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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。とてもさわやかな気候になってまいりました。実りの季節でもござ

います。子どもたちも勉強に、スポーツに実り多いときを過ごせているのではないかと

思います。また、この時期は各地域で秋祭りとか浮立とか、いろいろな行事が催されて

おります。ぜひ子どもたちに「出番」をつくっていただき、子どもたちが役割を果たす。

そして、大人がそれを承認するという「まなざし運動」を、この機会になお一層広めて

いただければと思っております。 

 これより佐賀市教育委員会１０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） 

 ９月２４日の定例教育委員会の会議録につきましては、１０月１６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。報告内容に質疑はありませんでしょうか。 

 私から、１ページ目ですけれども、９行目、「史料」という字が、この「史」ではな

くて、資源とか資金とかの「資」の字に直してください。 

 他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、会議録は字句の修正をしていただきまして承認すること

にいたします。 

 

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。 

 

（東島教育長） 

 それでは、プリントに沿いまして報告をいたします。 

 まず１点目、９月２５日水曜日、兵庫小学校と、兵庫児童クラブ館の新築落成式が行

われました。兵庫小学校は特別支援学級を含む２３学級と、佐賀市内では４番目に大き

な学校でございます。児童数は７００人を超えております。その３階建ての新校舎が完

成をいたしました。９月までに駐車場の中庭、運動場の拡幅工事が完了いたしまして、

新しい兵庫小学校で子どもたちが過ごしております。 

 特徴は、佐賀市産の木材をふんだんに使っているところでございまして、全体に温か

みのある雰囲気の校舎となっております。 
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 その中でも４年生以上には市産材を使った改良型の机、椅子、約３６０脚を入れてお

