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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。１２月もあと１週間ぐらいで終わろうとしております。きょうは

小・中学校の終業式になっておりまして、また、きょうは子どもたちがわくわくするク

リスマスイブでございます。子どもたちがわくわく感を感じるということは、プラスに

作用する面が非常に多いと私は思っております。そういうわくわくを感じる環境を、い

ろいろなところで整えていくことが必要かなと感じております。 

 ことし１年間を振り返ってみますと、まず富士小学校、富士南小学校が統合いたしま

して、順調に滑り出しております。さが桜マラソンもフルマラソンになりまして、子ど

もたちも周辺の清掃とか、いろいろなところでボランティアをしてもらいました。三重

津海軍所跡が世界遺産登録候補に推薦いただいたということで、これもまた喜ばしいこ

とでございました。また、初めての佐賀市民芸術祭「ＳＡＧＡルネサンス」もたくさん

の人がおいでいただいて、非常によかったと思います。 

 これらを総合してみますと、前進ということを私は感じます。漢字１字になすと、私

はこの「進」という字を挙げたいなと思いました。日本では今年の漢字は「輪」であら

わせると出ておりますけど、私は、佐賀市教育委員会は進む「進」という字を挙げたい

と思います。 

 これから年末で皆様方にはお忙しいかと思いますけれども、ことしは少しお休みが長

いと言うことで、うれしいことでございます。どうぞ皆様、いいお年をお迎えください

ませ。 

 これより佐賀市教育委員会１２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） 

 １１月２６日の定例教育委員会の会議録につきましては、１２月２０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。 

 

（山下委員長） 

 報告は終わりましたが、報告内容に質疑はございませんでしょうか。 

 

（梅﨑教育総務課副課長） 

 事務局からですが、前回の会議の発言におきまして、棚町図書館長の消費税に関する

説明の中で誤りがあったということで、ここで棚町館長より訂正について説明していた

だき、その内容にて、会議録に掲載したいと考えております。棚町館長から説明をお願

いいたします。 

 

（棚町図書館長） 

 通常、消費税の納税額というのは、売り上げにかかる消費税から仕入れにかかる消費
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税を差し引いて計算しております。前回の説明では、市町村にかかる消費税は、売り上

げにかかる消費税、つまり市町村で言う収入に含まれる消費税、市町村では使用料等し

かありませんが、ここから仕入れにかかる消費税、つまり支出に含まれる消費税を差し

引くと、支出に含まれる消費税のほうがどうしても大きくなるので、赤字になるという

説明をいたしました。 

 実は、消費税法第６０条に、国や地方公共団体に対する特例が規定されておりまして、

それは国や地方公共団体の一般会計においては収入の主なものが税等であるというこ

とで、売り上げにかかる消費税と仕入れにかかる消費税とは同額とみなすというみなし

規定がありました。つまり、収入に含まれる消費税は支出に含まれる消費税と同額とい

うことで差額が発生せず、消費税納付額はゼロということです。したがって、申告義務

も発生しないし記帳義務もないという規定がございました。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。今のご説明で内容を訂正して掲載することにご異議

はございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議がないようでございますので、内容を訂正して掲載させていただくことにいた

