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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。寒くなってまいりました。１１月１５日から１７日は第１回佐賀市

民芸術祭「ＳＡＧＡルネサンス」が開催されました。私も何カ所か参加しましたけれど

も、とても盛況でございました。市民の皆様もさらに心が豊かになられたことと思って

おります。職員の皆様は、準備から後片づけ、会場への案内など、ご苦労さまでござい

ました。 

 これより佐賀市教育委員会１１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） 

 １０月２２日の定例教育委員会の会議録につきましては、１１月２２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） 

 いよいよ１２月２日から議会が開会します。きょうが通告締め切りで、すでに教育委

員会にも一般質問が出てきておりますけれども、５時近くになりましたらまたどっと出

てくるのかなと気になっているところでございます。 

 昨日から鍋島中学校でインフルエンザによる学級閉鎖が起きております。いよいよ冬

が来たなという感じですけれども、２年６組だったと思いますが、３５名中１０名の欠

席者が出たということです。インフルエンザと診断されたのは三、四名と聞いています

が、風邪欠の中にはインフルエンザも多いだろうと想定できます。いよいよこれから冬

本番のインフルエンザシーズンになりますので、できるだけ学級閉鎖、学校閉鎖がない

ようにという思いで各学校への啓発、それから各学校での指導をしていただいています

けれども、こればかりはなかなか難しいところもございます。教育課程そのものも狂っ

てまいりますので、できるだけ子どもたちが健康で過ごせるようにという思いでおりま

す。 

 それでは、プリントに従いまして説明を申し上げます。 
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まず１点目は、全国適応指導教室連絡協議会四国・九州地域会議第１９回「佐賀大会」、