りますので、さらに教室の学習環境が温かく感じられ、非常にいい環境で学習ができる

雰囲となりました。大きな学校でございますので、廊下が１２０ｍもあり、また一直線

の廊下でございまして、一般の学校では直線の１００ｍコースすらとれないようなグラ

ウンドの状況ですが、ここは室内で１００ｍが十分とれるという状況です。 

 いずれにしても、佐賀市産材の木材をふんだんに使っておりますので、子どもたちの

心の面でもいい影響を及ぼすのではないだろうかなと期待をしているところです。 

 あわせて敷地内に兵庫児童クラブ館も新築をいたしております。延べ床面積が３３０

㎡ぐらいで、現在８６名が１４０名まで受け入れ可能になります。ここもまた佐賀市産

材を使い、しかもバリアフリーの建物になっております。子どもたちが放課後を過ごす

のに非常に快適な環境が整ったと思っております。 

 なお、児童クラブにつきましては、今後、世の趨勢として４年生以上にも拡大してい

くような流れがございますので、そういう点からも、またこの児童クラブについてはい

ろいろな課題が生じてくるのかなと思っております。 

 ２点目です。９月２８日の土曜日に平成２５年度の佐賀市総合防災訓練がゆめタウン

で行われました。地震、風水害などから市民の命や財産を守るということで住民参加型

の防災訓練が兵庫校区の方たちを対象にして行われましたが、実にさまざまな連携プレ

ーといいますか、それぞれの関係機関が集合いたしまして訓練がとり行われました。 

 数え上げても陸上自衛隊の第４特化連隊や久留米大学の病院ドクターヘリ、長崎県防

災航空隊、佐賀レスキューサポートバイクネットワーク、佐賀気象台、佐賀県医療セン

ター好生館、佐賀警察、広域消防局、佐賀タクシー、中央タクシーと、いろいろなとこ

ろから災害が起きた際の救助という視点から訓練が行われました。 

 いろいろな訓練の内容がございましたけれども、やはり先般起こりました伊豆大島の

台風の被害の件にしてもそうですが、防災無線のあり方についても問題を醸し出してお

りますし、なかなか難しい部分がありますが、「災害は忘れたころにやってくる」では

なくて、災害は必ずやってくるという時代になってまいりました。 

 そういう意味から、私どもは学校をあずかる、各種教育機関をあずかるという身にあ

りますので、防災に関しては、やはり特に気を配らなければいけないのかなと思ってお

ります。 

 ３点目に、子どもへのまなざし運動の学校分科会が１０月３日に行われました。おそ

らくほかの委員さん方は他の分科会に出向かれたと思いますけれども、「まなざし運動

のテーマについて」、それから「成果指標の検討について」、これは恐らくどの分科会も

共通した議題ではなかったろうかと思います。 

 特に、１のテーマについては、家庭中心のテーマであって、地域啓発のテーマに踏み

出してはという意見もございましたが、今のテーマを解釈すると、企業や地域の部分も

当てはまる。しかも、このテーマが浸透しているという意見が出まして、引き継ぐとい

うことで意見の一致を見たところです。 

 また、成果指標についても、特に地域ぐるみの教育活動の推進といっても、この中の

２項目というのがなかなか具体像が見えない、イメージが湧かないということで、具体

的な実践イメージが湧くような表現とすることでまとまりました。 

 また、独自の議題としては、メディア依存を防ぐ方法ということで協議を深めたわけ

でございますけれども、保育園児の現状、小・中学校の現状、それから、高等学校の現

状等を出し合いながら意見交換がなされました。やはり、メディアと賢くつき合うこと

が大切であります。この情報化時代ですから、メディアを排除して生活をしていくとい

うわけにはいかない。となりますと、いかにうまく使うかということではないだろうか

と思っております。小さいうちから、メディアに関してルールをしっかりと決めて、指

導を積み上げていく。そのためには家庭が基本になるということも確認されました。そ

ういう意味で、県Ｐ連が出しています保護者の情報モラルハンドブックを大いに活用し

てほしいという意見が出ました。 
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 ４点目は、第７回大隈重信スピーチコンテストが１０月５日土曜日に行われました。

