
教 育 委 員 会 会 議 録 

    
平 成 ２４年８月  定 例 教 育 委 員 会 

開 会 日   平成２４年８月２８日（火） 

開 会 時 間   午後２時３０分～午後４時２０分 

開 会 場 所   佐賀市大財別館４－２会議室 

 

委

員 

 

 

 古賀委員長   山下委員     福島委員 

 岸川委員    光吉委員     東島教育長 
 

出 席 者 事

 

務

 

局 

中島こども教育部長 荒金社会教育部長 古田こども教育部副部長兼

教育総務課長 吉木こども教育部副理事兼学校教育課長 田中こども

教育部副理事兼学事課長 藤田こども課長 右近社会教育部副理事兼

社会教育課長 金山社会教育部副部長兼文化振興課長 宗青少年課長

 棚町図書館長 吉松スポーツ振興課長 前山大和教育課長 野中富

士教育課長 藤瀬三瀬教育課長 諸田川副教育課長 江頭東与賀教育

課長 吉村久保田教育課長 梅崎教育総務課副課長兼総務係長 森社

会教育課副課長兼公民館支援係長 中尾教育総務課主査 田尻文化振

興課主任 

提 出 議 案 

 

第８号議案 佐賀市教育委員会評価の結果について 

 

協 議 事 項  な し 

報 告 事 項 

 

①平成２３年度公民館等自己評価の概要と総括及び学習・活動事業実績につ

いて 

②公益財団法人佐賀市文化振興財団の平成２３年度事業報告・計算書類及び

平成２４年度事業計画・収支予算について 

 同財団の第三者評価委員会の結果について 

③財団法人佐賀市体育協会の平成２４年度事業計画及び予算書、平成２３年

度事業実施報告書及び財務諸表について 

④９月補正予算について 
 

欠 席 委 員 
 

 な し 
 

傍 聴 者 数 
 

 な し 
 

報道関係者 
 

 な し 
 

会議録作成者 
 

教育総務課副課長  梅崎昭洋 
 

 



  1 

日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 皆さんこんにちは。台風の余波で雨が降っておりますけれども、おかげで少ししのぎ

やすいですね。 

 これより佐賀市教育委員会の８月の定例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、配付しております日程のとおりに進めたいと思います

が、ご異議ありませんでしょうか。 

    〔「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。よろしくお願いします。 

 

（教育総務課副課長） 

 ７月２４日の定例教育委員会の会議録につきましては、８月２４日の日に配付したと

おりでございます。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 前もってお手元に届けられておりますので、目を通していただいていると思います。

何か訂正などはございますか。 

 

（Ａ委員） 

 ７ページの私の発言で、まず「民生委員」のところを「民生児童委員」としてもらっ

て、「新児童委員」を「主任児童委員」としてください。 

 

（Ｂ委員） 

 １３ページの私の発言で、「教育講演会みたいなのが」と書いてありますけど、「教育

講演会があって」と、「みたいなの」を消してください。 

 

（Ａ委員） 

 それともう１点。１９ページの下から３行目の私の発言で、「そういったと」となっ

ていますけど、「そういったことがよくできている」に訂正していただくのと、一番最

後の「ちょっと」は消してもらって、「必要でないかと思っています」にお願いします。 

 

（委員長） 

 １９ページの私の最後の発言の「入る」が入手の「入る」ではなくて、そこに「居る」

の字に訂正してください。 

 ほかございますか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、訂正をお願いいたします。よろしくお願いします。 

 

日程３ 教育長の報告 
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（委員長） 

 次に日程３、教育長の報告を求めます。 

 

（教育長） 

 プリントを裏表で用意しておりますが、児童虐待の専門家講座が、今現在あっており

ます。去年から引き続いて福岡県立大学の奥村先生に来ていただいて、非常に現実的な

お話と、演習を加えていただいて、今みっちりやっているところです。きょうは教頭が

対象で、全学校の教頭が集まっています。児童虐待の早期発見、そして早期対応をする

ためには小学校の教職員というのは非常に大きな役割を担っています。しかも、この子

どもたちを見つけるための職員の意識あるいはそういう子どもを見抜く観察眼という

のは、まさしく管理職の意識と管理職の本気度にかかっていると思っております。管理

職が本気にならないと本当に見えるものが見えないよということを今日、私は話をして

まいりました。このように今研修を積んでおりますので、２学期から生かしてもらえれ

ばという思いであります。 

 それでは、１ページですが、いよいよ第１回の佐賀市と久米島町との中学生交流を実

施いたしました。８月３日金曜日から５日日曜日まで、久米島町で行いました。しかし

ながら、計画どおりにいきませんでした。行った早々に台風１１号が後ろからついてま

いりまして、２泊３日の交流の予定が１泊２日で切り上げざるを得なくなりました。 

 ただ、島民挙げて、そして３つの中学校挙げて、保護者挙げて私たちを歓待してくだ

さった。そして、心のこもったいろんな行事を催していただいて、中学生同士の交流が

進められたことは非常に意義深いことでございました。３日の１２時５４分に子どもた

ちは初めて久米島の土を踏みましたが、その日は久米島西中学校で歓迎式をしていただ

きました。この中で向こうの儀間教育委員長が挨拶をされましたが、この交流を通して、

知らなかった私たちがお互いの地域の良さを学んで、お互いの地域のリーダーとなって

欲しいと、そして立派な大人になって欲しいという趣旨の挨拶をなさいました。その後、

地元の中学生のペアをもとにグルーピングを行いました。早速午後は「ハーリー体験」

を行いましたが、鳥島地区の皆さん方の協力を得て、初めて船をこぐ、全員で力を合わ

せてこぐという体験をいたしました。子どもたちにとって非常に有意義な体験でした。

この頃にはもう島の中学生と佐賀市の中学生の心がすっかり打ち解けておりました。 

夜は「バーベキュー交流会」があったのですが、私はそのときに久米島の町制１０周

年の記念式典とセレモニーに出席をいたしました。沖縄出身の参議院議員が２名お見え

になっておりましたが、糸数参議院議員がくしくも挨拶の中で、齋藤用之助公の業績に

ついて語られ、今この鳥島地区、久米島で生活できるのも齋藤用之助公のおかげである

という話がありました。そして、きょうから私どもが中学生交流で来ているという紹介

までしていただきまして、非常にありがたかったなと思いました。その日は県議会議長

さんとか、参議院議員の皆さん方とか、あるいは町議会議員の皆さん方とかいろんな方

とお話ができ、その中でも特に久米島の博物館の名誉館長で名桜大学の名誉教授である

方と、これから、齋藤用之助の伝記みたいなものの執筆者になられるということ等、い

ろいろな話をさせていただきました。 

 ２泊３日が１泊２日になってしまったのですが、大変有意義な交流でございました。

ちなみにこの相手の中学生が今度は１２月２１日から２泊３日で佐賀を訪れる予定に

なっておりますので、そのときには教育委員さん方にもお力をかしていただいて、精い

っぱいの歓迎をして意義ある交流にしたいと思います。 

 ２点目、第２１回の佐賀市平和展、これはもう２１回目になります。私も現場にいる

ときには時々顔を出したことがあったのですが、今年改めてこの平和展に参加をさせて

もらいました。といいますのは、小・中一貫校松梅校の中学部の３年生が沖縄戦を学習

して自分たちが感じたこと、考えたことをグループでこの平和展で発表をしてくれると

いう情報が入ったものですから、子どもたちの発表を聞いてまいりました。その発表は

非常に反響がよくて、わずか１１名しかいない中学３年生が、自分たちが議論をしてこ
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れだけの中身をつくり上げてきたということで、非常に感動をされておりました。その