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） 

 きょうは口頭で報告をさせていただきます。 

 まず、１２月１日が佐賀市少年の主張大会でございました。委員さん方もお見えいた

だいておりましたので、内容については申し上げませんけれども、私はこの少年の主張

を聞きながら、子どもたちの考え方、発表の仕方、いわゆる表現力と言われる部分が育

ってきているなということを感じたところでございました。 

 特に、今回の学習指導要領では、表現力を育てるということがとても大事な要素にな

っておりましたので、そういう意味から、子どもたちのあの発表を聞くと、確実に表現

力が伸びてきていますし、考えも学年相応以上の考えをしっかりしているなと感じまし

た。しかも、子どもたちが学校や家庭、地域で学んだことをもとにして発表してくれま

して、まさに子どもたちにとって取り巻く環境そのものが学びの場であるというのを痛

切に感じたところでございました。そういう意味から、子どもへのまなざし運動がやは

り非常に大事な部分になってくると感じたところでございます。 

 それから、きのうまで久米島との中学生交流が行われました。２１日土曜日から２泊

３日ということで、１６名の子どもたちが今回は向こうから冬の交流に来ると言うこと

でございましたけれども、ハプニングがございまして、昼の３時ごろ佐賀に着く予定で

したが、那覇から飛ぶ飛行機が落雷を受けて飛べなくなったということで、急遽、臨時

便で夜７時過ぎに佐賀に着きました。ですから、１日目の日程は不消化に終わりました

けれども、翌日は、佐賀の寒い冬を存分に経験していただいたなと思います。朝は早く

からバルーンの係留、これは佐賀が誇るバルーンフェスタをベースにしていますから、

佐賀の行事を味わっていただいたし、天山のスキー場では、周りが銀世界の中で、雪と

いうものを久米島の子どもたちは触れたことがないということで、非常に感激的なもの

であったと聞きました。そして、日程的にも交流会を行っていませんでしたので、「フ

ォレスタふじ」で急遽交流会を行いました。３日目の最終日は、齋藤用之助展が現在、
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市立図書館であっておりますので、その見学を致しました。あれは２６日まででしたか

ね、棚町館長。 

 

（棚町図書館長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 あさってまで開催しておりますので、佐賀と沖縄にゆかりのある、この第１１代齋藤

用之助を足がかりにしての交流なものですから、そういう意味で、ぜひこの齋藤用之助

展をごらんいただけたらなと思っております。 

 今回で２回目でしたけれども、これからもこの中学生交流事業は続いていくものと思

いますので、子どもたちに伝えながら、佐賀と沖縄のかかわりを学んでいただいて、友

好関係がさらに築けていければと思っておるところです。 

 ３つ目は、今年度教育界の動きというのは非常に目まぐるしいものがありました。１

つは、いじめ防止対策推進法という法が成立したということ。子どもたちの学校生活な

り地域生活なりで、こういうものが法として定められるというのは近年では前代未聞

で、状況的には法で規制をかける、法で縛るというのは、教育という観点から見ると好

ましくない状況と私は思っているんですね。しかしながら、法が決まった以上は、これ

に対する対策はとらざるを得ないということで、来年度から第三者委員会を各学校どう

いうふうに設定していくのか。もちろん予算も伴いますし、来年度の動きの中で、機能

するような形で設定をしていく必要があるだろうと思っております。また、教育委員会

制度も中教審の答申が出されました。現状でいきますと、首長を最終責任者として、教

育長並びに教育委員会は諮問機関、補助機関的な取り扱いにするということで、決定権

そのものが首長のほうに移っていくものと思われます。もちろん政治的な関与を規制す

るための方策はとられるとは思っていますけれども、近年の動きを見てみましたら、政

治的に教育が揺さぶられているということは非常に多くの場面で見受けられます。そう

いう意味から、今後国での審議がどういうふうになっていくのか注視しているところで

す。 

 それから、勉強会でも話をいたしましたが、学力テストの公表問題。きょう教育新聞

を読んでおりましたら、二の轍を踏まないようにしようということで、前回、昭和３０

年代に全国学力テストが行われた際には、過度な競争が起こって、点数をとらんがため

にいびつな形での策がいろいろ出てきて中止になったという経緯がございます。今回の

ことで、今後またそういう方向にならないようにという思いがあります。この公表につ

きましては、教育委員会としても一定の方針を出していく必要がございますので、今後

継続して話し合いをしていきながら、学校とも十分共通理解を図ってまいりたいと思っ

ております。 

 それから、土曜授業の件。これにつきましても省令改正がありまして、恐らく来年度

から、かなり加速度的に進んでいくような気配にあります。佐賀市としてもやはり、動

ける体制はつくっておく必要があるだろうということで、これについても今後また十分

整理をしなければいけないだろうと思っています。 

 それから、先般、体力テストの結果が出ておりました。佐賀県は決していい状況では

ありません。特に女子が極めて悪く、これもまた順位づけをすれば、女子はかなり下の

４０番台ということでした。４０番台であっても基本的な体力を持っていればいいので

すが、極めて低いという状況にありますので、これまた何らかの対策を練らないといけ

ないかなと思います。 

 かつて佐賀市では、陸上記録会とかバスケット教室とかサッカー教室とか、水泳大会

とか、各種の体育の行事を市として持っておりましたが、これは全て消えてしまいまし

た。文化行事で今唯一、小・中学校の連合音楽会、それから合唱コンクールが残ってい

ますけれども、体育行事は全て佐賀市から消えてしまいました。それだけ合併をして大
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きくなったということですけれども、少しずつこの辺りも検討をしていく時期に来てい