早稲田大学の谷山教授を審査委員長にお招きして、第１次審査を通過した１０人が、そ

れぞれ大隈候について学んだことをもとに、自分の生活、あるいは自分の将来の夢とあ

わせながら意見発表をしてくれました。 

 出場者は、中学１年生４人、中学２年生３人、中学３年生３人でございましたけれど

も、皆さん、中学の自分の今の現状を捉えながら、大隈候の生き方をどう生かしていく

のかという内容の非常にすぐれた作品が多うございました。 

 大隈記念館の江口館長がいつも言われるのが、これほど政治家としても、教育者とし

てもすぐれた偉人を輩出している佐賀県が、この大隈について知らない。しかも、外に

出て大隈候についてアピールすることもない。本来なら、伊藤博文とか、そういう人物

よりもはるかに大隈のほうが功績があるのだということをかねがねおっしゃいます。私

たちはやはり小さい子どものうちから学校教育の中や家庭教育の中で、また、地域の中

で、この地域に関する偉人も含めて学習をしてもらって、佐賀を誇りに思う子どもたち

を育てなければいけないなと感じたところでございます。 

 ５点目は、第６６回県民体育大会結団式が１０月９日にございました。これは例年の

とおりでございますが、つい先般、県体が終わりまして、１６連勝でしたか、佐賀市が

優勝いたしました。 

 それから、６点目は、１０月１１日金曜日、小中一貫教育フォーラムを三瀬校で開催

いたしました。市外からの参加者も多数ございました。三瀬校は５校目の小中一貫校で

ございまして、校舎隣接型で９カ年間の義務教育をどういうふうにつなげて、描く子ど

も像に近づけるかという取り組みがなされております。 

 この中でも、特に三瀬校の特色というのは、どの学校でもやられていますが、中学部

の先生が小学部の授業に出向いて専門性を生かした授業を行う。逆に小学部の教職員は

中学部に出向いていってチームティーチングの授業で、今までの子どもたちの実情、生

活、成長を見てきた小学校の先生が一緒に授業をする。これは授業の質もさることなが

ら、生活指導、生徒指導の面でも非常に有効であると感じております。 

 ちなみに、現在、中学部から小学部には週に２５コマ程度、小学部から中学部には週

に７コマ行っていると聞いております。そういうことで、今後のこの小中一貫校三瀬校

に期待を寄せているところでございます。 

 ただ、ここでパネルディスカッションがありましたが、このパネルディスカッション

は、通常大人が行います。大人が小中一貫教育はどう進めればよいか、どうあればいい

かという話をしますけれども、これまでに佐賀市内である４校と三瀬校のこの５校の子

どもの代表が来て、子どもの目線から見た小中一貫校の良さ、あるいは課題を自分たち

の言葉で述べておりました。 

 おおむね子どもたちにとって、小中一貫校の良さというものが強調されていたようで

ございます。人間関係づくりの面、先生方との幅広い交流の面、あるいは小・中合同で

行ういろいろな行事や授業に対する良さなどを子どもたちは述べてくれておりました。 

 最後に、平成２５年度第２７回九州都市教育長協議会定期総会・研究大会が嬉野市で

先週の水、木、金と３日間行われました。この中で何点かご紹介しておきます。 

 意見交換は、時間が足りなくなるくらい活発な意見交換がなされました。その中で特

に議題として上ったのが、教育委員会制度改革についてでしたが、これは大体姿が見え

てまいりました。教育長を首長のもとに置く。つまり、首長の補助機関とするという考

え、そして、教育委員会は諮問機関的、いわゆる行政執行のチェック機関とするという

方向にどうやら行っているようでございます。懸念されることもありますけれども、多

分こういう方向に行くのではないかなと思っております。 

 次に、土曜授業についても議論をいたしました。この土曜授業については、九州の教

育長１１５名の考え方は根底は同じなんですが、つまり、国が国の制度のもとに法的に

きちんと整備した学校週５日制を、今度は各自治体の判断に任せてもいいように省令改

正を行う。しかも、３学期から可能にするということで今動いております。 
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 その中で、国が制度的につくったならば、今回も国がまた制度的にきちんとすべきで

ないか、各市町教育委員会に委ねるのは無責任ではないかという意見がありました。し

かしながら、こういう動きになっているということで、どう対処するのかが課題となり

ました。 

 ３点目に体力向上です。子どもたちの体力というのは、目に見えて落ちてきている。

少し持ち直してきている状況にありますけれども、このことにどう取り組めばいいのか

ということで、それぞれの取り組みの紹介もあって、体力の向上については今後真剣に

捉えていかないと、単純に教室勉強の中だけでは見えません。生きる力としての根底を

なす体力が、なかなか培われていかないということで、このことが議論になりました。 

 それから、全国学力学習状況調査の結果公表についても議論がなされました。ところ

が、これを受けて、すぐ翌日の新聞には、公表は各自治体に任せると、文部科学省が公

表について軟化した姿勢を出してきておりますので、これまた今後大きな物議を醸し出

すといいますか、議論をしていく中身になるのかなと思っております。 

 最後に、文部科学省からの話の中で、インクルーシブ教育の話がございました。これ

については資料を用意しようと思っていましたが、かなり膨大でしたので、いつかまた

機会を捉えてお上げしたいと思っております。 

 そういうことで大会が終わったことを報告いたします。 

 以上です。 

 

（山下教育委員長） 

 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。よろしいですか。 

    〔「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１０号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例』について、説明を

お願いします。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 資料の１ページをお願いいたします。 

 第１０号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例』でございます。 

 現在、佐賀市立神野公民館を改築しております。この完成に伴う条例改正について提

案しております。 

 中身につきましては、２ページをお願いいたします。 

 まず、改正する理由としまして、今改築を行っています神野公民館は、２６年４月に

開館を予定しています。これに伴います必要事項の公民館条例の改正を行うものでござ

います。 

 内容につきましては、神野公民館の位置及び使用料についての改正を行います。 

 施行期日につきましては、開館日が定かでございませんので、開館日に施行期日を合

わせるということで、教育委員会の規則で定めることとしております。 

 改正内容につきましては、まず、公民館条例の第２条第１項の表中に神野公民館の名

称、位置の記載がございますが、これを現在、「佐賀市神野西一丁目４番１０号」とな

っている部分を「佐賀市神野西一丁目４番７号」に改正を行います。 

 あわせて公民館条例第７条１項、別表でございます。これは市外の利用者の使用料を

定めている表でございますが、別表の大会議室から調理実習室の１時間当たりの使用料
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をここに記載しているように改正を行うものでございます。 

