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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 こんにちは。雨が降ってうっとうしい天気が続いておりますが、秋雨全線でしょうか。

これから秋が近づいて来るかなという感じがします。 

 これから８月の佐賀市教育委員会定例会を始めたいと思います。 

 本日は教育長が公務で出張しておりまして欠席ですが、６人中５人が出席しておりま

すので、適法に委員会が成立しております。 

 では、本日の日程につきましては、配付しております日程のとおり進めたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

    〔「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） 

 ７月２６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、８月１９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） 

 前もって渡してもらっておりますので、目を通していただいているのじゃないかと思

いますが、何か訂正のところがありましたらお願いします。いかがですか、よろしゅう

ございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、承認ということでお願いいたします。 

 

日程３ 教育長の報告 

 

（委員長） 

 では、次の日程３、教育長報告ですが、先ほども言いましたように教育長が公務で出

張しておりますので、荒金社会教育部長に報告をお願いいたします。 

 

（社会教育部長） 

 教育長が出張ということと、中島副教育長も急遽用務ができましたので、私のほうか

らご報告させていただきます。 

 私のほうからは、前回の委員会から１カ月ほどたっておりますので、その間の主な出

来事等についてご報告申し上げます。 

 まず、７月２９日に第１回教育長を囲む会が金立小学校でありまして、金立小学校ほ

か１１校の先生方に来ていただいて、教職員の多忙化対策、特別支援教育、教育相談へ

の対応、家庭へ特別な配慮を必要とする児童への支援、主にこの３点について議論をさ

れております。 

 続きまして、７月３１日、日曜日でございますが、市民一斉ラジオ体操があっており

ます。私は赤松小学校のほうへ参加させていただきました。 

 続きまして、８月２日に第１回教育委員会第三者評価委員会が開催されまして、２日

の日にはこども教育部の施策について評価がされております。 

 同じように５日には、その第２回目が開催されまして、社会教育部関連の施策につい
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て評価を受けたところでございます。これにつきましては、本日の議題の中で詳しくご

説明をいたします。 

 続きまして、８月４日から８日までに全九州中学校体育大会開会式がございまして、

ソフトボール、卓球、ソフトテニス等について、教育長または副教育長が開会式のごあ

いさつに出席されております。 

 次に、８月８日から１０日まで、佐賀市の経営戦略会議ということで、平成２３年度

施策評価、施策が市全体で３８事業ございますが、これにつきまして、主にその施策の

成果指標の数値目標が到達しているかどうかを中心に議論を行ったところでございま

す。 

 続きまして、８月１８日には議会の文教福祉委員研究会を開催していただきまして、

その議題といたしましては３点でございます。 

 佐賀市における待機児童対策について、鍋島小学校屋内運動場改築事業に伴う問題の

処理について、公民館等の施設使用料の減免取扱いの統一についてということで研究会

のほうへ説明をしたところでございます。 

 ３点目の施設使用料の減免取扱い等については、きょうの協議事項の中でご説明をい

たします。 

 ８月１９日には教育長と語る会が三瀬中であっております。 

 主な出来事としては以上でございます。 

 

（委員長） 

 教育長に代わって荒金社会教育部長より報告をしてもらいました。 

 何かありますでしょうか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、そういうことで、荒金社会教育部長、ご苦労さまでございます。ありがとうご

ざいました。 

 

日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

 引き続きまして、日程４の議題に入りたいと思います。 

 最初に、第８号議案『佐賀市教育委員会評価の結果について』、教育総務課から説明

をお願いします。 

 

（教育総務課教育政策係主任） 

 第８号議案『佐賀市教育委員会評価の結果について』ご説明をいたします。 

 お手元の別冊の資料になっております。右上のほうに１５という数字が書いてある佐

賀市教育委員会評価結果報告書という資料をごらんください。こちらに従って説明をい

たします。 

 この佐賀市教育委員会評価ですけれども、ことしで４回目の評価となっております。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づいて行っている第三者評価です。 

 今回は、平成２２年度に実施をいたしました教育委員会の事務の管理、執行状況、そ

して教育委員会の活動状況についての点検と評価を行っております。 

 資料の４ページをごらんいただきますと、今回の評価委員の名簿が掲載されておりま

す。昨年は委員が８名いらっしゃいましたが、今回は５名の委員で、昨年は２つの分科

会に分かれて実施しましたけれども、分かれずに５名で実施をした結果となっておりま

す。 

 構成メンバーは大学教授を初め一般の企業の方、それからＮＰＯ団体の方といったメ

ンバーになっております。 

 それでは、ちょっと戻っていただきまして、表紙をあけて１枚目、目次をごらんくだ
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さい。評価したものについては、大きく２つございます。 

 ［３］評価結果というところの中身を見ていただくとありますが、まず１つ目、教育

委員会の活動状況についての評価。そして２つ目が施策、教育委員会事務局の中で実施

しました事務事業を新しい第２次教育基本計画の６つの施策に基づいて分けた、その分

けた施策ごとの評価、この２つの評価を行っております。いずれも自己評価を行った後

に、先ほどごらんいただいた第三者の評価委員からの評価をいただいている形になって

おります。 

 １番目の教育委員会の活動状況につきましては、教育委員会の皆様に５月の定例教育

委員会の終了後に内容の自己評価をお願いしておりました分になっております。そし

て、施策の分の評価につきましては、事務局のほうで２月に実施をし、今回第三者評価

を受けております。 

 資料の３ページに評価のスケジュールという形で一連の評価の内容を載せておりま

すので、そちらをご参照ください。そのスケジュールの中にありますが、２月と、それ

から教育委員の皆様に行っていただいた５月の自己評価を受けまして、今月８月２日、

それから５日の２回の評価委員会を開きました。今回お手元にある報告書は、２回の評

価をまとめた内容となっております。 

 それでは、簡単にポイントだけをご説明させていただきたいと思います。 

 まず、教育委員会の活動状況のご説明からいたします。６ページからです。 

 この６ページからの内容は、５月の定例教育委員会の中でご確認いただいた内容とな

っておりまして、委員の皆様からいただきました平成２３年度に向けた課題や改善点、

それから平成２２年度に取り組んだ実績等について、それぞれ振り返って評価を行った

ものを掲載しております。 

 １１ページに飛びますが、全体を振り返って、教育委員会の活動状況、自己評価とし

ておおむね達成という評価で第三者評価にお諮りしました。その結果は次の１２ページ

に掲載しております。 

 指摘事項が２つの項目について３点上がっておりまして、そのほか意見が３つの項目

について全部で４点上がっております。 

 ここでは指摘事項だけをご紹介したいと思いますが、まず、指摘事項(1)の③、これ

は開かれた教育委員会ということに対する指摘事項ですが、内容としましては、教育委

員会の傍聴、どうしたら傍聴できるのかというようなことが余り知られていないのでは

ないか。そのほか傍聴が少ないのであれば、大学などと連携をして、さまざまな方法で

教育委員会の活動や取り組みを学生にお知らせして説明したほうが周知につながるの

ではないかというような指摘事項が出ました。 

 そして、(2)の③は事務局との連携という項目になりますが、こちらにつきましては、

主に危機管理、災害時やいろんな病気が出たときの情報伝達のことに関する指摘になっ

ておりまして、その中の危機管理対応策につきましては、特に近年、メディアについて

の対応を迅速に、正確にとるということについて、常時からの準備が必要ではないだろ

うかというような指摘をいただきました。 

 この３点につきまして、教育委員会としての改善策として上げておりますのが下の

(4)です。 

 まず(1)の③ということで、こちらがホームページなどに記載しているところもあり

ますが、できるだけ機会を踏まえて、さまざまな形で幅広くお知らせする形をとってい

きたいというようなことを書いております。 

 次の危機管理の部分ですが、既に危機管理マニュアルは作成しておりますので、その

中に指摘にあったメディア部分の対応の内容を追加したいと考えております。 

 簡単ですが、まず教育委員会活動に関する評価、それに対する対応策は以上のとおり

です。 

 続きまして、次の施策の評価になりますが、施策は１４ページ以降のＡ３の横長の表、

これがすべて施策に関する評価になっております。 
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 先ほどの教育委員会評価のほうは指摘事項とご意見だけをいただきましたが、この施

