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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。紅葉が進み、秋色に囲まれた美しい風景を目にしているところでご

ざいます。街路樹の落ち葉も通学路にたまっておりますが、近所の方がちゃんと掃いて

いただいている姿は、子どもの安全性から見ても本当にありがたいことだなと思ってい

るところでございます。 

 先月までは、光吉委員が参加されておりましたけれども、ご退任されましたので、今

月から新しく山口委員に加わっていただきます。ご挨拶をお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

（山口委員） 

 皆様こんにちは。１１月５日付で就任させていただきました山口美恵と申します。微

力ではございますが、佐賀市の教育のために努めさせていただきたいと思いますので、

皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（山下委員長） 

 それでは、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。 

 

（大松教育総務課参事兼副課長兼総務係長） 

 １０月２８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、１１月 

２１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。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、私から幾らかございますので、お願いします。 

 まず１ページ目の６行目あたり、「文部科学省の松本さんが教育委員会へ２週間ほ

ど」と書いておりますが、ここは間違いでございますので、削除していただきたいと思

います。 

 

（大松教育総務課参事兼副課長兼総務係長） 

 「２週間ほど」を削除でよろしいですね。 

 

（山下委員長） 

 はい、「教育委員会へ研修で」としてください。 

 それと、７ページの私の発言の５行目、いきなり「事務局、１１月５日の」と書いて

ありますが、「では、事務局」と入れておいてください。 
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 そして、９ページ目です。９ページの１９行目、「再来年も悉皆調査ということが」

を「いうことです」としてもらって、あとの「いうことが提起されたと思います」を消

してください。 

 それから、その２つ下ですか、「これは、さきほど教育長が言われました」とありま

すが、これは「せんだって、教育長さんがご説明いただきましたが」、「これは、せんだ

って教育長さんがご説明いただきましたが」と、修正をお願いします。 

 ほかございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、ご異議がないようですので、修正してもらって、会議録は承認することと

いたします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（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、資料をお配りしております。まず１点目、平成２６年度佐賀県市町教育長