 公民館の条例の一部改正につきまして、ご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。 

 何かご質問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、第１０号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例』

は原案のとおり承認します。 

 次に、第１１号議案『佐賀市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例』につ

いて、ご説明をお願いします。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 ３ページをお願いいたします。 

 第１１号議案『佐賀市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例』、これは春

日北コミュニティセンターの新設に伴い改正を行うものでございます。 

 内容につきましては、４ページをお願いいたします。 

 理由としましては、まず、４月に開館を予定しております春日北コミュニティセンタ

ーの新築に伴う改正でございます。 

 内容は神野公民館と同様でございまして、位置及び使用料について改正を行います。 

 施行期日も神野公民館同様に、教育委員会の規則で定めるとしております。 

 内容につきましては、まず、佐賀市コミュニティセンター条例第２条の表に佐賀市春

日北コミュニティセンターという名称、及び位置、「佐賀市大和町大字久池井１７５６

番地１」という項目を追加する部分でございます。 

 それと、コミュニティセンター条例の第７条１項の別表の部分で、これも市外利用者

の使用料を定めている部分でございますが、別表のとおり、和室から大会議室等の１時

間当たりの使用料を追加するものでございます。 

 説明につきまし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。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第１１号議案『佐賀市コミュニティ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。 

 次に、第１２号議案『佐賀市社会教育委員の委嘱について』について説明をお願いし

ます。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 ５ページをお願いいたします。 

 第１２号議案『佐賀市社会教育委員の委嘱について』です。提案理由としましては、

社会教育法第１５条及び佐賀市社会教育委員条例第３条の規定に基づき提案をするも

のでございます。 

 社会教育委員の任期が平成２５年１０月３１日で満了いたします。これに伴いまし

て、新たな委員の委嘱をお願いするものでございます。 

 今回の委員の任期につきましては、平成２５年１１月１日から平成２７年１０月３１

日の２年間、委嘱をお願いします。 

 委員定数については、条例定数としては１３名以内となっております。現在、１１名

の委員を委嘱しておりますが、今回、有識者の方を１名増やしまして、１２名の委嘱を

お願いしたいと考えております。 
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 委員の名簿につきましては６ページをお願いいたします。 

 今回新たに委嘱をお願いする委員の名簿でございまして、全員で１２名でございま

す。再任が６名、新任が６名ということで、右端に新任、再任の内訳を記載しておりま

す。 

 この中で１０番の桑原委員が昨年より新たに追加したもので、青少年関係で県警の少

年サポートセンター関係の委員を１人追加させていただいております。１２名で今回委

嘱をお願いしたいと思います。１１番、１２番につきましては、公募を行いまして、碇

委員と熊本委員の２名の委嘱をお願いしたいと考えているところでございます。 

 それと別添の資料を追加でお配りしております。これは各委員の委嘱のときに出して

います年齢関係等の資料でございます。それと前任者の氏名等を入れています。この辺

りを見ていただいてご審議をいただければと思います。 

 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。 

 

（岸川委員） 

 百武さんは東与賀中のＰＴＡ会長だと思いますが、市Ｐの役員さんは大体１年で代わ

られますけれども、そのまま２年の任期はされるわけですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 ここにつきましては社会教育関係者ということで、ＰＴＡ協議会に選任を依頼してお

ります。１年で代わられることになると、また、次年度で変更が出てくるかとは思いま

すが、これはＰＴＡから例年推薦していただいております。 

 

（岸川委員） 

 ＰＴＡの役員が代われば、役は代わられるのですか。 

 

（中野社会教育課社会教育係長） 

 基本的には任期は２年となっておりますが、前任者がやめられる場合は、あとの任期

を次の方が引き継ぐという形でお願いしております。 

 

（岸川委員） 

 はい、わかりました。 

 

