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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。子どもたちの夏休みも、残り少なくなってまいりました。この間、

子どもたちはいろんな場でいろんな体験を重ね、一回りも二回りも大きく成長できたの

ではないかと思っております。 

 また、この夏は非常に暑くて猛暑日が約２週間も続き、皆様方におかれましては夏の

疲れなど徐々に出てくるかもわかりません。どうぞお体をお大事になさってくださいま

すようお願いいたします。 

 これより佐賀市教育委員会８月定例会を開きます。 

 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お願いしたいと思い

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 

 

（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） 

 ７月２３日の定例教育委員会の会議録につきましては、皆様方に８月２３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。 

 

（山下委員長） 

 報告は終わりました。報告内容に質疑はございませんでしょうか。何か修正するとこ

ろがございましたらお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議がないようですので、会議録は報告のとおり承認します。 

 

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。 

 

（東島教育長） 

 レジュメを用意させていただいております。昨日が定例議会の開会日でございまし

た。今回、質問された議員の数は前回よりも少なかったのですが、相変わらず教育委員

会に対する質問は多うございました。 

 ８月の定例教育委員会の報告として、まず１点目に管理職の人権・同和教育研修会で

す。これは毎年行っております。 

 校長の部、教頭の部ということで行っております。近年は学校現場における差別発言

事象は起こっておりません。しかしながら、それに類するような人をさげすむ言葉を使

うということは、やはりなかなか絶えないところがございます。 

 ご存じのように、小城市の問題がございました。いかに人権・同和教育が必要である

かという事案ではなかったのかなと思っております。 

 そういう意味で、人権を尊重するという視点からの教育というのは小さいときからの
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積み上げでございます。各学校では、毎年テーマを決めて、１年を通して研究を積んで

おります。この人権についても教育の根幹であるという認識のもとに進めていく必要が

あろうと考えたところでございました。 

 ２点目は、新任学校評議員研修会を７月２６日に行いました。 

 現在、佐賀市では５３小中学校に２３２人の学校評議員、３１人の学校運営協議会委

員を委嘱しております。これはご案内のとおり、学校を開く、そして学校を信頼に足る

ものにするという意味合いから法的に制度化されたものでございまして、新任の評議員

の皆様方、学校運営協議会の皆様方を対象に、その趣旨、学校制度の意図、それから学

校運営にどうかかわっていくのかということについて研修会を行ったところでござい

ます。 

 地域の中の学校という視点から見ますと、地域に信頼される学校づくりというのは、

学校にとっては大きな命題でございます。そういう意味から、この評議員研修会が一役

買っているとご理解いただければと思っております。 

 ３点目は、第２回佐賀市・久米島中学生交流を８月２日から４日にかけて行いました。 

 今回は非常に天候に恵まれて、２泊３日の研修が無事に終了いたしました。別添の資

料の３ページ～６ページで私の感想を述べさせてもらっております。 

 こういうつながりを、後世にずっと継続して伝えていく、あるいは理解を深めながら

友好関係を築いていくというのは、やはり子どもの教育が一番重要でございます。そう

いう意味合いから、今回は非常に濃密な交流ができたなと考えております。 

 今回のハプニングといいますか、たまたま沖縄相撲の大会があっておりましたので、

そこに佐賀市の中学生の中から代表で、飛び入りで参加をさせたのですが、あれよあれ

よという間に勝ち進んで準優勝を果たしまして、向こうの沖縄タイムスなどにも大きく

報道をされたと聞いております。 

 両市町の中学生交流が非常に意義あるものになっているということをここにご紹介

させていただきます。あとはお読みいただければと思います。 

 ４点目は、第２２回佐賀市平和展です。 

 これはもう２２回目を数えますが、佐賀市と佐賀市教育委員会の共催で、毎年佐賀市

立図書館を中心に行っております。 

 開会当日は、私もセレモニーに出ました。毎年工夫を凝らした平和展になっておりま

す。特に戦後６６年を経過して、その当時、戦争を体験した方たちがかなりの高齢にな

っていらっしゃるということで、いろいろな活動が中止になったり解散になったりとい

う状況にあります。経験を通さない指導というのが主流をなしてきますので、そういう

中で、やはり平和を守る、平和の大切さというのは、経験していない私どもにとっても、

ぜひ子どもたちには伝えていかなければいけないし、子どもたちに真に平和の尊さをわ

かっていただかなければいけないという思いから、今後、この平和教育のあり方という

のは、一工夫要るのかなという思いを持ちながら、このセレモニーに参加したところで

ございます。 

 ５つ目は、市の歯科医師会と協議会をいたしました。 

 特に、大きく協議をいたしましたのは、①歯・口の外傷対策、つまり、子どもたちが

部活動とか学校生活の中でちょっとしたきっかけで歯を痛める。あるいは歯をなくすと

いうことが起こっております。それに対してどう対応していくのかということでの協議

でございました。 

 これにつきまして調査をした結果、現在、佐賀市内の小学校で３５件、中学校で９件、

合計４４件、実際に歯・口の外傷が起こっております。状況を見てみましたら打撲、歯

牙破折、脱臼、しかも発生時間帯は休み時間が圧倒的に多い。中学校では体育の授業や

部活が多いということです。 

 私も経験をしたのですが、子どもたちがぶつかって歯を欠損した際に、その歯をどう

したかと親御さんから問われました。歯を欠損したときに、歯を保存する歯牙保存薬を

学校に置いていませんでしたが、学校給食をやっていましたので、早急に牛乳を取り寄
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せて、牛乳の中に入れて子どもと一緒に歯医者さんに向かわせました。そうしたところ、