つまり不登校の子どもたちの学校復帰を目指した適応指導教室、この連絡協議会の研究

会が催されました。不登校はご承知のように、まだまだ減る傾向にはありません。まさ

に教育の大きな課題であることは間違いございませんし、県にとりましても、佐賀市に

とりましても、不登校対策は最重要課題でございます。しかも、これはなかなか成果が

上がりにくいという一面も持っておりまして、難しい部分がございます。しかしながら、

この対策はやはり積み上げていく必要がございまして、特に佐賀市では平成７年１月に

適応指導教室「くすの実」を開校いたしました。これは佐賀県内でもいち早く青少年セ

ンター、当時は青年の家でしたが、そこに開設いたしましたけれども、その時私がちょ

うど指導主事だったものですから、適応指導教室の名前を何とするかということで、最

初佐賀は楠や椎が有名だから、「しいの木」にしようかと言ったんです。そしたら、県

の適応指導教室が「しいの実」だったので、「しいの実」、「しいの木」、これは間違えや

すいということで、「くすの実」にしようと言うことになりました。開設してもう１８

年も迎えるのだなという思いでこの研究大会に参加をさせていただきました。今後と

も、この不登校対策につきましては関係機関とも連携をとりながら対応していく必要が

あるだろうと思います。 

 次に、第４回全国都市教育長協議会理事会ですが、ここでは毎回文部科学省の全課か

ら国の方針なり教育界の動きなりについて説明等がございます。今回、その中から３つ

を抜粋して資料をつけております。１つは、土曜授業について今後どう考えていけばい

いかということです。これは資料１に掲載しておりますが、２ページを見ていただくと

おわかりのように、学校教育法施行規則を改正して、各自治体ごとの判断で土曜授業の

開催ができる法整備を行うと、これを１１月いっぱいで済まして、各市町はこれにのっ

とってやってくださいということでございましたが、これについてはもう侃々諤々と、

いろいろな意見が飛び交いました。最終的に皆さん方の意見を集約してみましたら、義

務教育という国の方針の中で、１０年をかけて学校週５日制を制度化した。この動きを

今度は各市町ごとの教育委員会の判断で土曜の授業をやってもいいよとするのは、義務

教育という視点から見ると非常に無責任ではないかという意見が大半を占めたところ

でございます。しかしながら、世の趨勢で、この土曜授業については今後動き出すであ

ろうと想定ができます。しかも、来年度予算の中に土曜日の教育活動推進プランという

ことで、土曜授業モデル地区を指定してやっていくということも盛り込まれております

ので、当然ながら佐賀県にもそのモデル地区が来るであろうと思います。ただ、県下の

教育長会で意見交換をする中でいつも言われるのが、どこかが先駆けてやるのはよしま

しょうということです。つまり、足並みをそろえて行きましょうというのがよく意見と

して出るわけなのですが、恐らく、このモデル地区が設定をされますと、当然ながらそ

れに引っ張られる形で土曜授業が広まっていくのではないかと、私は推測をしているの

ですが、いずれにしても、これについては下準備はしていく必要があるであろうと考え

ております。 

 それから、幼・保・小連携に関する課題について、初中局の幼児教育課から説明がご

ざいました。資料２の子ども・子育て支援新制度について説明がございましたが、非常

にわかりづらいところがありましたので、このことはちょっとここでの説明は省略いた

しますが、この部分は今後、保育幼稚園課からも話が出てくるであろうと思います。た

だ、少なくとも２７年度から施行したいという国の意向でございますので、２６年度は

それに向かうための準備期間であるという位置づけは間違いないであろうということ

で、全国の教育長もどうしたものかという状況です。ただ、保育園、保育所を教育委員

会に持っているところも比較的少ない状況にありますので、どういう方向に向かうの

か、読み取れないところも私自身ございました。 

 ３点目が文部科学省の概算要求について、２６年度の大筋だけをここに出しておりま

す。この中で、少人数教育の体制ですが、小学校１年生は法的に３５人以下学級になり

ました。ところが、小学２年生については法整備がなされないまま、加配対応というこ
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とで、非常に位置づけがあいまいで、不安な状況の中にあります。幸いにして佐賀県は

独自の策をとっておりますので、その辺りは安心をしておりますけれども、今後３５人

以下学級へ向けての教職員定数改善については、まだまだ前途多難という印象を受けま

した。 

 それから、全国学力・学習状況調査、これは公表の問題で非常に物議を醸し出してお

ります。静岡県知事の発言、それから大阪府、大阪市の対応については、学校管理規則

を変えて各学校公表しなさいという規則にすると。公表しない学校は処分対象にすると

いうことで、これも議論がなされているところです。本来の目的である、この全国学力・

学習状況調査の姿が歪まないような形で、公表についても慎重にしていく必要があるの

ではないだろうかなと私は思います。 

 それから、道徳教育の充実、これは当然ながら、大津のいじめ問題に端を発しまして、

道徳の教科化というのが今クローズアップされております。しかも、有識者会議の中で

は、既に道徳の教科書をつくりなさいということで一致をしているそうでございますの

で、道徳の教科書をどうつくるのか、今後中教審の中で議論がなされるものと思います。

道徳というのは一律にするものでもなく、各地域、各学校の実情に応じて、子どもの実

態に応じて指導する、重点を図って指導する中身も出てきますので、教科書という一辺

倒のものでいいのかどうかいう疑問も残りますけれども、有識者会議の中では教科書を

つくりなさいという方向に一致をしていると聞いております。それも予算化の中に位置

づけております。 

 それから、概算要求の初中の２ページの中には、７番に土曜日の教育活動の推進とい

うことで予算化がされております。土曜授業推進事業ということで位置づけられており

ます。 

 それからもう１つ出てくるのが、英語の小学校での教科化です。現状でいけば、５、

６年生で英語を教科化すると。そして、今やっている英語活動は３年生から行うという

方向に向かっているような気がいたします。 

 いい方向なのかという見定めは非常に難しい状況の中にありますけれども、この推移

を見ながら対応していく必要があるであろうと考えております。 

 ４点目に行きます。春日コミュニティーセンター開所式が行われました。大和生涯学

習センターの一部を改修あるいは増設して、春日コミュニティセンター開所しましたと

いうことで、あとはお読みいただきたいと思います。 

 それから、小中一貫教育の研究公開が、富士小・中学校で行われました。これまでは

校舎一体型の芙蓉校、それから北山校、隣接校の思斉館、松梅校、それから三瀬校が小

中一貫教育をやっていますが、この中学校区型がない。富士というのは、旧佐賀市内の

中学校区よりも立地条件的には極めて難しいのです。中学校と小学校の距離が５キロ近

くあると。そういう中で一貫教育をどう進めていくのかという提案がなされましたが、

非常に富士小・中学校の実態に合った研究公開であったと私は見ています。このことが

１つのモデルになって、中学校区型の小中一貫教育のありようが見直されていけばなと

考えております。 

 それから、５番目の佐賀市青少年非行防止大会、これはお見えいただいていましたの

で割愛させていただきます。 

 それから、６番の子ども・若者育成支援、非行防止県民大会、これも資料４でつけて

おりますので、大会宣言と、それから１１月が子ども・若者育成支援強調月間というこ

とで、こういう意図のもとに取り組みがなされているということをご理解いただきたい

と思っております。 

 ７番目、第５３回佐賀市ＰＴＡ研究大会、これもお見えいただいておりましたので割

愛をしたいと思いますが、市Ｐの中で、運動方針の中に「子どもお守り隊」、「おにぎり

弁当の日」、「親子ふれあいデー」、この定着を目指したいという一文が入っておりまし

たし、佐賀市の「子どもへのまなざし運動」と連動させて取り組んでいきたいというこ

とが強調されておりました。そのバックには、生活基盤というのは家庭にあるという認
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識を保護者が強く持つべきであると。つまり、子どもは大人の姿を見ていますというこ