策の評価につきましては４段階の評価と改善すべき点ということを指摘としていただ

きました。 

 結果としましては、１から６までの全施策について４つ、４段階の評価の上から２つ

目になりますが、十分な成果が見られ、今後も引き続き取り組みを求めていくという評

価をいただいております。 

 それぞれの評価のページに細かな個々の事務事業に対する改善点などを書いてはい

ますが、幾つもの施策にまたがって、よく見られた指摘事項というのが、成果指標とい

うものの設定の仕方が少し足りないものがあるのではないか、本来の目的に沿っていな

いものがあるのではないかというようなご指摘がありましたので、そのあたりは個々の

事業にあった形で見直していきたいと考えております。 

 その他は、もうそれぞれに取り組みのあった個々の事務事業に対する個別具体的な指

摘が上がっております。 

 簡単ですけれども、大まかな評価の内容は以上でありまして、この評価内容でよろし

ければ、このままこれを９月定例市議会で報告いたしまして、その後ホームページで市

民の皆様にお知らせするという形をとりたいと思っております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

（委員長） 

 評価結果の説明がありましたが、何か質問なり意見なりあればお願いします。 

 私たち教育委員のメンバーは自分たちの委員としての活動はおおむね達成している

ということで自己評価しましたが、そのとおり大体評価してもらったように思っており

ますが、いかがでしょうか。 

 成果主義というのは、具体的にはどんなことを言われたのでしょうか。 

 

（教育総務課教育政策係主任） 

 例えば、１８ページになりますが、施策２の生涯学習の推進というところで、市民の

図書館利用の推進というものがありまして、その中の指標で、利用登録者数というとこ

ろで人数が上がっていますが、登録をした人の数だけでいいのか、もう少し活用的な指

標を入れたほうがいいのではないかといったような指摘であったり、あとは一番最後、

２３ページになりますが、ゆめ・ぽけっとの指標について、ゆめ・ぽけっとの施設自体

を大変高く評価されてありましたので、ゆめ・ぽけっとの成果指標としては、悩み、不

安がなくなった割合とか、住みやすい、子育てしやすいまちだと感じる市民の割合とい

ったような指標がありましたが、そのほかに来館者数の推移など、あるいはそういった

数の件数なども見える形で出せば、もう少し評価が高くなることもあるのではないだろ

うかというような話が上がっていたのが成果指標にかかわる指摘の主なものです。 

 

（委員長） 

 ゆめ・ぽけっとのことについては、佐賀の取り組みは随分ユニークといいますか、私

も非常に評価は高いのじゃないかと思っていますけれども、ゆめ・ぽけっとの活動その

もの、あるいは市民からの評価そのものはどうですか。 

 

（こども教育部副理事兼子育て支援センター所長） 

 そうですね、現在市内にお住みの方は通常どおりですが、ちょうど７月、８月は、帰

省された方、県外の方がすごく多かったんですよ。それで久しぶりに佐賀に戻ったとき

にふるさとにこういうのができてよかったと、そういうことが見えまして、全国的に広

まって、一年一年、反響も大きく、課題もどんどん大きくなり、責任が重くなってくる

ような場所になりつつあるというのを感じています。 
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（委員長） 

 ぜひそういう、よその県から訪れた方の評価も数値として出していただくといいと思

います。それから実質的にあそこを利用されるわけではなくて、指導する先生方の場合

もあるわけでしょう。その指導を受けた方の評価といいいますか、そういうことも加え

ていただきたい。アンケートなり何らかの意見、評価をしていただくともっとわかりや

すくなるかなと思います。 

 

（Ａ委員） 

 新たな課題が出てきたということがあれば教えていただいて、改善すべき点はまた目

標として上げていくといいと思います。毎年おおむね達成、おおむね達成で、課題が出

なくなっていくといけないので、いろいろ述べていっていただきたいと思います。 

 

（こども教育部副理事兼子育て支援センター所長） 

 国の基準とかマニュアルというものがないので、利用者の声を聞きながら求めている

ものの講座を開いていくというふうにやっていますので、ニーズに寄り添ってやってい

るということで、それが課題になっていっているのかなと思っています。アンケートの

内容には、数値以外のものもありますので、そういったのを提示したり、講座の内容な

ども少し詳しく載せたほうがよかったのかなというのは今また新たに思いました。 

 

（委員長） 

 子育てといいますか、学校教育前の取り組みとして幼児教育は、とても大事なところ

ですので、佐賀でユニークなことをしているというような評価は、ほかにもつながって

いけばなと思うところです。 

 ほか何かございますか。 

 

（Ａ委員） 

 少しずれるかもしれないですが、フューチャースクールなどの取り組みをしている分

の成果はどのぐらい上がったのかわかっているのでしょうか。 

 

（学校教育課長） 

 具体的な数値として、まだ学校現場からはいただいてはいないのですが、新聞報道等

でもかなり最近積極的に広報されております。子どもたちの学習への集中度合いが高ま

ったというのは、見ればすぐわかります。子どもたちの電子黒板への集中の度合い、そ

れから子どもたちがそれぞれのタブレットで取り組む様子を見ますと、過去の学校訪問

で見ていた授業風景では、４０人のうち１割ぐらいは、集中できない子もいましたけれ

ども、そうした状況がほとんどありません。子どもたちの授業への姿勢、取り組みとい

うのが、明らかに変わっていますので、結果的にそれが学力にどういう形で結びついた

かを今後検証していく必要があると思っています。まだ数字としては出しておりませ

ん。 

 

（Ａ委員） 

 中身が大事なんですけど、数字で出ますと、目に見える形で成果として発表できるの

で、説得力があるという気がしますので、ぜひ数値で報告いただければと思います。 

 

（学校教育課長） 

 今後は、ある程度数字が出るとは思います。 

 

（委員長） 

 やはり学力も上がるという感触ですか。 
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（学校教育課長） 

 タブレットＰＣは、それぞれ自分で作業もできるし、またその記録も残せるというこ

とで、意欲という点でやはり効果は大きいですね。 

 

（委員長） 

 そうですか。佐賀で教育のあり方を試行的に取り組みなさいということになっていま

すので、それが日本全体に影響するかもわかりませんので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 ほか何か質問ございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、承認ということで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。 

 それでは、続きまして、第９号議案『佐賀市立公民館が果たす機能に関する佐賀市教

育委員会方針（案）』についての説明を社会教育課からお願いします。 

 

（社会教育課長） 

 議案書の２ページ、３ページをお願いします。 

 この点につきましては、前回の勉強会で説明をしておりますので、要点のみご説明い

たします。 

 これは、今後の公民館が果たす機能のあり方についての答申を受けての社会教育行政

の方針を定めるものでございます。 

 まず、公民館が果たすべき役割・機能としては１に書いていますが、以前から公民館

というのは集まる、それから学ぶ、結ぶ。結ぶというのは、学んだことを生かす、ある

いは社会還元するという意味で使いますが、そういう拠点と言われておりますが、今後

はこれらの役割のほか、１に記載しているような４点ですね、地域の連帯力を高めると

かつくるとか、そういった４つの力を高める取り組みに重点を置くべきというふうに考

えます。このため、社会教育行政としましては、公民館が果たす役割・機能を実現する

ため、２に記載している取り組みを実施していきたいと考えます。 

 まず、公民館機能を充実させる取り組みとして、１つが公民館職員のレベルアップを

図ることであり、そのために職種や経験年数に応じた研修プログラムをつくっていくと

いうこと。２つ目が公民館機能の検証のための評価制度をつくるということ。３つ目が

一番下、住民の社会参画を働きかける取り組みを行うこと。 

 それから３ページで、４点目が地域における人づくりを進めること。それから最後に

オの関係各課と連携をして、地域課題に関する専門的な学習を仕組むこと等でありま

す。 

 次に、(2)番で、公民館の運営体制の課題については、早急に解決をしたいと考えて

います。 

 それから２つ目、旧市町村間での均衡化につきましては、平成２５年度までに実施計

画をつくり、これの均衡化を図っていきたいと考えています。 

 方針案については以上のとおりでございます。 

 