親御さんからは、「歯が欠けて、その歯をどうされましたか」というのが私への最初の

発問でした。「歯が欠けたので、簡易的ではありますけれども、その歯を早急に牛乳の

中に入れて、子どもと一緒に病院に行きました」と言ったら、その親御さんは納得され

ました。ということは、歯の欠損について親御さんは高い知識を持っていらっしゃった。

処置の仕方によっては大きな問題に発展するということです。 

 そういう意味で、歯科医師会との話し合いの結果、各学校に常備する必要があろうと

協議をしたところでございました。 

 それから、②子どもたちの歯の健康、特に虫歯が見つかった場合に治療勧告の紙を渡

しますが、子どもたちはなかなか歯医者さんに行こうとしない、治療をしようとしない。

とどのつまり痛くなっていくというのが現状であります。 

 虫歯、あるいはそのほかの病気が見つかった場合には、できるだけ早く歯医者に行く

ということが大事でありますので、歯の健康の重要性を健康教育、あるいは学校だより

や保健だよりの中で進めていく必要があろうと思いますし、治療勧告を徹底する必要も

あろうと話をしたところでございました。 

 ６点目、佐賀県コミュニティースクール研究大会がございました。 

 コミュニティースクールは、赤松小学校、北川副小学校、城南中学校に指定をかけて

から、すでに六、七年経過しております。また、県内には５つの市で、合計１１校がコ

ミュニティースクールをやっております。ところが、この六、七年間の間に県内で情報

交換をしたり、お互いに課題を話し合ったりという機会はありませんでした。今回、城

南豊夢学園と佐賀市教育委員会の共催で全県的に呼びかけて、それが実現いたしまし

た。やはり地域が変われば、そのありようも変わってきますし、抱えている課題も同じ

ようなものがたくさん見られました。お互いに情報を交換し、課題を明確にし、そして

これからどうするかということで非常に有意義な会になったということをここにご報

告しておきます。 

 今後ともコミュニティースクールの趣旨につきましては、全市的に十分取り込んでい

かなければいけないと考えているところでございます。 

 以上で報告を終わります。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 報告内容にご質疑はございませんでしょうか。 

 

（福島委員） 

 歯の治療についてですが、虫歯の治療をしてくださいと親御さんに伝えても、親が受

診させないということは多いのでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 比率までは私も覚えていませんが、学事課わかれば答えていただきたいと思います。

歯の場合には痛くならないと行かないというのが現状ですね。これは私たち大人もそう

ですが、本当にせっぱ詰まらないと行かない。それぐらい歯についての知識は浅いです。

歯の健康が非常に重要だという認識が不足しているというのがあります。親もそうです

し、子どももそれを訴えない。せっかく定期検査を行っていますから、治療するべきと

ころが見つかったら、必ず長期休業中なりを利用して治療を済ませて歯の健康を維持す

るということが大事だなと思います。 

 

（福島委員） 

 保険証がないといった貧困な家庭や、あとネグレクトで病院にやらないというケース

もあったりしますよね。離婚後にそういう子を取り戻したという事件があったのです
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が、そういうネグレクト的な虐待のあるケースもあるので、ちょっと注意して見てもら

って、場合によっては児童相談所に相談するということも必要かもしれませんので、そ

ういう配慮もしていただけたらなと思いました。 

 

（東島教育長） 

 今の件は、歯科医師会の方も言われました。歯を見ただけでその辺りもわかってくる

と。歯の健康に当然親が気をつけないし、子どももそうなってしまっているということ

です。 

 

（福島委員） 

 私が担当したケースだと、前歯以外ほとんどなかったんですよ。横から見ると前歯し

かなくて、ネズミさんみたいになって、あとの歯は全部真っ黒みたいな。お父さんが親

権をとられていたんですけれども、お父さんも県外に働きに出ていってしまって、最初

は週末だけ帰ってきていたけど、そのうち週末も帰ってこなくなってしまった。そこで、

母方に取り戻すために裁判所に申し立てるという形だったのですが、あまりひどい場合

は、全然養育していないということがあるので、そういうときは、児童相談所とか弁護

士相談とかにつないでいただければと思います。 

 

（東島教育長） 

 そうですね、そのことは校長会等を通じて話をしておくべきかと思います。私たちは

体の検査などはよくしますが、歯で子どもたちの虐待関係を見抜くというのは意外と考

えていませんでした。でも、歯医者さん方からすると、歯を見てもわかるそうですので、

その辺りは１つのきっかけになるのではないかなと思います。それは留意したいと思い

ます。 

 

（福島委員） 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 歯牙保存液で保存していれば再生できるわけですか。 

 

（東島教育長） 

 可能性があるそうです。 

 

（岸川委員） 

 一度欠けたものもですか。 

 

（東島教育長） 

 欠けたものもです。その辺りは専門的で私もわかりませんけれども、ただ、とれた瞬

間に保存液につけたら、また復活できるそうです。 

 

（岸川委員） 

 すごいですね。 

 

（山下委員長） 

 今、佐賀市の小中学校では、何校ぐらいこの保存液を常備していますか。 
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（田中こども教育部副理事兼学事課長） 

 保存液の有無については、今、調査をかけています。ないところについては、その分

を置いていただくように、今準備をしているところです。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございます。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質疑がないようですので、教育長からの報告を終わります。 

 

日程４ 提出議案 

 

（山下委員長） 

 引き続き日程４の議題であります。 

 最初に第８号議案『佐賀市健康運動センター条例の一部を改正する条例』について、

スポーツ振興課からご説明をお願いします。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 １ページをお願いいたします。第８号議案『佐賀市健康運動センター条例の一部を改

正する条例』です。提案理由といたしまして、サッカー・ラグビー場の新設に伴い改正

する必要がありますので、この案を提出するものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 １番目の改正理由につきましては、先ほどの提案理由と同じでございます。 