感動がどこにあるのかと考えました。私どもは、平和の反対は戦争という図式を描きが

ちなんですが、ある学者さんが、平和の反対は平和ならざる状態ですと言われたのです。

つまり、戦争がなくても平和ではないということがざらにあるんですということを言わ

れました。なるほどそうだと、ここのところが子どもたちが具体的に話をしてくれたこ

となんです。戦争なくても平和ならざることもあるということを感じまして、非常に子

どもたちの勉強に感銘を受けました。 

 それから３点目です。九州の中学校の校長先生方が全部で８００名程度佐賀にお集ま

りになって、文化会館で研究大会が持たれました。ここに私も参加をさせてもらいまし

たが、特に中学校は、ことしから新教育課程がスタートをいたしました。そういう初年

度ということで、校長先生方は、学校運営の責任者として、教育理念に立って学校力、

教師力を高めるためにどういうふうにしていくかということの議論がなされておりま

した。恐らくこの成果が２学期以降の佐賀市の中学校の中にも少しずつ反映されていく

のではないかなということを期待しております。 

 ４点目です。これは学校教育課とも話をいたしまして、佐賀市一斉「いじめゼロ宣言」

と言ったほうがいいでしょうか、小学校と中学校で、宣言の仕方が違いますが、９月３

日月曜日、２学期始業式の日に全小・中学校の子どもたちが「いじめゼロ宣言」、ある

いは「いじめ０の約束」をいたします。私どもには大人としての責任ももちろんござい

ますが、子どもたちがみずから意識を持って、いじめをしない、許さない学校づくりを

行う、これは教職員だけがつくるものではなく、子どもたちが中心になってつくるのが

本物だと思っています。そういう意味から、子どもたちが主体的にこの行動を起こすと

いうことで、全校一斉に行う計画を立てております。 

 今後この宣言を受けて、毎月１日のいじめ・命を考える日の取り組みや、もろもろの

教育活動での道徳特別活動の中で、人権の尊重ということを含めながら、子どもたちの

周りが安心で安全な生活ができればいいなという思いでおります。 

 ５点目の教育長と語る会ですが、３校区園終わりました。これは教育委員さん方にも

参加をしていただいて、意見もたくさん言っていただいて非常に助かりました。いろん

な角度から意義のある会議になったと思っております。 

 それから、あえて３０回の日新まつりだけを上げておりますが、これは日新の反射炉、

カノン砲があったものですから、科学技術の発祥という意味でここだけ上げさせてもら

いました。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 教育長からの報告がありましたが、何かご質問がありましたらお願いします。 

 

（Ｃ委員） 

 久米島の中学生交流に参加した１６人の中学生たちは、生徒会の役員とかではなく

て、希望者だったのですか。 

 

（教育長） 

 一般公募です。１回目にしてはかなり人気がありまして、２倍ぐらいの応募がありま

した。 

 

（Ｃ委員） 

 そうですか。１日早くお帰りになったということですけど、このプログラムにはホー

ムステイとかは組まれていますか。 
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（教育長） 

 実はホームステイをする予定でしたが、まだまだ受け入れの体制が十分に整っていな

くて、今回はホテルに泊まりました。ただ、将来的にホームステイできればと、今後進

める中で、本市のほうでも対応できればなという思いがあります。 

 

（Ｃ委員） 

 そうですね、できればいいなと思います。 

  

（委員長） 

 ほか何かありますか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 教育長ご苦労さまでございました。 

 

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。 

 第８号議案『佐賀市教育委員会評価の結果について』、教育総務課より説明をお願い

します。 

 

（教育総務課主査） 

 それでは、第８号議案『佐賀市教育委員会評価の結果について』、ご説明いたします。 

 お手元に配付しております別冊の資料がこの報告書になります。 

 この報告書の概要について、提出議案の資料１ページに掲載しておりますので、こち

らに従って説明いたします。 

 この佐賀市教育委員会評価ですけれども、本年度で５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。 

 今回の評価は、平成２３年度に実施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でございます。 

 資料１ページをごらんください。評価委員５名により評価を実施した結果となってお

ります。委員の構成メンバーは、大学教授を初め一般の企業の方、それからＮＰＯ法人

といったメンバー構成です。 

 評価につきましては、大きく分けて２つございます。１つ目は、教育委員会の活動状

況の評価、そして２つ目が施策ごとの評価、これは教育委員会事務局の中で実施しまし

た事務事業を第二次佐賀市教育基本計画の６つの施策に分類した施策ごとの評価でし

て、この２つの評価を行っております。 

 いずれも自己評価をした後に第三者の評価委員の皆様から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、教育委員の皆様に６月の定例教育委

員会終了後に内容の自己評価をお願いした分でございます。 

 ２番目の施策ごとの評価につきましては、事務局におきまして２月に自己評価を実施

し、今回第三者評価を受けているところでございます。この自己評価を受けまして、７

月１８日、２５日の両日、評価委員会を開いております。今回お手元に配付しておりま

す評価報告書は、この２回の評価をまとめた内容となっております。 

 それでは、ポイントをご説明させていただきます。 

 まず、教育委員会の活動状況からご説明いたします。 

 議案資料の２ページをごらんください。６月に委員の皆様には、平成２４年度に向け

た課題や改善点、それから平成２３年度に取り組んだ実績について振り返って評価をい

ただきました。全体を振り返って、教育委員会の活動状況の自己評価として、概ね達成
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という評価で第三者評価委員会にお諮りしているところでございます。 

 その結果を２ページに示しております。ここでは指摘事項のみ記載しておりまして、

２点ございました。内容としましては、１つ目は、教育委員と語る会について、効果的

な開催方法を検討する必要があるとの指摘がございました。そして２つ目は、市長部局

や関係機関との連携について、現状の課題について具体的な効果や成果を上げていく必

要があるとの指摘をいただきました。 

 この２点につきまして、教育委員会としての改善策を上げております。まず、教育委

員と語る会については、まず教育委員会を知ってもらうことが重要と考え、教育委員会

だよりを発行して広く市民に周知していくこと、また、語る会は市民の方が関心を持っ

ていただけるように効果的な開催方法を検討していきたいというふうに記載をしてお

ります。 

 ２つ目の市長部局との連携につきましては、連携は極めて重要であり、定期的に意見

交換を実施して、その意見や取り組みを教育行政に反映するように努めていきたいとい

うふうに記載をしております。 

 簡単ですが、教育委員会活動の評価及びそれに対する対応策については以上のとおり

です。 

 続きまして、６つの施策の評価でありますが、先ほどの教育委員会の評価は指摘事項

とご意見のみを評価委員の皆様からいただきましたが、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いております。 

 結果としまして、議案の１ページになりますけれども、施策の４、施策の６は「十分

成果が見られ、達成している」と、４段階評価の最上位の評価をいただいております。

また、施策１、施策２、施策５が「一定の成果が見られ、概ね達成している」の２番目

の評価、施策３が、「一定の成果が見られるものの、やや不十分な部分も多い」という

下から２番目の評価となっております。 

 別冊の評価報告書には、細かな個々の事務事業に対する指摘事項を書いておりますけ

れども、複数の施策にまたがってよく見られた指摘事項につきましては、成果指標の設

定について、設定の仕方に工夫が必要との指摘がございました。その点については、個々

の事業に沿った成果指標を見直していきたいと考えております。 

 また、その他の指摘につきましては、個々の事業に対する具体的な指摘でございまし

て、議案の２ページに主な改善点の指摘について記載し、その改善に向けての対応策を

記載しております。 

 大まかな評価の流れと内容については以上であります。 

 この内容につきましては、報告書を９月定例市議会で報告しまして、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考えております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 佐賀市の教育委員会の評価の結果についての説明がありましたが、前もって結果報告

書もいただいておりますので、目を通していただいたと思いますし、第三者評価そのも

のに参加いただいた教育委員の方もおられますので、何かご意見、あるいはご質問があ

ればお願いします。 

 

（Ｄ委員） 

 来年に向けての課題というのが出てきたので、来年もまた成長していると言われるよ

うに頑張らないといけないなと思いました。毎年評価され、結構緊張感があるので、ま

た今年もやっていかなければいけないと思いました。 

 

（委員長） 

 私も参加させていただいたんですけれども、佐賀市教育委員会だけの取り組みではな
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くて、佐賀市全体の取り組みの中で教育委員会が受け持っている部分だったり、あるい

は関連することだったり、佐賀市全体の事業のことと教育委員会自体のことで第三者評

価を受ける部分が重なったり、関連性がわかりにくかったりして、第三者評価委員もそ

の辺りの全体像が見えないといったことがあったのではないかと思い、来年はそういう

ことも見つめながら実施しないといけないと思ったところです。おおむね第三者評価の

委員の皆さんからは佐賀市は頑張っているというふうに評価をしていただいたと私は

思っています。 

 