とを改めて再認識をしてＰＴＡ活動を行っていきますという、そういう趣旨であったろ

うと思います。 

 ８番目、これは委員長が申されましたが、佐賀市民芸術祭が行われました。市民の意

識啓発、あるいは芸術に親しむという視点から大事な第１回目でございましたが、聞く

ところでは延べ動員９，０００人ほど、社会教育部の目標は１万人というふうに置いて

いたようでございましたが、９，０００人という観客動員数、同時に、私も二、三カ所

参りましたが、その中身のそれぞれが非常に盛り上がって、市民の皆さんの音楽、美術

に対する認識が深まって、佐賀市の文化・芸術に関する意識が高まる１つの取り組みで

あったと、私自身は高く評価をしておるところです。特に、中学生、高校生も参加をし

たということもこれは意義あるものだと考えています。成章中や佐賀学園高、あるいは

佐賀女子高の参加がございました。 

 それから、９点目ですが、小学校の連合音楽会、これはもう５５回目を迎えます。小

学校２８校、２９団体が３部に分かれて出演をして、演奏をあの大きな一流の会場で行

ったということで、恐らく子どもたちにとっても記憶に残る新鮮な体験であったのでは

なかろうかと思っております。この連合音楽会にしても、２回の合併をして、小学校、

中学校の学校数がふえました。ふえたら市全体の取り組みとしては非常に難しいところ

がありますが、それぞれ音楽部の先生方が知恵を出し合って、こういう３部形式として

これを継続されているという姿に大変敬服をしたところです。 

 １０番目、早稲田・佐賀２１世紀子どもプロジェクトについて、早稲田大学に出向き

まして報告をいたしました。と同時に、来年度の計画についてもご相談を申し上げてま

いったところでございます。これについては、皆様方に後もって報告資料が届けられる

と思っておりますので、それを見ていただいて報告にかえたいと思います。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 報告内容に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〕 

 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２０号議案『佐賀市立図書館協議会委員の委嘱について』、ご説明をお願

いします。 

 

（棚町図書館長） 

 １ページをお願いします。 

 第２０号議案『佐賀市立図書館協議会委員の委嘱について』でございます。 

 ご説明する前に、申しわけありません、議案の訂正をお願いいたします。 

 お手元に正誤表があるかと思いますが、２ページの２行目、１番目の方の右から２列

目の所属の部分ですが、「佐賀市立富士南小学校」というところを「佐賀市立富士小学

校」に訂正をお願いいたします。 

 それでは、１ページをお願いいたします。 

 図書館法第１４条、佐賀市立図書館条例第９条並びに佐賀市教育委員会教育長に対す

る事務委任規則第２条第４号の規定に基づき今回提出するものでございます。 

 当協議会は、図書館長に対して、図書館の運営等について意見等を述べる諮問機関で
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ございます。平成２３年１２月から務めていただいた現在の委員の任期が今年の１１月

末までとなっていましたので、今回新たに委嘱するものです。 

 今回の任期は、平成２５年１２月１日から平成２７年１１月３０日までの２年間とな

っております。委員の人数は、市条例では１５名以下と規定されておりますが、最近は

１０名でお願いいたしておりますため、今回も１０名に委嘱したいと考えております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ２ページに候補者一覧を掲載しております。１０人の内訳といたしましては、学校等

の関係団体からの推薦が５名と一般公募が５名、計１０人でございます。男性が４名、

女性が６名、今回の再任の方が２名いらっしゃいます。なお、一般公募については１０

月２０日から１１月１０日の募集期間で８人の応募がありまして、作文、面接により評

価した上位の方に委嘱したいと考えております。 

 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。 

 委員会というのは年に何回ぐらい開催されるものですか。 

 

（棚町図書館長） 

 通常２回もしくは３回開催しております。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（光吉委員） 

 ５番の方の新任、再任のところが元と書いてあるのですが、これは新任か再任の間違

いでしょうか。 

 

（棚町図書館長） 

 この方は、今現在の委員の任期の前になります、４年前に一回この図書館協議会の委

員をなされている方です。 

 

（光吉委員） 

 以前、一回されたということですね。 

 

（棚町図書館長） 

 今回は元ということで表記しております。 

 

（東島教育長） 

 新任と表記してもいいと思います。３期前も元、となってくると、過去のことはもう

分からなくなってきますから、新任か再任かだけでよいのではないでしょうか。 

 

（棚町図書館長） 

 それでは「新」ということで、訂正をお願いします。 

 

（山下委員長） 

 ほかに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２０号議案『佐賀市立図書館協議会委員の委嘱について』
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は原案のとおり承認いたします。 

 次に、第２１号議案『消費税法改正に伴う条例等の改正について』、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２１号議案『消費税法改正に伴う条例等の改正について』、これは消費税率及び地