 ２番目の主な改正内容です。 

 まず(1)、この施設をつくりまして、スポーツ色が強くなることから、条例第１条の

設置と第３条の事業の中に「スポーツの推進」という文言を追加しております。 

 (2)は、これまで仮称として「サッカー場」と言っておりましたが、名称を「サッカ

ー・ラグビー場」としております。構成施設といたしまして、天然芝グラウンド、人工

芝グラウンド、管理棟を追加しております。 

 (3)は、(1)、(2)につきましては保健福祉部健康づくり課所管ですが、今回あわせて

改正するものでございます。 

 まず、①の健康運動館、既存部分ですが、アの温水プール、スタジオの専用使用料を

２時間単位の設定から、「最初の２時間まで」と「２時間を超えた後の、１時間につき」

の設定に見直しをしております。 

 イの多目的室ですが、２時間単位の設定から１時間単位に見直しております。市内者

の２倍となる市外料金を設定しております。それから、冷暖房使用料を設定しておりま

す。 

 ②の多目的グラウンド、こちらも既存部分ですが、使用料を４時間単位の設定から１

時間単位に見直しをしております。一般者の半額となる高校生以下料金を設定しており

ます。それから、市内者の２倍となる市外料金を設定しております。 

 ③のサッカー・ラグビー場は新設となりますが、まず、貸し出しの区分は、天然芝に

つきましては、主な利用を大会等と想定しております。半面貸し出しで一部分のみの芝

生の損傷の懸念があること、あるいは半面の区切りがはっきりしていないため、種目の

違う利用による危険性、例えば、グラウンドゴルフとサッカーなどがあることから、全

面のみの貸し出しとしております。人工芝につきましては、サッカーの試合、練習やジ

ュニアサッカーの利用のニーズが多いと考えられるため、全面及び半面の貸し出しを行

うこととしております。 

 貸し出し金額といたしましては、平成２３年５月に策定された公共施設の使用料設定

の基本的な考え方に基づいて、試算額を算定いたしまして、市内施設や他市施設の使用
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料と比較し、今回については近県の使用料を参考にしておりますが、使用料を設定して

おります。 

 天然芝、市内利用者全面１時間利用で２，０００円、人工芝、市内利用者全面１時間

利用で１，５００円としております。 

 照明施設につきましては、実費相当といたしまして、全面１時間利用で３，５００円、

ミーティング室、大きいほうを１時間２００円、小さいほうを１５０円としております。 

 冷暖房使用料につきましては、他の体育施設と同様１時間１００円、シャワーにつき

ましては、１回１０分程度ですが、１００円としております。 

 シャワーについては、今まで体育施設では料金を取っておりませんでしたが、利用者

の中にはお風呂がわりに使われている人もいるという、施設を管理しております指定管

理者からの意見もございまして、今回からコイン式にして料金を取ることとしておりま

す。今後機会があるごとに、順次その方式に変えていきたいと思っているところでござ

います。 

 また、他の体育施設と同様に使用料の設定を１時間単位とし、一般の使用料の半額と

なる高校生以下使用料、市内者の２倍となる市外料金を設定しております。 

 ３番目の施行期日は、平成２６年４月１日からとしております。 

 ４番目の改正条例案でございますけれども、別紙①の３ページから５ページに条例案

をつけておりますのでご参照ください。 

 以上でございます。 

 

（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。 

 

（東島教育長） 

 ３ページの個人使用の最初の２時間を超えた後、３０分につき１００円というのはど

の施設ですか。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 これはプールのほうです。 

 

（東島教育長） 

 プールは超えた１時間につき１００円ではなかったですか。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 ここは健康づくり課所管でして、健康づくり課でそういう設定をされております。 

 

（山下委員長） 

 プールの、個人使用は最初の２時間まで４００円となっていますが、これは一般の人

の料金ですよね。例えば、小学生とか子ども料金は設定されていないのですか。 

 

（久富スポーツ振興課主幹兼管理係長） 

 担当しています健康づくり課から、その旨についての回答があります。健康運動施設

は子どもからお年寄りまでの健康づくり施設と位置づけておりまして、健康運動指導士

による指導やアドバイス、教室などを実施しております。施設の貸し出しが主であり、

高校生の費用負担軽減や青少年スポーツの推進を目的に、高校生以下料金を設定してい

る、スポーツ振興課が所管する体育施設とは、その位置づけが異なる施設と考えている

ため、高校生以下料金の設定は考えていないということです。 

 以上です。 
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（山下委員長） 

 それでは、プールは幼児も大人も一律４００円ということですかね。 

 

（久富スポーツ振興課主幹兼管理係長） 

 そうです。 

 

（山下委員長） 

 わかりました。これまでは幼児の料金設定とかはあったのですか。 

 

（久富スポーツ振興課主幹兼管理係長） 

 ないです。今回初めて多目的室や多目的グラウンドに高校生以下料金が設定されたと

いうことです。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 もう１つ教えてほしいですが、プールの専用使用というのは、どういう方たちがお使

いになるのですか。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 大会等でそこを専用して使うという場合です。 

 

（山下委員長） 

 はい、わかりました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議がないようですので、第８号議案『佐賀市健康運動センター条例の一部を改正

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」、

社会教育課お願いします。 

 

（中野社会教育課社会教育係長） 

 本日別紙でお配りさせていただいております平成２４年度公民館運営自己評価の概

要と総括の資料をお願いします。 

 平成２４年度の公民館事業の自己評価が、佐賀市内の２７の公民館と生涯学習センタ

ー２館、コミュニティセンター１館の計３０の施設から提出されておりまして、取りま

とめた結果を記載しております。 

 まず１番目として、公民館運営審議会、公民館・地域連携協議会等の開催状況につい

てでございます。 

 公民館運営審議会は、公民館における各種事業の企画、実施について調査審議をして

いただく機関であります。旧町村と旧佐賀市においては形態が若干違っており、旧町村

については公民館運営審議会、旧佐賀市においては、昨年度から公民館運営協議会から

公民館・地域連携協議会に組織替えが行われ、会議が開催されております。 

 ２番目に開催数ですが、平均５．８回の開催となっております。 

 次に、公民館施設の利用状況についてでございます。 
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 (3)の公民館の利用者数についてですが、１つの館で約６千人から約４万人まで幅が