（教育長） 

 これは平成２３年度の評価であり、２３年度の評価を受けて２４年度があると思いま

す。しかしながら、もう後半期に入っております。だから、後半期だけで必ずしもこれ

がうまくいくかというのは若干の疑問がありますが、やはり意識をつなげながら、２５

年度にも当然これはつながっていくという思いで対応をしていく必要があるのではな

いかなと思います。２３年度の評価は、本年度の改善事項、対応事項という意識を持っ

て取り組んでいく必要があると私は感じております。ただ、おおむね評価委員の皆さん

方には、佐賀市の教育委員会は取り組みとしては非常に積極的にやっている評価を受け

ております。もちろん物事を進めてまいれば課題のないものはございませんので、そう

いう意味から一歩でも二歩でも質が高まるということが大事かなという思いになりま

した。 

 本当はこの改善点について、各課はこれから先の展望がどうあるのか。例えば、学校

図書館との連携とか集客のあるイベントをどう組むのかとか、あるいは子育て世代の運

動に理解してもらうようなどんな取り組みがあるのかとか、そこら辺の展望が見えてく

ればと思います。すぐそれぞれの課、担当に戻して、考慮する必要があると思います。 

 

（委員長） 

 そうですね。重要なことが随分指摘されましたね。他によろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、佐賀市の教育委員会の評価の結果については原案どおり承認といたしま

す。 

 

日程５ 報告事項 

 

（委員長） 

 では、続きまして、日程５の報告事項に入ります。 

 まず初めに、「平成２３年度公民館等自己評価の概要と総括及び学習・活動事業実績

について」、社会教育課から説明をお願いします。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 ３ページをお願いいたします。 

 まず、公民館運営の自己評価の概要になります。 

 １点目に、公民館運営審議会ですとか公民館運営協議会の開催状況について記載をし

ております。 

 公民館運営審議会といいますのは、公民館事業の企画、実施について調査、審議をし

ていただく機関になります。旧町村と旧市と運営形態が若干違いまして、旧町村は公民

館運営審議会を設けております。旧市は、地域委託を開始したときに公民館運営審議会

を廃止して、公民館運営協議会から意見をいただいていたという状況です。ところが、

ことしから公民館運営協議会も組織がえをしまして、現在は、公民館地域連携協議会と

いうふうになっております。会議の回数としては、年間４．２回ぐらい行っているとい

う状況です。 
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 それから、大きい２点目。公民館施設の利用状況について、(3)に書いていますが、

公民館の利用者数というのは５,７４１人から多いところで４万人近くあります。一番

多いのは高木瀬公民館です。１館当たりの平均利用者数というのは年間２万３,０００

人ぐらいです。人口当たりの利用者数ということで、市民１人が年間何回公民館に行っ

ているのかということですが、平均２．９回、１人の市民が公民館に行っているという

ことになります。 

 それから、４ページを開いていただいて、３点目に広報活動についてということで、

公民館報ですとかホームページの更新回数等を書いております。特に、公民館報は、平

均７回ぐらい出されております。多いところは毎月１回は出されておりますので、この

辺りはかなりＰＲをしているということになります。 

 それから、４の主催講座の、１公民館あたりの年間の平均回数というのは５８回。年

間５２週ありますので、大まかにいえば週に１回は主催講座を実施しているということ

になります。 

 最後に総括ですが、公民館運営審議会と公民館運営協議会の位置づけが異なりますの

で、住民参画の度合いが若干異なっています。この点を今後どうするのかというのが、

検討課題の一つになっております。 

 それから、５番目に書いているのは、住民とか、あるいは地域のニーズを知るために

アンケートやあるいはフェイスブック等そういうニーズを把握する必要があると言う

ことです。最近若い人はよく使っていますので、そういったものを利用して、双方向の

意見交換をしてニーズを知る必要があると考えております。 

 以上が、公民館運営の自己評価の概要となります。 

 続きまして、５ページは平成２３年度の事業実績になります。 

 公民館は、①から③の機能がありますが、まず全体の利用者数としては、１番に挙げ

ていますが、６９万人ほどの利用があっております。これは、昨年より１，３００人ぐ

らいふえておりますが、ほぼ横ばいです。 

 ２番目に、公民館で行っている学習事業を分類しております。年代、対象者別にどう

いうふうになっているのか、あるいは、課題、テーマごとにどうなっているかというこ

とで分類をしております。 

 年代別で見ますと、特徴としては女性を対象とした講座への参加が平成２３年度は増

えております。件数、講座数で言えば２３年度は２５３件なんですが、前年度は２０１

件でした。女性講座とか女性教室等が増えているということになります。 

 テーマごとでいきますと、特徴としては健康ですとかＩＣＴ、さが学の部分の事業数

が減って、環境ですとか男女共同参画、あるいは防災、防犯、交通安全等の講座が昨年

より増えております。 

 特に、防犯、交通安全等については、参加者数でいけば１．８倍ぐらいに増加してお

ります。こういうところは、ある程度は地域の実情に応じて講座を実施しているのかな

と読みとることができます。 

 ６ページは、貸し館の状況を書いています。 

 貸し館の主な利用としては、サークル活動が主になります。これは校区別にサークル

の数を入れております。佐賀市全体で７６０の自主サークルがございます。この中で多

いのは、右のダンスですとか体操、スポーツ、いわゆる健康、スポーツ系が３分の１強

ございます。あと音楽系が４分の１程度となっております。 

 あと、右肩に別紙１と書いた別冊で、Ａ３が一番上についた表をお配りしております。

これは公民館の施設状況ということで、各公民館ごとの利用者数等を記載しておりま

す。全体で６９万３，０００人の利用があっているということを、一番下に書いており

ます。 

 あと、主催講座の対象別あるいは公民館別の実績、それから通学合宿の状況、それか

ら一番最後には、子どもたちの体験活動、どういう体験活動を行っているかということ

で実績を挙げております。 
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 以上でございます。 

 

（委員長） 

 報告がありましたが、何かご質問、あるいはご意見がありましたらよろしくお願いし

ます。 

 

（Ｃ委員） 

 運営審議会と運営協議会の位置づけというのは、今は別になっているのですか、一緒

になっているのですか。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 位置づけとしては別になります。運営審議会というのは条例に基づいて設置をしてい

る機関です。現在は、運営協議会から組織をかえまして、公民館地域連携協議会という

ことで２４年度からスタートしていますが、その位置づけは条例に基づいたものではな

くて任意の組織になります。 

 ただ、行っていただくことは同じであると思っています。公民館事業に対する地域の

要望ですとか、そういうことを聞くというのが両方ともの役割であると考えています

が、位置づけは若干違っています。 

 

（委員長） 

 職員の処遇というか待遇というか、変えたではないですか。それによって、地域から

の何かご意見とか、あるいはやりにくくなったとかやりやすいとか、何か意見や変化が

ありますか。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 一般市民を対象に教育委員会で行っている地域満足度調査を、ことし４月、５月にか

けて行っています。それを見ると、公民館の貢献度というのが、前年よりも増加してお

ります。地域に役立っているかどうかということを問い合わせたところ、昨年より上回

っているというのが１つ実績であります。 

 あと、直営になってまずかったという声は今のところ社会教育課には届いておりませ

ん。職員も変わっていないので、今のところスムーズに移行していると判断しています。 

 

（Ｄ委員） 

 質問ですけど、新規の利用者を増やす、今まで入っていない人が加わってくるための

取り組みなどは公民館でされているんでしょうか。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 ４ページの総括の中でも書いていますけど、新たな利用者の掘り起こしというのはや

はり課題だと思っています。今までは、どちらかといえばそれまでの講座の延長で講座

をしている向きがありましたが、公民館としてこういう役割がありますということで方

針を決めましたので、例えば今まで来られていない人をふやすための手だてをとると

か、公民館の指針の中にある程度方向性をつけて、今後取り組んでいかなければいけな

いというふうに考えております。実際、そういう取り組みをしているかどうかというと、

現在のところ少ないのが現状です。 

 

