと感じま

した。 
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（教育長） 

 そこまでのことを意図的には言っていなかったと思います。例えば２学期のフリー参

観デーのアンケートの中に全校一斉に入れることはできますね。 

 

（学校教育課長） 

 それはできます。 

 

（教育長） 

 これはぜひ入れたほうがいいですね。 

 

（Ｃ委員） 

 どのくらい保護者さんがご存じかなと思いましたので、ぜひお願いします。 

 

（委員長） 

 ついでにですけれども、いろんな行事があるときには、佐賀ではこういう取り組みを

していますよというようなこと、子育て、まなざし運動をしていますよと、子どもに温

かいまなざしを持ってというようなことを、一言でいいからぜひ入れるといいんじゃな

いかなと思います。 

 

（教育長） 

 それはサンプルをつくって、学校にこういうふうにアンケートに入れていただけませ

んかとお願いしたほうがいいですね。 

 

（委員長） 

 ほか何かございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご苦労さまでございました。 

 それでは、日程４の議題に入ります。 

 

日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

 最初に、第６号議案『公民館運営審議会委員及び生涯学習センター運営審議会委員の

委嘱について』の説明をお願いします。社会教育課お願いします。 

 

（社会教育課長） 

 この議案につきましては、自治会ですとかＰＴＡなどの各種団体の役員交代によるも

のでございまして、任期中途での交代となります。 

 運営審議会につきましては、公民館、それから生涯学習センターにおける各種事業の

企画実施について調査、審議する機関でありまして、いわば住民と公民館を結ぶパイプ

役としての役割を担っていただいております。 

 交代委員名につきましては、別紙に名簿をお配りしておりますので、そちらのほうを

ごらん下さい。網かけ部分が交代される委員になります。 

 順を追って言いますと、三瀬公民館については４名の交代です。次のページ、東与賀

は３名、久保田については２名ですね。大和生涯学習センターが２名、富士も２名の交

代になります。あと諸富町と川副町のほうにも審議会がありますが、今回交代はあって

おりません。 

 任期としましては、通常２年ですが、今回は任期中途ということでありますので、前

任者の残任期間となります。 
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 以上でございます。 

 

（委員長） 

 そういう役職の交代ということですが、何かご質問がありますでしょうか。 

 

（Ｃ委員） 

 交代に何ら問題はないと思いますが、ただ大和生涯学習センターの○○○先生はもう

4月の終わりごろか５月の初めごろに亡くなられたんですね。亡くなられても、その間

は委員として名前だけは残されるということになるんですか。 

 

（委員長） 

 名簿上はそのままになっていたんですか。 

 

（社会教育課長） 

 ちょうど異動時期がありますが、その都度ということではなくて、ある程度まとめて、

大幅な異動があった後、今の時期にまとめて交代の委嘱をしているのが現状です。 

 

（委員長） 

 まとめてしているわけですか。いや、だから、質問としては死亡されたときにどうい

う取り扱いをするようになっていますか、ということです。 

 

（Ｃ委員） 

 そのまま名前を残すのですか。 

 

（社会教育課長） 

 欠員になります。 

 

（委員長） 

 欠員というふうになるわけですね。 

 それから、死亡と同時に、メンバーからは消すということには、事務取り扱い上はす

るわけでしょう。 

 

（社会教育課長） 

 そうですね。その時点で欠員になり、すぐに委嘱をすればいいんですけど、委嘱をし

ておりませんでしたので、その間、空白が出ているということです。 

 

（Ｃ委員） 

 そういう形になるんですね。 

 

（委員長） 

 ほかに何か質問ありますか。よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、この議案は承認ということにいたします。 

 では、次は報告事項です。 

 

日程５ 報告事項 

 

（委員長） 

 日程５の報告事項に入ります。 
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 まず、「学校多忙化対策事業」（市教委・校長会「協働」事業として）について、学校

教育課より説明をお願いします。 

 