ございます。１館当たりの平均は約２万２，７００人となっております。 

 人口当たりの利用者数ですが、１人当たり年間何回利用しているかというと、１．２

回から８．８回で、平均すると住民１人当たり２．８回公民館を利用しているという結

果となっております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ３番目、広報活動についてでございます。 

 (1)公民館報の発行回数は平均７．４回、(2)ホームページの更新回数が平均１５．４

回となっており、(3)その他の広報の手段として、館内の掲示やチラシ、ラジオ、地区

内の放送・防災無線等により広報が行われている状況でございます。 

 ４番目として、主催講座についてです。 

 (1)連続講座を１カウントとする開設数は平均９．３回、(2)開催数は平均５１回とな

っております。週に１回は主催講座を開催していると考えられます。 

 続きまして、総括でありますが、 

 (2)にありますように情報提供の手段としては、年代のニーズに合うように館報やホ

ームページ等を効果的に発行していく必要があります。特にホームページの更新はリア

ルタイムに行うことが求められているとまとめております。 

 (3)に記載しております公民館での事業においては、その内容が継続的な学習や主体

的な活動へとつながるよう計画をすることが求められているということです。住民の意

見を聞きながら、ＰＤＣＡを意識して進めることが必要であると感じています。 

 以上が公民館の自己評価の概要でございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 平成２４年度の公民館等学習・活動事業等実績でございます。 

 公民館の事業や機能については、①から③まで３つ掲げております。１番目に、全体

の利用としましては、約６８万人でございます。昨年度に比べると、約１万３，０００

人の減少となっております。 

 ２番目に、公民館における学習事業等を対象者別やテーマごとに分類しております。

対象者別で見ますと、全体に占める割合は昨年とほぼ変わりはありません。講座の開催

数は若干減少しておりますが、成人や高齢者を対象とした参加者数は増えているという

状況でございます。 

 次に、テーマごとでいきますと、現代的課題をテーマとして開催された講座は昨年度

より増え、１，３０１講座あり、全体の６２％に当たります。内容では、男女共同参画、

国際理解が減少しておりますが、健康、さが学、環境、人権、防犯、交通安全、防災、

社会制度が増加し、ＩＣＴは昨年同様という状況になっております。 

 このような取り組みの中、特徴的なものとして、通学合宿を上げておりますが、その

ほかに４ページの一番上に掲載しておりますが、今回、県との共催で課題解決支援講座

に４つの公民館が取り組みました。その詳細を簡単に報告させていただきます。 

 一番上の勧興公民館では、「高齢者の暮らしを考える」をテーマとした３回の講座に

加え、高齢者宅を訪問してインタビューを行い、実態調査をされております。そういっ

た中から、今年度公民館を開放して居場所づくりの事業を展開されております。 

 ２番目の循誘公民館では、「地域でみつけるあなたの幸せ」をテーマに、高齢者学級

の受講者に対して地域活動へのやる気を引き出すことを目的として講座を開催されま

した。まずは地域住民が気軽に集えるように、「毎月１０日はカレーの日」と題して、

地域住民が気軽に集える場の提供を始められており、公民館の応援団とつなげていくこ

とを目指されております。 

 兵庫公民館では、「兵庫町『地域防災』講座」を開催され、その講座で防災に対する

理解と関心を高め、現在各町区で自主防災組織が立ち上がってきている状況でございま

す。 

 久保泉公民館では、「えひめあやめと共存するまちづくり」のテーマで講座を開催さ



  9 

れ、久保泉の魅力等の意見もその中で出され、今後の活動の参考とされております。 

 このように、各校区の課題を解決する講座を開催し、そこから継続的な取り組みへと

つながっていっているという状況がございます。 

 ４ページに戻っていただいて、３番目の子どもたちの継続的な体験活動については１

万８，０８１人が参加しておりまして、前年比で事業数が１、参加者数が４，７９１人

の増となっております。 

 最後に、貸し館の状況でございますが、貸し館の主な利用としてはサークル活動にな

ります。各公民館ごとにどのような種類のサークル活動があるかを示しています。１２

の種類に分類しておりますが、多様なニーズがあり幅広い活動が行われております。全

体では３０の公民館等で７６７のサークルが活動しております。種類が多いものから、

体操、スポーツ、子育て、手芸、生活園芸となっています。１つの公民館で多く活動さ

れているところとしては、大和生涯学習センターの４６、高木瀬公民館の４２のサーク

ルなど、活発に活動をされている状況です。 

 資料の説明について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。 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 ２ページに広報や主催講座の実績がありますが、この発行回数、更新回数、あるいは

開設数は１から１２とか１から６０とかでかなりの幅がありますよね。この辺りの理由

や、条件などがあれば教えてください。 

 

（中野社会教育課社会教育係長） 

 公民館によって、毎月更新しているところや年に１回というところもあったりしま

す。情報の発信というのはやはり必要だと感じておりますので、なるべく６回以上は発

行をしましょうと予算措置もつけて今年度お願いしているところでございます。 

 

（山下委員長） 

 去年も１回というのがあって、もう少し発行してもらうようにお願いはしていました

けれども、年に少なくとも二、三回はやはり発行してもらったほうがいいと思います。 

 

（東島教育長） 

 私もそう思います。公民館報の発行が１回から１２回、ホームページの更新が１回か

ら６０回、例えば、ホームページの更新が手が足りないとか、できる人間がいないとか、

いろいろ理由があるのかもしれませんので、その辺りのできない条件があるとするなら

ば、どれだけ支援できるのか、そこまで考えてやらなければいけないかなと思います。 

 

（中野社会教育課社会教育係長） 

 はい、わかりました。 

 