（Ｄ委員） 

 何かアイデアを絞って、そういう取り組みを１年１回ぐらいやってみると、もしかし

たらもう少し広がるのではないかなという気もします。 

 子育てが終わってしまうと、余り地域と関らなくなってしまう人が多いのかなという
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感じがするんですよね。１人でいるような人たちとか、孤立していてやっぱり寂しいと

いう人もいると私は思うので、そういう人たちに気軽に参加してもらえるようなイベン

トや取り組み等を、試しにやってもらったら何か広がらないかなと思いました。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 昨年、新規のお客様にきてもらおうということで、西与賀公民館で「公民館に行って

みようデー」の取り組みをしました。でも、結果的には、新規のお客さんはなかなか来

ず、既存の団体の人たちが来たりという結果になりました。ですから、そこをあとひと

工夫して、若い人たちや、子育てサークルも現在実施をされておりますけれども、それ

にも参加されないような方に来てもらうという工夫をして新規掘り起こしをしたいと

思っています。 

 

（Ａ委員） 

 利用増加に関して、いわゆるハード面で、これはすぐできることではないですけど、

平屋建てではないということで、ご高齢の方の利用率がどうしても下がってしまうの

で、できるだけ早く平屋建てにして、しかも駐車場を広くするという形で進めれば、も

っとふえると思います。この貸し館利用の状況を見ていたら、やはり利用数が多いとこ

ろは平屋建てのところが多くて、少し苦戦しているところはやはり２階建てが多いので

はないかと思います。これは、正確な統計をとらないとわからないですけどね。やはり

ご年配の方にとって階段を上がらなければならないというのは、非常にネックになって

いるのではないかと思います。 

 

（委員長） 

 そういうこともあるのですか。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 そうですね。ですから、今は建築は、ほとんど平屋でやっています。 

 嘉瀬公民館などからは、フリースペースみたいなものがあれば、もっと自由に来られ

るという意見もありますので、図書室を少し改良しまして、フリースペースみたいなも

のも今後は整備をしていきたいと思っています。 

 

（委員長） 

 居場所みたいな感じでくつろげるというか、目的はないけれども、そこに行けば人が

いて、話もできるしお茶も飲めるというような、高齢者になればなるほど、そのような

場所が大切だなと思いますね。 

 それと、建物が新しくなるとやはり利用者は増えますか。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい。西与賀の場合は、現に利用者数が増えております。 

 

（社会教育部長） 

 バリアフリー関係がありますので、新しくつくるときには基本的には平屋建てでとい

う方針でおります。ただ、旧市内の人口密度の高いところでは、駐車場まで含めてまと

まった面積がとれないところがありますので、その辺りは苦慮しているところもありま

す。ただ、基本は平屋でと思っています。 

 それとＤ委員さんの問題ですけれども、先ほども出てきましたけど、フリースペース

も新しい公民館を建設するときからつくるという方針を進めています。ＰＲの問題もあ

るでしょうが、ハード面でも気軽に立ち寄れる空間を用意するようにはしております。 

 以上でございます。 
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（Ｃ委員） 

 公民館報の発行回数がゼロというところがあるんですが、そういうものを発行するこ

とによってまた人が集まる、行ってみようかという気持ちになるんじゃないかと思いま

すので、ゼロ回のところは、最低１年に１回か２回は発行していただけたらなと思って

おります。 

 

（教育長） 

 それには何か地域的な事情があるのですか。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 合併前の町村の公民館で、従来から発行した経験のないところがあります。 

 

（委員長） 

 そのようなハウツーがないというところがあるのですか。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい、そうですね。 

 

（委員長） 

 そのようなことを教えていくこともぜひしていただきたいですね。 

 

（教育長） 

 主事の研修等で、目的別研修を実施していいと思います。館報発行のためのノウハウ

や技術の伝達の研修等をですね。 

 

（Ｃ委員） 

 もう１つ、運営方針について、５館が審議をしていないとか、３館が周知していない

ということが書いてあるのですが、これについてもどうかなと思いました。運営方針と

いうのは、審議をしていない公民館にも今後やってもらって、それから住民にも周知し

てもらうということを要望します。 

 

（教育長） 

 このことは館報の発行と連動してくるのではないですか。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 館報といいますか、周知していないとか、運営方針に入れていないというところはあ

ります。 

 

（社会教育課副課長公民館支援係長） 

 運営審議会の開催回数が多いところが館報の発行も多くなっているという傾向はあ

ります。 

 

（教育長） 

 具体的に、その運営方針の周知の方法については大体館報でしょう。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 そうですね。 
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（教育長） 

 私も館報を見て、公民館はどういう運営をしたかということが分かりますからね。 

館報を発行していないということは、運営方針を周知できるはずがないということに

なりますよね。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい。 

 

（委員長） 

 そこら辺をぜひ啓発も含めて強化していただきたいと思います。 

 ほかにございますか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、公民館の件に関しましては、よろしくお願いいたします。 

 次に「公益財団法人佐賀市文化振興財団の平成２３年度事業報告・計算書類 

及び平成２４年度事業計画・収支予算について」並びに「同財団の第三者評価委員会の

結果について」文化振興課より説明をお願いします。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 それでは、まず文化振興財団平成２３年度事業報告等の説明を行います。 

 地方自治法２４３条の３の規定により、市長は５０％以上の出資をしている財団法人

等について、毎年度経営状況を説明する書類を作成し、次の議会に提出しなければなら

ないとなっております。文化振興財団に対しては、佐賀市は３，０００万円、１００％

全額出資しており、議会への提出義務があります。これを受けて、文化振興財団は、９

月に市長へこの２３年度事業報告書等を提出する予定であります。 

 そこで、事前に関係書類の内容確認を行いましたので、主な点について報告をさせて

いただきます。 

 まず、こちらの冊子になっている書類の１０ページをごらんください。 

 中ほどにありますが、当年度欄の経常収益計、約４億１００万円ですが、これが２３

年度の事業のすべての収入の合計であります。これに対して一番下の欄ですね。経常費

用計４億３００万円ですが、これがすべての費用の合計であります。したがいまして、

２３年度の収支状況は、１１ページの中ほどに、当期一般正味財産増減額という欄があ

りますが、マイナス２９０万７，０５３円です。この金額の赤字損失が発生していると

いうことになります。赤字の主な原因としては、自主文化事業の赤字が挙げられます。 

 ２０ページをごらんください。一番下の総合計です。一番右端のマイナス１，１７０

万円、これが自主文化事業全体の赤字額を示しております。しかしながら、佐賀市から

の補助金１，０００万円が財団に支出されておりますので、この１，０００万円を充て

ますと差し引き１７２万８，４３１円が自主文化事業における最終赤字ということにな

ります。これが、赤字の主な原因の一つということになります。 

 以上で、文化振興財団２３年度事業報告を終わります。 

 続きまして、第三者評価委員会の結果について説明をいたします。 

 去る７月２日に、文化振興財団の２３年度の事業実績に対する第三者評価委員会が行

われました。１ページに開催日時等を記載しております。 

 評価委員会は、７名の委員さんから構成をされています。 

 評価方法ですが、評価は３項目についてそれぞれ評価を行い点数をつけ、合計点数に

より評価結果が決定します。 

 ２ページ目に、文化振興財団がみずから評価しました自己評価が記載されておりま

す。 

 まず１番目、施設管理に関すること。これについては、自己評価はＢという評価をし

ております。その下に、２３年度取り組んだ内容等を記載しております。 
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 ２つ目の評価項目である自主文化事業に関すること。これは、自己評価ではＡという