るような気がしてなりません。そういう意味で、また今後とも提案をさせていただきた

いなと思っております。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 報告内容に質疑はございませんでしょうか。ございませんか。 

    〔「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２２号議案『学校給食費の改定について』、ご説明をお願いします。 

 

（田中こども教育部副理事兼学事課長） 

 第２２号議案『学校給食費の改定について』でございます。 

 このことにつきまして、別紙２のとおり提出をするものです。 

 提案理由でございますが、平成２６年度から学校給食費を改定したいので、この案を

提案いたします。 

 次のページをお願いいたします。 

 学校給食費の改定につきましては、１１月の勉強会においても概略説明をしておりま

す。それから、１２月定例議会におきまして、文教福祉委員の研究会においても説明し

たところです。 

 内容でございますが、平成２６年度から学校給食費を以下のとおり改定をしたいとい

うことで、具体的には１食当たりの単価に給食実施回数を乗じた額を年間の学校給食費

とするということです。 

 次に、１食当たりの単価、これは案と書いておりますが、小学校が２３５円、中学校

が２７０円ということにしたいと思っております。 

 なお、選択制弁当方式による中学校給食は、１食当たり２５０円で据え置くというこ

とにしております。 

 それから、ミルク給食費は３月の定例教育委員会で別途報告をしたいと考えておりま

す。現行ミルク給食費は、税込みで４４円３０銭となっております。来年度につきまし

ては、県から単価の連絡がございますので、それから調整をして、またご報告いたしま

す。 

 下のほうに参考として、各地区の学校給食費と給食実施回数等の状況を挙げておりま

す。一番右側が２６年度給食費を試算したものです。 

 例を挙げますと、旧佐賀市の小学校は一食単価に実施回数を掛けて４万３，２４０円

となります。また、中学校では、諸富地区では２７０円に１８６回を掛けまして、５万

２２０円となります。 

 それから、平成２５年度、現行の学校給食費と来年度の学校給食費の試算の比較でご

ざいますが、小学校においては富士地区、三瀬地区、川副地区、東与賀地区がそれぞれ

高くなると試算しております。中学校においても、三瀬地区、川副地区の両地区が高く

なる計算でございます。これは平成２５年におきまして、センター炊飯または自校炊飯

である地区が米飯経費が安かったので一食単価が低くなっているためです。それから、

委託炊飯の地区でも一食単価が低かった富士地区や三瀬地区は単価が統一され、平準化

といいますか、単価が統一されたことによりまして、結果的に高くなります。 
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 続きまして、この学校給食費の改定についての、学校や保護者の方への周知でござい

ますが、今後のスケジュールとしては、小学校、中学校の各学校に対しましては、１月

の校長・園所長会において説明をしたいと考えております。 

 それから、保護者の方に対しましては、１月にＰＴＡの研修会が開催を予定されてお

りますので、この機会に時間をいただきまして、説明と周知を行い、理解をいただけれ

ばと考えております。 

 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。 

 

（東島教育長） 

 ＰＴＡの研修会とは、単位ＰＴＡ会長会ですか。 

 

（田中こども教育部副理事兼学事課長） 

 会長さんと副会長さんが１月１８日土曜日に研修会をされます。１００名位の方が来

られます。 

 

（岩瀬学事課主査） 

 １月１８日は、単位ＰＴＡの会長さん方の研修会となっておりまして、そのときに少

しお時間をいただいて、ご説明をさせていただく予定です。 

 

（東島教育長） 

 それでは、全単位ＰＴＡの会長ないしは、その代理者が来られるということですね。 

 

