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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 こんにちは。きょうは３０度を超えているということで、昼間はまた夏に戻ったよう

な気候で大変暑くなりましたね。これより９月の定例教育委員会を始めたいと思いま

す。 

 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にお願いしたいと思

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〕 

 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） 

 ８月２３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２２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） 

 目を通していただきまして何か修正するところ、あるいは確認したいところがありま

したらどうぞおねがいします。 

 

（Ａ委員） 

 １１ページですけど、上のほうの私の発言の４行目になります。 

 「センターでお部屋の使用料が上がっていますが」、となっていますけど、「お部屋の

使用料が示されていますが」に直していただきたい。 

 それと、もう１点あります。 

 ２３ページの下のほうの私の発言の２番目のところで、「とてもいい事業で」と発言

しておりますけど、それの後、「私も──思うような」まで削除していただいて、「とて

もいい事業で、非常にプラスの効果が」というふうに続けていただきたいと思います。 

 それと、その次の段が、２回目の「子」と書いていただいていますから、「子ども」

というふうに訂正をおねがいします。 

 

（委員長） 

 修正と補足ですが、よろしいですか。 

 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、承認ということでよろしくお願いします。 

 

日程３ 教育長の報告 

 

（委員長） 

 次に、日程３ですが、教育長の報告を求めます。 
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（教育長） 