評価をしております。アウトリーチ、あるいはワークショップ等に力を入れておりまし

て、前年度よりも多くのアウトリーチやワークショップの事業を行っております。そう

いった点で、広く子どもたち等に対して、文化に触れる、芸術に触れる機会を多数設け

たということで、一定の成果を上げたということで自己評価はＡということで行ってい

るところです。 

 ３番目の評価項目が、財務に関することです。自己評価としてはＢということです。

財団はオフィシャルスポンサーということで、７社の企業から、１社当たり５０万円程

度の寄附をいただいて、３５０万円の寄附金を先ほど申し上げましたワークショップ、

アウトリーチ等の財源として使っているところであります。 

 また、職員の給与を２％カット、常務理事の給与を１０万円カット、管理職を減らし

て常務理事が事務局長を兼務するなど、人件費等の削減にも取り組んでいるところであ

ります。 

 続きまして、６ページをごらんください。 

 こちらに自己評価委員会の採点結果を示した集計表があります。 

 まず、１番目の施設管理に関することです。これは１７２点、得点率８１．９％。下

の欄に判定基準がありますが、８１％から１００％はＡということで、評価委員会の判

定はＡです。こちらの施設管理に関することは、財団の自己評価はＢでしたが、評価委

員会ではＡの評価をいただいたところであります。 

 ２番目に、自主文化事業に関することですが、２５６点。非常に高い点数をいただい

ているところであります。得点率は９１．４％。したがいまして、判定はＡです。自主

文化事業については、財団の自己評価もＡでしたので、評価委員会でもＡ評価をいただ

いたところです。 

 最後に３点目の財務に関することですが、１７０点の８１％ということで、Ａの評価

をいただいております。財団の自己評価はＢです。 

 したがいまして、総合では５９８点、８５．４％で、総合判定はＡという評価委員会

の評価結果をいただいているところであります。 

 次のページの下に、総合評価欄がありまして、高い実績をおさめた事項、また２４年

度に向けた課題等、評価委員の中からいろいろご意見、提案等がなされております。 

 以上で説明を終わります。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、何かご質問なりご意見はありますか。 

 赤字が出たものは佐賀市が補填するということではないのですね。赤字はどんな処理

をされるのですか。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 ６ページ、一番下７番目の財産状態の推移です。ここに正味財産の欄がありますが、

２２年度３月期末現在で、正味財産は７１１万５，０００円ありました。平成２３年度

で２９０万円程度のマイナスが出ましたので、最終的に正味財産は今現在４２０万円と

いうことで、累積損失は計上しておりません。今のところ何とか数字上プラスを保って

いるという状況です。 

 

（委員長） 

 この冊子の１９ページに、主催事業がいろいろ書いてありますよね。その収支が、２

つを除けば△ですよね。ということは、２つを除けば赤字が出たということですね。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 そうですね。 
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（委員長） 

 赤字が出たということは、チケットを売って収入を得たことよりも、例えば、いろい

ろな支払の方が大きかったということですよね。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 簡単に言えば、見込みの入場者数よりも実際の入場者が少なかったから赤字が出たん

です。１人当たりのチケットの料金を決めます。それは入場者数の見込みを読んで１人

当たりの入場料を掛け合わすと大体の数字が出るからということで、そのバランスで決

めていくわけですが、見込みの入場者数が下回れば当然赤字になってくるというわけで

すね。 

 

（委員長） 

 総経費には、例えば出演料なども入るのですか。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 そうですね、すべて入ります。例年、海外からのクラシックのオーケストラとかを呼

んだりしますけど、赤字の額が大変多いです。 

 以前、ロシアかどこかのときは、出演料がかなり高いということで、たしか９００万

円近くの赤字が発生したのではなかったかと思います。 

 

（Ｄ委員） 

 そのような場合は、満席になっても赤字になるということですか。発券枚数と入場者

数の差を見るとそれほど差がなくても赤字になっているように見えるのですが。呼ぶ意

義があるということで開催することもいいとは思いますが。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 一般のプロダクションとは違って、財団は公益事業としてやりますから、料金を下げ

るわけですね。料金を下げればそれだけ収入は減りますから、ある程度の赤字額という

のはどうしても発生するわけです。ですから、安い料金でいろんな事業を企画しますか

ら、マイナスが出るということを想定して、赤字額を幾らにとどめておくということで

計算をして、最終的には佐賀市からこの自主文化事業に対して１，０００万円の補助を

していますから、その１，０００万円で埋め合わせることができるところで設定をして

いるわけです。 

 

（教育長） 

 もう当初から赤字を見込んでいるというわけですか。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 ある程度は見込んでいます。 

 

（教育長） 

 それでは今度の公演も、あれだけ安かったら赤字になるのですか。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 その辺りのバランスをどうするかは、入場者の見込み等、これまでの経験とかで設定

をされると思いますけど、予想よりも赤字の額が大きいときはやはり非常に苦しくなる

ということですね。 
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（Ｃ委員） 

 この協力・会員特典事業というのはどういう事業ですか。 

 

（文化振興課文化振興係主任） 

 協力・会員特典事業というのは、文化振興財団がチケットの販売に協力しているとい

う意味の事業です。場所は文化会館だけでなくて、鳥栖市民文化会館とか福岡サンパレ

スとかも含まれていまして、主催は文化会館ではないけれど、チケットの販売を文化会

館がするかわりに手数料を少しいただいているという事業になります。 

 

（委員長） 

 佐賀の文化性を、資質を高めるためにするのでしょうから、赤字が出ても、佐賀の文

化性が高まる意味があれば、それは佐賀市として補填をしましょう、市で援助をしまし

ょうと言うことは分かるのですが、毎年赤字赤字と続いていると、累積すると大変じゃ

ないのかなと思いますが、その辺りはどういうふうにディスカッションをされているの

ですか。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 例えば、黒字のケースがありますよね、ある特定のジャンルのミュージシャンとかプ

ログラムであれば黒字を見込めるわけですよ。ですから、そういうものだけをやってい

けば、当然黒字は確保できるでしょう。しかし、やはり佐賀市の文化振興という観点か

らいけば、ある程度赤字が予想されるクラシックや、また別のジャンルについても幅広

く、バランスよくいろんなジャンルの芸術を市民、県民に安い料金で聴いてもらう、見

てもらうという、そういう役割はありますからね。その辺りのバランスは財団のほうで

いろいろ考えているようですが。 

 

（委員長） 

 その辺りのニーズというか、佐賀市の企画するほうと、市民の意見も聞くわけでしょ

う。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 そうですね、アンケートをとっていますから。 

 

（委員長） 

 その辺りのことが今後どういうふうに審議されて、計画されていくのか方針がわかる

といいなと思いますが。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 ３３ページが２４年度の事業計画案です。 

 

（委員長） 

 これによって予算案ができるわけでしょう。予算案ができたときに、もう既に赤字の

可能性もわかるのですか。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 予算案を立てるときは当然佐賀市からの補助金１，０００万円も収入として入れて予

算を立てますので、赤字予算ということではありません。 

 

（委員長） 

 私が思っているのは毎年赤字が出たら、佐賀市がますます大変なことになっていくか



  15 

なということです。 

 

（教育長） 

 自主文化事業に１，０００万円の補助ですよね。 

 例えば、事業の中には５００万円の赤字になるものもありますよね。補助の半分を使

ってしまうわけですよね。５００万円も見越して赤字を組み立てなければいけないの

か、もっと赤字の額は計画的にできないのか、ひとつの公演で半分以上使っているとい

う状況をどう考えたらいいのかなという思いがあるのですが。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 クラシックのコンサート等は、やはり内容を充実させたものでないといけませんの

で。 

 

（東島教育長） 

 ただ、チケットの値段を上げれば、今度は購入しないということになりますよね。 

 

（Ｄ委員） 

 主催事業で赤字がある程度見込まれるような場合は、例えば、佐賀市の子どもは学校

で少し安く招待してもらえるとか、団員の人から直接子どもが楽器について教えてもら

えるとか、何か教育的なおまけをつけてもらうとか、そういうことをして赤字が出ても

メリットがあればと思いますが。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 ワークショップとかアウトリーチですね。数は少ないですが、有名なクラシック奏者

の方が各学校に出向いて、聴かせるだけじゃなくて、直接子どもたちに楽器へ触れさせ

たり、いろんな話をしたり、体験型の音楽観賞などもいろいろ取り組みはされておりま

す。 

 

（Ｄ委員） 

 そういうものがあると、赤字でもいいなと思います。 

 あとは、スポンサー収入とか頑張って、自主的に財源を増やすというのもやっていた

だきたいです。企業にオフィシャルスポンサーをお願いしているということで、ずっと

継続できるように、薄く広くあちこちに広げて、少しずつ財務をよくしていく取り組み

をしていただくといいなと思います。 

 

（こども教育部長） 

 ５ページの上のオフィシャルパートナー事業ですね。 

 