（委員長） 

 これは勉強会でも説明を受け、きょう方針案として出されておりますが、何かご意見

なり確認のことがありますでしょうか。 

 全体の枠としては、非常に明確になってきたのではないかと思います。地域教育、あ

るいは生涯教育といいますか、地域の活性化のために教育委員会と地域とそういう連携

をもっと深めていって、リーダーシップを発揮する人をもっと育てようという方針が明

確になってきているのではないかと私は思っています。方針が決まってから具体的な政
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策というのが進んでいくと思いますが、何かございますか。 

 

（Ａ委員） 

 公民館の運営体制に関する課題の解決については、できるだけ広く各公民館に現状を

聞き取るぐらいの丁寧さが必要ではないかないかなと思います。実際、大多数がどうい

うふうに思って、何の改善を求められているのか、こういうところが業務に支障がある

とか、ほかのところで問題になっているところについて、こちら側ではどういうふうに

考えられているかとか。問題があるところだけ聞くと、そこだけクローズアップされて

しまいますし、うまくいっているところ、いっていないところ、いろいろあると思いま

すので、個別に丁寧に聞いて回ったほうがいいのかなと思います。 

 

（Ｂ委員） 

 私もそう思います。「ちょっと拙速過ぎるのではなかろうか」という意見がかなり私

の耳にも実際入っております。対象となる校区全部を回るという予定はないんですか。 

 

（社会教育課長） 

 この公民館の運営体制に関する課題をここに書いていますが、２つの大きな問題点が

ありまして、これを解決したいと。そのために今どういう運営体制にするのかというこ

とで２つの案に絞った段階です。そのことについては教育委員会でも説明をしました。

それを１つに絞った段階で各校区へ出向いて、教育委員会としての考えをご説明したい

と考えております。 

 ただ、現時点でも協議会長さんとか運営協議会とか公民館長、主事さんたちの意見は

お聞きしながら、１つの案に絞るという形を考えています。 

 

（委員長） 

 指揮系統の一本化を図るということですよね。お手元にあります別冊の「公民館サー

クル情報」も参考にしていただきたい。いろんな活動が各公民館でされているというこ

とを非常にわかりやすくまとめていただいています。そういうものを含めまして、こう

いう活動が、もっと地域の活動の活性化につながるようになっていけばなと思う次第で

す。 

 いかがでしょうか。いろんな方策はこれから進められますが、この方針案を承認する

ということでよろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、この（案）をとっていただきまして、こういう方針で進めるということにした

いと思います。よろしくお願いします。 

 続きまして、第１０号議案『佐賀市報酬及び費用弁償支給条例及び佐賀市スポーツ振

興審議会条例の一部を改正する条例』、並びに第１１号議案『佐賀市体育指導委員に関

する規則及び佐賀市教育委員会組織規則の一部を改正する規則』について、スポーツ振

興課から説明をお願いします。 

 

（スポーツ振興課長） 

 こちらにつきましても、先日の勉強会のほうで説明をしておりましたけれども、まず

改正理由といたしまして、昭和３６年に制定されましたスポーツ振興法が５０年ぶりに

全部改正されまして、平成２３年６月２４日、スポーツ基本法が公布され、平成２３年

８月２４日からの施行に伴い、条例規則にある法令の名称、条項、条例、規則の題名や

文言等を改める必要が生じたために改正を行うものでございます。 

 ちなみに、改正されたスポーツ基本法は、スポーツ振興法の定める施策を充実させつ

つ、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であるとの考えに立っ

た新しい時代におけるスポーツの基本理念を提示いたしまして、国、地方公共団体、ス
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ポーツ団体を初めとするスポーツの関係者の連携と協働によって、その基本理念の実現

を図ることを具体的に規定をされております。 

 今回の改正の内容ですが、佐賀市報酬及び費用弁償支給条例及び佐賀市スポーツ振興

審議会条例の一部を改正する条例についてですが、６ページ、７ページの新旧対照表を

ごらんいただきたいと思います。 

 まず１点目といたしまして、スポーツ振興法第１９条で「体育指導委員」と規定され

ておりましたが、今度、スポーツ基本法の第３２条で「スポーツ推進委員」と改正され

ております。それに伴います変更を行っております。 

 ２番目に、法律全般において、用語でスポーツ振興法中では「スポーツの振興」とい

う表現を使われておりましたが、スポーツ基本法中では「スポーツの推進」と改正され

ておりますので、このことに伴い変更しております。 

 ３番目に、スポーツ振興法第１８条では、「スポーツ振興審議会」というのがスポー

ツ基本法の第３１条で「スポーツ推進審議会」と改正されておりますので、そのことに

伴います変更を今回行っております。 

 それに伴い、条例名も「佐賀市スポーツ振興審議会条例」から「佐賀市スポーツ推進

審議会条例」と変更いたしまして、第１条の（設置）根拠法の変更、第２条の（所掌事

務）の規定の変更をお願いしております。 

 ５ページのほうに戻っていただきまして、３番目の施行期日ですが、施行期日につき

ましては、「公布の日」としております。 

 また、経過措置といたしまして、改正前の佐賀市スポーツ振興審議会の委員として任

命されている者は、改正後の佐賀市スポーツ推進審議会の委員として任命された者とみ

なし、その任期は、旧審議会の委員の残任期間と同一の期間とするという経過措置を設

けております。 

 概ね、このような内容で９月定例市議会に諮る予定でございます。 

 続きまして、８ページをお願いいたします。 

 第１１号議案『佐賀市体育指導委員に関する規則及び佐賀市教育委員会組織規則の一

部を改正する規則』でございます。 

 まず、「佐賀市体育指導委員に関する規則」の名称を「佐賀市スポーツ推進委員に関

する規則」と変更しております。 

 それと、第１条中でスポーツ推進委員の職務規定の条項が変わっておりますので、こ

ちらも変更をしております。 

 あとは先ほどの内容と同一でございまして、関連する部分の変更をお願いしておりま

す。 

 施行期日は、平成２３年８月２４日、こちらも経過措置といたしまして、スポーツ基

本法附則第４条の規定によりスポーツ推進委員とみなされる者の任期は、第１条の規定

による改正後の佐賀市スポーツ推進委員に関する規則第４条第１項本文の規定にかか

わらず、この規則の施行の日における体育指導委員としての残任期間と同一の期間とす

るという経過措置を設けております。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 国の法律が変わったことに基づいて、佐賀市も条例等を変えなければいけないという

ことが趣旨だったと思いますが、いかがでしょうか。 

 体育指導委員は今何人おられますか。 

 

（スポーツ振興課長） 

 １１４名です。 
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（委員長） 

 佐賀市で１１４名ですか。これは地域ごとに何人ずつかおられるわけですね。 

 

（スポーツ振興課長） 

 各校区におられます。 

 

（古賀委員長） 

 その次のスポーツ振興審議会委員というのは何人おられますか。 

 

（スポーツ振興課長） 

 １２名です。 

 

（委員長） 

 これは１２名。この審議会委員はどんなふうにして選出されておりますか。 

 

（スポーツ振興課長） 

大体こちちから関連される方に選任をお願いするというかたちです。 

ちなみにスポーツ推進委員につきましては、１２ページにありますとおり人口１万人

未満の校区は ３人、１万人以上の校区は４人ということになっております。 

 

（委員長） 

 スポーツ推進委員会の会議は、年間通して何か決まったものがあるんですか。 

 

（スポーツ振興課長） 

 推進委員につきましては、まず市町村に協議会という組織をつくってありまして、そ

の上部に県の推進協議会というのがあります。その上にまた国の協議会というのがあり

ます。それぞれで活動をやっているということです。 

 

（委員長） 

 佐賀市としては、何か会議とかはありますか。 

 

（スポーツ振興課長） 

 協議会のほうで、委員がそれぞれの事業委員とか総務委員とかに分かれて勉強をやっ

ております。 

 

（委員長） 

 今日のこのことはわかりますが、佐賀市でどんな活動をされているか、その活動のこ

とをぜひ、教えてください。 

 

（スポーツ振興課長） 

 推進委員の活動で一番大きいのは、ニュースポーツといって、グラウンドゴルフとか

ゲートボールなどの誰でもが取り組みやすいスポーツを広める活動です。 

 