（学校教育課長） 

 学校の多忙化対策について説明させていただきます。学校多忙化の実態から、このま

までは教師が子どもに向き合う時間が少ない、教育活動の質の低下にもつながりかねな

いということで、危機感を強めているところです。県教委でも多忙化対策の検討が平成

２１年からスタートしております。 

 これまで各種事務の効率化、ノー残業デー、ノー部活デーの設定、さらに、会議や出

張をできるだけ減らすなど、さまざまな取組がなされてきました。しかし、会議を減ら

すといっても必要な会議はあります。また事務の効率化ということで電子データ化もか

なり進んではきておりますけれども、なかなか先生方の多忙は変わっておりません。 

 平成２２年度に佐賀市内の教職員すべてに勤務時間を１年間通して毎日記録しても

らいました。時間外の勤務が１ヵ月に４０時間を超える教職員の割合をみましたとこ

ろ、小学校で３８．６％、中学校で６４．１％でした。中学校がなぜ高いかと申し上げ

ますと、部活動の関係です。平日の時間外の指導に加えて、土曜、もしくは日曜日、あ

るいは祝祭日でも、練習試合や大会の引率等の業務もございます。 

 そこで、先生方の業務について、本当に教員免許状がないとできない業務なのか、教

員以外に委託できないのかというような視点で、検討したいと思います。 

 なお、この検討作業は、教育委員会の学校教育課、教育総務課、そして学事課、３課

で協力をしながら今進めているところです。また校長会に随時報告し、校長会の知恵も

アイデアも借りながら、協働事業として進めているところです。 

 きょうまでに各学校でアンケートを行って、多忙化に関する要望や意見を把握してお

ります。 

 なお、各学校と申しますのは、４０時間を超える時間外勤務の職員の割合が高い学校

のうち１７校でアンケートを実施させていただいております。アンケートの内容につき

ましては、具体的に施策につながるような学校側からのアイデアを集めようとするもの

です。 

 そのアンケート集計後に、第１回の多忙化対策検討委員会を、教育委員会と校長会の

代表、そして、学校現場からは教諭、事務職員も含めて立ち上げたいと思っております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、何か質問等ないでしょうか。 

 

（Ｄ委員） 

 いい提案を出していただいて、実施していただきたいなと思いました。あまり労働時

間が長過ぎると、本当にうつ病になって自殺したりするというケースが公務員関係でい

ろいろ聞きますので、やっぱり仕事を詰め込み過ぎなんだなと思います。ですから、ぜ

ひ取り組んでいただきたいと思いました。 

 

（委員長） 

 私から１つ質問ですが、校長会へ報告と書いてありますが、この結果は校長会だけに

報告されるのですか。 

 

（学校教育課長） 

 教育委員会にも、随時報告してまいります。 
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（委員長） 

 この教育委員会もですけれども、もう少しオープンにして、啓発してもいいのではな

いですか。 

 

（学校教育課長） 

 そういったことも含めまして、この委員会の中で丁寧に協議を進め、施策を打ち出し

ていきたいと考えています。 

 

（委員長） 

忙しい現状の結果、子どもに向き合う時間にしわ寄せが来ているというようなところ

は、保護者の方にもっと啓発してもいいように私は思います。 

 現実的に予算化などして、対策をとられるというのは十分にしていただきたいと思い

ます。 

 

（Ｂ委員） 

 学校訪問した際に、ものすごく困っているということで聞きましたことは、やっぱり

校納金等の回収で非常に苦労されていて、それを減らすために大変な労力を使われてい

るということでした。非常に物理的にも精神的にも大変きつい仕事だと思いますので、

何らかの形の措置をできるような仕組みをおねがいします。 

 

（学校教育課長） 

 今回のアンケートの中に、今委員がおっしゃったようなことは、現場のほうからも上

がってきております。どういうやり方で対処していくか、丁寧に検討したいと思います。 

 

（教育長） 

 学校内にはいろんな職種がありますので、事務の分担の仕方というのも再度見直して

いく必要もあるのではないかなと思います。学級担任が督促に追われて、実際悩んでい

るというのは、これはやはり、何とかして教育活動に専念してもらいたいわけですから、

例えば事務室関係でやるとか、あるいは校長等、管理職の事務長がやるとか、そこら辺

の事務分担というのを明確にして、その回収の手も打たなければいけないのではないか

と思います。 

 

