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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。ことし最初の定例教育委員会でございます。ことしもよろしくお願

いします。 

 ことしは、まず三瀬中学校剣道部の男子、女子の表彰がなされまして、本当にいい出

発だと思いました。この先、こういういいニュースがたくさんあればいいなと願ってお

ります。 

 これより佐賀市教育委員会１月定例会を開きます。 

 本日は、東島教育長、それから福島委員が所用のためにご欠席でございますが、６人

中４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、配布いたしております日程のとおりお願いしたいと思い

ますが、ご異議ございませんでしょうか。 

    〔「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 

 

（山下委員長） 

 日程２の会議録の報告を求めます。 

 

（梅﨑教育総務課副課長兼総務係長） 

 １２月２５日に開催いたしました定例教育委員会の会議録につきましては、１月１８

日に皆様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。 

 

（山下委員長） 

 報告は終わりました。 

 報告内容に修正箇所や質疑はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、会議録は報告のとおり承認いたします。 

 

日程３ 教育長の報告 

 

（山下委員長） 

 次に、日程３、教育長の報告を求めます。 

 

（梅﨑教育総務課副課長兼総務係長） 

 本日、教育長が欠席のため、教育長報告につきましては配付しております書面をもっ

て報告にかえさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（山下委員長） 

 配付されております報告書にて教育長報告にかえたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、教育長からの報告を終わります。 

 

日程４ 提出議案 
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（山下委員長） 

 引き続き、日程４の議題であります。 

 最初に、第１７号議案『佐賀市公民館条例等の一部を改正する条例』について、ご説

明をお願いします。 

 

（右近社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 佐賀市公民館条例等の一部を改正する条例につきましては、合併協定に基づいて公民

館等の使用料を見直す必要がありますので、改正を行うものです。 

 資料２ページをお願いいたします。 

 見直しの対象施設は、２７の公民館、４つのコミュニティセンター、大和・富士生涯

学習センター、それと東与賀と久保田の農村環境改善センターでありまして、関連する

条例を改正します。 

 ３番に改正の内容を記載しております。まず(1)、ここには原則として使用料を設定

しないと書いておりますが、下の表のとおり、市外者が利用する場合、あるいは営利目

的の使用の場合には使用料を徴収しますので、料金を設定します。 

 ２つ目の改正内容は、その設定する料金につきましては、施設の規模、それから部屋

の広さに応じて、１時間当たり３００円、５００円、７００円を基本としております。

面積が広い多目的ホール等は若干高くなっております。それぞれの部屋の料金は別にお

配りしております別紙の資料に見直し案を載せておりますので、後でごらんいただきた

いと思います。基本的には、一番小さい部屋が３００円、中が５００円、一番広い部屋

が７００円となっています。 

 ２ページに戻っていただいて(3)は、冷暖房の使用料等でございますが、旧佐賀市に

準じまして、実費相当額を徴収することにしておりますので、冷暖房使用料として規定

している条文については削除をいたします。 

 ４ページのア、上段の表は、左が現行の冷暖房使用料です。右が見直し後の実費相当

額の料金になります。小さい部屋で１時間当たり１００円。大きい部屋が２００円と統

一をしたいと思っています。 

 下の表の左は、現行条例で規定をしています冷暖房使用料です。これを削除して、右

の実費相当額を徴収するということになります。 

 それから、２ページに戻っていただいて、改正条例の施行期日は見直しの周知期間と

いうのも考慮しまして、本年１０月１日としております。 

 それから５番目、開館時間、休館日も、旧佐賀市に合わせてこの表のとおりに改正を

したいと思います。この開館時間等につきましては、規則の改正になりますが、３月に

改正をして、施行日については料金改正と同じく１０月１日を予定しております。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 何かご質問はございませんでしょうか。料金が安くなって、利用者の方にとっては利

用しやすくなるのではないかと思います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、第１７号議案『佐賀市公民館条例等の一部を改正する条例』は原案のとお

り承認します。 

 

日程５ 報告事項 

 

（山下委員長） 

 続きまして、日程５の報告事項に入ります。 

 「平成２４年度（２０１３年）佐賀市成人式について」、青少年課お願いします。 
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（宗青少年課長） 