連合会秋季総会・研修会が行われました。この中では、教育委員会制度、それから土曜

日の教育活動、この２つについて議論をいたしました。 

 教育委員会制度はもう既にご案内のとおりでございますが、ただ、今後教育委員会が

機能しなければ廃止論まで進んでいくという、言うならば過渡期にあるというのは間違

いないだろうと。本来的に言えば、教育委員会廃止論と、それから教育委員会をリニュ

ーアルするということでありましたが、現行教育委員会制度を踏まえながら現状が改善

されました。ところが、行き着くところはこの廃止論まで来る可能性があるので、教育

委員会というのは市民に見える形で機能を発揮していただきたいというのがどこでで

も言われることです。その中で議論になったのが、職務代理者の件でありました。新教

育長は、教育委員から外れることになります。教育委員会の一員ではありますけれども、

教育委員ではないと。そして、教育長の職務代理者は教育委員から指名をするとなって

おりますので、教育長が欠けたときには教育委員の中から教育長代理が出てくることに

なります。しかしながら、実務的な執行については、かなり難しい部分がありますので、

職務代理者の件が非常に話題になりました。 

 それから、総合教育会議の大綱をどのようにするかということが議論になりました

し、来年４月から新たな制度で動きます。新たな制度と旧制度の移行期が４年弱あるわ

けですけれども、その間、いつでも動けるように条例改正等をして新制度に備える必要

がありますので、これについても議論になりました。 

 それから、土曜日の教育活動ですが、これは特に社会体育関係、中体連関係との調整

が極めて難しいということが全市町から出ました。ということは、やはり土曜日の教育

活動をするということになると、特に土曜授業という視点から考えますと、土曜日をど

この土曜日に設定するかという統一した条件が整わなければ非常に社会教育が混乱を

するということは間違いないようです。これはもう少し議論をしましょうということで

時間いっぱいまで議論しましたが、この段階でとどまっております。ちなみに、小城市

が来年６月からスタートする予定ということで話があったところでございます。 

 ２点目、ＩＣＴ利活用教育の研究公開、これは西与賀小学校でＩＣＴを利活用した教

育活動に先鞭をつけていただいて、先進的に取り組んでいただいております。言うなら

ば、これからの学校教育の１つのモデルとして先を走ってもらっているわけでございま

すけれども、電子黒板が今年度で全校に導入されました。あとはタブレットパソコンを

どのように配備をしていくかまだまだ議論の余地があるところでございます。しかしな

がら、３校のモデル校がございますので、この３校とほかの佐賀市立の学校との兼ね合
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いをとりながら、やはり私どもは先を見据えて教育を進めていかなければいけませんの