（山下委員長） 

 ほかにありませんでしょうか。 

 １つ教えていただきたいのですが、５ページにＡ３の資料で、平成２４年度公民館等

施設状況、公民館名、公民館設置年度とあって、この枠の４番目に公立社会教育施設整

備費補助金という欄がありますが、そこに有と無とあるのはどういう意味でしょうか。

補助金がある公民館、補助金がない公民館と見ていいでしょうか。 
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（中野社会教育課社会教育係長） 

 公民館を建てるときに、国の補助金を利用された公民館かということです。 

 

（山下委員長） 

 わかりました。ありがとうございました。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、２番目、「公益財団法人佐賀市文化振興財団の平成２４年度事業報告・計

算書類及び平成２５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」、文化振興課お願いします。 

 

（宮崎文化振興課参事兼副課長兼文化振興係長） 

 お手元に冊子が来ていると思いますが、まずこの文化振興財団の２４年度の事業報告

等の説明をさせていただきます。 

 これは地方自治法の第２４３条の３の規定によりまして、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まして、佐賀市は３，０００万円、１００％全額出資をしており

ますので、議会に提出をすることになっております。 

 この主な内容について、ご報告をさせていただきます。 

 まず４ページから９ページをごらんください。 

 ここから２４年度の事業報告が掲載されております。 

 主なものとしましては、５ページ、６ページに自主文化事業の実施状況が掲載されて

おります。体験活動事業ですとか主催事業、学校へのアウトリーチの事業を行いまして、

全体で１万６，７３８人の入場がございました。自主文化事業の詳細につきましては、

２２ページ以降に掲載されております。 

 次に、施設管理事業について、７ページに掲載されております。 

 ４番、施設管理事業の表を見ていただきますと、利用料金は１億３，４００万円で、

目標の９７．５％、稼働率は文化会館、市民会館ともに目標を上回っております。来場

者数は目標の８８％にとどまっております。 

 続きまして、１２ページをごらんください。 

 こちらが２４年度の収支決算です。２４年度の収支状況でございますけれども、１３

ページの表の真ん中に、当期一般正味財産増減額という欄がございます。マイナス１６

万１，９９９円ということで赤字損失が発生しております。昨年の赤字損失が隣にあり

ますが、約２９０万円ということでしたので、昨年よりは改善している状況です。 

 続きまして、２５年度の事業計画・収支予算について、３６ページをごらんください。 

 ３６ページ、３７ページに２５年度の事業計画を掲載しております。 

 ここでは芸術文化の鑑賞の機会を提供する事業といたしまして、２５年度も引き続き

アウトリーチの事業に力を入れていくことにしております。ただ、一部の自主事業につ

きましては、ことし１１月に第１回目として開催いたします市民芸術祭において実施を

されます。 

 ３８ページ、３９ページには、２５年度の予算書を掲載しております。 

 ２５年度の経常収益、費用の合計は、それぞれ３億９，８００万円でございます。前

年度比約１６０万円の減ということで予定されております。 

 以上で説明を終わります。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 第三者評価委員会の結果を引き続きお願いします。 
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（宮崎文化振興課参事兼副課長兼文化振興係長） 

 もう１つの別紙の資料をお願いいたします。 

 平成２５年度第１回公益財団法人佐賀市文化振興財団第三者評価委員会の結果につ

いてという資料でございます。 

 ７月１８日に文化振興財団の２４年度事業実施に対する第三者評価委員会を開催い

たしました。 

 委員は学識経験者、芸術文化の関係者、マスコミの関係者、企業関係者、会計事務の

関係者、一般公募の方など８名で構成されております。 

 資料の２ページをごらんください。こちらが財団の自己評価表になっております。 

 第三者評価の委員も、その大きな項目、施設管理に関すること、自主文化事業に関す

ること、財務に関すること、この３区分で点数をつけまして、合計の点数によって評価

結果を決定することになっております。 

 自己評価につきまして、施設管理に関することについては、施設の稼働率は目標を上

回っておりますけれども、利用者数は目標を下回ったということでＢ評価、自主文化事

業に関することでは、各評価項目を全てについて目標を上回ったということでＡ評価、

財務に関することは、利用料金収入が目標に達していないということでＢ評価となって

おります。 

 続いて、６ページをごらんください。 

 そちらが評価委員会の採点結果になります。 

 先ほど申し上げました大項目３つですが、それぞれの項目につきまして、評価の項目

を細かく設定をしております。 

 １番から１０番まで項目がありますけれども、それぞれの項目が１０点満点で、委員

が８名ですので、それぞれの項目が８０点満点になります。 

 採点結果を見てみますと、施設管理に関することでは、②番の利用者数を増加させる

ことができたかという点でやや点数が低くなっておりまして、全体としてはＢ評価にな

っております。 

 自主文化事業に関することでは、全ての項目について高い評価をつけていただいてお

ります。特に、⑥番の将来の文化を担う子ども・青少年を育成する、鑑賞・体験事業を

実施できたかというところは高い点数をつけていただいて、得点率が９２．５％となっ

ております。この自主文化事業に関することはＡ評価をいただいております。 

 財務に関することでは、各項目とも６０点で、得点率が７５％です。もう少し努力が

必要という評価であったり、その前のページを見ていただきますと、これは質疑応答を

少しまとめたものですけれども、財団の職員の給与のレベルがわからない、光熱水費も

工夫の余地があるのかわからない、削減の工夫をどういうふうにされたのかというご質

問があっておりまして、具体的に経費節減の内容がよくわからなかったということがあ

るかと思いますが、こういった評価になっておりまして、全体としてはＢ評価です。 

 総合評価といたしましては得点率が７８．８％で、下に判定の基準を書いております

けれども、これによりましてＢ評価となり、概ね良好な成果を収めているというふうに

評価をしていただいております。 

 ７ページに委員からの意見を載せておりますけれど、やはり自主文化事業については

高い評価をいただいていると思います。 

 この評価結果につきまして、財団と検討いたしまして今後の運営に生かしていきたい

と思っております。 

 説明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。 

 学校へのアウトリーチ公演は、学校に手を挙げさせるのですか。こういう機会があり

ますけど、どうですかというふうに。 
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（宮崎文化振興課参事兼副課長兼文化振興係長） 