方消費税に対する税率の改定に伴いまして、施設等の使用料を改定する必要があります

ので提案するものでございます。 

 消費税率につきましては、現行５％、内訳としまして消費税が４％、地方消費税１％

となっています。これが平成２６年４月１日から８％になります。内訳としましては、

消費税が６．３％、地方消費税１．７％となっています。なお、平成２７年１０月１日

に１０％という予定が上げられておりますが、これにつきましては経済状況等を勘案し

て、その執行を停止するかどうかを判断するということですので、今回はこの８％につ

いて消費税率の改定に伴う改正を行うものでございます。 

 条例改正の基本的な考え方としましては、先ほど説明しました消費税等の課税対象と

なります使用料等について、消費税相当額の引き上げを行います。使用料の算定としま

しては、現行の使用料を１．０５で割り戻して、それに１．０８を掛けて８％消費税の

分を算定するという考え方で整備をしています。施行日としましては、原則平成２６年

４月１日以降の使用料について適用することとしております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ４ページで、先ほどの改正の目的、理由等をご説明いたします。２番でございますけ

ど、改正対象条例が現在①から⑬まで、１３本ありますが、条例が１１、規則が２とい

うことになっています。これにつきましては別冊でそれぞれの条例について新旧対照表

をおつけしております。①から⑤が社会教育課関係でございまして、農村環境改善セン

ター条例、公民館条例、コミュニティセンター条例、生涯学習センター条例、これらは

公民館等の使用料の条例でございます。基本的に公民館等については無料ということで

ございますが、市外の利用者等の使用料を別表で定めております。この分について使用

料の改定を行いたいと考えます。 

 基本的な考え方に沿って、消費税率１．０５で割り戻して１．０８をかけて、１０円

未満を切り捨てるという整理をさせていただいております。この１から４につきまして

は、約１０円から４０円の引き上げとなっています。新旧対照表を見ていただくとわか

りますが、３００円以下は切り捨てで上がらない。５００円以上が大体１０円から２０

円、最高は１，５００円というのもございますので、これは４０円上がります。 

 また、⑤番、常民記念館の条例も改正いたします。佐野常民記念館につきましては、

新旧対照表の１３ページになります。この記念館は観覧料と施設の使用料とございま

す。観覧料につきましては３００円以下でございまして、ここが今回の引き上げの対象

にはなっておりません。施設使用料のうち、多目的室１、ここが５００円でございます

ので、ここを１０円引き上げをさせていただきたいと考えております。 

 社会教育課分は以上でございまして、引き続いて各課のほうからご説明をさせていた

だきます。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 ６番目の佐賀市体育施設条例と１３番目の佐賀市学校体育施設の開放に関する規則

につきましては、スポーツ振興課所管の部分でございます。 

 基本的には、先ほど説明がありました分と同じ改正を行っておりますけども、６番の

佐賀市体育施設条例につきましては、平成２４年度の使用料改正の際、利用者の利便性

を考慮いたしまして、体育館につきましてはバドミントン面を基準といたしまして、ま

た運動広場はソフトボール面を基準として借りられるようにしております。そこで、半
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面、２面が全面より安くならないようにとか、何分の１という設定をしておりまして、

例えば、８分の１面とか６分の１面とかから借りられるようにしたため、複数面料金の

合計が半面及び全面の額より安くならないように今回調整をしております。 

 新旧対照表では、１４ページから３５ページが体育施設条例分でございます。６２ペ

ージが学校体育施設開放に関する分でございます。 

 以上です。 

 

（福田文化振興課長） 

 続きまして、文化振興課分でございます。文化振興課所管は、８番、佐賀市文化施設

条例、９番、佐賀市立東与賀文化ホール条例、１０番、肥前国庁跡歴史公園条例と、１

つ飛ばしまして１２番の佐賀市文化施設条例施行規則でございます。 

 まず８番の佐賀市文化施設条例でございますが、これは文化会館と市民会館でござい

ます。この新旧対照表の４４ページに現行と改正案ということで上げております。基本

的には１．０５で割って１．０８を掛けるわけですけれども、現行の９時から正午まで

３万３，５００円、これに１．０５で割って１．０８を掛けたのが、ページの右側の３

万４，４５０円ということになりますが、９時から正午までと６時半から１０時まで、

３万３，５００円、５万３，１００円、６万７，１００円はそのとおりの掛け方ですが、

ちょうど半分の３項目については足した額でございますので、数式通りでは端数が出ま

すので、例えば、９時から５時まで借りると、右の表で見ますと３万４，４５０円と５

万４，６１０円を足した額ということになりまして、端数が出てきますので、そういう

処理をしております。 

 ５０ページの東与賀文化ホール条例も同じでございます。 

 次の肥前国庁跡歴史公園条例でございますが、これは１日につき２，０００円と半日

につき１，０００円ということで、割り戻して計算しますと、１日につき２，０５０円、

半日になりますと、２で割ると１，０２５円となりますけれども、１０の位で切り上げ

るということでございますので、半日につきましては１，０３０円となります。 

 ５７ページ、これは施行規則でございますけれども、市民会館、文化会館で使うもろ

もろの物について、これは全て１回借りたらということで、時間当たりではありません

から、通常の公式通りの計算でございます。ただ、少額については計算上切り捨てがご

ざいますので、全く変化がないものもございます。 

 以上、４項目でございます。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 済みません、１つ抜かしておりました。７番目の佐賀市立諸富文化体育館条例につき