 それでは、レジュメに従いましてお話をさせていただきます。 

 今、市のほうは９月定例議会があっておりまして、１０月６日が閉会ということで何

とか落ち着きを取り戻しているところでございます。その中で、いろいろ問題がありま

したが、例の放射能汚染の可能性のある稲わらを食べた牛肉の提供ということについて

も非常に議会のほうでも議論があったところです。 

 １つだけ、部活動をめぐる法律問題という資料を差し上げておりますが、その部活動

も大きな問題になりました。 

 ある方が私のところにお見えになりまして、「先生方がこうやって残業することにつ

いて、これは違法ではないんですか」と言って来られました。部活動が今回の学習指導

要領の中で、学校教育にはっきり位置づけられてきたということになりますと、教員の

本来業務に値するような内容に当然なってくるわけなんです。 

 そうしたときに、ほとんど先生方は課業日の勤務時間後というのはボランティアでや

っているというのが実情であります。土日につきましても、教員の特殊業務手当という

のがありますが、これはまた、残業に見合うだけの金額ではない。そして、外部指導者

の問題にしても、学校教育に位置づけられますと、外部指導者だけでの指導というのは、

法的にも微妙になってくるということで、今後また、部活動についてはかなり議論をさ

れていくものになるんじゃないかなと考えております。あとは資料に目を通していただ

きたいと思います。 

 学校のほうは、２学期に入りまして、秋の行事がたくさんあっております。運動会、

体育大会、委員さん方のほうにも、実際、学校教育活動の一環を目の当たりにされたと

思います。また、学校訪問も始まっております。 

 そういう中で、ぜひ、この学校訪問を通して現場の直接的な実情について知っていた

だければという部分があります。 

 それから、番号の３番から行きますと、ことしは非常にいいニュースがありまして、

諸富中学校の軟式野球部が全国優勝を果たしたということです。これは２年越しで、２

回目の全国制覇ということで、野球部の子どもたち、よく頑張ってくれましたし、市長

表敬訪問の中でも、子どもたちの口をついて出てきたのは、やはり「チームメイトを信

じていた」ということで、非常に組織としての、チームとしての力を最大限に発揮して

くれたのじゃないかと思っております。県のほうにも、このような報告をされているよ

うでございます。いいニュースが飛び込んでまいりました。 

 ２点目です。１番に戻りまして、佐賀市の歯科医師会との協議会も開催いたしました。

ここに書いておりますように、医師会のほうから７名、市教委から６名で協議を行いま

した。大きく３点ございましたが、２点においてお話をさせていただきます。 

 ４月、５月の頭に学校で健康診断を行いますが、子どもたちが「う蝕」、虫歯を持っ

ている。あるいは今、歯周疾患とか歯肉炎というものも非常に低年齢化してきていると

いう中で、治療勧告を促しても実際に歯科医に来て、受診をして治そうとするのは半数

程度しかいないということで、一体どうなっているのかということが大きな１点目でご

ざいました。やはり、私どもは学校の責任、教育委員会の責任、つまり、健康を保つと

いう視点からの教育の一環としてやるということで、私どもも勧告についても十分細か

い配慮をする必要があるのではないかなと思います。 

 それともう１つは、何と言っても保護者の意識に問題があるのではないかと思いま

す。意識が高ければ、すぐに治療に行かれますので、意識があまりない保護者の啓発と

いうのを、やはり、機会があるごとにしていく必要があるのではないかなと思います。 

 それから、やはり小さいうちからのブラッシングというのは非常に大事ですよね。こ

の指導についても必要になってくるだろうと思われます。 

 それから、１つ気になったのは、今、フッ化物洗口を小学校でやっていますが、中学

までやってくれというふうな要請がありました。私どものスタンスとしては、中学校は

考えておりませんでした。その辺は、医師会のほうから強く要請される可能性がありま
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す。 

 次に、２点目が歯科啓発図画・ポスターコンクールが年々減少傾向にあると。そこで、

何とかそこら辺の啓発も含めて歯科ポスター、図画コンクールについて、もっと力を入

れてほしいということがございました。この辺は歯科保健教育との指導部の関連の中で

学校教育活動の中にどう位置づけていくかというのは、一つの課題であろうと思います

ので、これから学校とも相談していきたいと思います。 

 次に３点目です。生活安全推進協議会が行われました。 

 この協議会は、ここに目的が書いてありますように、市民の生活安全意識の高揚、そ

れから、自主的な生活安全活動の推進、生活安全のための環境整備を図るということで

すが、この中で議題が２つございました。 

 １つは、佐賀駅周辺の防犯カメラの設置についてです。これは実際、設置されていま

すけれども、６年も経過しているということで、もっと精度の高い防犯カメラに切りか

えたいというのがまず１点目です。これはそういうふうにしていきたいと思います。 

 それから、２点目は防犯カメラが現在９台設置されておりますが、これの台数をふや

したいと、これもその中で、そういうふうな方向にいくようになりました。 

 ただ、非常に議論をしたのが、防犯カメラのデータをだれが、どのように管理をして、

いつ消去をするのかということに焦点が集まりました。私と副市長は、やはり個人情報

という視点からもここら辺の管理の慎重さ、保管もむやみやたらに延ばして保管すると

いうことの危険性、こういうことを言いましたが、一般市民の方の意見と随分ずれてお

りました。一般市民の方たちは、「犯罪がなくなればいいんだから、それを個人情報と

は思いません」というふうな意見が大半を占めたんですね。ですから、個人情報保護の

言うならば保護という視点と、防犯、犯罪を防ぐという視点で、非常に相違うところの

意見が出ていました。最終的には意見調整ができませんでした。 

 ２点目は、防犯ボランティアのネットワーク体制について警察のほうから提案がなさ

れまして、地域と警察を結ぶネットワークをつくりたいということがございましたの

で、これについては現在、担当課のほうでその準備を今していただいているところでご

ざいます。 

 以上、これまでの経過について報告いたします。 

 

（委員長） 

 教育長からの報告がありましたが、何か質問等ありませんか。 

 

（Ｂ委員） 

 防犯カメラの映像データの保存と個人情報保護の問題なんですが、大体、情報をもと

もときちんと管理しなさいという責任が発生してきますので、適当な期間で、あとは責

任を持って廃棄すると、余り長い期間持たないほうが管理しやすいのかなと思います。

公的機関が個人情報をたくさん抱えているというのも余りよくないと思います。管理の

コストも考えますと、一定期間、１週間とかに決めて、もうあとは随時処分していくと

いうのがいいのではないかなと思いました。 

 

（委員長） 

 法的には何かありますか。 

 

（Ｂ委員） 

 きちんと管理しておかないといけません。何か事故でそういう映像が外部に流出した

場合に、まずその責任を問われるという問題があります。あとは目的外使用しないなど

があります。よその県は自治体がどういうふうに管理しておられるのか知らないですけ

れども、個人情報のために管理責任が、情報がふえればふえるほど、個人情報保護のた

めの管理責任が大きくなってしまうので、犯罪に関連しているようであれば、１週間程



  4 

度保管しておいて、何も必要がなければ削除するというふうにしたほうがいいかなと思

います。 

 