 青少年課でございます。５ページをお願いします。 

 本年度の佐賀市成人式は、平成２５年１月１３日、日曜日に市内８会場で開催いたし

ました。教育委員の皆様には大変お忙しい中、市長式辞を述べていただき、誠にありが

とうございました。全８会場とも、式典等は事故などもなく、予定どおり開催すること

ができました。ただ、東与賀会場については、受付で記念写真の申し込みもあわせて行

ったことなどにより、受付に時間がかかり、開式が１０分遅れたと報告されています。 

 また、各会場では、新成人代表者の皆さんに受付や司会進行などの役割を担っていた

だき、運営面への協力もいただいたところです。 

 なお、今年度新たに、全会場に「感謝の手紙コーナー」を設置しました。これは、こ

れまで愛情を持って育ててくださった保護者や御家族、恩師の方などに、日ごろ面と向

かっては言いにくい感謝の気持ちを、成人式という人生の節目に手紙という形で表して

いただきたいと思い実施いたしました。実際に成人式会場で投函された数は、佐賀会場

で投函された６通のみと郵便局から報告を受けています。 

 この他に、当日式に参加された新成人を対象に「アンケート」を実施いたしました。 

 アンケートの内容は、「今後の佐賀市成人式はどのような形式で開催した方がよいの

か」ということと、「佐賀市成人式の開催日はいつがよいのか」の２項目について質問

しました。全会場のアンケート結果はただ今集計中ですが、現在集計が終わっている佐

賀会場の結果は、回収率が２５％で、「１会場での開催がよいと回答された方が３８％」、

「これまでどおり８会場での開催がよいと回答された方が６１％」、それから、「開催日

は現在の開催日がよいと回答された方が８０％」という結果でした。このアンケート結

果は、今後の佐賀市成人式の参考資料としていきたいと考えています。 

 記念品につきましては、前年度同様、新成人に「故郷さが」と「物を大切にする心」

を忘れないでもらいたいとの願いを込めて、佐賀市産ヒノキ材を使って諸富家具振興協

同組合で製作していただいた「マイ箸」をお贈りしました。今年度も箸袋の台紙の「祝

成人」、「２０」、「おめでとうございます」の文字を新成人の方に書いていただきまし

た。 

 今年度の成人式参加者数は、全体で１，９４４名でした。住民基本台帳に２，５０４

名の登録がありましたので、７７．６％の参加率となります。 

 佐賀会場につきましては、参加者数が１，２７０名でした。会場である市民会館前の

駐車場やロビーでは、久しぶりに会う友達同士で会話が弾み、式典開始直前まで大変賑

わっておりました。式典開始の午後３時にはホールは満席となり、通路での立席の参加

者も多数おられました。開式時は、立席での参加者も多数あったせいか、少々ざわつい

ておりました。また、市長が式辞を述べている途中に、大声で「ありがとう」などと叫

ぶ新成人も一部おりましたが、ほとんどの参加者は、大人としての自覚を胸に臨席して

いるようでした。 

 今年度は、７名の新成人に「司会・進行」、「記念品贈呈」、「母子健康手帳贈与」、「新

成人代表の誓いの言葉」の役目を担っていただきました。 

 来年度は、佐賀会場の会場を佐賀市文化会館に変更し、収容人数の問題などを解決し

て、さらにより良い成人式の開催に向けて取り組んでいきたいと考えているところで

す。 

 報告は以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、今佐賀会場のことを報告してもらいましたので、各出張所からも、成人式

までの実行委員への指導とかサポートとかを報告していただけますでしょうか。 

 諸富出張所からおねがいします。 
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（鷲崎諸富教育課長） 

 諸富では、ことしから会場を、ハートフルから公民館の講堂に変更しました。今まで

ハートフルが１，２００人ほど入る会場だったんですけれども、それに対して新成人が

１００名ほどですから、バランスが悪いということで講堂に変えました。それに対して

クレームが来るかと思っていましたけれども、クレーム等は特にはありませんでした。 

 新成人の中には色のついた紋付を着て、髪も染めてサングラスをつけた方も１０人ほ

どいましたけれども、特段会場が騒ぐということはありませんでした。基本的にはスム

ーズに行ったと思っております。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 次に、大和出張所からおねがいします。 

 

（前山大和教育課長） 

 大和会場は、実行委員会形式はとっておりません。 

 式典会場は例年ホテル龍登園で開催をしており、今年の新成人の参加者は１８１名で

した。 

 式典終了後、記念撮影を行いましたけれども、ちょうどそのとき小雨が降っておりま

したが、何とか外で撮影することができました。 

 その後、別会場におきまして１時間程度、恩師を囲んでのティーパーティーがありま

した。 

 ことしも新成人者の参加態度も非常によくて、滞りなく開催できたところです。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 富士出張所、おねがいします。 

 