（委員長） 

 そうですか。活動内容を勉強会でいいですので、審議とか運営とか、そういうことに

ついてされているんだというのを、現状報告をしていただくと私たちも理解しやすいと

思いますので、よろしくお願いします。 

 話は戻りますが、この条例の改正について、了解していただけますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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 では、この第１０号議案と第１１号議案は承認といたします。 

 

日程５  協議事項 

 

（委員長） 

 それでは、日程５の協議事項であります。 

 「公民館等の施設使用料の免除取扱いの統一について」、これも社会教育課、説明を

お願いします。 

 

（社会教育課庶務係長） 

 資料は１４ページからになります。先日の勉強会で説明をさせていただいたのと同じ

内容になりますので、要点のみ説明していきます。 

 １４ページの中ほどに対象施設ということで４種類書いてありますが、佐賀市には住

民の地域活動の拠点として、この４種類の施設が大体全体で約３０あります。 

 使用料については、合併前の状況を引き継いでいますので、１４ページから違いが出

てきているという現状について、まず使用料の設定状況が違っているということ。それ

から１５ページの３番のところでは、減免の取扱いの状況に違いが出ているという説明

を先日の勉強会でもさせていただいております。 

 今回、減免の取扱いの部分について統一化を図るということで、１５ページの真ん中

下のほうに説明を付しております。 

 減免取扱いの統一化の方針ですが、基本的には拡充し、統一化を図るという方向性で

考えております。 

 ２番に、具体的な取扱いということで、市民と市内の団体については、各施設によっ

て違いが出ないように、ア、イ、ウと書いてあるような減免の取扱いで、確実に統一す

るということと、あとは拡充の特徴的な部分としては、カに書いてあります文化・教養・

レクリエーションといった趣味の活動サークルについても公民館を利用していただく

ために減免するとしている。この減免は全額免除という取扱いで考えております。今説

明しましたのは、施設の部屋の使用料になります。 

 次に、１６ページの上の(2)で空調機等の設備、これは電気代とか実費負担が発生す

る設備の使用料につきましては、基本的には減免しない。実費分は空調機使用料等は徴

収するという考え方でおります。 

 次に、３番に使用料を減免するに当たっての要件と書いていますが、やはり無料で利

用できる減免の利益を得られる、こういう趣味のサークルなどでも、ここに書いてある

ような公民館事業とか地域活動への参加協力を積極的にお願いして、社会貢献活動につ

なげていきたいと考えております。 

 ４番目に、統一化の実施時期ということで、ことしの１０月の利用から減免の統一化

を実施したいと考えています。 

 最後に、この統一化に伴って、当然歳入への影響が出ます。これは主に生涯学習セン

ターが今まで料金徴収をしておりましたので、その使用料が減額されてくるということ

で、３００万円ぐらいの歳入減になります。 

 あと使用料自体の設定の見直しについては、使用料の設定が開館時間などと連動して

規定されているということもありますので、こういったものとあわせて、平成２４年度

以降に見直しを検討させていただきたいと考えております。 

 以上のような内容で、減免の統一化を図りますが、この減免については、教育委員会

規則、市長の規則で規定されておりますので、教育委員会規則の改正議案を次の教育委

員会で提出させていただきたいと考えております。 

 以上です。 
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（委員長） 

 説明がありました。市町村合併によって佐賀市の公民館、あるいはコミュニティセン

ター、生涯学習センター等の使用料の減免について不公平をなくそうということでの措

置であります。これも勉強会で説明を受けたことでありますが、いががでしょうか。 

 

（Ｃ委員） 

 少しお聞きしたいことがあります。１９ページの表を見ていたら、⑨のところに宗教

団体とか政治団体云々というのがありますが、公民館というのは特定の宗教団体とか特

定の政治団体の支援をしないとなっていますけれども、諸富町の公民館とか久保田改善

センターでお部屋の使用料が示されていますが、これはどういう活動をされたんでしょ

うか。ここにありますように、特定の団体の利益のための利用以外というふうに書いて

ありますが、どうなっているのかなと思いましたので、説明をおねがいします。 

 

（社会教育課庶務係長） 

 公民館については社会教育法で言われたとおり、営利とか政治、宗教は利用が禁止さ

れております。ただこれは、政治団体は一切利用したらいけないよとかそういう解釈で

はなく、公民館自身が特定の政党を支援するようなかかわり方をしたらいけないという

解釈なので、その解釈から、企業等が利用したり、そういうのが生じているということ

です。減免の統一化を図りますが、そういう利用については使用料をしっかり取ってい

くということで考えております。 

 

（委員長） 

 いや、そういうことではなくて、諸富公民館では２，５１０円、久保田改善センター

では８，２００円、富士生涯学習センターでは４万９，１８１円の使用料が入ってきて

いるけども、実際にはどんな内容の会議だったのか、具体的にどういう集まりだったか

ということを教えてほしいということです。 

 

（富士教育課長） 

 先ほどのページで富士生涯学習センターの５万円ぐらい政治団体が上がっています

けれども、これは主に選挙前の個人演説会の会場としての申し出、あるいは選挙管理委

員会のほうからの申し出とか、あと議会報告会、そういうような内容の報告会が行われ

て使用料が発生しております。 

 

（Ｃ委員） 

 それは、いわゆる特定の政治団体を支援するということには当てはまらないわけです

ね。私は当てはまると思っていました。 

 

（社会教育課副課長） 

 社会教育法上では３つの規定がございますが、例えば、Ａという政党の党員だけの集

会とかを開催する事はできませんが、一般に政治活動報告会とかいうことで住民どなた

でも参加できるという活動は問題ありません。 

 

（Ｃ委員） 

 わかりました。 

 

（委員長） 

 久保田の８，２００円というのはどういう内容ですか。 
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（久保田教育課長） 

 国会議員と県議の政治報告会でした。 

 

（委員長） 

 そうですか。諸富はどういう内容の利用ですか。 

 

（諸富教育課長） 

 同じように議員の報告会です。 

 

（委員長） 

 そういうことだそうです。ほか何か質問ありますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、減免のことについては原案どおり承認ということでよろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、承認ということにしたいと思います。 

 

日程６ 報告事項 

 

（委員長） 

 続きまして、報告事項に入りたいと思います。 

 ９月の補正予算について、各課から説明をお願いします。 

 

（教育総務課副課長） 

 教育総務課です。資料の２０ページをごらんください。 

 まず、歳出の上から３段目までの一般職人件費、２つ飛びまして学校教育課から、下

から２番目のスポーツ振興課までの一般職人件費につきましては、４月の人事異動に伴

う人件費の増減でございます。 

 それから、上から４段目と５段目のところですが、上のほうが教育委員会全体の事務

嘱託職員の産休・育休取得に伴う経費の減額分でございます。その下の一般経費は、嘱

託職員の産休・育休取得に対する欠員代替賃金の増額分でございます。それに伴いまし

て歳入のほうで、報酬が減額された分歳入も減額され、賃金が増額になった分の雇用保

険料が増額になっております。 

 それから、教育総務課の一番下の鍋島小学校屋内運動場改築事業に係る建物補償の 

６５０万円につきまして、これも８月９日の勉強会のときにご説明しておりましたが、

鍋島小学校の屋内運動場建設に起因し、日陰となったことで、隣接するハウスでコチョ

ウランの栽培をされておりました生産者から、栽培が困難になったということで、その

損失補償の要求がありました件について協議を続けておりましたが、和解金６５０万円

を支払うことで合意をしておりますので、その分を補正するものでございます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 この鍋島小学校の建物補償のことは、新聞の記事にもなっておりましたね。 

 次に、学校教育課、どうぞ説明をお願いします。 

 

（学校教育課長） 

 歳入において、学校教育課の教育総務費受託事業収入というのがございますが、この

２１３万８０００円は県からの収入でございます。これは研究指定校の委嘱授業という

ことで、諸富中学校と川副中学校の２校におきまして武道の教育の研究指定を受けてお

ります。 
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 諸富中学校は、柔道着の追加購入に充てるものです。それと先進校視察経費や柔道の