ましてもスポーツ振興課所管の分でございます。こちらにつきましても、改正の方法は

同じ方法をとっておりまして、新旧対照表は３６ページから４３ページになります。 

 以上です。 

 

（棚町図書館長） 

 １１番目の佐賀市立図書館条例についてですが、別紙資料の５６ページでございま

す。 

 図書館での使用料の分は、多目的ホールだけが有料となっておりまして、ほかの集会

室等は図書館に関する会議等にしか貸さないということで、その分は無料となっていま

す。よって、この多目的ホールだけが今回の使用料条例の改正でございます。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 何かご質問はありませんでしょうか。 
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（伊東委員） 

 この改正に伴う全体的な費用発生というのはあるのですか。例えば、看板を変えると

か、資料だけでいいのかとか、全体の改正に伴って費用の発生があるのかなと思うので

すが、その辺りはどうなのでしょうか。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 それぞれで幾らかの負担はあります。例えば、自販機を使っているところは自販機の

ところを手直しなければいけないとかですね。 

 

（伊東委員） 

 それぞれで全体像はわかりませんか。トータルでこのぐらい発生しそうだと。 

 

（東島教育長） 

 パンフレットの変更などもあるのではないですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 パンフレットの修正とか、市報等での広報関係があるかと思いますし、施設において

は張り紙等もあるかと思います。これは全市一律で整備をしています。条例改正関係で

大体４９本ほどございますので、費用全体がどうかというのは積算はしておりません。

基本的には、各所管施設で経常的な費用を持っておりますので、その中で対応すること

になるかと考えております。 

 

（岸川委員） 

 こういった使用料に消費税がかかるというのを私は存じ上げていなかったのですが、

使用料というのはそのまま市の収入になるのではないのですか。それと、もし消費税を

取ってあるとした場合は、費用とかであれば預かり消費税という形で、一括して納入す

るような形になると思いますが、そういった会計処理はどういうふうになっているので

しょうか。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 スポーツ振興課の分の料金設定は、基本的には維持管理にかかる費用の分を見て料金

設定をしておりまして、維持管理にかかる費用に消費税がかかるので、料金にも反映を

させております。 

 

（岸川委員） 

 使用料に消費税がかかっているということではないですよね。消費税相当分を上乗せ

するということであって、預かり消費税ということではないということですね。 

 

（棚町図書館長） 

 消費税は全てに関してかかるということですので、当然、地方公共団体も消費税を徴

収しています。通常、消費税は、売り上げに係る消費税から仕入れに係る消費税を差し

引いた額を納税するのですが、地方公共団体においては、収入の主なものが税等である

ことにより、消費税法第６０条に国や地方公共団体等に対する特例が規定されていま

す。それは、売り上げに係る消費税と仕入れに係る消費税とは同額と見なすというもの

です。 

地方公共団体においては、売り上げに係る消費税、つまり、収入に含まれる消費税、

実際には使用料等に含まれる消費税ぐらいしかありませんが、これと、仕入れに係る消

費税、つまり、支出に含まれる消費税とを同額と見なすということにより、差額が発生

しないため、消費税納税額がゼロとなり、申告義務も発生せず、記帳義務もないという
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ことになります。 

 

（東島教育長） 

 徴収分も納めなくていいというわけですか。 

 

（棚町図書館長） 

 はい、下水道会計とかは当然企業会計になりますけれども、結果的には精算すれば消

費税が還付される場合もあります。それは、工事関係の支出が多い場合にあっては、消

費税が納め過ぎという形になっているためです。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 ただし、こういう体育施設で、指定管理に出している分は指定管理者が払うという形

になりますので、維持管理に係る分を使用料に含めています。 

 

（岸川委員） 

 はい、わかりました。 

 

（山下委員長） 

 ほかに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２１号議案『消費税法改正に伴う条例等の改正について』

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。 

 まず「公民館評価の見直しについて」、社会教育課からお願いします。 

 