（岩瀬学事課主査） 

 そうです。 

 

（山下委員長） 

 平準化されて、佐賀市が１つになったという感じがしました。この給食費については

問題ないのですが、よく問題になるのが、給食費を払っていない人の分を他の人が払わ

なくてはいけないということです。そのために量をちょっと少なくしたり、質を低下さ

せたりしなくてはいけないということがよく起こっておりますけれども、給食費の徴収

は改善しているのでしょうか。 

 

（田中こども教育部副理事兼学事課長） 

 給食費の滞納、未納についてお尋ねがございましたけれども、２４年度分の５月末時

点ですが、未納額が１７０万円ほどございます。全体の徴収率としては９９．８％ぐら

いで、徴収すべき額が約７億６，０００万円ですので、そのうち１７０万円ぐらいが納

められていないということでございます。学校などいろいろなところで努力はしていた

だいていると思いますが、現在はそういう状況になっております。 

 

（山下委員長） 

 徴収率はもっと低いのかなと思っておりましたけれども、私が思ったよりは高くなっ

ていました。 

 ほかに何かございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第２２号議案『学校給食費の改定について』は原案のとお
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り承認します。 

 次に、第２３号議案『佐賀市立幼稚園条例施行規則の改正について』、ご説明をお願

いします。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 第２３号議案『佐賀市立幼稚園条例施行規則の改正について』です。 

 佐賀市立幼稚園につきましては、本庄幼稚園１園のみであります。 

 改正の目的ですが、文部科学省が平成２５年度幼稚園就園奨励費補助金の対象世帯に

「多子世帯」を追加いたしました。これに伴いまして、佐賀市立幼稚園の保育料等を減

免する対象に「多子世帯」を追加するための改正であります。 

 「多子世帯」とは、３人以上の園児がいる世帯のことであります。幼稚園の就園奨励

費補助金につきましては、保護者の所得状況に応じまして、経済的負担の軽減を図る目

的として、幼稚園の保育料等の補助を行う国の制度でございます。 

 今回の国の改正で、３人以上の園児がいる場合は、所得に関係なく幼稚園就園奨励費

補助の対象となります。私立・公立の幼稚園ごとに補助額が決められておりますけども、

公立幼稚園の保育料等の補助につきましては、規則で保育料等の減免を行っておりま

す。 

 ２番目の改正内容であります。佐賀市立幼稚園条例施行規則第７条に、保育料等の減

免対象を規定しておりますけども、現在の生活保護世帯、市町村民税や非課税世帯及び

市町村民税所得割非課税世帯に園児が３人以上属する世帯を追加するものであります。 

 次の５ページの新旧対照表をごらんください。 

 左側の現行の規則の第７条第１項第１号、第２号にあります市民税の非課税世帯及び

生活保護世帯に、新たに園児が３人以上属する世帯を減免対象世帯に加えております。 

 ４ページの下に、具体的な区分及び減免額を説明しております。これは佐賀市立幼稚

園の保育料等の減免に関する要綱で規定をしておりまして、規則改正に伴いまして、こ

の要綱も改正いたします。 

 新たな区分としまして、Ｄの「上記区分以外の世帯」を加えております。減免額とし

て、第３子以降の園児につきましては、７万９，０００円を減免することになります。 

 現在、本庄幼稚園の入園児１１８名の内、規則第７条に基づいて減免対象としている

園児は現在１４名おります。今回新たに３人以上の世帯を加えましたけども、それに該

当する園児は現在のところおりません。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 保育料等ですから、入園料なども含まれますか。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 はい、入園料を含みます。本庄幼稚園につきましては、今、入園するときの入園料が

１万５，０００円、保育料が毎月１万円の徴収になっております。 

 

（山下委員長） 

 何かご質問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〕 

 異議がないようですので、第２３号議案『佐賀市立幼稚園条例施行規則の改正につい

て』は原案のとおり承認します。 

 次に、第２４号議案『佐賀市社会教育委員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。 
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（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 第２４号議案『佐賀市社会教育委員条例の一部を改正する条例について』でございま