指導をしていただく地域の武道家への謝金です。 

 それから、川副中学校は、剣道の消耗品、備品等は既に昨年度購入しておりましたの

で、今年度はなぎなたと防具類の購入でございます。また、なぎなたの指導者に対する

謝金などを合わせまして両校で２１３万８，０００円をお願いするものでございます。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 次は、こども課お願いします。 

 

（こども課長） 

 歳出のほうで、私立保育園整備助成経費１億６，０００万円です。これにつきまして

は、水ケ江６丁目にあります幼保連携型こども園の愛の泉保育園の老朽化した園舎改築

に対する補助であります。老朽化した保育園舎を改築し、児童の安全を確保するととも

に、定員の増員によりまして待機児童を解消するために補助を行うものであります。保

育所の定員につきましては、９０名を１４０名に定員に変更されます。 

 ２番目の、中央児童センター駐車場等整備経費１，２００万円ですが、ほほえみ館南

にあります中央児童センターの主に駐車場の整備をする工事請負費であります。 

 この駐車場につきましては、今年度、中央児童センター西側のほほえみ館の駐車場と

ともに、兵庫土地区画整理組合から土地取得したものです。９月補正で駐車場整備を行

い、利用者の利便性を確保したいと思っております。 

 それと東与賀児童館増築経費２，１００万円です。東与賀児童館におきましては、放

課後児童クラブを実施しております。毎年登録児童数がふえており、今年度が９２名と

なっております。今の国の補助基準でいきますと、７０名を超えますと大規模児童クラ

ブとして分割をせざるを得ません。それに伴い、今回、大規模化を解消するために、別

棟で児童クラブを建設しようというものであります。これにつきましては、東与賀町内

の方からの寄附が市の基金に繰り入れをされておりましたので、基本的にはそれを財源

として、児童クラブの増設、別棟を建設し、本館と渡り廊下をつなぎまして、規模適正

化を図りたいと思っております。 

 歳入のほうです。歳入につきましては、先ほどの保育園の整備関係の保育所緊急整備

事業補助金としてであります。 

 また、合併と特例債につきましても、中央児童センターの駐車場整備、あるいは保育

園の整備に伴う合併特例事業債の歳入であります。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 次に、社会教育課お願いします。 

 

（社会教育課長） 

 社会教育課分でコミュニティ助成事業３００万円お願いしています。これにつきまし

ては、財団法人自治総合センターが行っています助成事業に、２つの自治会が応募し、

助成が決定しましたので補正するものです。 

 １つは、東与賀町の田中自治会が１００万円です。もう１つは、高木瀬町の東高木自

治会が２００万円の助成となります。 

 この助成事業の内容については、１００万円から２５０万円の範囲内で経費の全額に

ついて助成があるものでございまして、自治公民館の備品類である、テーブル、いす等

の購入経費が対象となります。 

 以上でございます。 
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（委員長） 

 次に、文化振興課お願いします。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 歳出のほうで、まず、文化体育館駐車場整備事業１億８００万円計上しております。

これは、文化会館東側の国有地、面積約３，１４０平方メートルで、文化会館の駐車場

として購入したいということで計上しております。 

 場所は、お手元に配っております資料の一番右の真ん中付近に取得希望の国有地、文

化会館の東側道路に面した部分で、面積３，１４０平方メートルです。 

 文化会館の駐車場は約１５０台、絶対数として駐車台数が不足しております。これで

いきますと、文化会館の駐車場は①、②のダイダイ色が４００台、県の総合体育館、上

のほう③の９０台で、これは無償で、県の総合体育館の駐車場を借りることができます。

それと、左下④２７７台、緑色の部分、これは有償で、総合運動場の駐車場を借りてお

ります。１日当たり３万１，６００円ということで、必要なときだけ申込みをして借り

るということです。これを全部合わせますと７６０台です。文化会館のほうで大ホール、

中ホール等を同時に使用した場合、お客様が７割入ったとして、そのお客様の約半数が

車で来館されるということで想定して台数を計算しますと全体で９１０台。９１０台と

７６０台ということで１５０台の不足ということであります。この１５０台の不足分を

解消したいということで、用地の購入をお願いするものです。 

 また、昨年８月に高木瀬校区の地元の自治会等から、やはり大ホール、中ホールを同

時開催の混雑時は、生活道路が大変渋滞するということで、ぜひこの国有地を文化会館

の駐車場として購入してほしいと要望がありました。 

 したがいまして、こういう理由から１億８００万円を計上して駐車場用地を購入する

ものです。あくまでも１億８００万円は購入見込み価格ですので、実際の価格は国のほ

うが価格を決定いたします。国のほうの動きといたしましては、佐賀市で予算が正式に

計上された後に、国のほうで価格の不動産鑑定等の事務を進められます。時期としては、

９月補正で予算確保できた場合に、１０月から１１月に鑑定作業に入られるということ

です。それから４カ月から５カ月程度かかるそうで、場合によっては、国の価格の決定

がおくれた場合には、３月までに国と契約ができない可能性も出てまいります。仮に最

悪そのようになった場合には、予算の繰り越しということで対応していきたいと考えて

おります。 

 次に、世界遺産登録関連（国庫）分経費５００万円ですが、これは現在、佐野常民公

園、三重津海軍所跡のところの追加による発掘調査を急遽行うことになりました。面積

は４００平方メートルです。現地の場所としては、凌風丸の遊具の模型が設置されてお

りますが、その北側付近です。 

 経費の内容といたしましては、主なものとして発掘作業員の賃金、測量委託、またユ

ンボ等の借り上げ料ということで、国庫補助対象分の５２７万円２，０００円です。 

 左側、歳入の上の埋蔵文化財発掘調査事業費補助金２６３万６，０００円、これが先

ほどの５２７万２，０００円の５０％に当たる国庫補助分です。その下が、同じく県の

補助分で、１８％に当たる９４万８，０００円を歳入として計上しています。 

 歳出に戻りまして、世界遺産登録関連（単独）分経費、マイナス１，３１０万円を計

上しております。これは減額分と増額分を差し引きし、マイナス１，３１０万円という

ことです。 

減額分は、今年度当初予算に佐野記念館の公園の復旧工事、具体的には植栽工事、あ

るいは側溝工事等の工事費を１，７００万円で計上しておりました。しかしながら、急

遽、先ほど４００平方メートルの発掘調査の必要性が出てきましたので、こういった公

園の復旧工事が今年度中にできないということで、当初予算の計上の１，７００万円を

減額補正いたします。 

 逆に増額分ですが、先ほどの４００平方メートルの発掘調査の分は、表土をはいで、
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調査が終わったら、また表土を戻します。この埋め戻し工事費が４００万円です。単独

分は、この４００万円を差し引き１，３００万円ということで減額補正を計上させてい

ただいております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 次に、スポーツ振興課お願いします。 

 

（スポーツ振興課長） 

 下のほうの市民運動広場の用地購入費で１，０００万円ほどを減額しておりますが、

市民広場を開設いたしました平成元年から、敷地１万９，５４８平方メートルのうち、

２，８９８平方メートルほど借地分がありましたが、平成２３年６月１日にその土地の

売買契約が成立しました。その取得価格の確定による残額を減額補正するものでござい

ます。 

 その上の市民運動広場管理運営事業では５００万円減額しておりますが、１年間の借

地料を計上しておりましたけれども、借地料が４月、５月分の２カ月で済むため予算残

を減額するものでございます。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 以上、歳入歳出の９月補正の予算案の説明がありました。何か質問等ございますか。

よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、次に移りたいと思います。 

 平成２２年度公民館等自己評価の概要と総括／学習・活動事業実績についての説明を

社会教育課、お願いします。 

 