（中野社会教育課社会教育係長） 

 公民館の評価につきましては、現在、公民館運営実績表に基づいて自己評価を行って

おり、８月の定例教育委員会でご報告させていただいております。今回見直しを行いま

したので、新たに２つの評価をつけ加えるということで見直しを行いましたので、ご報

告させていただきます。 

 下のスライドですが、公民館の必要性については、公民館の設置及び運営に関する基

準や社会教育法の３２条に規定をされているところです。下の四角囲みのところにつき

ましては、２３年８月の佐賀市立公民館の果たす機能に関する佐賀市教育委員会の方針

の中でも評価について触れているところでございます。 

 ページをめくっていただきまして、左上の公民館の評価の目的として、１つ目に、目

指すべき目標を設定し、組織的・継続的な改善を図ること。２つ目が、自己評価及び公

民館運営審議会等への報告と、結果の公表により理解と参画を得て、公民館と地域の連

携に努めること。３つ目として、評価の結果に応じて公民館に対する支援を行ったり、

あるいは一定の社会教育、地域活動の質を保証して向上を図ることを目的としておりま

す。 

 ３番の見直し前の課題といたしましては、評価に対するＰＤＣＡのサイクルが不十分

であったということ等ありましたので、見直しを行うと。今までは、上に継続と書いて

いる、公民館運営の実績のところでありましたが、新規と２つ書いておりますが、今回

新たに公民館の運営評価及びその事業評価の２項目を設けました。下がその評価の実施

手法ですが、公民館の運営評価、２番の事業評価を行いながら、公民館にヒアリングを
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行い、公民館運営審議会等へのご報告を行うということで考えております。また関係者

及び第三者評価については、また改めて今後検討していきたいと考えておるところで

す。 

 ページをめくっていただきまして、公民館の運営実績の部分の具体的な項目とか、下

のほうには運営評価の指標、これは新たな部分でありますが、ここについては公民館が

果たすべき４つの役割・機能の、地域の連帯力、教育力、課題解決力、情報発信力が高

まっているかということで、４段階で検証したいと思っております。 

 右のほうに入っていただきますと、事業評価の指標ということで、公民館事業評価は

反省点などを洗い出し事業の改善を図り、事業の意義を見つめ直し必要性や成果などを

自ら問い直すために行うということで、妥当性、有効性、効率性、公平性の視点に基づ

きまして、３段階評価を行ってまいりたいと思っております。このようにして公民館運

営のマネジメントサイクル、ＰＤＣＡを回して、来年度から取り組んでいきいたいと考

えているところです。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

（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） 

 評価の実施方法として、専門家による第三者評価を行うことになっていますけど、例

えば、公民館の属する住民の中などから、いわゆる評議員のような方を選抜して、評価

をするというようなあり方は考えられないのですか。 

 

（中野社会教育課社会教育係長） 

 今後検討するということでここに書いておりますけども、例えば、地域連携協議会の

団体の方などにお願いができないだろうかということを考えています。 

 

（岸川委員） 

 評価という面であれば、そちらのほうに重きを置いてほしいなという気はいたしま

す。 

 

（東島教育長） 

 ４段階評価の、「十分である」、「概ね十分である」、「あまり十分でない」、「不十分で

ある」と言う文言は、この２番のところがどうも違和感を感じます。私の感覚かもしれ

ませんが、「ある」「ある」「ある」、１カ所だけ「ない」という否定的な使い方になって

いますよね。たとえば、「十分である」、「概ね十分である」、「どちらかといえば不十分

である」、「不十分である」と言うような表現の方がいいように思いますが。 

 

（中野社会教育課社会教育係長） 

 選択肢の表現ですね。 

 

（東島教育長） 

 そうです。評価の際に、意味合いが一致するような表現であればいいのですが、この

表現の語呂は合っていない。だから、２の「あまり十分でない」は少し要検討かなと思

います。委員会の中で決めたならば、それでよしとしても、表現法として２番だけが違

和感を感じるなと思いました。 

 

（中野社会教育課社会教育係長） 

 少し検討させていただきます。 
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（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、「１２月補正予算について」、該当課は説明をお願いします。 

 

（古田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 それでは、資料の１０ページをお願いいたします。 

 今度の１２月定例市議会に教育委員会から、歳入予算で３，８００万円、歳出予算で

９，３００万円を予算議案として提案しております。各部から説明をいたしますが、ま

ずこども教育部の教育総務課です。歳出予算から説明いたしますが、一般職人件費、欠

員等代替の２００万円でございます。こちらは教育委員会内の産休、育休、病休などに

よる職員の欠員代替に伴います日々雇用職員の賃金と社会保険料の不足分を補正する

ものでございます。賃金で１８０万円、社会保険料で１６万円の補正をしております。

これに伴いまして、雑入で９，０００円上げておりますが、９，０００円は雇用保険料

の個人負担の分でございます。 

 次の富士中学校改築事業の３２０万円の減額ですが、こちらは富士中学校改築に伴い

まして文化財発掘の調査費用を計上しておりましたけれども、試掘を行った結果、本調

査の必要がないということで、本調査の経費全額を減額したものでございます。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 学校教育課お願いします。 

 