で、その辺りをどうするかというのは今後の課題であろうと思っております。 

 ３点目は、第４回全国都市教育長理事会がございましたが、５点について、文部科学

省からの説明がありました。１点目は教育委員会制度改革についてです。これは今まで

もずっと説明をされてきたことの繰り返しになりますので割愛します。 

 ２番目の平成２７年度の概算要求、これは別紙で資料をつけております。これは後で

お読みいただきたいと思いますけれども、簡潔に申し上げますと、文教関係の予算が

８％ほど増額になっているということです。これは、社会を生き抜く力の養成、未来へ

の規約を実現する人材の養成、学びのセーフネットの構築、大きくこの３本を柱にした

文教関係予算の増額ということでの説明がありました。 

 後で見ていただきたいのですが、７ページ、８ページを簡単にご説明いたしますと、

特に私どもが一番興味を持っているのは、教職員の定数改善です。この教職員の定数改

善について、１０カ年案が示されました。当然これは財務省とのやりとりがあっている

わけですけれども、その中で、端的に強調されたのがチームとしての学校の教育力を最

大限発揮していくような、そういう定数改善に向かいますということです。財務省は、

教員の質を指して、数を減らそうとしております。教職員の質を高めないことには教育

の質的向上はあり得ないということで、数ではないと。この裏には、今１年生が３５人

以下学級で法制化をされております。２年生は３５人以下学級の加配措置をなされてお

りますが、財務省は、３５人以下学級を４０人学級に戻したいという意向があります。

つまり、３５人でも４０人でも成果は同じだと。３５人以下学級の成果は見られないと

いうことで、財務省はそれを前提にしているようでございますけれども、文部科学省は

質と数の一体的な改善ということで、数も含めて義務標準法の改正をしていきたいと考

えているようですので、これによって幾らか学校現場の環境改善ができるのかなという

思いをしております。この中で、特にチーム学校の推進の中では、上から２つ目の四角

になりますが、専門人材の配置充実、例えば、ＩＣＴ専門職員を配置するという計画、

それから地域連携担当教職員の専門的な知見を有するスタッフの配置といったことを

言い出しております。それと同時に、学校規模の適正化では、複式学級の編成基準を引

き下げたいと、これも今回の計画の中に盛り込まれているようです。つまり、今小学校

では１６人が複式学級の１つの基準定数です。それを２名減らして１４人、中学校は現

在８人ですが、これを４名減らして４人として定数改善を図りたいとしております。 

 次のページを見ていただきますと、チーム学校の実現に向けたイメージが描かれてお

ります。 

 この中に大きく３本ございますが、前提になるのは一番上に書いている現状ですね。

日本の学校は教員以外の専門スタッフが諸外国に比べて極めて少ない。それから、教員

に求められている役割が拡大しているということ。それから、教員の１週間あたりの勤

務時間が日本が最長であると。この現状を踏まえて、これを打開していくような方向で

のチーム学校の実現ということで、１本目は教職員の定数改善です。その定数改善の中

には、小学校の専科指導教員、それから高度な専門性を持つ社会人の活用などを言って

おりますし、ＩＣＴ専門委員、事務職員、栄養教諭、養護教諭、これを配置すると。そ

れから、２点目には、資格を有する専門スタッフ、例えば、スクールソーシャルワーカ

ー、スクールカウンセラー、看護師などを補助金により拡充をしていきたいと。それか

ら、サポートスタッフについては、学習サポーター、部活の指導者、理科の実験補助ス

タッフ、こういう者を補助金により拡充していきたいと。そして、教職員の授業に専念

する時間を確保したいということで進められているようです。 

 次に、１ページに戻りまして、小学校における英語教育、これはもう次回の改定から、

小学校から英語の授業が入り込むということはもう周知のとおりでございますし、道徳

の教科化についても説明がございました。それから、福島への教育旅行の復活、これの

説明がございました。 

 次に税に関する作品表彰式を行いました。今年度の作品応募が小学校の書写が１０３
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点、中学校の書道が６４点、高校生の書道が１５０点、高校生の作文が１，３７９点ご

ざいまして、その中から、佐賀税務署長賞、高校生作文部門が２点、佐賀県税事務所長

賞、小学校書写、高校生書道、作文部門が５点、佐賀市租税教育推進協議会長賞、小学

校書写、中・高校生の書道、高校生作文部門が８点、これをゆめタウン佐賀において表

彰式を行いました。 

 ゆめタウンには、その入賞作品を展示いたしましたけれども、一般市民の方が見られ

てのアンケート集計がきょう届きました。見ておりましたら、税に対して関心を持った

かどうかということで、この作品展示を参加して、「税に関する関心を持てた」「どちら

かというと持てた」というのが３１名回答があっておりました。これについては少しず

つ浸透を図っていく必要がありますが、皆さんが集まるこういう商業施設でやることの

効果はありそうな気がいたします。 

 ５点目です。九州都市教育長協議会の臨時理事会と説明会がございました。これは、

新教育委員会制度の説明でありました。ここでも同じような説明になりましたので、内

容については省きたいと思いますが、理事会の中で、これから旧制度と新制度が混在し

て４年間弱いくわけですけれども、宮崎県の宮崎市は、旧制度のままでいかないで４月

から新制度に切りかえると。現教育長が３月末をもって退職をして、そして新教育長に

新たに議会承認を受ける方向で進むという報告がありました。そのほかの地域について

は、そういう動きはないようでした。ただ、今後、各市町の首長さんがどのように考え

られるかによっては、新制度に４月から移行する市町も幾らかあるのかなと推測をして

いるところです。 

 ６点目、国公立幼稚園研究大会唐津大会がありました。 

 ここでは、熊本県、鹿児島県、大分県から、それぞれ研究発表がございましたし、文

部科学省からこれからの幼児教育についての説明、それから教育要領の改定に向けた説

明がありました。この説明をされた方が文部科学省の幼児教育課の課長渕上孝さんでし

たが、実はこの方は平成５年に佐賀市に、研修ちょうど松本さんのような研修でお見え

になった方で、研究大会の合間を見て、佐賀までわざわざ寄ってもらいました。そうい

うこともありまして、佐賀の研修を経て文部科学省で中心的な役割を果たしていらっし

ゃる方が数名いらっしゃるということで、心強く思ったところです。 

 以上、説明でございましたが、最後に県教委への要望書をつけております。 

 これが概要版ですけれども、今年度、佐賀県教育委員会に対して私ども佐賀県市町教

育長連合会、１０市１０町ありますけれども、県教委に要望をしたところでございます。

大きく５点ございますが、１点目は、確かな学力を育むための教育の推進という点から、

国に対して３５人以下学級の順次拡大、これを改めてお願いをしたいということが１

つ。 

 それから、生活支援員、いわゆる特別支援発達障害児等の個別に支援を要する子ども

さんに対して、佐賀の場合には７２名の生活支援員を配置しておりますけれども、それ

でも足りない状況になっております。これは各市町共通した悩み、課題でありまして、

この生活指導員の配置については、県の財政措置をぜひお願いしたいということで強く

要望をしたところです。あわせて、特別支援学級は定数が８人です。とりわけ情緒障害

学級は、８人という定数枠でいたしますと、学級が機能しないということも事実でござ

います。そういう意味から、国には特別支援学級の定数を思い切って削減してほしいと

要望するとともに、県に対しましては、その間、財政支援をしてほしいということで要

望をしたところです。 

 あとの要望につきましては、ここに書いているとおりです。 

 以上、報告といたします。 

 