（野中富士教育課長） 

 富士会場も大和と同じく、実行委員会形式ではありません。 

 ４１名の成人の方が出席されまして、１時からの成人式をスムーズに行うことができ

ました。 

 その後、恩師を囲んだ立食ティーパーティーを行いました。ことしの成人者は自己紹

介等もスムーズに言ったり、自分で紹介をおもしろく言ったりして、非常に和やかな雰

囲気で式典もパーティーも終了したところです。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 次、三瀬出張所お願いします。 

 

（藤瀬三瀬教育課長） 

 三瀬会場も、実行委員は設定をしておりません。 

 対象者が１１名、出席者が９名ということで、開式の時刻も予定どおりで、３０分程

度の式は滞りなく終了いたしました。 

 式典も、和やかといいますか、厳粛な式典で、その後の立食ティーパーティーでは、

６年生のときの恩師の先生が見えられて、その際に、６年生のときに子どもさんたちが

書かれた習字や絵画をタイムカプセルという形で開封されまして、和やかにお話をされ

ていたところが印象に残りました。 
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 三瀬会場も何事もなく終了いたしました。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 川副出張所、おねがいします。 

 

（諸田川副教育課長） 

 川副会場です。式典は１１時から始まりました。例年どおり男女２人の新成人が司会

進行しまして、実行委員形式ではなかったのですが、すばらしい進行をしてくれました。 

 来賓挨拶の途中で、少し目立ちたがり屋で元気な若者が１０人ぐらい、はかまを履い

て会場に乱入しましたので、少し来賓の方が戸惑われたかなということがありました。

しかし、式典自体は順調に進行することができました。 

 祝辞は岸川教育委員に述べていただきました。今回初めて立食パーティーをしまし

て、非常に寒い会場でしたけれども、温かい飲み物を出しましたので、好評のうちに終

わりました。 

 写真撮影が終わったあと、会場の外側に１０名ぐらいの若者が１台の改造車を持って

きまして、少し騒いでおりました。警官の方が５、６名見えて注意をされました。その

改造車についてはレッカー車で運ばれたという状況でありまして、近年になく、少し騒

がしかったかなと思いましたけれども、目立ちたがりだったと思いました。次の日は元

気に仕事に行っていたという話も聞きましたので、よかったかなと思います。 

 川副会場は以上です。 

 

（山下委員長） 

 東与賀出張所お願いします。 

 

（江頭東与賀教育課長） 

 東与賀は実行委員形式という形を毎年とっておりまして、ことしは実行委員６名、そ

れをサポートしてくれる新成人９名の１５名で運営をいたしております。 

 その実行委員が決まったのが１０月で、それからの打ち合わせが新成人の仕事などの

関係で、なかなか調整がとれなかったということで、大分作業がおくれました。何とか

式典には間に合いましたが、作業がおくれた分、意思の伝わりが不十分な点があったの

ではないかと思いました。受付が長引き開式が１０分おくれましたのは、このことが影

響したのではと考えております。 

 その受付を来年は改善して、遅れることがないようにしたいと考えているところで

す。 

 式典におきましては、若干名、やじといいますか、冷やかしの言葉をかける場面もあ

りましたが、全体的に非常にスムーズに進んだのかなと思っております。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 久保田出張所お願いします。 

 

（吉村久保田教育課長） 

 久保田出張所では、昨年に引き続き実行委員会形式をとっておりまして、１５名ほど

の実行委員会のメンバーでやっております。 

 会議そのものは２回ほど行っておりますが、実行委員会はどういう役割があるのか、

タイムカプセルの掘り起こしをいつにするのかとか、２次会をどういうふうにするのか
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とか、いろんな役割も事前に伝えておりましたので、自分たちで、フェイスブックでお

互いに連絡を取り合って、こちらが手を加えることなく役割が整っておりました。 

 それで、実際集まって話し合いを行ったのは２回ほどですが、そういうことで、実行

委員さんたちはある程度事前に把握をしていたのではないかと思っております。 

 式典については、全員５分前には席についておりまして、定時に開始することができ

ました。 

 母子手帳の贈与もほのぼのとした雰囲気の中で、親から子へ渡すというのが大変好印

象で、会場の皆さんの笑顔の中で贈与してもらっておりました。 

 立食パーティーは全て新成人者の進行で行って、大変にぎわった成人式でした。 

 以上、滞りなく終了しております。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは、私たち委員も出席しましたので、それぞれ感想を述べていただきたいと思

います。まず岸川委員おねがいします。 

 