 はい、そうですね。校長会などで打ち合わせをしまして、希望を募っています。 

 

（山下委員長） 

 アウトリーチの数というのは大体何校というふうに決まっているのですか。 

 

（宮崎文化振興課参事兼副課長兼文化振興係長） 

 そうですね、２４年度は１１校で実施しております。 

 

（山下委員長） 

 平均どのくらいですか。 

 

（宮崎文化振興課参事兼副課長兼文化振興係長） 

 平均が１０校を少し超えるぐらいで、今年度は今のところ１２校を予定していますけ

れども、どんどん広げていくというふうにはなっていかないというのが実情です。ただ、

数年前から比べると随分ふえています。 

 

（山下委員長） 

 そうですか。子どもたちが本物に触れる機会はなかなかないですから、なるべく多く

の子どもたちに見たり聞かせたりしたいなと思います。ありがとうございました。 

 

（東島教育長） 

 アウトリーチでも、文化会館から比較的近いところは行きやすいけれども、離れてい

るところにはなかなか行きにくいというのはありますよね。この辺りは現実的にどうで

すか。 

 

（荒金社会教育部長） 

 アウトリーチも工夫してやっておられまして、三瀬とか東与賀とか、遠いところも結

構行かれています。 

 

（東島教育長） 

 このために旅費が発生したりもするかと思いますが、その辺りも全部自主事業の範囲

の中でしてもらって、いつでも行ける状況にあるのですか。 

 

（荒金社会教育部長） 

 文化会館でやるワークショップについては、周辺のところが有利になりますけれど

も、アウトリーチについては満遍なく公平に行くようにしているようです。 

 

（東島教育長） 

 そうしていただければありがたいですね。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に第３番目、「公益財団法人佐賀市体育協会の平成２５年度事業計画及

び予算書、平成２４年度事業実施報告書及び財務諸表について」、スポーツ振興課お願

いします。 
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（吉松スポーツ振興課長） 

 それでは、同じく公益財団法人佐賀市体育協会の分です。資料の１ページをごらんく

ださい。 

 平成２５年度公益財団法人佐賀市体育協会の基本方針として、まず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目標を定められております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ２５年度の公益財団法人佐賀市体育協会の事業計画になります。 

 ３ページが２５年度主催事業の計画になります。 

 ４ページから６ページが、平成２５年度の収支予算書内訳書になりますが、４ページ

の中段、一番右手に経常収益計といたしまして１億５，７２３万７，００９円、５ペー

ジの下から４段目、経常費用の計１億５，７５８万３３０円、それから６ページの下段、

正味財産期末残高５，４５７万５，６７９円と予算組みをされております。 

 次に、７ページですが、２４年度の財団法人佐賀市体育協会の事業報告となります。 

 それから、８ページですが、主催事業の実績報告となります。 

 ９ページがその他関連の会議、研修等を実施された部分でございます。 

 １０ページ、１１ページが、２５年３月３１日現在の貸借対照表となります。 

 まず、資産の部ですが、１、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２，８６８万５，６０２円。２番の固定資産、(1)基本財産ですが、

投資有価証券、普通預金、定期預金で基本財産合計７，８２７万円となっております。 

 (2)の特定資産ですが、退職給付引当資産、スポーツ振興引当資産で、特定資産の合

計が７７７万２５０円で、固定資産の合計が８，６０４万２５０円で、資産の部合計１

億１，４７２万５，８５２円となっております。 

 次に負債の部ですが、１の流動負債として、未払金、前受金、預り金で流動負債合計

が６８４万２，２９８円、２の固定負債として、退職給付引当金で固定負債合計３９５

万２５０円で、負債の部の合計が１，０７９万２，５４８円、正味財産の部で１、指定

正味財産給付金で、指定正味財産合計５，５００万円、２の一般正味財産４，８９３万

３，３０４円で、正味財産の部合計１億３９３万３，３０４円で、負債及び正味財産合

計が１億１，４７２万５，８５２円となっております。 

 １２ページ、１４ページは正味財産の増減計算書となっております。 

 １５ページ、１６ページは、財務諸表に対する注記及び附属明細書となっております。 

 １７ページが財産目録、１８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。 

 

（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。よろしいでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に８月補正予算についてお願いします。 

 

（古田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 それでは、お手元の資料の６ページからごらんください。 

 きのう開会をいたしました８月議会に教育委員会として歳入予算で１億９，８００万

円、それから歳出で１億５，８００万円の予算議案を上げております。 

 以下、各課ごとに説明をしたいと思います。 

 まず、６ページの一番上、一般職人件費、合計１億１，９００万円ほど上げておりま

すが、これにつきましては、２５年４月人事異動に伴う職員構成の変動分、それから職

員共済組合負担率の変更に伴うもの、それから、平成２５年７月支給分からの給与の減

額措置によるもので、トータル１億１，９００万円ほどの減額となっております。 
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 次に、教育総務課の施設改修費３，４００万円の歳出予算の増額で、財源としては地

域経済活性化・雇用創出臨時交付金２，５００万円を充てております。 

 内容といたしましては、西与賀小学校の屋内運動場の改修工事で、まず屋内運動場の

照明器具の高効率反射笠や省エネ照明器具に交換するもの、それからアリーナ部分の屋

根の劣化、非常にさびが著しいため、そのさび対策や塗装工事を行う予定としておりま

す。１億１，８００万円ほどの補正を上げております。 

 それから、川上小学校のプール改修工事に１，６００万円ほど上げておりますが、こ

ちらは昭和４２年の建築で老朽化が著しいということで、プール側面、底面の塗装工事、

プールサイド及び出入り口の改修工事等を予定しているところでございます。 

 以上が教育総務課関係でございます。 

 あと各課からご説明をいたします。 

 