（教育長） 

 私たち行政側もそういう考えなんです。ところが、一般市民の方はそうじゃないんで

すよ。「犯罪が予防できる、犯罪が検挙できるということであれば、私たちは悪いこと

をしているわけではないので、顔が見えてもよかよ」と言われるわけですよ。 

 個人情報の保護という視点と犯罪検挙、あるいは犯罪予防という視点から見たとき

に、そこに非常に意見の食い違いが出てきているということなんですね。 

 だから、このことについては、とうとう最後まで折り合いがつきませんでした。次回、

そこら辺は話がなされると思います。基本的には福島委員さんがおっしゃられたような

方向で私も意見を述べましたし、副市長も同じような方向で述べました。何せ違う意見

の方が相手が多いものですから、さらに警察もできるだけ長く保管しておいてほしいと

いう考えなんですね。だから、なかなかそこら辺も難しいと思います。 

 

（委員長） 

 生活安全推進協議会というのはどういうメンバーで、どこが所轄ですか。 

 

（青少年課長） 

 市民活動推進課が所管です。 

 

（委員長） 

 こういう記録とか、あるいはこのビデオとかはそこで管理するんですか。 

 

（教育長） 

 防犯カメラで、その映像が映ったものの管理の仕方というのが、一番大きな問題があ

ると思うんですね。ここについては、市民活動推進課が、責任持ってやるということで

した。メンバーについては、条例に基づいておりまして、その構成については存じ上げ

ません。 

 

（委員長） 

 何人ぐらいのメンバーですか。 

 

（こども教育部長） 

 １８名です。 

 

（Ｂ委員） 

 本当に犯罪捜査に必要な保存期間というのは、そんなに長くないと思います。一般的

には犯罪を発見されてからということなので、そこの法定期間はどのくらいかというの

は、よその自治体でも警察と協議して決めていると思います。 

 

（教育長） 

 そこら辺は、次回、また議論されると思います。 

 

（委員長） 

 協議会があって、そこで議題になったということです。 

 何かほかにございますか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご苦労さまでございました。 
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日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

 次に、日程４の議題に入ります。 

 まず最初に、第１３号議案『公民館運営審議会委員及び大和生涯学習センター運営審

議会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） 

 １ページからになります。 

 今回の委嘱につきましては、２年間の任期満了に伴う委嘱であります。 

 運営審議会といいますのは、公民館等の各種事業の企画、実施について調査したり、

審議したりする機関でございまして、会議は年に２回程度行われております。 

 委員名につきましては、２ページから４ページに掲載しているとおり、富士生涯学習

センターを除く６つの運営審議会委員の委嘱です。富士生涯学習センターにつきまして

は任期が１年ずれておりまして、今回は対象となりません。 

 それから別に委員名簿を別冊でお配りしていると思います。この中には年齢、それか

ら備考欄には新任かどうかという表示もしております。網かけの方が新任の委員となり

ます。この委員の役職等を見ておりますと、各種団体の代表の方が多いようです。 

 委員の任期としましては、本年１０月１日から２年間となります。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 お手元に名簿があると思いますが、ブルーの色がついているところが今度の新任の委

員の方の名簿だそうですが、目を通していただいて、何か質問あるいは意見がありまし

たらおねがいします。 

 

（教育長） 

 分館長という言い方は、今もするわけですか。 

 

（社会教育課長） 

 現在の制度では分館長報酬も払っていますので、現在のところはまだ使っておりま

す。 

 

（Ａ委員） 

 この運営審議会の委員さんの役職について、何か最低の基準といいますか、例えば自

治会長さんとか学校関係者は必ず入れないといけないという、そういう基準とかはあり

ますか。 

 

（社会教育課長） 

 社会教育法で公民館運営審議会というのが規定をされておりまして、その中で学校教

育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある

者の中から委嘱するというふうになっております。 

 

（Ａ委員） 

 全体的に見ましたら、川副公民館にＰＴＡの方が入っていらっしゃらないと思ったん

ですが、それは地区、地域によって事情がありましょうけれども、ＰＴＡの方が１人は

入られたほうがいいかなと私は思いました。 

 



  6 

（委員長） 

 これは推薦とかがあるんですか。 

 

（社会教育課長） 

 各種団体については代表の方をお願いしますとか、その団体の中から運営審議会委員

を推薦してくださいというようなお願いをしております。 

 

（川副教育課長） 

 以前からこういう役職でおねがいしておりましたので、それを踏襲しておりました

が、次回からもう少し検討したい。また、女性の委員が今３３％にもなっておりますの

で、そのことも踏まえてやっていきたいというふうには考えているところです。 

 

（Ａ委員） 

 次回からぜひ、川副にＰＴＡの方を入れてほしいなと思いました。 

 

（委員長） 

 ほか何か意見ございますか。よろしゅうございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、原案のとおり承認ということにいたします。 