（社会教育課副課長兼公民館支援係長） 

 ２１ページでご説明したいと思います。 

 平成２２年度公民館運営自己評価の概要と総括から説明させていただきます。 

 平成２２年度の公民館事業の自己評価が各公民館から年度当初に出されております。

これは、社会教育法の３２条で、公民館の評価について規定をしておりまして、各公民

館が自己評価をするようになっております。 

 これについては、法３２条２の中で、地域住民その他の関係者に提供するよう努める

ことということで、平成２０年度に社会教育法の改正が行われておりますが、まだその

公表の仕方等において、各公民館で違いがあり、これについては来年度以降、各公民館

の住民の方に公民館の自己評価を周知していくかということを考えていきたいと思っ

ております。ことしについては、全市の公民館の活動を取りまとめて、教育委員会に報

告するとともに、佐賀市のホームページにおいて公開したいと思っております。 

 この資料は、佐賀市内の２７の公民館と、生涯学習センター２つ、合計２９施設につ

いての評価の結果を記載しております。 

 まず、１．公民館運営審議会、公民館運営協議会の開催状況について、アンダーライ

ンのところで説明したいと思います。 

 (1)公民館運営協議会の委員数は、１２人から４７人となっていて、平均２３．４人

の協議会となっております。これは旧佐賀市の１９公民館での運営協議会で、平均２３

人の協議委員数となっております。 

 (2)会議開催数は、０回のところから１０回のところとなっておりまして、平均  

４．２回の会議が行われております。 

 (3)運営方針の審議をしているかという部分の中で、審議をしていない公民館が４公
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民館あるということになります。これについては、運営審議会がない公民館が３つあり、

その審議会がないもので、審議会が審議をしていないというふうになっております。 

 (4)運営方針の周知をしていない公民館は４公民館という形になります。 

 ２．公民館施設の利用状況についてです。 

 (1)直轄区域内の人口は、ばらつきがありまして、三瀬の１，４６１人の公民館から

大和の生涯学習センターの約２万２，０００人の社会教育施設となります。 

 平均すると約７９００人で、校区１つの公民館で８，０００人弱という形で住民を担

当しているようになります。 

 (2)休日を開放した日数が多い公民館は、諸富公民館の１００日ということになって

おり、これは諸富公民館の休日の規定が、旧佐賀市の場合には土日も開館日ということ

になっておりますが、諸富公民館については、規定に違いがあり、土日に開放した部分

が、休日を開放という形の数字として上がっております。旧佐賀市の場合は、休日は月

に１回でありまして、そのときに開放した場合は、月内に休日を振りかえるようにして

おります。 

 (3)人口当たりの利用者数です。１人当たり公民館を貸し館等で何回使っているかと

いうことの統計ですが、住民１人当たり１回は公民館を使用しているというところか

ら、９．７回、約１０回は使っているというところまで公民館に差があります。平均す

ると、住民１人当たり３回公民館を使っているという形になります。 

 (4)図書館のことについてです。図書館の本は１人当たりどのくらい貸し出し数があ

るかというところですが、０冊から０．１６冊で、平均０．０４冊となっております。

住民１００人に４人が借りている形になります。 

 (5)公民館の利用状況についての反省点ということを集約すると、公民館の利用者が

固定し、新たな利用者の掘り起こしについて悩んでいるという反省点が上げられており

ます。 

 ３．広報活動についてです。 

 (1)公民館報の発行回数は０回から１２回、平均６．８回の発行になっております。 

 (2)ホームページは、０回から６６回の更新、平均１６回の更新実績です。 

 ２２ページをお願いします。 

 一番上の(3)その他の広報として、地区内放送や防災無線による広報、これが特筆す

べきものかなと思います。 

 (4)主催講座について、主催講座開催の回数が年間８回から１２３回、平均５７．３

回の開催となっています。対象者別の主催講座の実態については、この後説明しますが、

回数としては平均５７．３回の開催数となります。 

 先ほど言いましたように、次年度からは各公民館が校区住民の方に自己評価を公表す

る形をとりたいと思っておりまして、現在、作成を進めている公民館運営マニュアルの

中で規定をしていきたいと思っております。 

 最後に総括として書いておりますが、(2)からとなっていますが、(1)からの間違いで

す。訂正をおねがいします。 

 (2)という形で説明させていただきますが、住民の参画を促す方策をどうしていくの

かを全市的に検討していく必要があると考えております。 

 (3)新規の利用者を促進するためのニーズ把握、実態調査を行う必要があると考えて

おります。 

 (4)図書・資料の閲覧、図書館利用を少人数のグループ、個人でも利用できるサロン

的なスペースとして活用していく必要があると考えております。 

 (5)公民館の広報活動については、区域内の住民に対する周知としてとらえることが

必要であり、館報は、公民館側から発するもの、ホームページは住民から見に行くもの

として、両方、２種類以上の広報の仕組みが必要だと思っております。また、過去の館

報を閲覧できる状況をホームページ上でつくることも必要ではないかなと思っており

ます。 
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 (6)区域内アンケートなどによる意識調査。現在とっている部分というのは、参加者

の満足度アンケートというのはとっていますが、区域内の方が公民館に対して興味があ

るのかないのかという部分を含めて意識調査、またメールやＳＮＳ(ソーシャル・ネッ

トワーキング・サービス)を活用した双方向の意見交換の場を検討する必要があるので

はないかと考えております。 

 (7)主催講座の数によっての公民館活動の評価ということでは、ここは慎重に評価す

べきと考えております。講座が多ければ、その公民館が動いているということではない

というふうに考えております。講座活動は、その活動の１つとしてとらえておりますの

で、そこは慎重に評価すべきと思っております。新たな利用者掘り起こしのために、講

座やサークル活動の内容などを再検討する必要があると思っております。 

 最後(8)ですが、２９施設が運営形態がばらばらになっておりますので、そこについ

ては先ほども方針として出させていただきました、平成２５年度までに可能な限り調整

していく必要があると考えております。 

 自己評価については以上です。 

 

（社会教育課社会教育係長） 

 続きまして、平成２２年度公民館等学習・活動事業実績について説明させていただき

ます。２３ページをお願いします。 

 これは、市内２９の公民館、生涯学習センターの事業・機能について調査させていた

だいた分ですが、公民館及び生涯学習センターの事業・機能等については、①主催事業

等の実施、②貸し館、③地域行事等の支援の３つの分類に大別することができるという

ことです。 

 すべての取り組みに係る公民館等の利用者数ということで、延べ約６９万人という結

果が出ており、昨年から比べますと約１万７，０００人の増加となっております。 

 続きまして、①主催・共催の学習事業等の回数、参加者数につきましては、２４ペー

ジの別紙１に、校区別に大別をしているところでございます。 

 一番右のほうには、自主サークルの数ということで書いておりますが、自主サークル

については７５０ということで、昨年よりサークル数も増えてきているというような状

況でございます。 

 戻っていただきまして２３ページです。 

 (1)年代等対象者別集約ですが、青少年は２１％、成人は６１％、高齢者は７％、女

性は９％という分類になっております。 

 次に、(2)現代的課題に関するテーマ毎集約ということで、社会の急激な変化の中で、

さまざまな社会問題などに対応するために人々が学習する必要があるということで、現

代的課題をテーマとした講座設定についてですが、全講座に対して１，３２０、約６０％

が現代的課題の講座を設定されているということです。 

 多い順に、健康、ＩＣＴ、さが学、環境、男女共同参画、人権というふうに取り組み

がありまして、一番多いのが、やはり健康、ＩＣＴということで、分類的には昨年度と

傾向的に余り変わりはないような状況になっております。 

 その下の市民性をはぐくむ教育をテーマとして開催された講座数は、８０２となって

おります。 

 (3)上記のうち公共性、有効性の高さに着目した部分としまして、ア．通学合宿が各

地区で行われており、昨年度につきましては全２９公民館・生涯学習センター中、２５

施設で開催され、合計５２５名の子どもが参加をしているという状況です。 

 こちらにつきましては、２５ページをごらんいただきたいと思います。校区ごとに開

催されている状況になっております。 

 小学校の主に高学年（４年生～６年生）を対象として、それぞれの地区で青少年健全

育成協議会などの各種団体が、実行委員会等を組織して行われているというところで

す。 
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 過去の状況から見ますと、参加者数も多くなっているという状況です。平成２１年度

につきましては、新型インフルエンザのために延期された、中止されたところがあると

いうようなことで減っているような状況です。 

 戻っていただきまして、イ．子どもたちの継続的な体験活動についての調査というこ

とで、こちらについては、１年のうち２回以上の体験活動を行うという事業がどれだけ

あるのかということで調査させていただいております。 

 こちらの表につきましては、２７ページに一覧表を載せさせていただいておりまし

て、平成２２年度については全体で３４という事業数になっております。平成２１年度

から比べて、２９から３４ということで増加傾向になっている状況でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、２３ページのＩＣＴの参加者数のところは、１万が抜けている