（Ｄ委員） 

 はい、できるだけたくさん集めていただきたいと思います。サガン鳥栖もいっぱいさ

れていますよね。あそこまでいかなくても、地域で支えるような感じのほうがいいので

はないでしょうか。 

 

（委員長） 

 お金で買えないものがあるかもわかりませんが、佐賀市全体でどういうふうに文化性

を高めていくかということを意識しないといけないのですが、そのことと同時に、佐賀

市民がどういうことを求めているか、そのことも含めてぜひ計画をしていただきたいと

思います。 

 それでは、この件について報告ご苦労さまでした。 
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 次、第３番目ですが、「財団法人佐賀市体育協会の平成２４年度事業計画及び予算書、

平成２３年度事業実施報告書及び財務諸表について」、スポーツ振興課よりお願いしま

す。 

 

（スポーツ振興課長） 

 お手元の佐賀市出資法人経営状況資料、財団法人佐賀市体育協会をごらんいただきた

いと思います。 

 まず１ページ目に、２４年度の財団法人佐賀市体育協会の基本方針ということで４つ

掲げられております。 

 １番目に財政基盤の確立、２番目にスポーツの底辺拡大と加盟団体相互の連絡協調、

３番目に指導者の育成と選手強化、４番目に体育スポーツの広報宣伝という４項目で実

施をされております。 

 ２ページをお願いいたします。２ページが平成２４年度の財団法人佐賀市体育協会の

事業計画となっております。 

 ３ページが２４年度計画されています主催事業の計画です。 

 ４ページをお願いいたします。４ページが２４年度の収支予算書内訳表となっており

まして、下から２番目、経常収益計は、１億６，１２２万２，５００円を見込まれてお

ります。 

 ６ページの上から１４段目、経常費用の計は、１億６，０９２万３，１３３円見込ま

れておりまして、一番下の段、正味財産期末残高は、１億１４万４，２５１円と予算組

みをされているところでございます。 

 ７ページが平成２３年度の財団法人佐賀市体育協会の事業報告になっておりまして、

８ページが２３年度の財団法人佐賀市体育協会の主催事業実績報告という形になって

おります。 

 ９ページがその他関連の会議、研修等でされた分で、下記の記載のとおりとなってお

ります。 

 １０ページ、１１ページが貸借対照表でございまして、まず資産の部ですけども、１

番の流動資産で現金預金、普通預金、未収金、前払費用で流動資産の合計が２，５１２

万３，８７８円、２番目の固定資産で、(1)の基本財産は、投資有価証券、普通預金、

定期預金で基本財産合計７,８２７万円です。 

 (2)の特定資産については、退職給付引当資産、スポーツ振興引当資産で、特定資産

合計７５７万６，５００円、固定資産合計８，５８４万６，５００円となっておりまし

て、資産の部合計１億１，０９７万３７８円となっております。 

 次に、負債の部ですけれども、１番目、流動負債として未払金、前受金、預り金で、

流動負債の合計が６７１万８，９９４円、固定負債といたしまして、退職給付引当金で

固定負債合計３７５万６，５００円、負債の部合計１，０４７万５，４９４円となって

おります。 

 正味財産の部で、１、指定正味財産、寄付金、これは市からの出捐金ですが、指定正

味財産合計５，５００万円、一般正味財産４，５４９万４，８８４円で、正味財産の部

合計１億４９万４，８８４円で、負債及び正味財産合計１億１，０９７万３７８円とな

っております。 

 １２ページ、１３ページは正味財産の増減計算書です。１４ページ、１５ページは、

財務諸表に対する注記を記載しております。 

 １６ページが財産目録、１７ページが監査報告書となっております。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 報告がありました。大変なお金が動くんだなということがよくわかりましたけれど

も、何かご意見ありますか。 
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（Ｄ委員） 

 会計はあまり詳しくないんですけど、監査されるときには通帳の残高とか現金がある

かとかは現認された上で監査されるのですね。 

 

（スポーツ振興課長） 

 はい、確認しております。 

基本的に固定資産に関しては、以前は金利が高かったんですね。固定資産の果実で何

か事業をやろうということで１億ためようとしていたのですが、途中で金利が落ちたも

のですから、今この状態でとまっているということです。 

 

（教育長） 

 公益財団法人に移行するようにしているのですか。 

 

（スポーツ振興課長） 

 はい、来年の４月を目指して今申請とか会計をやられています。それで会計もそれに

合わせた形で変えられていまして、前年度の記載がない部分は新しい会計に変えている

関係で前のデータが入っていないということです。 

 

（教育長） 

 公益目的事業に使用してと書いてあるので伺いました。 

 

（スポーツ振興課長） 

 ４月をめどに今頑張っています。 

 

（Ｄ委員） 

 現金がある部分というのは、まず施設の窓口で現金で利用料を徴収されて、それが預

金されるわけですよね。 

 

（スポーツ振興課長） 

 そうです。それもあります。 

 

（Ｄ委員） 

 現金で窓口で受けた分について、きちんと記録をとるとか、適切に処理されているの

ですか。 

 

（スポーツ振興課長） 

 発券に番号がついていますので、それと合うような形にはなっております。 

 

（Ｄ委員） 

 わかりました。 

 

（委員長） 

 よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、報告について、了解しました。 

 続きまして、「９月補正予算について」、各課より説明をお願いします。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 教育総務課からご説明いたします。 
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 本編資料の７ページからお願いします。説明は主に歳出を中心に説明いたします。 

 まず、一番最初の一般経費、欠員等代替職員分の４６０万円ですけれども、これは教

育委員会職員が産休ですとか育休・病休等を取得した際に、その欠員を補充するための

日々雇用職員を配置するための賃金、社会保険料の金額です。今年度当初４８月ほど見

込んでおりましたけれども、最終的に３３月ほど足らない見込みとなりましたので、そ

の分を補正しています。左側の雑入の２万円については、日々雇用職員の雇用保険料の

自己負担分ということです。 

 それから、歳出、２番目の富士・富士南小学校合併関連経費の１，５００万円ですが、

これは７月の勉強会でお話ししたように、統合に向けた準備をする経費で、路線バスの

待合所の整備工事に約１，４００万円、そのほか校章とか校歌の制作費に４０万円、開

校記念式典とか記念誌の作成経費で１７０万円などを予定しております。これについて

は合併特例債が充当できますので、１，２３０万円を充当しております。 

 次の巨勢小学校屋内運動場改築事業のマイナス８００万円ですが、今年度、来年度で

巨勢小学校の屋内運動場を改築いたしますが、改築に当たりまして、埋蔵文化財の発掘

調査の必要がありますが、試掘調査の結果、埋蔵が確認されないということで、本調査

の経費がすべて不要になりましたので、その分全額を減額するものです。 

 その次のコミュニティスクール推進事業ですが、こちらのほうは２１年度から城南中

学校、赤松小学校、北川副小学校で取り組んでおりますコミュニティスクールについて、

今年度文部科学省の研究委託事業として採択をされました。 

 事業費については全額国の委託事業となっておりまして、１００万円の歳出とそれか

ら歳入ということになっております。これ以下の一般職人件費児童福祉総務費から一般

職人件費スポーツ振興費までは４月の人事異動に伴う補正でございます。 

 教育総務課は以上です。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 学校教育課からは２点、８ページをごらんください。 