（杉町学校教育課参事兼副課長兼教職員係長） 

 続きまして、学校教育課分です。教職員用情報機器整備事業１，０１８万円です。こ

れは平成２１年度にそこに書いてありますモデル校５校に整備した教職員用パソコン

１１５台が今年度末でリース期間満了になりますので、その更新に当たって、モデル校

のパソコン管理を平成２３年度に導入したモデル校以外の学校のパソコン管理システ

ムに統合して、一元的に管理するために必要な経費として委託料をお願いしているもの

です。 

 あわせて１１ページの一番下の債務負担のところの、学校教育課分を説明させていた

だきます。 

 まず１番目が教職員用情報機器保守業務委託料として平成２５年度から平成２８年

度までにおいて１，７６５万円の債務負担をお願いしております。これは教職員用パソ

コンのトラブル対応、質問対応などの業務を行うヘルプデスク業務を委託するもので

す。学校教育課にヘルプデスク１名が常駐して遠隔操作で対応するほか、直接現地に出

向くことで対応する予定です。 

 ２つ目に、教育用情報機器保守業務委託料として、同じく２５年度から２８年度まで

において、３，８２５万円の債務負担をお願いしています。これは市立小・中学校５３

校に設置しているパソコン教室のパソコン、１，９２５台などの教育用情報機器及び校

内ネットワークの維持管理に関するトラブル対応、質問対応、定期訪問などのヘルプデ

スク業務を委託するもので、学校現場を巡回して実施するものです。巡回で対応するヘ

ルプデスクは２名を予定しております。 

 ３つ目が、教職員用情報機器借上料として、２５年から２８年度までに２，０３４万

円の債務負担をお願いしています。期間は平成２３年度に導入しました教職員用パソコ

ンとリース期間の終了時期を合わせており、統合管理ができるようにしています。なお、

今年度中に機器と納入業者等を決定して、平成２６年度からリースを行う予定で、平成

２５年度は債務負担のみとなります。 

 以上です。 
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（山下委員長） 

 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） 

 学事課関係の補正予算についてご説明いたします。 

 九州電力の電気料金の値上げによりまして、決算見込みで発生すると思われる不足額

について増額補正の予算案を提出しております。九州電力の電気料金の値上げの内容で

すけれども、主に２点ございます。１つは電気料料金単価の値上げ、２つ目として契約

継続割引の廃止でございます。 

 これらの値上げは平成２５年４月１日から適用されております。このことにより、年

間で１０％程度料金の増加が見込まれております。補正予算の内訳ですけれども、学事

課所管施設として小・中学校と給食センターがございます。小学校、中学校の管理運営

費でそれぞれ９４９万円、それから１７２万円となっております。それと、富士、三瀬、

川副の各学校給食センター及び中部学校給食センターで合計で２０３万円となってお

ります。学事課分としての補正額の総額は１，３２４万円となっております。以上です。 

 

（山下委員長） 

 次にこども家庭課お願いします。 

 

（百崎こども家庭課長） 

 １１ページをお願いします。 

 こども家庭課の１２月補正予算分です。児童福祉総務費、事務管理経費で約４００万

円の補正をお願いしております。これは平成２４年度に実施いたしました病児・病後児

保育事業と放課後児童クラブ事業に対する県補助金につきまして、概算で交付を受けて

おりました補助金の実績の確定に伴いまして、超過して交付を受けた分を返還するもの

でございます。病児・病後児保育分で約１２万円、放課後児童クラブ事業で約３９０万

円の返還金が生じております。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 次は、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） 