のじゃないかと思いますが。１万２，７８２ではないでしょうか。 

 

（社会教育課社会教育係長） 

 そうですね。（２０ページで訂正・解説あり） 

 

（委員長） 

 今いろいろ説明がありましたが、今後の公民館の活動のあり方を考える上での基礎資

料に多分なるのじゃないかと思いますが、各地域の特徴や、地域性がありますし、歴史

もありますし、その中で推進していく人の、また中心になって活動する人の思いもいっ

ぱいあってのこういう状況ではないかというふうに理解できます。何か質問はございま

せんか。 

 

（Ｃ委員） 

 ２２ページの総括のところに、旧町村における公民館運営審議会と旧佐賀市における

公民館運営協議会の位置づけが異なるというふうになっておりますが、これは今後はや

はり同じ位置づけにされようと思っていらっしゃるのか、それともこのままでずっとい

かれるおつもりなのですか。 

 

（社会教育課副課長兼公民館支援係長） 

 公民館設置条例では、運営審議会を置くことができるというふうに法律も変わって、

条例についても変わっていますが、運営審議会必置ではなく公民館に審議会を置くこと

ができるというふうに規定しております。 

 旧佐賀市については、１９公民館で審議会は置かずに運営協議会を設置しておりまし

て、運営審議会については１０人というメンバーを規定しておりますので、審議会メン

バーは１０人です。一方、旧佐賀市の１９公民館の運営協議会というのは、１２人から

４７人という形で、協議会で任意に数を決められますが、大体２０人ぐらいが妥当だと

いう判断をしておりますが、校区の実情に応じて四十何人という協議会もあります。 

 これら２つをどう佐賀市の公民館、全体の公民館としてとらえるべきか住民参画、意

見を聴取する組織としての運営審議会と協議会を考えてきたということです。１つは、

旧佐賀市の１９公民館は審議会を置かずに協議会という部分で、そこに地域委託をして

おります。地域委託の問題を見直した後に校区の協議会、校区審議会、どっちのほうが

いいかという部分も含めて教育委員会の委員の会議の中でも議論しながら検討してい

くべきではないかなと思っております。 

 

（委員長） 

 公民館の今後のあり方の検討においても、バラバラではなくて重要な組織を統一し
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て、佐賀市としてはどうするかというのは出したほうがいいというふうに答申されてい

ましたから、これから進めないといけないなと思います。 

 

（Ｃ委員） 

 それともう１ついいですか。２１ページにホームページのことを書いてありますが、

公民館全館それぞれがホームページを開設しているんですか。 

 

（社会教育課副課長兼公民館支援係長） 

 旧町村の公民館は佐賀市のホームページの一つのページとして公民館のサイトとい

う形になっていまして、１９公民館については一つの公民館のページとしてあります。

ホームページで閲覧できるという形では全公民館なっております。 

 

（Ｃ委員） 

 わかりました。 

 

（委員長） 

 これは本当にこれからの佐賀市の生涯活動とか地域協議とかいうところの大きな事

業になると思います。だから、これも審議をこれから進めていかないといけないことと

思いますが、佐賀市として一本筋を通して、こういう事業はぜひ共通してやろうとか、

何かそういうものも必要かなあという個人的な意見を持ちます。さが学が進められて、

そういうふうなところが出てき始めたかなとも思いますが、特に子どもに佐賀という文

化性といいますか、歴史性といいますか、そういう佐賀の偉人のこと、七賢人のことな

どのことも含めて伝えたいですね。学校教育の問題だけじゃなくて、やはり小さいとき

から地域でそういうことをどう伝えていくかというのをですね。ぜひ、どうぞよろしく

お願いします。 

 ほかに何かございますか。 

 

（Ｄ委員） 

 ２１ページの１の(3)のところで、川副町の４公民館のうち、川副公民館以外の３公

民館は公民館の運営審議会が無いとありますけれども、これはどうしてなんでしょう

か。 

 

（社会教育課副課長兼公民館支援係長） 

 今も合併前の川副の４つの公民館の位置づけが、川副公民館は川副町の中央公民館と

いう位置づけが今もあります。来年４月からは川副町の川副公民館は南川副公民館に変

わります。南川副公民館に変わって校区公民館となりますので、４つの公民館が横並び

となります。今までは上位といいますか中央公民館的な川副公民館に運営審議会があり

まして、校区のその他の３つの公民館には審議会がなかったわけですが、それが４つの

公民館という形になりますので、今後どうしていくかというのは秋、１０月ですか、運

営審議会の期限の切れますので、それ以降どうすべきかというのは別途議論をしていく

必要があると考えています。 

 

（委員長） 

 町村合併の前と後で地域においていろいろ混乱しないように、ぜひよろしく進めてい

ただきたいと思います。 

 

（Ｃ委員） 

 １ついいですか。２１ページの公民館報の発行回数が０回から１２回とありますが、

全然発行されていないというのは何かわけがあるのでしょうか。せめて１回、２回は最
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低発行していただきたいなという思いがありますけれども。 

 

（社会教育課副課長兼公民館支援係長） 

 社会教育課と各出張所の教育課とのいろんな情報共有の中で、必ず四半期に１通ぐら

いは出すべきじゃないかなということで調整していきたいと思っております。 

 

（委員長） 

 ある公民館では、地域の歴史、文化性まで含めた非常にきれいな冊子もできています

よね。だからああいうものが各公民館でいろいろつくって、そして佐賀市ではこういう

ふうな宝物がありますよというように誇れるようになるといいなと思っています。 

 西与賀公民館のオープンのときにいただいたり、また金立の公民館の活動状況もいた

だきましたが、他の地域の方もそういうのを見て、ちょっと行こうかとか、散策しよう

かなとかいうふうになるといいなと思っています。 

 ほか何かございましょうか。 

 

（社会教育課社会教育係長） 

 ２３ページですが、真ん中のほうで現代的課題に関するテーマ毎の集約の表の中で、

ＩＣＴが２，７８２が１万２，７８２ではないかということですが、これは２，７８２

です。下のパーセントは講座数に対する割合になっております。 

 

（委員長） 

 人数じゃなく、講座数に対してのパーセントですね。 

 

（社会教育課社会教育係長） 

 はい、割合になっております。 

 

（委員長） 

 わかりました。 

 ほかよろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 続きまして、平成２３年度佐賀市中学生交流事業実施報告について、青少年課お願い

します。 

 

（青少年課長） 

 ２８ページをお願いします。 

 まず、１の事業概要でございます。 

 この事業は、市内の中学生が一堂に会して、野外体験活動などの交流活動を通してコ

ミュニケーション力などの社会性のある中学生を育み、さらには違う学校の異なる学年

の中学生同士が友情を育み、合併後の“佐賀市はひとつである”、“自分は佐賀市の一員

である”といった意識の醸成を目的として、８月６日から７日まで佐賀県波戸岬少年自

然の家において実施いたしました。 

 昨年度は中学１、２年生を対象に実施いたしましたが、今年度は幅広い中学生の交流、

参加者数の増加を目的として、中学３年生まで対象者を拡大し、中学生全学年を対象に

募集を行いました。その結果、今年度は男子２８人、女子２７人、合計５５人の参加が

ありました。 

 事業体制といたしましては、今年度も佐賀県キャンプ協会に業務委託を行い、行政と

民間団体との協働で事業を行いました。佐賀県キャンプ協会はキャンプを専門とする団

体でありますので、参加者への的確な指導、危険防止対策、レクリエーションの実施な

どより効率的、効果的な事業運営ができたと思っております。 
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 ２日間の主な活動内容は、１日目は出会いのつどい、カッターボート、キャンプファ