（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〕 

 異議がないようですので、第１２号議案『佐賀市社会教育委員の委嘱について』は、

原案のとおり承認します。 

 次に、第１３号議案『佐賀市体育施設条例の一部を改正する条例』について、ご説明

をお願いします。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 ７ページをお願いいたします。 

 第１３号議案『佐賀市体育施設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は、兵庫北土地区画整理事業の換地処分に伴い改正する必要

がございますので、提出するものでございます。 
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 ８ページをお願いいたします。 

 佐賀市体育施設条例の第２条で名称及び位置を示しておりますけれども、今回、換地

処分により、その地番が変更になっております。現在、佐賀市兵庫北三丁目「１００６

番地の１」となっておりますけれども、「１９番地」に変更になっているため、変更す

るものでございます。 

 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。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第１３号議案『佐賀市体育施設条例の一部を改正する条例』

は提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。 

 まず１番目、９月２５日に開催した第２回社会教育委員の会議の報告をお願いしま

す。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 ９ページの資料でご説明をさせていただきますが、きょう、お手元に正誤表をお出し

しております。９ページの３番目の出席した者の氏名のうち、上から３番目、谷口仁史

さんの隣の寺﨑さんのところが「枝」という字だけになっていますが、「久枝」さんと

いうことで「久」の字が漏れておりました。まことに申しわけございません。修正をお

願いいたします。 

 それでは、第２回佐賀市社会教育委員会の会議について、ご報告をいたします。 

 今回、９月２５日に第２回の社会教育委員の会議を開催いたしました。 

 議題としましては、今後の西与賀コミュニティセンターの役割についてということ

で、資料としてパワーポイントの資料をお手元にお渡ししていると思いますが、この資

料に基づき、ご説明を行いまして、各委員からご意見をいただいたところです。 

 西与賀コミュニティセンターは平成４年度に建設を行っております。当初の目的とし

ましては、西与賀地域の住民のコミュニティの拠点と天体観測の拠点として整備をした

ところでございます。平成２５年で、もう２１年ほどたちますが、今の現状、課題、入

館者数や利用実態をご説明いたしております。 

 この中身としては、まず、地域コミュニティの拠点として整備をしたところでござい

ますが、西与賀公民館を新たに整備いたしまして、西与賀地区の地域の拠点は西与賀公

民館に移っておりまして、地域コミュニティの拠点とはなり得ていない状況でございま

す。主に活用されているものは、軽スポーツ及び文化サークルなど佐賀市全体からの利

用が多いという状態でございます。 

 あわせて天体観測ということで、天体望遠鏡を設置しているところでございますが、

十分な機会提供等ができていない。機能の強化が求められる状況であるというご説明を

しております。 

 今後の役割としまして、コミュニティの拠点というより、現在利用が多い軽スポーツ

及びサークル活動などの利用を尊重しながら、天体部門の機能強化を図って、天体観測

学習や他の生涯学習関係の場を提供するというような再整理が必要ではないかとご提

案させていただいております。 

 この中で、各委員からご意見をいただきました。９ページの中段以降でございますが、
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佐賀市のコミュニティセンターについて、西与賀コミセンだけではなく、コミュニティ