 保育幼稚園課からの説明です。 

 まず、子ども・子育て支援事業移行準備経費約２，４００万円です。平成２７年度か

ら国の子ども・子育て支援新制度が開始されます。新制度では、保育園、幼稚園、認定

こども園に対しての共通の給付が行われたり、保育園の利用希望者に対して保育の必要

性を認定する業務など、新たな仕組みが加わります。それに対応した保育システムの改

修が必要となりまして、その委託料の補正をお願いするものであります。あわせて、今

年度末までには、来年１０月に完成させなければならないシステムの設計業務を終わら

せまして、残りの業務１，８００万円分につきましては、次年に繰り越しをお願いする

ものであります。工期としましては、平成２７年３月１５日としております。 

 ２番目の私立保育園特別保育経費、延長保育経費、約５００万円の補正です。認可保

育園３１園で実施します延長保育に対する補助金の補正であります。県補助基準額が改

正されたことと、認可保育園２園の延長保育時間が２時間から４時間に変更されたこと

による補助金の増額であります。 

 ３点目、公立保育所管理運営費、約２，１００万円の補正であります。補正理由とし

まして、１つは城東保育所の通路用地２１６平米の土地購入費９７０万円及びそれに伴

います測量委託費３６万円がございます。城東保育所は平成１１年に田代一丁目から現



  13 

在の東佐賀町に移転改築をしておりますけれども、通路として使います敷地２１６平米

につきましては、当時から土地所有者の意向で賃貸借契約により土地の利用をしてまい

りました。今回、土地使用者からの売買の意向を受けまして購入するものであります。 

 もう１つは、４つの公立保育所における臨時保育士の賃金及び社会保険料１，１００

万円の補正であります。ゼロ歳から２歳児の児童を当初よりも多く受け入れたことによ

りまして、３月までに新たに７名の保育士を配置するための経費であります。 

 ４点目、公立保育所特別保育経費、障害児保育経費、約９０万円でございます。公立

保育所で障害がある児童を受け入れるために６人の臨時保育士を見込んでおりました

けれども、７名の保育士が必要になり、賃金と社会保険の補正をお願いするものであり

ます。 

 最後の私立保育園保育士等処遇改善臨時特例事業、約２７０万円の補正であります。

保育士の人材確保対策として、今年度から始まった国の補助事業であります。保育士等

の処遇改善に取り組む認可保育園に対して補助を行うことで保育士等の確保を進める

ものであります。補助金の根拠となります各保育園の保育士の平均勤続年数や児童数が

当初見込んだ数よりもふえている園がございまして、今回改めて補正をお願いするもの

でございます。 

 歳入につきましては、３つの事業に伴います県補助金がございまして、その歳入を計

上させていただいております。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 それでは引き続き、社会教育部お願いします。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 １２ページをお願いします。社会教育課でございます。自治公民館トイレ洋式化と書

いておりますけれども、「推進事業」と追加をしていただきますようにお願いします。

申しわけございません。 

 この補正につきましては、１１月１１日の勉強会で内容はご説明させていただいたと

ころですが、自治公民館のトイレ洋式化改修に伴い補助を行うものであります。県が９

月の議会で身近なユニバーサルデザイン推進事業ということで基金を創りまして、平成

２５年度から２７年度の３カ年、トイレの洋式化の補助を行うことになっています。民

間等の補助については、県が直接行います。市町分についても県が実施するということ

ですが、このうち自治公民館については市町への間接補助で市町が補助を行うというこ

とで、今回補正をお願いするものでございます。内容につきましては、和便器を洋便器

へ取りかえた場合、定額２０万円の補助、和便器を洋便器へ取りかえたこととあわせて、

トイレのブースを若干広げる必要がございますけど、その改修をした場合は４０万円の

補助、また、例えば、押し入れだった部分を改修してトイレではなかったところに洋式

便所を設置したというときには６０万円の定額補助を行うというものでございます。 

 ９月に県の予算が通った後、市では公民館を通じて各自治会に要望調査を行いまし

た。要望が８件ほど出てまいりましたが、平成２５年度は残りの期間が短いこともござ

いますので、そこを見据えて、予備的なところも何件か見込みまして、２０万円の対象

の部分を１０件で約２００万円、４０万円の対象分を２件見込みまして８０万円、合計

２８０万円を今回補正をお願いするものでございます。時間的に短いところもございま

すが、議会の議決が出れば、１月早々に自治会等にご説明を行って、すぐ県の決定を受

けて３月までに整備をしたいと計画しております。なお、これは３カ年事業でございま

すので、平成２６年度も当初予算で要望に沿った形で予算化をしていきたいと考えてい

ます。歳入につきましては、県のユニバーサルデザインの推進事業費補助金として１０

分の１０が歳入分として入るということです。 
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 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 文化振興課お願いします。 

 

（福田文化振興課長） 

 市民会館・文化会館管理運営委託事業１８９万円をお願いしております。これは、電

気料値上げに伴う補正でございます。 

 続きまして、市内遺跡（国庫）分経費でございます。これは市内において、主に個人

の方が住宅やアパートなどを建築する際に事前に埋蔵文化財の確認調査を行いますが、

そのための経費でございます。当初、確認調査の件数を１８０件程度と見込んでおりま

したが、予想よりも多くて２１０件程度になりそうということで補正をお願いしている

ところでございます。 

 続きまして、佐賀城東堀（県委託）分経費でございますが、今ＮＨＫ前の道路を挟ん

で東側に一部東堀を復元している部分がございますけれども、その南側はまだ全く手を

つけられておりません。１，３００平米について、まだ掘削工事が行われておりません

ので、そこの埋蔵文化財の発掘調査経費としての佐賀県土木部からの委託金で３６５万

円でございます。調査の目的は、佐賀城堀は赤石で護岸を整備しておりますので、赤石

護岸が出てくるものという想定のもとに調査を実施する計画でございます。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 スポーツ振興課お願いします。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 まずさが桜マラソン大会開催経費の９４万５，０００円です。概要に当日配布と書い

ておりますけれども、大会前日と当日にＪＲ佐賀駅構内のＴＥＲＡ（テラ）で配布、あ

るいは大会当日、抽せん会場で配布する市内の飲食店等を紹介する広報パンフレットの

簡易版２万部の作成経費をお願いしております。 

 それと、その下の市民運動広場管理運営事業の２９万６，０００円から最後の大和勤

労者体育センター管理運営事業指定管理委託料の３９万円までは、電気料値上げに伴い

ます電気料の不足分を補正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。１２月補正予算で何かご質問ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 このほかに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、追加議案が提出されております。議題は『佐賀市教育委員

会感謝状の贈呈者について』ですが、非公開にて審議を行ってよろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、１０分間の休憩の後、審議を行いますので、関係者以外はご退席をお願い

します。お疲れさまでした。 

 

 