（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。 
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（岸川委員） 

 １ついいですか。できるだけ効率よい学校運営をするということで、もう１つ、ぜひ

やってもらいたいと思うのが、今どちらかというと小・中と専門的に分かれていらっし

ゃいますよね。もちろん両方の免許を持たれている方も多いですけど、やはり小中一貫

教育がどんどん推進されておりますので、これからの教員の方は両方をこなせる人材を

たくさん増やしていくことが人事の流動化とか、人数をより効率的に使えることになっ

ていくと思うので、これは佐賀市だけでできることではないですけど、そういった方向

に進むべきではないかなと個人的には思います。どう思われますでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 今の件は、国でも言われました。といいますのは、今学制制度を法的に変えようとし

ております。小中一貫義務教育学校をつくる。小中一貫義務教育連携学校を法的につく

りますということに対して、大学の教員養成課程では、小学校だけとか中学校だけでは

なくて、免許法の免許の取り方そのものも変えていかないと、この法整備はいびつな形

になるので、免許制も含めて考えていきたいと国でも言っておられました。何らかの改

善策が、特に大学の養成課程で出てくるだろうと思っております。機会を捉えて、その

ことについてはまた申し述べていきたいと思います。 

 

（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〕 

 私から、土曜日の教育活動に関してですが、私も勉強会の折にご提案しようと思って

いたところでした。やはり佐賀市もそろそろここは考えて動かないといけないかなと思

っておりました。 

 １つお尋ねしたいのですが、小城市が来年６月からスタートということですけど、そ

の内容といいますか、月１回するとか、第何土曜日をするとか、全員参加にするとか、

その辺りの詳しい内容はご存じないですか。 

 

（東島教育長） 

 これについては、小城市が一応６月からということで今準備を進めておりますけれど

も、基本的には旧佐城管内、多久、小城、佐賀は一緒に足並みそろえましょうというふ

うになっておりまして、全児童・生徒を対象にした土曜授業というスタイルをとってい

きたいと共通理解は図っております。一応小城市は６月スタートということで歩みを進

めておりますけれども、３市の状況を整理しながら進めていくことになろうと思いま

す。 

 

（山下委員長） 

 土曜授業という形をとるということですね。 

 

（伊東委員） 

 今、教育長から教員の質と数のことがありましたが、これは当然必要と思います。た

だ、現場の実態を見ると、先生自体が非常に忙しくなっています。ですから、現場を知

らない人たちが安易に生徒数に対して教員は幾らと減少をすると、強い教員が育たない

という実態も出てきます。減少させるという大きな方向づけは、確かに今の少子化の中

では必要でしょうけれども、安易に減らすということに対しては注意しておかないと、

実際の教員の強化、先生たちの心の教育が非常に今劣っていると思うんですよ。ですか

ら、その辺りについては監視しながら、やはり現場を知った人たちが実際の数と質の強

化を進めないと、霞が関だけでは現場のことは分かりませんから。ですから、市、ある

いは県の意向が文科省に伝わるようにご配慮をしていただかないと、単なる数減らしで
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は危険性があるなという感じをしていますので、意見としてぜひご尽力をお願いしたい

なと思っています。 

 

（東島教育長） 

 今の件はまさにそのとおりでありまして、財務省はとにかく数を減らすことに徹底し

ており、質だけを取り上げていますが、文部科学省はやはり質とともに数も必要なのだ

ということで、数をいきなり減らしていくということに対しては非常に抵抗を示してお

ります。私どもも文部科学省と同じ方向性で、逆に言えば地方の考えを文部科学省も後

押ししていくという形になっていますし、質だけで通すことになりますと、そこには教

育の危機が出てくる可能性がありますので、その辺りは注意していきたいと思います。 

 