 １点目はエネルギー教育支援事業に関してのものです。エネルギー教育支援事業に関

しましては、指導要領に従って、原子力を含めたエネルギーや原子力に関する教育の取

り組みを推進することを目的とした佐賀県原子力エネルギー教育支援事業の補助金を

受けて行うものでございます。今年度につきましては、勧興小、兵庫小、北山小、諸富

南小、大詫間小、成章中、北山中の７校が希望を出しましたので、その７校に委託をし

ております。響灘発電所の見学をしてみたり、実験材料等で手回し発電機を使ったり、

実験用の蓄電池、太陽電池等の費用で４８万３，０００円でございます。これは県の補

助金で行うものでございます。 

 ２点目は、外国語教育支援プラン事業、これも補助金を得るものでございます。新学

習指導要領が中学校では平成２４年度から、高等学校では年次進行ということで、平成

２５年度からそれぞれ実施をされますが、高等学校の外国語においては科目を一新する

など、抜本的な改定が行われ、今後、生徒が英語に触れる機会を充実するとともに、授

業を実際のコミュニケーションの場面とするために授業は英語で行うことを基本とす

る旨が規定をされます。外国語の授業が今後大きく変革をすることを求められていると

いうものに従って、文部科学省がグローバル人材の育成に資するために新学習指導要

領、外国語の着実な実施を促進するとともに、英語の使用機会の大幅な拡充や英語学習

に対するモチベーションの一層の向上を図る等のすぐれた取り組みを支援する事業と

して、英語力を強化する指導改善の取り組みというのを各県に下ろしたものでございま

す。 

 それを受けまして、文部科学省の英語を強化する指導改善の取り組みの指定が各県で

１校、今回それが佐賀西高になっておりまして、佐賀西高校に通う生徒がいる中学校が

協力校というところで、その取り組みの中にあるわけです。その協力校として、昭栄中

学校に今指定をしております。そこに協力校としての委託をしたものでございます。 
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 中身としましては、指導助言をしていただく先生を講師として呼んだり、授業研究会

等を開いて多く英語教育に携わる者を呼んで指導力を身につけるといったことを考え

ております。 

 金額につきましては、昭栄中学校の計画では２６万円です。これは先ほど言いました

ように、講師招聘等で使うお金でございます。もともとは国の委託事業でございますが、

県の佐賀県外国語教育充実プラン事業から補助金が出るということでございます。 

 

（委員長） 

 学事課お願いします。 

 

（こども教育部副理事兼学事課長） 

 学校管理費の補正予算について御説明いたします。 

 兵庫小学校の改築に合わせて、佐賀市産の木材を材料として諸富家具振興協同組合が

新しくデザインした木製の机、椅子を４年生から６年生の高学年用に導入するもので

す。 

 導入の目的は、市産材を使って地場の諸富家具振興組合が製作した机、椅子を子供た

ちが使っていく中で、愛着を持つ、大事に使うという意識が芽生えます。また、木製品

が持つ木の温かさ、天然の美しさ、やわらかい質感という性質から安らぎや落ちつきを

もたらすなど教育的効果と心理的効果が期待できることです。このために３４６台分の

木製の机、椅子の備品購入費７１８万５,０００円、机の天板の上に敷いて使用するデ

スクマット代の消耗品３１万円、それから、使われなくなるスチール製の机、椅子のリ

サイクルに要する経費、手数料の１７万３,０００円、総額７６６万８,０００円を計上

しております。 

 諸富家具振興協同組合が製作した机、椅子は、平成１９年度に北山校と平成２２年度

に諸富中学校に両校の改築に合わせて導入されております。しかし、当時の机、椅子は

重い、傷つきやすい、運びにくい、天板に凹凸ができやすいという欠点がございました。

今回導入に向けて新しくデザインを考案してもらい、軽くする、丸みをつけて全体の雰

囲気をやわらかくする、運びやすくする、自然な木目を生かす、座りやすくするなど改

良していただき、子供たちから出された重い、運びにくいという課題が解消されるもの

と思っております。 

 そこに置いている机が現物です。来年度以降、平成２５年度、平成２６年度につきま

しても、引き続き校舎を改築する学校に対して木製の机、椅子を導入していく計画でご

ざいます。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 次、こども課お願いします。 

 

（こども課長） 

 兵庫児童クラブ館整備経費６６０万円を歳出に補正を上げております。兵庫児童クラ

ブにつきましては、登録児童数の急激な増加に伴いまして、第２児童クラブ室を確保す

る必要が生じました。このため、既存施設を改築して、２つのクラブを併設した２階建

てのクラブ館を木造で建設することにしました。平成２４、２５年度の２カ年事業であ

りますので、２４年度につきましては設計監理、あるいは文化財の発掘調査等の６６０

万円を計上しております。左側の歳入、児童厚生施設等整備費補助金１４０万円、合併

特例事業債３４０万円につきましてはその財源になります。 

 また、歳入の一番上の児童福祉費国庫補助金、在宅心身障がい児（者）福祉対策費補

助金４２０万円。これは現在、こども課に幼稚園、保育園の特別支援を行う巡回指導員

４名おりまして、この４名の配置に要する費用を基本的に一般財源で充てておりました
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けれども、国の補助金が採択されましたので、この２分の１が国の補助金として充てら

れることになりました。それに伴う財源の組み替えを行ったものであります。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 続きまして、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） 

 一番上の世界遺産登録関連（国庫）分経費１１０万円ですが、これは三重津海軍所跡

の発掘調査でこれまで出土いたしました金属製出土遺物について、専門家委員会から分

析調査をしたほうがいいというようなアドバイスをいただきましたので、急遽、分析調

査のための委託料を計上するものであります。 

 この分については、左側の国庫補助５５万円、県補助金１９万８，０００円の歳入財

源があります。 

 続きまして、２つ目の埋蔵文化財発掘調査経費２１３万６，０００円です。これは久

保泉にあります小糸九州株式会社、こちらの現在の工場の東側に遊休地があります。そ

の土地に２５年度以降に建物拡張を計画していきたいということで、２４年度中に文化

財の発掘調査を終わらせていただきたいという要望がありました。それで急遽、我々も

調査体制を考えまして、面積が約５，６００平米ですから、職員１人と埋蔵文化財の嘱

託職員１名の２名体制で行っていくということに決めました。 

 そこで、新たに採用する嘱託職員の報酬、また日々雇用職員の賃金の予算、そういっ

たものを計上しているものであります。 

 続きまして、佐賀城東堀（県委託）分経費です。現在、佐賀県で東堀の復元工事がな

されております。この東堀の整備事業に伴う文化財の発掘調査を県の委託を受けて行う

ものであります。この１０７万円については、全額左側の県委託金で歳入財源が予定さ

れております。 

 その下、小糸工場（民間）分経費です。先ほど説明いたしました小糸の５，６００平

米の発掘調査経費です。これについては４，１７０万円は全額小糸のほうから受託事業

収入として歳入を予定しているところであります。 

 最後に、佐賀城天守台発掘調査（単独）分経費２８０万円ですが、これは当初予算で

文献調査の委託料等を組んでおりました。しかしながら、調査を進めていく中で、新た

に文献調査の対象となる古文書等の調査範囲を拡大する必要が出てきました。そこで、

文献調査委託料など、文献調査の増えた分の経費を新たに補正計上するものでありま

す。 

 以上で終わります。 

 

（委員長） 

 スポーツ振興課お願いします。 

 

（スポーツ振興課長） 

 スポーツ推進審議会経費です。スポーツ推進審議会で、現在、総合型地域スポーツク

ラブの設立支援と、それからスポーツ施設の整備計画の２つの課題を諮問しております

けれども、審議会の中で２つの作業部会をつくって検討することになりまして、５回分

の審議会委員報酬が不足するため、補正をするものでございます。 

 ２番目のさが桜マラソン対応経費ですけれども、定例教育委員会資料をお手元に配付

していますので、そちらをごらんいただきたいと思います。さが桜マラソンは平成元年、

市制１００周年を記念して佐賀新聞、陸協主催、佐賀市が共催という形で開催いたして

おりましたけれども、県が総合計画の中でフルマラソンをやりたいという計画を持って

おりまして、佐賀市でやってもらいたいということを要望していたわけですけれども、
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このたび桜マラソンをフルマラソン化するということで大会概要が決まりましたので、