す。これは社会教育法の一部改正に伴いまして、社会教育委員の委嘱の基準を定めるも

のでございます。 

 内容につきましては、８ページをご覧ください。 

 改正理由ですが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律」、いわゆる地域主権一括法、この第３次一括法に基づき

まして、社会教育法の一部が改正をされました。この社会教育法の中で、以前定められ

ておりました社会教育委員の委嘱の基準が、文部科学省令で定める基準を参酌して、地

方公共団体の条例で定めることとされております。これに伴いまして、佐賀市社会教育

委員条例におきまして、社会教育委員の委嘱の基準を定めるものでございます。 

 この資料の下半分に、社会教育法と文部科学省令の新旧対照表をお示ししておりま

す。 

 まず、社会教育法でございますけれども、社会教育委員の基準につきましては、「学

校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験の

ある者の中から」となっておりましたが、ここが削除されまして、１８条として、基準

について文部科学省令で定める基準を参酌するということになっております。文部科学

省令におきましては、その参酌の基準を今までの社会教育法の中の基準を参酌すべき基

準とされているところです。 

 市としましては、２番でございますけど、この文部科学省で定める参酌すべき基準、

先ほど申しました学校教育及び社会教育の関係者等々の基準でございますけど、現委員

さんにつきましても、この基準を満たしておりますし、今後もこの基準を大幅に変える

必要はないと考えております。当該基準の内容をそのまま条例で設定したいと考えてお

ります。 

 施行期日としましては、平成２６年４月１日とし、３月の定例議会に条例改正案を提

出したいと考えています。 

 具体的な条例の中身としましては、７ページでございますが、現在の３条、４条を１

条ずらしまして、２条の後に３条という形で、「学校教育及び社会教育の関係者、家庭

教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会がこれ

を委嘱する。」という、現在の社会教育法の基準を定め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。よろしいでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第２４号議案『佐賀市社会教育委員条例の一部を改正する

条例について』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、「１１月２５日に開催した第３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） 

 資料につきましては９ページをお願いいたします。 

 去る１１月２５日に第３回の佐賀市社会教育委員の会議を開催いたしております。委

員につきましては、１２名中１１名が出席しております。 
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 今回、１１月に新委員の改選を行っておりまして、第３回の委員会は新しい委員の初

めての会議ということで、正副委員長の選出を行っております。委員長には上野委員、

副委員長には平川委員が選出されて、前回までの委員長、副委員長と変わっておりませ

ん。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、９月２５日に第１回目として、現状、課題、今後の役割等についてご意見をいただ