（伊東委員） 

 それに絡んで、やはり底辺がふえないと、そういう質の向上はできないと思います。

どちらかというと、今の学校の先生は教員にはなるなという表現をする先生もいらっし

ゃいますのでね。教員に手を挙げる人が少なくなっている現状なので、子どものころか

ら先生に憧れる形を少しずつつくっていかないと。やはりそういう底辺が拡大しないと

実際の質の向上というのはできないですよね。 

 これは長い取り組みになると思いますけど、その辺りもあわせてお願いをしておきた

いなと思います。 

 以上です。 

 

（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〕 

 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。第２８号議案『第二次佐賀市立公民館等施設整

備計画について』、ご説明をお願いします。 

 

（小林社会教育課参事兼副課長兼社会教育係長） 

 私から、第２８号議案『第二次佐賀市立公民館等施設整備計画について』ご説明いた

します。 

 これは、現在の整備計画が本年度２６年度で終了することに伴いまして、平成２７年

度からの第二次の整備計画について策定するものでございます。 

 整備計画の内容につきましては、８月の定例教育委員会後の勉強会で一度説明をさせ

ていただいたところです。今回、平成２６年１０月１０日から１１月１０日までパブリ

ックコメントを行い、市民の皆様からご意見を求めましたところ、３名の方から意見が

寄せられましたが、その内容について検討しました結果、計画案の修正は必要ないと判

断いたしましたので、当初案のとおり策定したいと考えております。 

 パブリックコメントにつきましては、別冊の議案等関係資料に掲載しております１ペ

ージから２ページに概要と、３ページ以降に詳細を掲載しております。 

 今回、意見を寄せられた方は、久保泉、西川副、川上校区にお住まいの方で、ご意見

の内容につきましては、施設の老朽化による不具合のため早期改築をしてほしいという

意見や、利便性の向上のため、移転を含め改築してほしいというご意見でございました。 

 久保泉公民館、西川副公民館、川上コミュニティセンターは、今度の第二次整備計画

で改築整備をすることにしております。意見の内容も計画案に盛り込んでおります。ま
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た、建設の順序につきましては、用地取得の時期、その他関連議案を総合的に勘案して