（岸川委員） 

 私は川副会場に出席させていただきました。 

 川副は新成人の人数が約２００人以上でしたが、出席は１７０人とお聞きしておりま

した。 

 ことしの新成人は、私が中学校でＰＴＡをしていたころの子どもたちで、結構勇まし

い子たちが多かったので、心配しておりましたけれども、私が式辞を読むときは一生懸

命みんな聞いてくれていまして、よかったと思いました。 

 先ほど言われたように、ちょうど市議会の方が式辞を言われているときに、車のクラ

クションを鳴らして十数名、奇抜な格好をした子たちが入ってきまして、ちょうど座っ

た席が恩師の先生方の前だったもので、式典中は意外とおとなしくしておりましたけれ

ども、閉会の言葉があった瞬間にみんな壇上に上がってきて、騒動というほどでもない

ですけれども、自己主張をしていまして、新成人としてはちょっと幼稚だなというイメ

ージを受けました。 

 ただ、式典そのものは非常に厳粛なものでした。保護者の方も後ろのほうに５０人ほ

どお見えだったでしょうか。 

 ティーパーティーの前には、お互いの子どもとか自分の子ども以外の子どもとも懇談

をして、非常に和やかな雰囲気で、さっき言った奇抜な子どもたちもお母さんとツーシ

ョットで写真を撮ったりして、ほほ笑ましい様子も見られました。 

 私は成人式に出席させていただくのは４回目ですが、いろいろな場所の式を見せても

らいましたが、やはり旧郡部の成人式はいいんですよね。それに比べて、３時からの佐

賀市の成人式は、わずか２０分の式典で、子どもたちにとって何も残らないというか、

皆さん努力されているのに失礼な言い方かもわからないですけれども、あれだけの労力

を使って２０分の式典をする意味があるのかとちょっと思いました。私は中学校校区ご

とに開催したほうがいいと思っております。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございます。 

 伊東委員お願いします。 

 

（伊東委員） 

 諸富に行かせていただきました。今課長からの報告がありましたように、時間もきっ

ちり終わりまして、実行委員さんたちの計画どおり達成されたのではないかなというこ



  7 

とで感心をしました。中には格好いい子どももいましたが、あれも一つのファッション

でしょうから、式がうまくスムーズに行けば問題ないのかなと思いました。 

 ただ、私が風邪を引いていて、市長のすばらしい式辞を鼻声で言ったことが非常に悔

やまれるな、子どもたちに申しわけなかったなというところでございます。 

 実行委員の皆さんには感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

 

（山下委員長） 

 光吉委員お願いします。 

 

（光吉委員） 

 私は大和に行かせていただきました。 

 昨年は会場がわかりづらくて迷ったとおっしゃられていましたが、ことしはそんなこ

とはなく、すぐ上がっていけば会場だったので、よかったなと思いました。 

 開始１０分前に席に座るように言われていましたけれども、後ろのほうでは立ってお

しゃべりに夢中で、全然話を聞いていないような感じでしたけれども、いざ式が始まっ

たらきちんと座れていたと思います。 

 式辞を読んでいるときは、全体的に静かではありましたけれども、後ろの方では小さ

な声でおしゃべりをしている人がいたので、式辞を読みながら少し気になったところで

はありました。 

 ただ、全体的にとても落ち着いた感じではあったかなと思います。 

 奇抜な髪形とか髪の色をした人もいなかったので、よかったなと思いました。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 最後に私ですが、私は久保田に行かせていただきました。 

 恩師の方や保護者も多く参加されておりまして、出席率も非常によかったのではない

かと思います。司会者もとてもよくされておりました。 

 ただ、式典に入って厳粛な国歌斉唱をする際に、男の新成人で、目立ちたかったのか

どうか知らないけれども、ふざけて物すごい大きい声で、伴奏にも乗らないで歌ってい

ました。３分の２ぐらい歌い終わってからはちゃんと合わせてくれましたけれども、き

ょうの式はどうなるかとすごく心配でした。ただ、その後は静かにして聞いてくれまし

た。 

 しかし、３０分間の式典でしたけれども、スマホをしょっちゅうする新成人、友達と

ぼそぼそとしゃべる新成人とかもいて、新成人になったらこういうことはしてはいけな

いんだという意識の問題が若干あるかなと感じました。 

 あとは混乱なく終わりましたけれども、やはり何人かは、意識の問題ですかね、もう

少し自覚を持ってほしいなと思いました。 

 以上でございます。 

 ことし課題があった点は、ちょっとしたことでも、来年こういうことがないようにと、

各出張所など関係部署できちんとした新成人としての認識を持つという意識の持ち方

を指導していただけたらと思います。 

 そのほか、何かご報告はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質問等なければ、これで報告事項は終わります。 

 その他で何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかにないようでしたら、これで１月の定例教育委員会を閉会いたします。ありがと

うございました。 

 