（Ｄ委員） 

余り実例はないかもしれないし、これがいい方法かどうかもわからないですけど、債

権回収に関してサービサー業というのがあります。そこに債権回収を委託するというの

もありますが、家庭との信頼関係や手数料の問題はありますね。 

 

（Ｂ委員） 

 可能な簡単な部分はＰＴＡ等に協力をお願いしたほうがいいかと思います。 

 

（学校教育課長） 

 ＰＴＡ会費の部分はＰＴＡ会長さんのお名前で、役員さんがお集めになっていいかと

思いますけれども、教材費等まで集めていただくのはちょっと厳しいかなと思います。 

 

（教育長） 

 学校現場からのアンケートで、どういう部分に多忙感を持っているのか、そこが明確

になってきますと、その分でどう対応していくかというのが見えてきますので、そこら

辺をちょっと期待しています。 
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（委員長） 

 ほかにありますか。 

 それでは、私たちにも結果を教えていただいて、対策については、意見を私たちも言

わせていただければと思います。 

 次の報告議題に入ります。 

 次は、「母子生活支援施設（高木園）の指定管理について」、及び「松梅児童館の指定

管理について」、あわせて説明をお願いします。 

 

（こども課長） 

 こども課からです。６ページ、７ページが、まず高木園の指定管理について、あと８

ページ、９ページが同じく松梅児童館の指定管理について、あわせて説明させていただ

きます。 

 高木園につきましては、児童福祉法第２３条に基づく母子生活支援施設であります。

昭和５４年４月に設置をされまして、定員２０名に対しまして現在１８名が入所してお

ります。 

 指定管理者としましては、社会福祉法人佐賀市社会福祉協議会が平成１８年度から平

成２０年度までと、平成２１年度から平成２３年度末まで指定管理者として指定を受け

ております。 

 平成２４年４月からの新たな指定管理につきましては、２の公募の概要で説明してお

りますように、３年前と同様に公募による選定を行う方針となります。 

 選定の方式としましては、公募型プロポーザルによる選定を行い、指定期間としまし

ては、これまでの「３年」を「５年」としたいと思っています。 

 その理由としましては、指定管理制度導入の目的であります事業者のノウハウを生か

した効率的かつ効果的な運営を図る点では、３年間というのは非常に短いという感があ

ります。また、入所者たちにとっても、３年よりも長い期間のほうが安心感があるとい

うところもありまして、そういう意味で５年にしたいと思っております。 

 また、審査委員会の設置は、庁内委員及び外部委員の５名の構成を考えておりまして、

審査委員会の中で提出書類及びヒアリングによる審査を行います。 

 審査結果等の通知は、応募者に文書で通知しまして、最優秀提案者に決定通知をいた

します。 

 選定された最優秀提案者を指定管理者の候補者として、１２月議会の議案として上程

させていただきます。 

 ３の応募資格・条件ですけれども、社会福祉法人であること、佐賀市内に法人の事務

所など拠点を有していること、説明会に参加すること、さらに、次のページに示した不

適格者でないこととしております。 

 スケジュールにつきましては、４番目に書いてありますように、７月に入所者への説

明、あるいは市報・ホームページで公募を開始します。８月には参加表明書の締め切り

を設定しまして、公募団体の数の公表もいたします。９月には事業計画書の提出を締め

切りまして、審査会の開催を経まして、１０月に最優秀提案者の決定を行います。そし

て、１１月に教育委員会の議案として提出させていただきまして、承認後、１２月議会

への提案を予定しております。 

 続きまして、８ページ、９ページをお願いいたします。「松梅児童館の指定管理につ

いて」であります。 

 松梅児童館につきましては、昭和４１年５月に設立をされまして、子育て家庭の支援

及び子どもの遊び場の提供、あるいは学習支援、指導を行う施設であるとともに、松梅

地区に幼稚園、保育園がなかったことから、保育の実施や隣接の小学生の放課後児童保

育も行っております。平成２２年度実績としましては、３０１日の開館をしまして、１

日平均２８名の利用者であります。 

 松梅児童館の指定管理につきましては、平成１８年度から佐賀市社会福祉協議会を指
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定管理者として運営を行っております。職員３名を配置しまして、施設の管理を行って