センターというのはいろいろな形態のものがある。コミュニティセンターについて、全

体的な整理が必要ではないかということと、コミュニティセンターについての職員の研

修とか、専門的な資質の向上が必要であるというご意見がありました。 

 それと天体関係につきまして、天体望遠鏡、これは２０㎝の屈折望遠鏡という、結構

大きな望遠鏡がございまして、素人ではちょっと扱いにくいという部分がございます。 

 意見としましては、天文協会等の専門的な職員等の配置、あるいは指定管理等による

専門的な管理が必要ではないかということで、専門的な体制、夜間の利用時間の延長、

それと施設関係の再整備が必要だという意見をいただいております。また、学校関係と

の連携も必要ではないかということで、天体だけではなくて、虫とか自然関係の観察な

ど、天体観測とタイアップしたようなイベントも考えるべきではないだろうか。あとは

天体に関しては整備関係を行った中で、学校の教材としての活用も検討すべきではない

かというようなご意見をいただいておりますし、その他として、現在西与賀コミュニテ

ィセンターに、そういう天体の専門的な施設があるというのが知れ渡っていない。市の

責任もありますが、周知、宣伝をもっと重点化する必要がある。あわせて教育委員会が

行っているふるさと学習関係の事業とのコラボ等も検討が必要というようなご意見を

いただきました。 

 我々社会教育課としましては、子ども向けの利用、あるいは開館時間の延長、臨機応

変な対応ができるように、今後は直営や指定管理との運営体制も含めて、有効に活用で

きるような方向を考えていきたいとご返答しております。 

 今回、現状等と市の今の考え方をご報告をしてご意見をいただきましたので、今後は

そのご意見等を含めて、第２回目でまた方向性の修正案、あるいは運営体制の考え方等

をお示ししまして、また、ご意見をいただき、最終的に３回ほどご意見を聞いた中で、

次年度以降で西与賀コミュニティセンターの運営関係及び整備関係、活用関係の再整理

を行っていきたいと考えております。 

 その議案関係が終わりまして、各課からの報告も行っております。これは１１ページ

でございまして、３つほど報告を行いましたが、社会教育活性化支援事業は、８月補正

でお願いした分でございますが、国からの委託事業ということで蓮池公民館を中心とし

た地域活性化支援事業でございまして、この事業内容についてご報告を行いました。 

 それと２番目としまして、社会教育部全体の重点事業関係の上半期の中間報告、進捗

状況の報告を行っております。 

 ３番目としまして、２５年度のまなざしキラリ賞の募集についてのご報告を行ってお

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。 

 私は以前から、西与賀コミュニティセンターとほかのコミュニティセンターとは、少

し性格が違うなという感じがしまして、西与賀は名称変更をしたほうがいいのではない

かと思っておりましたけれども、その辺りの検討はどういうふうになっていますか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 社会教育課でも、コミュニティセンターというよりも、ふれあいスペースセンターと

か、あるいは生涯ふれあいセンターといった名称に変えた方がいいのではと言う意見も

ありまして、この辺りも含めて名称、あるいは条例関係も整理を行う予定です。あわせ

て天体関係については、天体望遠鏡もございますし、星空観察室というのも２階にござ

いまして、その辺りの利用は少ない状態です。文化サークル関係の利用は結構多く、１

階に軽スポーツ、バドミントンとか、卓球とかできる施設がございますが、ここはほぼ

１００％の利用率ですので、佐賀市全体の軽スポーツとか、サークルの場としての利用
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は維持しながら、天体のほうも特化した形で今後再整理ができないかなと思っておりま

す。 

 あわせて、管理運営について、今、直営でやっておりますが、指定管理も含めて検討

をした中で、天体の専門的なところを取り入れた管理をできないだろうかということで

今後検討させていただきたいと思っております。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 ほかに何かご質問ございませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 この内容はわかりますが、社会教育委員さんたちがこれを検討するに至った経緯はど

ういったことだったのでしょうか。社会教育委員さんたちが問題提起されて言われたの

か、それとも社会教育課からこれを検討してもらえませんかということで言われたの

か、その辺りのところをお伺いしたいです。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 西与賀コミュニティセンターについては、天体も毎週土曜日には観望会などをやって

いますが、もっと幅広く施設関係を利用したいということで、社会教育課が現状の使用

状況等を見た中で、今後整理をしていく必要があるだろうということで考えました。社

会教育委員さんに現状をご説明して、ある程度の方向性をお示しして、ご意見をいただ

いて、それを踏まえて、また再度整理をしていきたいということで、社会教育課からご

提案したものでございます。 

 

（岸川委員） 

 社会教育委員さんたちは、ここの意見でもあるように、この西与賀のことだけという

ことよりも、コミュニティセンター全体をどう位置づけるかということを基本的な検討

の課題としてされているように見えます。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 コミュニティセンターというのは西与賀のコミュニティセンターがございますが、他