 次に、第１４号議案『佐賀市生涯学習センター条例施行規則の一部を改正する規則』

について、これも社会教育課からお願いします。 

 

（社会教育課長） 

 ５ページになります。 

 この件につきましては、旧町村公民館、それからコミュニティーセンター、生涯学習

センターにおける料金の減免制度の統一に伴います改正でございます。 

 料金の減免につきましては、８月の勉強会でも詳細については説明しておりますが、

７ページを開いていただいて、新旧対照表というものをつけています。それの右のほう

の旧欄に記載のとおり、生涯学習センターにおいては、社会教育団体とかサークルにつ

いても一部料金を徴収しておりましたので、これを８ページの中ほどの１の(1)号から

(7)号に掲げる利用をする場合には、全額免除できるように規則を改正するものです。 

 なお、公民館ですとか、コミュニティーセンター等は規則改正の必要はございません

で、この８ページの運用により取り扱うこととしております。 

 実施期日については１０月１日以降の利用分からというふうに考えております。 

 これらの減免制度の統一によりまして、旧町村間の使用料金のアンバランスというの

は、実質的に解消できるものと考えております。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 町村合併に基づく不平等があるのを、これによって解消するという目的のための規則

改正ですが、何かご質問やご意見があればお願いします。 

 より利用がしやすくなるということですね。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、これも原案どおり承認というふうにいたします。 

 

日程５  報告事項 

 

（委員長） 

 続きまして、日程５、報告事項に入ります。 
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 「第２回社会教育委員の会議報告」について、社会教育課からお願いします。 

 

（社会教育課長） 

 第２回の社会教育委員の会議を８月に行ったところです。 

 その会議では、２つの議題を審議していただきました。 

 １つは料金の減免の統一化の方針についてご説明をして、意見をお伺いしたところで

す。それについては、３の主な意見の中に書いていますが、２つ目の意見には、減免統

一化には賛成であるといった意見、それから、その下の意見は全市的に無料となるので

公民館利用が広範囲になって、その中で校区利用の優先の考え方をどう整備するのか、

そういった意見がございました。 

 今までも旧市については無料でございまして、校区内の地域活動とか、サークル活動

を優先させておりましたので、旧町村でも同じように、校区利用優先の取り扱いとする

ということ。それから、全市的に統一した貸し部屋、貸し館の運営マニュアルを策定し

て、取り扱いに差が出ないように運用するということをお答えしております。 

 それから、１０ページになりますが、２つ目の議題が公民館が果たす機能に関する佐

賀市教育委員会方針（案）で、これは８月に教育委員会で承認をいただいた分ですが、

その方針の中で特に社会教育行政に今求められております市民の社会参加、社会参画意

識を高める方策、それから、地域リーダーをどのようにして育成するのかという方策に

ついて意見をお伺いしたところです。 

 主な意見としましては、活動に参加しない家庭をいかに巻き込むか、という工夫が大

事で、その家庭にも何らかの役割を持たせるような工夫が必要ではないかという意見。

それから、飛びまして５点目、学校現場の校長先生からの声も聞きましたが、例えば、

その教職員も割とまなざし運動ですとか、市民性をはぐくむ教育に対する認識の差がま

だあり、教職員の意識レベルにちょっと疑問があるということで、そういう教職員に対

する研修などの働きかけも必要ではないかという意見がありました。 

 あと地域の責任とか、そういういろんな意見も出ましたが、意見をまとめてみますと、

学校、地域、それから家庭、それぞれ単独ではなく、相互に関連づけて、そういった社

会参画意識の醸成の施策をつくっていく必要があるなと感じたところです。 

 以上が会議結果の概要でございます。当日の資料も添付しておりますので、後でごら

んいただきたいと思います。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 それでは、次の報告事項、「公益財団法人佐賀市文化振興財団の平成２２年度事業報

告・計算書類と平成２３年度事業計画・収支予算について」、文化振興課からお願いし

ます。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 地方自治法第２４３条の３の規定によりますと、市長は２分の１以上の出資をしてい

る財団法人等については毎年度経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提

出しなければならないと規定されております。 

 財団の経営状況を説明する書類というものが、今、委員の皆様方にお配りしているこ

の事業計画決算書類のことです。 

 文化振興財団に対しては、金額にして３，０００万円、１００％全額の出資を佐賀市

は行っております。したがいまして、９月議会の開会に合わせて、市長事務部局のほう

から議会のほうに、この事業報告等が提出されております。 

 本来ならば、市長へこの平成２２年度の事業報告計算書類を提出する前に、本委員会

に報告をすべきでありましたが、報告が前後しておくれたことをおわびを申し上げま

す。 
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 それでは、平成２２年度事業報告計算書類についての概要説明に入らせていただきま