きましたので、これを受けまして、運営方法等について、社会教育課からまた案を上げ

てご意見をいただいたところでございます。 

 議題の中身としましては、きょう追加資料をお渡ししております。この資料の、２ペ

ージから７ページまでに、第１回目の会議の内容と意見等々をまとめさせていただいて

おります。今回、委員がかわられまして、新しい委員もいらっしゃいましたので、まず

前回までの内容をご報告いたしまして、ご理解をいただきました。 

 ８ページから１０ページが、前回の意見を受けての、社会教育課としての案です。西

与賀コミュニティセンターにつきましては、現在の軽スポーツや文化サークルといった

活動を尊重しながら、天文部門の強化を図っていく生涯学習施設としての整備が望まし

いということになりましたので、天文分野の強化のための事業案ということで、現在行

っています定例・特別の観望会に加えまして、小学生への天体講座とか、天体出前講座、

また、随時天体観測希望者への対応を強化する必要があるのではなかろうかということ

で案をお示しさせていただきました。 

 ９、１０ページが専門分野からの意見ということで、これは天文協会から今回たたき

台をつくっていただきまして、開館時間の理想的な時間とか、あるいは不定期開催、毎

週行うもの、毎月行うものというところで、ベストな案をつくっていただいたものでご

ざいます。 

 １１ページで、これらを解決するためにはこういう取り組みが必要だろうけれども、

運営体制の強化が必要だということで、市としての運営体制の充実として、指定管理制

度の活用、あるいは人員体制等を強化した直営体制という２案を作成させていただきま

して、ご意見をいただいています。 

 １３、１４ページが、指定管理の案をお示しをしております。 

 １５、１６ページが、直営のままで人員体制を強化した場合の案をお示ししまして、

１７ページで、指定管理と直営を強化した場合の経費比較を行っております。ここの見

方としましては、指定平均と書いております１，４００万円、これは指定管理の業者、

Ａ、Ｂに見積もりをとらせていただきました。これは、我々が案として考えている、先

ほどの学校連携講座とか出前講座を追加した中で施設も管理するという形で出してい

ただきまして、平均的に約１，４００万円でございました。直営を強化する場合、嘱託

員等を増員しまして、天文の知識を持つ職員を確保するという格好で試算したところ約

１，２９０万円ということで、２５年度で１，０７０万円ほどかかっておりますが、そ

こから大体２００万円から３００万円の増になると見込んでおります。理想指定という

括弧書きをしておりますが、これは天文協会の案を全て行った場合の試算でございまし

て、この場合は３，３００万円ほどかかるということで、現時点では、１７ページにお

示してております天文企画の強化としましては、学校連携講座とか出前講座を追加して

天文分野を強化するという考え方でおります。この場合のメリット、デメリットが１８

ページでございますけど、メリットとしては、指定管理にしますと専門スタッフが常駐

できる。天文企画の充実が格段に図られる。デメリットとしては、学校関係との連携に

やや不安があるし、コストが若干高くなる。市直営の場合としましては、学校や市との

連携がしやすい、かつコストがやや安い、市の意思が反映しやすいというところがメリ

ットとしてありますが、デメリットとしては、企画が充実するのかどうかが少し難しい

のではないかという点と、スタッフの常駐が難しいということで、今回ご説明をさせて

いただきまして、委員の皆様からご意見をいただきました。 

 意見としましては資料の９ページ、１０ページにまとめておりますけど、一度現場に

来てもらうことが大事であろう。あと、施設については天文の望遠鏡がございますけど、
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教材センターとしての教材等の整備も必要ではないか。あるいは指定管理とか直営とか

運営方法の決定よりも、まずはセンターで何をするかということを考えなくてはならな

い。また、前回もございましたけど、周知、広報が足りていない。ここを充実する必要

がある。それと、現在直営で運営しているのだから、まずは運営方法はできるところま

で直営でするという工夫も必要ではなかろうかというご意見もありました。それと、県

内で指定管理を受けてくれるような業者がいるのかというご意見もありました。この指

定管理の業者につきましては、武雄の宇宙科学館も指定管理で行っておりますので、

我々としては市内を基本といたしますけど、市内を問わず、県外も含めて指定管理の公

募というのも考えているというお答えをしております。 

 こういうご意見をいただきましたので、第３回に向けて、市としての運営方法の案を

整理させていただき、第３回では運営方法を含めた今後の方針を決めていきたいと考え

ているところでございます。 

 また、西与賀コミセンの議題のほかに、報告事項が３点ほどございました。１点が地

域づくりの拠点となる公民館の運営体制の課題解決ということで、前回の勉強会でもご

報告いたしましたけど、６項目ほど課題が残っておりますので、本年度中に方向性を取

りまとめていきたいと思っております。方向性が決まった時点で再度社会教育委員には

ご報告をしたいということで報告をしております。 

 ２点目として、青少年教育のあり方検討委員会の答申が出ましたので、この答申内容

についてご報告させていただいております。 

 ３点目として、社会教育委員の研究大会が長崎で開催されています。ここに社会教育

委員等々出席をしておりますので、その内容についてご報告をさせていただいたところ

でございます。 

 第３回の社会教育委員の会議の報告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。 

 何かご質問ございませんでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 社会教育委員会議の議事録のまず１０ページですが、質疑の下から３つ目に、どの程