に大和のコミュニティセンター、富士のコミュニティセンターがございます。その辺り

のコミュニティセンターも整理が必要ではないかというご意見がありました。これにつ

いての我々の答弁としましては、１０ページでございますが、現在、合併後、公民館、

生涯学習センター、コミュニティセンターが旧市、旧町村でばらばらな状況でございま

す。現在、地域コミュニティ推進事業を進めておりますので、この辺りの地域コミュニ

ティの推進の仕方とあわせて、公民館のあり方、全体的なコミュニティセンター、生涯

学習センターを含めた方向性というのは、今年度中に方向性を整理していきたいと考え

ているところです。 

 

（岸川委員） 

 そちらのほうが重要な気がいたします。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 その点につきましては、現在、内部で検討をしておりますので、ある程度の案が出て

きたところで、また、社会教育委員会、教育委員会にお示ししまして、ご意見をいただ

きたいと思っております。 
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（山下委員長） 

 ほかに何かご質問ございませんでしょうか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、報告事項の２番目、平成２５年度（２０１４年）佐賀市成人式について、

青少年課お願いします。 

 

（百崎青少年課長） 

 平成２５年度佐賀市成人式につきまして、資料の１２ページに沿ってご説明いたしま

す。 

 開催の趣旨は、成人という人生の節目を迎えた若者を佐賀市民全体で祝福し、社会の

一員となる新成人を応援すること。これまで愛情を持って育ててこられた保護者の方の

長年の苦労へ感謝する機会にすること。そして、新成人自身が成人として自覚を持つ機

会とすることを目的に開催いたします。 

 該当者は、平成５年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた方で約２，５００

名となっております。 

 開催日は成人の日の前日、平成２６年１月１２日の日曜日です。 

 会場につきましては、旧市町村単位の８会場で実施をいたします。佐賀会場につきま

しては、前回、佐賀市民会館で実施いたしましたけれども、今回は佐賀市文化会館に会

場が変更されております。 

 会場ごとの式典開始時間や場所につきましては、後もって資料をご確認ください。 

 主催は佐賀市、佐賀市教育委員会です。 

 案内状につきましては、１０月末の住民基本台帳に基づき、会場ごとに青少年課及び

各出張所担当課から１１月下旬から１２月上旬の間に送付いたします。 

 成人式のパンフレットにつきましては、今回も会場共通のものを使用いたしますけれ

ども、式典内容等につきましては、例年同様、それぞれの内容で開催いたします。 

 最後に、市長祝辞の代読のお願いです。 

 今回の成人式につきましても、前回同様に、教育委員の皆様方に市長祝辞の代読をお

願いしたいと思っております。佐賀会場につきましては、例年どおり、市長の出席を予

定しております。あとの７会場につきまして、副市長及び教育委員の皆様にお願いをし

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 各委員さんに行っていただく会場につきましては、基本的には前回と異なる別の会場

をということで調整させていただきたく、後日、各委員さんにはご連絡いたします。 

 あと成人式当日に読んでいただく市長祝辞は、１２月定例教育委員会でお渡しする予

定ですので、よろしくお願いいたします。 

 委員の皆様におかれましては、１月１２日という年始の公私ともにご多忙の時期とは

思いますが、この日につきましては申しわけありませんけれども、市長祝辞の代読をよ

ろしくお願いいたします。 

 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。 

 何か質問はございませんでしょうか。 

 式場によっては、大人としてのマナーが悪い点がたびたびありますけれども、そうい

うところの指導というのはどういうふうになさいますか。 

 

（百崎青少年課長） 

 佐賀会場につきましては、少年センターに専任補導員がおりますけれども、騒ぎ出し

たところで早急にそこの周りを押さえて、大きく広がる前に対応いたします。 
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（山下委員長） 

 事前に大人としてのマナーを守りましょうといった文書を配るなど、何かないです

か。 

 

（百崎青少年課長） 

 事前の文書配布は現在は考えておりません。 

 

（山下委員長） 

 わかりました。ありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質問がなければ、これで報告事項を終わります。 

 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、ここで１０分休憩いたします。 

 この後、佐賀市教育委員会表彰被表彰者及び佐賀市教育委員会感謝状被贈呈者につい

ての審議を行いますので、関係部署である教育総務課、学校教育課、文化振興課、青少

年課以外はご退席をお願いします。 

 

 