おります。また、先ほどの高木園と同様に、平成２３年度末までの指定管理となってお

りますので、平成２４年度以降の指定管理につきましては、選定する必要があります。

ただし、児童館につきましては、指定管理者指定の方法で説明しておりますように、公

募による指定ではなくて、現在の指定管理者である佐賀市社会福祉協議会を引き続いて

指定管理者として指定したいと考えております。 

 理由としましては、まず、松梅児童館が松梅地区に保育所や幼稚園がなくて、地元の

要望により、松梅地区に就学前児童の保育の場として昭和４１年に開館をしておりま

す。この間の運営につきましては地元自治会、あるいは住民の方に参加をいただき、地

元の意見や要望を調整しながら、社会福祉協議会が開館当時から運営に携わっておりま

す。地域ニーズと、それに対応した運営ノウハウを長年にわたり培ったことが第一の理

由であります。 

 また、具体的には、年間を通じまして、社会福祉協議会のほうが地元との信頼関係、

協力を得まして、イチゴ狩り、七夕祭り、夏祭り、運動会やもちつき、高齢者との交流

会、自然探索、あるいは大和老人福祉センターのほうに社協のバスで送迎をしておりま

すけれども、そういうときに高齢者の方に児童館のほうへ回っていただいて、高齢者と

の交流という催しもやっていただいています。そういう意味では、地域の方と社会福祉

協議会が良好な関係の中で、今まで培ったノウハウがあるというところで、引き続いて

社会福祉協議会のほうに指定管理者として指定をしたいと考えております。 

 また、指定期間としましては、これにつきましても、３年から５年としたいと考えて

おります。 

 理由としましては、公募によらない理由でも先ほど申しましたように、地域住民との

密接な運営ノウハウを生かして、長年にわたって地元のボランティアの協力体制が維持

できており、長いスパンにおける経費抑制の効果が期待できること、あるいはまた、保

育所をやっていますので、保育スタッフ、運営スタイルの確保によりまして、良好な保

育環境を整えることが長期間できるというところを掲げています。 

 ３番のスケジュールの中ですけれども、８月から９月、事業計画の提出をしていただ

きまして、あと利用者の満足度調査、あるいは利用者のヒアリングなどを実施するとと

もに、評価のシートを提出していただきまして、改めて事業内容について市として審査

を行うものであります。 

 以上であります。 

 

（委員長） 

 高木園の指定管理と松梅児童館の指定管理についての説明がありましたが、何か質問

はありますか。 

 

（Ｄ委員） 

 高木園のほうは定員２０世帯ということで、平成２３年度暫定定員が１９世帯で緊急

一時保護が１世帯ということを書いてありますが、この実績というのは、どのような状

況なんですか。 

 

（こども課長） 

 ４年ぐらい前は、確かに１０世帯前後であったんですけれども、やはりここ三、四年

の中でかなりふえまして、ほとんど定員に近いような形で、１７、１８、１９と入所者

の方はふえている状態であります。 

 

（Ｄ委員） 

 ある程度経過して、また出ていかれるという方もいらっしゃるんですかね。 
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（こども課長） 

 基本的には３年をめどに、ある程度の経済的な支援を行い、自立もしていただいてい

るんですけど、確かに例外的に３年を超した方も何世帯かあります。 

 

（委員長） 

 ほかに何かありませんか。 

 では、私からも質問ですが、世の中の動きからすると、ＤＶを受けた人が入所すると

いう率が高くなっていると聞いていますけど、現実、佐賀ではどうですか。 

 