お知らせをしているところでございます。 

 まず、開催日の案ですけれども、例年、４月の第一日曜日に開催しておりまして、平

成２５年が４月７日になります。種目がフルマラソンと１０キロとウォーキング、参加

者数がフルマラソン８，０００人、１０キロ２，０００人、ウォーキング５００人。 

 コース案は、裏面に地図をつけておりますけれども、陸上競技場を出発いたしまして、

国道２６３号を南下いたします。県庁の南堀端をぐるっと回って、佐大の前の交差点に

出て、また国道２６３号を北上していきます。そして、高木瀬の旧道に入りまして、坪

の上の交差点を左折して東名縄文館から念仏橋を通って吉野ヶ里歴史公園に入ります。

そして、そこをＵターンして、久保泉工業団地を通り、尼寺南小路の交差点を通って多

布施川河川敷を──例年、多布施川の西側を通っておりましたけれども、西側では狭い

ということで、道路を通る形になりまして、国道３４号線に出て陸上競技場に戻ってく

るというコースを考えております。 

 ５番目の大会名ですけれども、これは引き続きさが桜マラソンという大会名でいきた

いと思っております。 

 主催者は、佐賀新聞社、佐賀陸上競技協会、佐賀県、佐賀市、神埼市、５者主催で行

いたいと考えております。 

 事業費は、１億７，２００万円。 

 参加料といたしましては、フルマラソン８，５００円、１０キロ５，０００円、ウォ

ーキング２，０００円。 

 収入案として、参加料で７，９００万円、協賛金１，３００万円、県が６，０００万

円、佐賀市１，５００万円、神埼市５００万円を予定しております。 

 募集開始時期を２４年１０月としていきたいと考えているところですけれども、現

在、協議を進めている中で、業務として住民への説明とか給水所、ごみ処理、ボランテ

ィア、警備、沿道応援等の業務をする必要があるため、嘱託員２名とアルバイト１名の

人件費、それと１１月４日に開催されます下関海峡マラソンの視察費、あるいは資料を

作成するための消耗品費、印刷製本費等を計上しておりまして、アルバイト１名分の人

件費につきましては、県補助金の緊急雇用創出基金事業補助金を充てることとしており

ます。 

 それと、一番最後の債務負担行為で、スポーツ振興課の分が漏れておりますけど、ス

ポーツ振興課の事項として、さが桜マラソン大会負担金、限度額といたしまして、さが

桜マラソン大会負担金として平成２４年度から平成２５年度までにおいて１，５００万

円以内を支払うという債務負担行為を設定をしているところでございます。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 そして、もう１つ、債務負担行為を学事課から説明お願いします。 

 

（こども教育部副理事兼学事課長） 

 債務負担行為の内容ですが、学校給食調理等業務委託料（新規校分）でありまして、

平成２４年度から平成２７年度までにおいて７，２５３万１，０００円以内で支払うも

のでございます。 

 学校給食調理業務の一部民間委託は、給食調理員の定年退職予定者数、欠員状況及び

学校での調理性などを勘案し、順次進めてまいりました。来年度は２校、日新小学校と

芙蓉校の２校の学校給食調理業務について民間業者へ委託することを予定しておりま

す。 

 以上です。 
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（委員長） 

 以上、説明がありましたが、何かご質問やご意見ございますでしょうか。 

 

（教育長） 

 課長、負担金の割り振りが、なぜ県６，０００万円と佐賀市１，５００万円と神埼市

５００万円かというところを説明してください。 

 

（スポーツ振興課長） 

 明確な根拠はないのですけれども、県が他都市の例を参考にされて、割合が３対１ぐ

らいの割合になっていたということで割り振りされています。 

 

（教育長） 

 ３対１の割合で、しかも佐賀市と神埼市で負担するのは。 

 

（スポーツ振興課長） 

 これも明確な規定というのはないのですが、距離的に見ると佐賀市が３０キロ程、神

埼市が１０キロ程で３対１ではないかということで定めてあります。神埼市にすれば、

うちはマラソンだけではないか、１０キロとウォーキングは佐賀市でしかやらないのに

という意見があるみたいですけど、一応こういう形で決まったようです。 

 

（教育長） 

 神埼市にすれば、不満がやはりあるわけですよね。 

 

（スポーツ振興課長） 

 多少はあるようです。 

 

（委員長） 

 この前市町の教育委員会連合会が鹿児島であって、いぶすき菜の花マラソンの説明が

ありましたが、定着するには地元の協力が必要だそうですよ。やはりボランティアとか、

地元の方が給水所でいろんな食べ物を提供するような仕掛けが要るんだということを

言われていました。 

 

（スポーツ振興課長） 

 本来は県も２年ぐらいかけてやりたかったみたいですけど、ことしの桜マラソンのと

きに知事が来年やりますと言われたので、慌てて準備等をしているという状況です。 

 

（委員長） 

 いぶすき菜の花マラソンを聞いたら、人は集まったそうです。北海道、外国からも来

られる。そういう意味では一つの目玉になるのではないでしょうか。 

 ほか何かございますか。 

 

（Ｃ委員） 

 この木製椅子ですが、高さは何通りぐらいあるのですか。身長の高い子には高い椅子

があるのですか。 

 

（委員長） 

 何年生用とかあるんですか。 

 

 



  23 

（Ｃ委員） 

 ４年生からと書いてありますね。 

 

（こども教育部副理事兼学事課長） 

 今回、小学校４年生から６年生までということでつくりますので、恐らく３パターン

です。 

 

（委員長） 

 ６年生と４年生では随分違いますからね。 

 

（Ａ委員） 

 新しくできた教室というのは木製の椅子が違和感がないような、例えば、フローリン

グみたいな感じなんですか。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 今つくっている教室はふんだんに木材を利用しておりまして、床も腰壁も杉材とかが

使われておりまして、調和がとれるようになっています。 

 

（Ｄ委員） 

 マラソンの件なんですけど、佐賀市教育委員会ではそれほど関係ないかもしれないで

すけど、観光と結びつけて、イベント化していく案もあるのですか。 

 

（スポーツ振興課長） 

 観光の部分もありますし、経済効果をもたらしている部分もあります。いろいろな要

素があります。 

 

（Ｄ委員） 

 フランスのマラソンとかだと、地元のワインを飲みながら、危険もあるかと思います

が、地元の名産品を途中途中に置いていたりとかしているみたいですよ。 

 

（スポーツ振興課長） 

 はい、いろいろ名産品とかも置こうということも考えてはおりますけれども、今後検

討したいと思います。 

 

（委員長） 

 いぶすき菜の花マラソンでは給水所におにぎりとか置くのだそうです。 

 

（Ｄ委員） 

 佐賀の農産物をですね。 

 

（委員長） 

 それで、アスリートだけじゃなくて、一般の方々が旅行がてら楽しみに来るのでしょ

うね。 

 

（Ｄ委員） 

 そういう楽しいイベントになると観光にもなって、泊まりがけで来られる方も出てき

ますね。 
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（スポーツ振興課長） 

 その狙いはあります。 

 

（委員長） 

 いぶすき菜の花マラソンには、まず市役所の職員が走れと言われたそうです。担当者

がフルマラソンを走れと言われた。きつかったというようなことを言われていました。 

 ほかございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 その他、何かございますか。 

 

（Ｃ委員） 

 この間、全国学力調査の公表をされましたが、佐賀県は少し低いという感じを私は受

けました。佐賀市はどうなのかなと思って、平均を見たら、今回は理科も入っておりま

すけれども、一番トップの秋田と比べたらすごく差がありました。全国平均のプラスマ

イナス５％だからいいじゃないかと言ってしまえば、私は学力は伸びないのではないか

と思います。特に中学校が全体的に悪かったので、その辺りの学力を上げる教育を考え

る必要があると思いました。もし佐賀市の状況がわかったら教えていただきたいのです

が。 

 

（委員長） 

 勉強会の議題にして、どういう実態なのか。小学校でいいところは中学校でもいいの

か。いいところはやはり教え方がいいのか。地域の中での教育力が高いのか。家庭教育

が充実しているのか。子どもそのものが能力が高いのか。そういう分析をしていったほ

うがいいと私は思っています。単に結果だけどうこうということよりも、これからどの

ようにしていくかを考えるには、吟味をして、検討をしていくことが必要であり、勉強

会をさせていただきたいと思いますけど、よろしいでしょうか。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 佐賀市の検討委員会を今から各教科でするところでございます。その計画で進んでお

ります。 

 

（委員長） 

 ほか何かございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 いじめのことも大変な問題が放出しておりますが、佐賀市は先に取り組んでいます

し、きょうの新聞を見ると、多久市と嬉野市でもチームを組んで対応するというような

ことを言っていました。大きな命のことですから、子供の命の安全を保障するというの

は大切なことですから、これも一生懸命佐賀市では取り組んでいきたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして８月の定例教育委員会を終わりにしたいと思います。ご

苦労さまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 