イヤー、２日目は歴史探訪ウォークラリー、別れのつどいを行いました。 

 次に、参加した５５人に対してアンケートを行いました。その結果でございます。 

 「今回のさが中学生青春キャンプに満足しましたか？」という問いに対して、「班の

みんなと協力することができたし、新しい友達がたくさんできた」など、５５人中５０

人が「満足した」と答え、このアンケートの結果からも事業の目的である市内中学生の

交流、社会性を育む教育などがある程度達成できたと思われます。 

 ２９ページをお願いします。 

 「カッター」に関しては、「みんなで力を合わせて船を動かすことができた」、「雨が

降ったけど最後まで頑張れた」など５５人中５１人が「良かった」または「普通」と答

えています。 

 真夏の海上での活動は大変でしたが、１艘の船を全員が１時間余りオールを漕いで進

めることの大変さや難しさを実体験することによって、協力してみんなで力を合わせる

ことの大切さを学び、普段経験できない野外体験にチャレンジすることによって、肉体

的にも精神的にも新たな刺激を受け、積極性を育むことにも効果がありました。 

 「キャンプファイヤー」に関しては、「みんなとの仲がより深まったと思う」など、

５５人中５４人が「良かった」または「普通」と答え、キャンプファイヤーは初めて会

う者同士が一緒に楽しく活動することによって、知らず知らずのうちに仲良くなり、社

交性や積極性の教育などにもつなげながらコミュニケーションをとるという事業目的

にも寄与いたしました。 

 「歴史探訪ウォークラリー」に関しては、「班の人と協力してやったゲームはとても

楽しかった」、「道のりは長くてきつかったけど友達と色々話せた」など、５５人中４９

人が「良かった」または「普通」と答えています。 

 このウォークラリーは班別に順位を競わせることによって、団結力を高め、協力する

こと、意見を調整すること、ゴールする達成感などの学びに効果があり、参加者同士が

一緒に歩きながら話す時間もあり、お互いを知る機会にもなったようでした。 

 ３０ページをお願いします。 

 「このキャンプでの経験が今後のあなたの生活でどの様に役立つと思いますか？」の

問いに対しては、次の表のとおりでございます。 

 今回のような１泊２日の短期交流で①から③の調査結果がすべて１００％になるよ

うな事業成果を出すことは難しいと思いますが、今回の経験が参加者のこれからの考え

方や行動に少しでもよい方向に働いたり、そのきっかけになってくれるものと思ってい

るところです。 

 ３の保護者アンケートでの意見でございます。 

 保護者にもアンケート調査を実施いたしました。その結果、「先輩も後輩も関係なく、

中学生が一堂に会する機会はそれほど多くありません。この交流の経験がきっとこれか

らの成長に役立つと思っています」、「日ごろできない他校中学生との交流や活動を通

して、一回り頼もしくなったと思います」、「準備する時に、名刺を作ったりと父子の会

話も増えたようでした。普段は会話も少ないのですが、家族の会話も増えました」など

の意見が寄せられました。 

 紹介しましたのはほんの一例でございますが、この保護者アンケートから保護者の事

業に対する感想、キャンプ参加前後の生徒の様子、異なる学校、異学年の交流、野外体

験事業に対する市民ニーズを知ることができました。 

 最後になりますが、今回の事業を終えて、参加者アンケート結果からは、学校や家庭

とは違った自然の中での体験を通して、参加者同士が自ら進んで言葉を交わすことによ

り交流の輪が広がり、協調性や積極性、コミュニケーション力といった社会性を育む教

育にもつながったことが確認できました。また、保護者アンケート結果からは、中学生

交流事業や野外体験事業に対するニーズと、それらの事業を通しての参加者の成長への

期待などが確認され、来年度以降の事業が、より効果的に実施できるように計画してい
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きたいと思っているところです。 

 ３１ページには、活動状況写真を掲載しております。 

 報告は以上でございます。 

 

（委員長） 

 報告がありました。何か質問や意見はございますか。 

 

（Ｂ委員） 

 せっかく参加者をふやす目的で３年生まで拡大されているのにちょっと少ないよう

に感じるのですけど、何か理由とか原因はお考えですか。 

 

（青少年課長） 

 今回はポスターをつくったり直接学校にお願いに行ったりしました。当日１名欠席が

ありましたので、参加は５５名になっておりますが、申し込みは５６名という結果でし

た。 

 参加してくれた子どもたちにアンケートをとり、「今回キャンプに参加申し込みをし

なかった人の理由は何だと思いますか？」という問いかけをしたところ、「活動内容に

興味がわかなかった」というのに３９人、それから「部活動を優先したんじゃないだろ

うか」という項目に３０人という結果になっております。また、「栄の国まつりとの日

程が重なった」というような意見も出ておりましたので、それが原因ではないかと考え

ております。 

 

（Ｂ委員）    

 それかもわからないですね。 

 

（委員長） 

 私の立場からの意見を言いますと、佐賀市では連携といいますか、縦のつながりを意

識して、幼稚園・保育園と小学校の壁を低く、つなぎをスムーズにやろう、小学校と中

学校とのつながりをスムーズにいこうというふうに考えていますから、これは中学校じ

ゃなくて、小学校５年、６年ぐらいから一緒に取り組んでもいいんじゃないかなと思い

ます。心の発達、あるいは心と体の発達からいいますと、やっぱり１０歳が一つの区切

りになりまして、１０歳までは本当に子どもです。お母さんの言うこととかお父さんの

言うことをよく聞くんですよ。小学校５年になると、先輩の言うことは聞くけれども、

親の言うことは聞かないとか、子ども同士のつながりに変わっていくんですね。ぜひ佐

賀市としては、学校教育だけじゃなくて社会教育の中にも何か取り入れて、そういうよ

うな垣根をなくして一緒にやるというようなこともいいかなという思いがあります。 

 

（青少年課長） 

 今回は中学生のキャンプ事業の報告をしましたが、５月には小学生の４、５、６年生

を対象にしたキャンプ事業も行っております。これまで別々に実施しておりましたの

で、今後一緒にできるのかどうか検討させていただきたいと思います。 

 

（委員長） 

 参加費はどういうふうになっていますか。 

 

（青少年課長） 

 食費等は実費負担で、中学生１人２，５００円です。 
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（委員長） 

 それは安全の保険なども入っていますか。 

 

（青少年課長） 

 はい、保険も入っています。 

 

（委員長） 

 今はもう絶対そういう事業をするときには保険に入っていかないとですね。 

 協会に委託することへの、謝礼というか委託料は幾らですか。 

 

（青少年課長） 

 委託料は、約３７万５，０００円です。 

 

（委員長） 

 わかりました。 

 

（Ａ委員） 

 感想なんですが、以前にこういうのをやったときに男子の参加者が驚くほど少なかっ

たなという記憶がありますが、男子が増えて大分男女のバランスもよかったですね。 

 

（青少年課長） 

 昨年は男子が少なかったということですが、今年は偶然にも男女同数でした。 

 

（委員長） 

 この時期がやっぱり中体連の問題があるし、それから栄の国まつりの活動もあるし、

何かいろいろな行事が夏になったらいっぱいありますから、そこら辺のことを含めて、

どういう時期がいいのかですね。物事をするときにそこの部だけで単独で考えるとほか

の領域の日程がやっぱり重なるじゃないですかね。ですから全体的に活動するときに

は、年間行事スケジュールを４月か５月ぐらいに確認する作業を共通でしていただきた

いなという思いがあります。 

 

（青少年課長） 

 このキャンプに関しましては、波戸岬少年自然の家のほうの日程調整もあり、今回お

盆前に実施したので、来年平成２４年度は、お盆後の日程で仮予約をしているところで

す。 

 

（Ｃ委員） 

 とてもいい事業で、非常にプラスの効果が出ていると思います。この参加者は、皆さ

ん初めてですか、２回目の子どもとかいないんですか。 

 

（青少年課長） 

 ２回目の子どももおりました。１０人が２回目です。 

 

（Ｃ委員） 

 １０人が２回目の子どもさんということは、やっぱり、また参加したいなという非常

に楽しい思い出とかそういうのがあったんですね。そんな大勢ですね。喜ばしいことだ

と思います。 
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（委員長） 

 ほかございますか。よろしいですか、このことについては。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、ほか何かございますか。よろしゅうございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、なければ、次に人事案件が追加で提案されており、これは非公開でいたします

ので、５分間休憩後、委員会を再開したいと思います。関係課及び所管課以外は、ご退

席していただいて結構でございます。どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