（こども課長） 

 確かにＤＶにおいて、明らかにちょっと危険性がある方については、ほとんど県外と

かシェルターのほうにお願いしておりますが、確かに入所者の中でも危険性がない方に

ついては、数世帯入所はされています。 

 

（委員長） 

 松梅児童館は委託料の記載がありますが、高木園ではどうになっているんですか。 

 

（こども課長） 

 高木園につきましては、委託料は平成２１年、平成２２年、平成２３年、変わってお

りませんで、２，８００万円の委託料になっております。 

 

（委員長） 

 年間２，８００万円ですか。その根拠はどのような積算になっているんですか。例え

ば、人件費などがどうであるというようなことも含めて、どうなのですかね。 

 

（こども課長） 

 人件費、施設の管理運営費、あるいはまたいろいろな事業を抱えていますので、その

事業費に基づいたものです。 

 

（委員長） 

 高木園はスタッフ何人おられますか。 

 

（こども課参事兼子育てコーディネート係長） 

 ５名です。 

 

（こども課長） 

 施設長１名と指導員が２名、嘱託の方が２名です。 

 

（委員長） 

 それから松梅児童館のスタッフは、どのような感じですか。 

 

（こども課長） 

 ３人です。 

 

（委員長） 

 ３人ですか。この職員は保育士さんですか。 

 

（こども課長） 

 保育士です。 
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（教育長） 

 ところで、９ページ(4)の松梅児童館に他の事業者の参入は期待できないとあります

が、もしも公募した場合に、期待できないというのは、何か理由、根拠的なものがあり

ますか。 

 

（こども課長） 

 ここの分につきましては、保育の部分を想定したものです。通常の保育所であると、

最低６０人が保育所の認可の最低基準でありますので、やはり２０人の保育となれば、

通常の一般的な事業者さんといいますか、認可のところであれば、なかなかいないとい

うところで判断しています。 

 

（教育長） 

 社会福祉法人では、これを担うというだけの魅力は足りないということですかね。 

 

（こども課長） 

 通常２０名程度と申しますと、佐賀市内でいきますと、認可外が大体２０名とかにな

りますので、通常の認可保育所となれば、やっぱり６０名という最低基準があります。 

 

（教育長） 

 委託料と採算が合わないということですか。 

 

（こども課長） 

 経営的なものがあると思います。 

 

（委員長） 

 前回、高木園はプロポーザルを実施して、申し込みの応募は何件あったんですか。 

 

（こども課長） 

 前回は社会福祉協議会さんだけの１件でした。 

 

（委員長） 

 ５年にすると言われましたが、そのことについてはどうですか。 

 

（Ｄ委員） 

 できるだけそういう施設でたくさん保護していただければと思います。佐賀は結構、

県外にお願いしているケースが多いなというのを私がやっていて感じます。佐賀の方で

も自前で保護するというのは、ちょっと難しいですかね。ＤＶの場合は遠くに逃がすと

言われているので、結構よそにはお願いされていますが、佐賀自体は受け入れているケ

ースはあるのかなと思います。 

 

（こども課参事兼子育てコーディネート係長） 

 市外とおっしゃったのは、ＤＶで危険性が高いケースが結構多いものですから、多分

先生方とかかわるのは、そういうケースですから、市外としています。ほとんど安全な

場合は佐賀のほうで保護しております。 

 

（こども課長） 

 逆に受け入れのほうも確かにどうしても市外でなかなかないときには当然佐賀市で

受け入れております。 
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（Ｄ委員） 

 わかりました。 

 

（委員長） 

 ＤＶを受けた方には、所在は知られたらまた大変なことになりますもんね。そういう

ようなプライバシーの問題もありますしね。ほかに何かございますか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次は、「社会教育委員の会議報告について」、社会教育課お願いします。 

 