（山下委員長） 

 次、学校教育課お願いします。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 それでは、学校教育課分を説明させていただきます。 

 ７ページをごらんください。学校教育課分３３０万１，０００円についてご説明申し

上げます。 

 まず、ここにあります研究指定校委嘱事業でございます。外国語教育充実プラン事業

ということで、１０万１，０００円をお願いしております。この事業は、全額佐賀県の

補助金を受けて行う事業でございます。県の補助金交付内定の通知があったことにより

今回予算化をしたものです。 

 事業の目的としましては、グローバル人材の育成に資するために新学習指導要領に定

められているように、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、英語学習に対するモチベーションの一層の向上を図るために研究を推進するこ

とに取り組むもので、佐賀市立北山中学校を研究指定校として事業を行う予定でござい

ます。 

 事業内容としましては、みずから発信する力、人とかかわる力を育てるため、小規模

校の実態に応じた４技能総合活用の研究、聞く、話す、読む、書くという４技能の研究

と小規模校の生徒に必要な国際交流事業及び学校間交流事業に関する研究を行うもの

です。経費の内訳は、先進校視察旅費、事業研究会の講師謝金、中学生用の和英辞典の

購入費等でございます。 

 ２つ目の学校業務改善推進事業でございます。 

 学校業務改善推進事業としまして、校務支援システム導入業務委託料３２０万円でご

ざいます。かねてから教職員の多忙化解消対策について取り組んでいるところでござい

ますが、本事業はその一環として取り組んでまいりたいと考えているものです。 

 事業概要でございますが、目的及び期待される効果としましては、佐賀県教育委員会

が新たに構築をしました校務支援システム、ＳＥＩ－Ｎｅｔを市内の小・中学校の統一

した校務支援システムとして導入しまして、教師の校務事務の効率化、学習教材の共有

化等を進めることで教師の業務負担を軽減し、子どもたちと向き合う時間の確保と教育

指導の充実を目指していきたいと考えているところでございます。 

 このＳＥＩ－Ｎｅｔについては、この資料の右側にシステムの概要を記載しておりま

すので、そこをごらんください。 

 このシステムは、県立の高校、中学校、特別支援学校を対象に開発されたシステムで、

校務管理、学習管理、教職員ポータル──教職員ポータルといいますのは、学校ホーム

ページの作成とか文書管理などの機能で構成されたもので、教職員ポータルなどの一部

の機能については、既に今年６月から運用は開始されています。 

 ９月以降に全ての機能が稼働される予定でございます。県内市町立の小・中学校も９
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月以降には利用できるように構築されますので、このシステムを導入することで、市内

のどの学校に教職員が異動してもシステムの操作に戸惑うことがなくなり、多忙化の解

消にもつながるものと考えております。 

 ただ、このシステムにつきましては、現在も開発中でございまして、９月以降のシス

テムの運用に当たっては、いろいろな課題も出てくるものと考えております。 

 そこで、左側の事業内容のとおり、まずは勧興小学校、成章中学校をそれぞれ小学校、

中学校のモデル校としてシステムにつなげて、どのような課題があるかを検証したいと

考えております。 

 また、ＳＥＩ－Ｎｅｔを利用するに当たっては、情報セキュリティーを確保するため

に佐賀県公共ネットワークを経由しなければならないこととなっております。そのた

め、佐賀市庁舎の公共ネットワーク接続点に学校ネットワークを接続する必要がありま

す。右下の図はそのイメージを概略であらわしているものでございます。 

 左が事業費ですが、この３２０万円は、佐賀県公共ネットワークに接続するために本

庁や学校のネットワーク機器の設定変更等を行う必要がありますので、それに要する経

費でして、内訳にありますとおり、校務支援システム導入業務委託料としてお願いをし

ているところでございます。 

 全体計画ですが、まずは今年度にモデル校へ導入と検証を実施したいと考えておりま

して、一定の結果が出れば全校への展開と、次の段階に進むことになります。 

 以上で説明を終わります。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 次に、学事課お願いします。 

 

（田中こども教育部副理事兼学事課長） 

 学事課からは学校給食施設改修事業についてでございます。 

 補正予算額３９０万円です。学校給食施設の衛生面での改善を図るために、平成２６

年度、日新小、本庄小、久保泉小、芙蓉校の４校で学校給食施設の改修を行う予定でご

ざいます。その改修工事の設計委託料でございます。この改修工事は来年の夏休み期間

を利用して実施する計画です。その工事に間に合わせるために、今年度中に工事に伴う

調査設計業務の契約を完了したいと考えております。したがいまして、今議会において

補正予算措置をしているところでございます。 

 なお、改修工事の内容は、空調、換気フードの設置、研修室の設置、手洗い設備の増

設、調理従事者専用トイレの改修などでございます。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 続きまして、保育幼稚園課お願いします。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 保育幼稚園課関係では、歳出、認定こども園事業助成経費４，５００万円でございま

す。この経費につきましては、認可幼稚園と認可外保育園を併設します幼稚園型認定こ

ども園に対する運営費の助成であります。今回、補助基準単価の引き上げ及びこども園

の数が１４園から１６園にふえたことによる補正であります。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 こども教育部のところでご質問はございませんでしょうか。 



  16 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に社会教育課お願いします。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 資料は８ページをお願いいたします。社会教育課から２本補正をお願いしておりま