す。 

 中身に入る前に、平成２２年度の特徴的なものといたしましては、まず、文化振興財

団が平成２３年２月１日から新たに公益財団法人としてスタートしているところであ

ります。したがいまして、平成２２年４月から２３年１月までは、従来の財団法人とし

ての決算書類、それと平成２３年２月から２３年３月の２カ月間については新公益財団

法人としての決算処理を行っているところであります。 

 以上のように、二本立ての決算書類、財務諸表関係の整理がなされているところであ

ります。 

 それともう１つ、平成２２年度まではエスプラッツにありました市の交流センターの

指定管理者の業務を行っておりました。しかしながら、平成２３年度からは、この指定

管理者から外れているところであります。平成２２年度までは交流センターの指定管理

者としての事業報告が含まれているというところであります。 

 それでは、中身について主なものだけを説明させていただきます。 

 まず、３ページです。 

 ６の役員等に関する事項です。佐賀市関係については、まず評議委員として東島教育

長が就任されております。 

 評議委員の主な役割は、経営をつかさどる理事等の選任を行う役割があります。 

 次に、経営陣です。理事会に当たりますが、平成２２年度については前副市長の古賀

副市長、それと前部長ですね。現在は御厨副市長、また荒金社会教育部長が理事として

就任をしております。また、監事については会計管理者が１名就任をしています。 

 続きまして、５ページをお願いいたします。一番上の表です。佐賀市からの管理収入、

それと、利用料金収入です。管理収入については、例えば文化会館３，１００万円、こ

れは公益財団法人としての２カ月間の指定管理料の記載がされています。右側の利用料

金収入については、年間の利用料金収入ですので、例えば文化会館の貸し館業について

の使用料の料金収入ということで約１億４００万円記載されております。全体で１億

４，８００万円ということです。 

 その下には、文化会館の利用率７１．７４％、市民会館の利用率５８．８６％が示さ

れております。 

 ２番目の重要な契約に関する事項です。 

 一番上の１億４，０００万円が文化会館の年間の指定管理委託料であります。内訳と

いたしましては、光熱水費、また施設の維持管理に関する委託料、清掃、あるいは警備、

通常の管理委託料も含んだものです。それと、財団側の人件費合わせた総額が文化会館

については１億４，０００万円、文化会館だけ見ますと約７，５００万円が文化振興財

団の人件費相当分というような積算になってくるかと思います。 

 あと市民会館で４，０００万円、これは市民会館前の駐車場の分も含めて４，０００

万円の指定管理委託料です。それと交流センターの７，２００万円の指定管理料という

ことに平成２２年度はなっております。 

 文化会館分の収入の内訳を整理いたしますと、指定管理者の委託料の１億４，０００

万円以外に、利用料金収入が１億円、それと文化会館の財団が行っております自主文化

事業収入約４，０００万円、文化会館関係の収入合計で２億８，０００万円程度という

ことです。 

 なお、文化振興財団全体ですね、市民会館あるいは交流センターを含めますと、全体

収入が約４億６，０００万円ぐらいというような金額になります。ただし、先ほど冒頭

ご説明しましたように、交流センターの分が平成２３年度からは事業収入がなくなりま

す。これが約１億円程度ありますので、この１億円が平成２３年度からは減となる状況

だと思います。 

 続きまして、６ページです。 

 ４番、正味財産増減の状況並びに財産状態の推移です。 
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 正味財産は、単純に資産の合計から負債の合計を差し引いた金額を純資産といいます