（社会教育課長） 

 その前に１点、議案の訂正をお願いいたします。 

 議案の２ページに戻っていただきまして、先ほどご質問がありました大和生涯学習セ

ンターの○○○さんですね、この方は死亡ということでありますので、もうその時点で

欠員というふうになっております。したがいまして、この名前を消して空欄にしていた

だきたいと思います。○○○さんのところを空欄にお願いいたします。 

 それでは、１０ページからになります。 

 社会教育委員の会議については年３回行っておりますが、これまで会議結果の報告を

こういう形で行っておりませんでしたので、今後は会議結果を報告したいと思っていま

す。 

 今回、５月の会議の結果を報告いたします。 

 社会教育委員については、１０ページのように１１名の方にお願いをしております。 

 社会教育委員の役割としましては、市の社会教育に関して提案や意見を述べる役割と

いうのがあります。 

 １１ページの上段の内容について、今回は意見をいただいております。 

 今回は今年度１回目の会議ということもありまして、佐賀市教育基本計画における社

会教育の位置づけですとか、あるいは施策の目標、それから本年度の社会教育課の事業

全体の説明を行っております。 

 それからまた、喫緊の課題であります公民館のあり方答申書への対応ですとか、地域

委託制度の見直しについて意見を伺っております。 

 まず、下段のほうになりますが、社会教育行政事業計画につきましては、社会教育課

で行います事業全体の説明をして意見を伺っております。 

 この中で３点目の意見については、教育基本計画に定めた目標値に向かって、社会教

育課が行う事業が目標値に到達できるような内容なのか、そういったのを点検するの

が、やっぱり社会教育委員の役割ではないかというご意見です。 

 これにつきましては、市でも政策評価ですとか事務事業評価を行っておりまして、そ

ういう目標値の達成状況等を転記しておりますので、次回の会議にはそこら辺の評価結

果を提示したいと考えております。 

 それから、１４、１５ページにかけましては、放課後児童クラブは、こども課が所管

しておりますが、学童保育と放課後こども教室は青少年課所管ですが、これについて意

見がありまして、所管は違っても、市民からすると所管はどうでもいいということにな

ると。似たような事業を連携させたほうがサービスも向上するのじゃないかと。もっと

連携すべきではないかという意見が出ております。それについては、次回の会議で連携

状況等を報告したいと考えております。 

 あと１２ページに戻っていただきまして、議題の２つ目、公民館のあり方答申書を受

けての対応についての考え方をご説明し、意見をお伺いしております。 

 １２ページ、一番上の意見については、地域における人づくりのためには、行政はや

っぱり各種団体の事務局を担うべきではないという意見になります。 

 それから、一番下には、旧町村の公民館使用料の減免の統一というのは、やっぱり望

ましいという意見が出ております。 
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 会議資料はこの後につけておりますが、例えば２２ページあたりには、これは現在作

成中ですが、公民館のあり方答申を受けての対応策を、その対応についての実施工程表

を提示しまして、今後、社会教育委員さんの参考にされるように早めに取りまとめをし

て、教育委員会へ報告したいと考えております。 

 以上が会議内容の報告となります。 

 

（委員長） 

 以上、報告がありましたが、何か質問ございますか。 

 社会教育委員会の会長さんはどなたですか、上野先生ですか。 

 

（社会教育課長） 

 １０ページの名簿をご覧ください。佐大の上野先生です。 

 

（委員長） 

 副委員長はないんですか。 

 

（社会教育課長） 

 副委員長は嘉瀬公民館長の城野さんです。 

 

（教育長） 

 そのページの欠席者のところで福田正博となっていますが、これは東与賀小学校の道

田正博さんでしょう。 

 

（社会教育課長） 

 そうです、済みません。道田さんです。正式な名簿は１９ページに載せております。

それと、もう１点訂正がございます。 

 １０ページの名簿ですが、髙島先生については、佐賀女子短期大学の理事長です。 

 

（委員長） 

 修正するところは修正してください。（「はい」と呼ぶ者あり）肩書が違うと。もち

ろん名前が違えば、全然違うことになりますから。他に何かありますか。よろしいです

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、社会教育委員の会議報告については終了しました。 

 ほか何か、その他のことでありますでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかに報告事項、その他の事項がないようでございますので、６月の定例教育委員会

は閉会します。どうもご苦労さまでございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