度の専門性が必要かというのがありますよね。小学生に教える程度でいいのかと。この

専門性は高くないとだめなのですよ。小学生以下の年代に教える程度となっています

が、これは教え方の方法論であって、天体というのは極めて難しいものですから、知識

の専門性は高いほどいい。対象の小学生以下にどう伝えるか、教え方という点では、大

人も説明できる程度でありますけれども、知識ということで言えば、学校の教職員のレ

ベルではなかなか難しい部分がありますよね。ですから、ここは誤解を招かないように

しておかないと、専門性が小学校レベルでいいですよと言ってしまうと、もうここに置

く必要ないだろうということが１点です。 

 それから、教材センターの機能と言いますが、学校はここから随分離れているわけで

すよね。天体観測があるときに、その必要教材は各学校が持っているわけなのですよ。

ここに借りに来ることはあまり考えられない。だから、教材センターを意識する必要は

私はないだろうと思います。もちろん専門的な、この機材はここにしかないというもの

を貸し出しができますよということであれば別なのですが、必要最小限の教材は各学校

でそろえておかないと、教科の学習には利用できませんから。 

 それから３つ目は、ここで行う講座の対象を見定めたときに、子ども対象、一般市民

対象、教職員対象といろいろ考えられますが、私は、教職員に対しての天文研修を、こ

こでやっていただくと非常に助かるなと思いました。恐らく、小学校の教員で、天体に

ついて専門性を持って指導できる人間はごく一握りですよ。中学校の理科の教員だって

怪しいです。そうしたときに、ここでそういう専門的な研修ができると非常に価値が出
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てくる。先生方が子どもに教えるための教職員対象の専門的な天文研修も入れてもらう

と充実すると思いますので、検討してみる必要があるのかなと思いました。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 どの程度の専門性というところで、私どもとしては専門性と言っても、特段に物すご

く詳しくというのは必要ではないだろうと思っていますけど、どこまで必要なのかとい

うのは、今後教育長の意見もお聞きしながら決めていく必要があるかと思います。ただ、

２０センチの屈折型の天体望遠鏡がございますので、あれを使えて、天文の状況などが

わかるような、基本的には天文協会、あるいは業者程度の知識は必要ではないだろうか

とは思っているところです。 

 それと、教材についてもご意見がございましたが、学校関係の出前講座も検討をして

おりますので、教材をどこまで整備するのか、あるいはこの教材を学校に貸し出しをす

るのかというところも含めて考えていく必要があると思っています。 

 それと、研修関係につきましてもご意見いただきましたので、先生たちの研修等々も、

この運営のあり方の中で少し整理をさせていただきたいと思います。 

 

（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、２番目に行きたいと思います。「史跡三重津海軍所跡の追加指定に関する

意見具申について」、文化振興課お願いします。 

 

（福田文化振興課長） 

 資料１１ページをお願いいたします。「史跡三重津海軍所跡の追加指定に関する意見

具申について」ご報告申し上げます。 

 ページ中ほどに、三重津海軍所跡について簡単に書いてありますが、幕末に佐賀藩が

洋式船による海軍教育を行うとともに、艦船根拠地として、また修船・造船の機能を有

した施設であり、船渠や製罐所を初めとする遺構・遺物が良好に存在していることが確

認されました。幕末期における西洋の船舶技術の導入や軍事の展開を知る上で重要であ

るとして、平成２５年３月２７日に国指定の史跡になっております。上の表で、既指定

面積が２万９，５０４平米とありましたが、その下の追加指定面積２，３５０平米程度

を追加するということでございます。 

 少し濃い線で左上がとがった図形がございますが、いわゆるここが船入り場エリアと

いうところの入り口部分でございます。この部分２，３５０平米が、今まで指定から外

れておりましたけれども、そこの土地所有者関係の国土交通省と佐賀県有明海漁業協同

組合と、やっと協議が調いまして追加指定を行うということでございます。 

 追加指定を行う理由でございますが、下から２番目、遺跡の保護強化を図る目的とい

うことでございまして、文化財保護法の範疇になりますので、例えば、そこが毀損した

ら、保護法にのっとり的確な保存ができることになるわけでございます。 

 今後の保護措置でございますが、担当室長から概略説明をさせます。 

 