す。 

 まず、社会教育活性化支援事業、約１４０万円の補正をお願いしております。これは

文科省の公募型委託事業が採択になりましたので、その部分の経費を計上したものでご

ざいまして、中身は公民館を中心とした社会教育の活性化支援プログラムとなっており

ます。具体的には、蓮池公民館を中心に、蓮池町の地域連携協議会と地域と合同で、地

域の歴史をすぐれた地域資源と捉えまして、地域の史跡、歴史資料等を調査、整理しま

して、それらをもとに地域の子どもたちへ伝える取り組みを行う。それと同時に、こう

いう歴史資源を観光資源として活用ができないか検討を行うという取り組みでござい

ます。これによって地域のきずな、あるいはコミュニティの再生、地域活性化を図って

いきたいということで、国のモデル事業として今回採択になっております。 

 経費の内訳としましては、史跡・歴史資料の調査関係の経費として、調査員の賃金等、

それと公民館を中心として行いますので、郷土学、おもしろ講座等の経費、合計１４０

万円の補正をお願いしております。財源としましては、国からの受託事業が１００％入

ってくるという状況でございます。 

 その下、久保田農村環境改善センター改修事業ということで、財源が地域経済活性

化・雇用創出臨時交付金でございます。これは国の経済活動に伴います交付金でござい

まして、久保田農村環境改善センターは５７年に建築されておりますが、老朽化が進ん

でおりまして、一部雨漏り等が発生しております。このため、農村環境改善センターの

屋根及び外壁防水工事を行うものでございます。経費は約２，４００万円、設計監理と

しまして１００万円、工事請負費として２，３００万円ということで、多目的ホールの

屋根、これは折板鋼板でございますけど、ここをカバー工法で整備する。かつ管理棟に

つきましてはアスファルトでの防水工事を行い、外壁についてはブロック等の補修工事

を行うという計画でございます。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 次に文化振興課お願いします。 

 

（宮崎文化振興課参事兼副課長兼文化振興係長） 

 文化振興課は４点あります。 

 まず、１番上の文化会館公開番組会場設営経費１００万円でございます。これはＮＨ

Ｋとの共催によりまして、全国放送の公開番組を佐賀市文化会館で実施し、地域の文化

振興を図るというもので、佐賀市文化振興財団への公開放送運営委託料として１００万

円を計上しております。 

 具体的には、来年の２月６日に佐賀市文化会館でＮＨＫの番組であります「ごきげん

歌謡笑劇団」の公開収録を行うということで、広く市民に呼びかけて歌や踊りを楽しん

でもらうというもので、収録地の魅力を紹介するというコーナーもあるというような番

組でございます。 

 次に、文化会館防災設備更新事業でございます。これは地域経済活性化雇用創出臨時

交付金を利用した事業でございまして、内容といたしましては、防災監視盤や非常用放

送設備、火災報知機の更新でございます。防災監視盤、非常用放送機器については、文

化会館の開館当初から更新を一度もしておりませんで、不具合も出てきておりますの

で、今回更新をすることになっております。施工監理の委託料として１００万円、工事

請負費が８，５００万円となっております。 
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 その下ですけれども、文化会館の空調設備更新事業、これも同じく交付金対象事業と

なっております。３，２４９万３，０００円でございます。これは文化会館のイベント

ホール、大会議室の空調設備の更新で、これもやはり文化会館の開館当初から更新をし

ていないものでございます。これは施工監理の委託が５０万円、工事期間中の代替のエ

アコンの借上料として１８０万円、工事請負費が３，０００万円となっております。 

 一番下ですが、肥前国庁跡下水道接続経費でございます。これも交付金対象の事業で

す。これは大和町にあります肥前国庁跡資料館の下水道接続工事ということで、現在合

併浄化槽を利用しておりますけれども、公共下水道が整備をされておりますので、下水

道に接続する経費ということで計上しております。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 スポーツ振興課お願いします。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 スポーツ振興課分といたしまして、４，６００万円ほど補正をお願いしております。 

 まず、さが桜マラソン大会開催経費の補正ですが、フルマラソンとなりまして２年目

を迎えますさが桜マラソンを、より充実した大会とするため、機運醸成と市民の皆様へ

の周知を図るため補正をするものでございます。 

 消耗品といたしまして、沿道での応援グッズ、スティックバルーン２万セット分を購

入する予定でございます。それと広告料と委託料で、まず市内での広報盛り上げのため

の当初予算で上げておりますラッピングバス１台の３カ月分の広告料の不足分と、１０

月から３月までの２台分を今回補正をしております。 

 それから、諸富多目的広場照明改修事業でございますが、昭和６０年に整備しました

諸富多目的広場の夜間照明設備が経年劣化して、たびたび点灯不良を起こしており、利

用者にも大変迷惑をかけているところです。局所修繕では対応ができないため、今回大

規模改修を行い、解消を図るものでございます。 

 主な改修内容といたしましては、照明器具と安定器の取りかえ、新たな照明用幹線ケ

ーブルの敷設、照明制御盤の取りかえ、無線機制御盤の新設等を行うものでございます。 

 なお、主な財源といたしまして、地域経済活性化雇用創出臨時交付金で３，０００万

円ほど活用することとしております。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 社会教育部について、何かご質問ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、補正予算については終わりたいと思います。 

 このほか、何か報告事項はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、報告事項は終わりたいと思います。 

 その他で何かございませんでしょうか。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 お手元に平成２５年度第２回学校フリー参観デーの実施日の一覧をお渡ししており

ます。今回はそれぞれ学校ごとに日程が違います。委員さん方もよろしければご参加の

ほどよろしくお願いしたいと思います。 
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（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 ぜひ委員さん方もお時間があられましたら足を運んでくださいますようにお願いし

ます。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 素朴な質問ですが、新聞報道で待機児童ゼロ──政府の政策に賛同する地方自治体が

３５１あったとありましたけど、一覧表はなかったんですけど、佐賀市はそれに入って

いるのですか。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 事業としては取り組んでおります。手を挙げています。 

 

（山下委員長） 

 ほかには何かございませんか。よろしいでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかにないようでしたら、これで８月の定例教育委員会を閉会いたします。 

 

 

 

 