が、この純資産のことを正味財産といいます。財団の年間の事業活動の状況を見ますと、

事業収入が例えば固定資産に変わったり、土地とか建物に変わったり、あるいは備品の

購入、財産の購入、そういうものは一切変わっておりません。したがいまして、これか

ら判断しますと、正味財産は現金預金等の変動だけというふうに推測されます。したが

いまして、その表の平成２１年３月期、７５４万４，０００円、これが４月１日のスタ

ート時点の正味財産、平成２２年３月期、これが平成２２年度の３月末の正味財産で、

７１１万５，０００円、この差がマイナス４２万９，０００円で、このマイナスが財団

の１年間の事業活動、すなわち、損益の収支部分に当たり、マイナス４２万９，０００

円が１年間の事業活動の中で財団として発生している赤字ということです。 

 ただ、赤字ですけど、収支ゼロの付近ということになります。財団の目的は佐賀市の

文化振興の発展に寄与することですので、利潤を追求する民間企業とは違います。おお

むね収支ゼロ付近で事業が推移していくことは比較的健全な事業活動が営まれている

と判断できると思います。 

 また、平成２２年３月期が７１１万円ということで、プラスの正味財産で残っており

ますので、事業経営については順調、健全と判断できると考えております。 

 続きまして、１４ページです。 

 財産目録の一番上の流動資産、預金ということで普通預金が２，７００万円あります。

これが運転資金ということになります。緊急に何か発生した場合に、この２，７００万

円がありますので、例えば一時借り入れをする必要性は全然ありません。キャッシュフ

ロー的には余裕があるというふうに判断できるかと思います。 

 その下の固定資産ですが、基本財産としての投資有価証券で、これが佐賀市からの出

資金３，０００万円であります。この３，０００万円を運転資金として手をつけるよう

な経営状況になると、大変問題のある経営状況ということになります。３，０００万円

は、きちんと国債で有価証券として保管されております。 

 その下、特定資産、退職給与引当資産、普通預金として２，７００万円が預けられて

おります。これは、職員の退職金の支払いに備えたものです。多数の職員が一遍に退職

をするとなれば、退職給与金は不足をしますが、そういうケースは考えにくいので、お

おむね職員の退職の支払いに備えたものとしては良好なものだと考えられるかと思い

ます。 

 一番下の固定負債、退職給与引当金が７，６００万円です。先ほどの退職給与引当金

との差額が約５，０００万円ほどあります。退職給与引当金には７，６００万円積み立

てをなされておりますが、しかし、実際に現金預金として残っているのは２，７００万

円ということになりますので、５，０００万円は通常の運転資金に回っているというふ

うに判断されるかと思います。 

 以上で、説明を終わります。 

 

（委員長） 

 公益財団法人佐賀市文化振興財団の事業報告並びに計算書類等についての報告があ

りました。平成２３年度の事業計画・収支予算はいいですか。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 後ほど中身のほうをごらんになっていただきたいと思います。 

 

（委員長） 

 説明を聞かれ、目を通していただいて、何か質問なり、ご意見なりあればお願いしま

す。おおむね健全な経営がなされているというふうな報告内容だったと思います。 

 ５７ページ、５８ページで役員の報酬及び費用弁償に関する規定というのがあって、

第１号から第８号まで５万円刻みで１５万円から５０万円まで役員報酬表というのが
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ありますが、それはどういう基準でしょうか。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 この中で直接適用されるのは常務理事の方の分で、現在３０万円となっております。

それ以外の役員、理事、監事等については、佐賀市の職員は全く報酬がありませんが、

その他の方は日額報酬５，６３０円です。その分が支払われております。 

 

（委員長） 

 第４号ですね。 

 これは将来的には幾らか上がったりするんですか。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 こういった月額については適用がありますけど、経営については佐賀市との十分な連

携が必要ですので、今後の経営状況を見ていても高くなることは当分はないかと考えて

おります。 

 

（委員長） 

 現在のところ３０万円の報酬ということであります。 

 何かほかにありませんか。 

 

（Ｂ委員） 

 監査などは現金の確認というか、通帳の残高チェックというところまでやられている

んですか。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 ここに監査報告書がありますけど、我々、この席に立ち会ったわけではありませんが、

通常、監査を行う場合は、現金預金等については当然、銀行から残高証明書を取り寄せ

て、定期預金であれば証書と普通突合したりして、チェックを行っているところであり

ます。 

 

（Ｂ委員） 

 大丈夫だとは思うんですけど、現金の管理で、収入金がチェックできないで、いつの

まにか、という事態を心配します。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 そうですね。財産目録を見ていただきますと、現金は手元保管で７万７，０００円で

す。一時的には料金の収入とかで何十万円になることもありますが、それは直ちに銀行

のほうに預金をします。そういった例えば何十万円、何百万円を金庫に入れて翌日持っ

ていくとか、そういうようなことはほとんどありません。なるべく一定額以上になった

ら直ちに銀行に預けるということで常に予防を行っております。 

 

（委員長） 

 ほかございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 報告については終了しました。ほかに何かございませんか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、９月の定例教育委員会はこれで閉会にいたしたいと思います。 

 

 