（前田文化振興課主幹兼世界遺産調査室長） 

 それでは、資料１１ページの一番下段にあります意見具申物件の今後の保護措置につ

いてご説明をさせていただきます。 

 基本的には、昨年６月の、最初の意見具申のときにご報告した部分と変更はございま

せん。今現在は、既史跡指定部分も含めて、文化庁と今後の史跡の保存管理計画、どう

史跡を守っていくかの計画策定の最終段階でございまして、今後はこれに基づきまし

て、史跡としての整備計画、構想を策定していく予定でございます。また、その根拠と

なりますこの史跡に関しての文化財保護法に基づく管理団体については、年明けに文化
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庁から認証をいただく予定になっております。 

 ３番目に、今回入り江部分の水路について追加指定をいたしましたけれども、一番北

側については、まだ道路計画等がございまして、今後調整が済み次第、地権者のほうと

史跡指定の追加拡大の協議に入っていくという予定でございます。 

 今後のスケジュールに関しまして、年明け１月末に文部科学省に意見具申をいたしま

して、来年の５月、恐らく連休明けに国の文化審議会で審議に入りまして、例年ですと

大体９月、１０月に史跡の追加指定の審議会の答申をいただきまして、年明けぐらいに

告示になるという予定でございます。 

 この部分につきましては、ご存じのとおり、世界遺産に国内推薦が今年度決まりまし

た明治日本の産業革命遺産の構成資産の一つに入っておりますけれど、以前から世界遺

産登録について、なるべくこの入り江の部分も、文化財保護法の範囲の中で保護するこ

とが望ましいという専門家のご意見をいただいておりましたので、今年、３月２７日の

指定告示も地権者と史跡の拡大についての協議を重ねておりまして、今回協議が調いま

したので、ここに文部科学省に対して意見具申を行うということでございます。 

 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。 

 

（東島教育長） 

 史跡追加指定の部分は、具体的に何があるのですか。 

 

（前田文化振興課主幹兼世界遺産調査室長） 

 この部分は、今漁港で使われておりまして、ここの早津江川とつなぐ水路部分になり

ます。幕末期の絵図等から、今現在も地形がほとんどそのままの状況で残っているとい

うことがわかっておりまして、ただ、これが漁港の供用範囲にもなっておりまして、も

し何かあったときにどうやって復旧するのかといった技術的な問題がありましたので、

最初の指定のところではちょっとご同意がいただけなかったのですが、その後も協議を

続けて今回ご同意がいただけました。 

 

（東島教育長） 

 地形が残っているということですか。 

 

（前田文化振興課主幹兼世界遺産調査室長） 

 そうです。絵図などにあらわれている地形が大体そのままのイメージで残っていま

す。 

 

（東島教育長） 

 ここの部分だけが残っているということですね。 

 

（前田文化振興課主幹兼世界遺産調査室長） 

 はい。 

 

（山下委員長） 

 この地図で、既に指定されている範囲と、今後保護が必要とされる範囲というのがよ

く分からないのですが。追加指定になったこの三角がとがった部分はよくわかりますけ

ど。 
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（福田文化振興課長） 

 白黒でわかりにくい図面で申しわけございません。追加指定を今からお願いするとこ

ろが北側といたしましたら、左下の駐車場がございます。駐車場の手前、ちょっと北ぐ

らいまでが史跡指定の範囲としています。西側は堤防まで、東側は河川ぎりぎりまでと

なっています。 

 

（山下委員長） 

 追加はわかりましたけど、将来必要とされる範囲とはどこなのですか。 

 

（福田文化振興課長） 

 将来的に史跡地の北東側について、追加指定への措置を講じる必要があるということ

でございますが、その部分というのは、この追加指定のすぐ北側に道がございます。そ

の道の北側にある、少し広がっている部分でございまして、基本的にはこの三重津海軍

所跡は、この図面の一番右上端を海軍領エリア、漁港の部分が船入り場エリア、その下

が調練場エリア、そして、この前ドックが出たところ付近を製罐所、船渠エリアという

ことで、大体４つに分かれます。国指定史跡は、船入りエリアと調練場エリアと製罐所、

船渠エリアが現段階で指定されているというところです。 

 

（山下委員長） 

 はい、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か。よろしいでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 このほかで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、これで１２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。 

 

 

 

 

 

 

 

 