決定したいと考えております。このことから、計画案に修正は必要ないと判断いたして

おります。整備計画につきまして、以前ご説明した内容から変更はございませんが、改

めまして簡単にご説明したいと思います。 

 目的ですけれども、整備計画につきましては、今までの計画で未整備地区への整備に

一定のめどがつきました。しかしながら、既存の公民館については、建築から相当年数

が経過しているものがございまして、施設が老朽化したり、あるいはバリアフリーの対

応が十分でなかったり、あるいは駐車場のスペースが十分確保できていないものなど、

利便性に劣る公民館が非常に多く見られます。 

 今後も市民の皆様に、公民館を安全・安心に、かつ快適に利用していただくためには

計画的に適切な整備を図ることが必要ということで、この計画を策定することにしてお

ります。計画の期間でございますが、平成２７年度から平成３２年度までの６年間とい

たしております。これは合併特例債の延長に伴いまして、３２年度まで使えるというこ

とで、それに合わせたものになっております。 

 整備の基本的な考えは、先ほど申し上げました建物の安全性とか、老朽化、利便性、

財源の有無、学者連携、それから今後の公民館等のあり方との整合性をもとに考えてい

きたいと思っております。 

 今後の公民館等のあり方との整合性につきましては、ことしの１月に佐賀市内に公民

館に類する施設がコミュニティセンター、生涯学習センター、農村環境改善センター、

公民館と４種類ございますが、これを実際は公民館としての運営をされておりますの

で、公民館に一本化するという方針に基づきまして、今回、公民館として不十分な施設

について整備をするということにしております。施設の基準についてですが、まず敷地

の基準は３，０００平米程度。次に、建物の構造は基本的に木造平家建てとして整備を

したいと考えております。特に市産の木材を優先的に利用したいと考えております。地

区によっては、木造が困難な地区がございますので、そういった場合は木質化に努めて、

木の温もりある建物にしていきたいと考えております。 

 続きまして、公民館の大きさや設備についてですが、公民館の大きさは前計画でも人

口に応じて広さを決めております。今回、その広さに防災倉庫１０平米を加えた分を新

たな屋内面積としております。５，０００人以下であれば５５０平米、５，００１人か

ら１万人であれば５８０平米、１万人以上は６１０平米という形で整備をしたいと考え

ております。また、公民館は災害時に避難所になることから、先ほど申し上げました防

災倉庫、あるいは和室、シャワー室、マンホールトイレ等を設置していきたいと考えて

おります。また、環境面に配慮して太陽光パネルを設置したいと。あと、今まで公民館

には屋外の倉庫がございませんでした。各公民館では祭りとか体育祭とか、いろいろな

イベントの中で使われます道具等をしまうスペースがございませんでしたので、６５平

米程度の屋外倉庫を各公民館には今後つくっていきたいと考えております。 

 あと、先ほど申し上げました農村環境改善センター、コミュニティセンターにつきま

しては、公民館として必要な整備を行っていきたいと。それと、誰もが集い交流するた

めのスペースとしてフリースペースを設置したいと。基本的に公民館は予約をして使う

ようになっておりますが、予約がなくても気軽に公民館に行って本を読んだり、来館さ

れている住民の方と談話をしたり、気軽に利用できるスペースを今後設置をしていきた

いと考えております。 

 具体的な整備の計画につきましては、築２５年以上の１５施設のうち、老朽化の程度

や利便性、そういったものをいろいろ比較いたしまして、１０の施設を今後改築したい

と考えております。 

 まず、改築の必要性がある施設といたしましては、勧興公民館、循誘公民館、久保泉

公民館、若楠公民館、西川副公民館、中川副公民館、大詫間公民館の７つの公民館と、

先ほど申した公民館等のあり方との整合性による改修の必要な施設といたしまして、東

与賀農村環境改善センター、久保田農村環境改善センター、川上コミュニティセンター、
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この３施設、合計１０施設を今後の計画の対象にしていきたいと考えております。対象

施設の改築の手法につきましては、地元に建設検討委員会をつくっていただいて、十分

地元と協議をして決定をしていきたいと考えております。また、整備の順序につきまし

ては、先ほど申し上げました用地の取得とか、その他関連事案が地域によって差がござ

いますので、総合的に勘案して、決定をしていきたいと考えております。 

 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。 

 

（福島委員） 

 この公民館の運営というのは、どこがするようになるのですか。 

 

（小林社会教育課参事兼副課長兼社会教育係長） 

 運営は、大体市の直営でやっておりますので、館長がそれぞれ１名と、１９の公民館

であれば主事が今２名おります。旧町村につきましては、教育課と兼務になっておりま

すので、市の職員が在籍しております。 

 ただ、川副と大和につきましては、別途公民館とコミュニティセンターが各校区にそ

れぞれございますので、そこは嘱託の館長と嘱託の職員が運営に当たっております。 

 以上です。 

 

（福島委員） 

 この前、武雄市立図書館に見学に行ったら、中にカフェが入っていたんですよね。あ

そこまで立派なものでなくていいのですが、そういったところがあって、地域の憩いの

場になると人気が出ていいのではないかなと思います。せっかく新しくつくられるの

で、運営の中身、ソフト面も地域の人と一緒におもしろいことができたらいいのではな

いかなと思ったので、ご検討ください。 

 以上です。 

 

（小林社会教育課参事兼副課長兼社会教育係長） 

 意見として、検討させていただきます。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんか。 

 

（岸川委員） 

 素朴な疑問なのですけど、公民館を利用しているとき、どこも自動販売機が置いてい

ないのは、これは営利企業は原則的に設置してはいけないというような規則か何かある

のですか。 

 

（小林社会教育課参事兼副課長兼社会教育係長） 

 自動販売機につきましては、置いてある公民館と置いていない公民館とございまし

て、特に利用者の利便性のために設置をしております。ただ、民間の設置者が採算がと

れないということで撤退されて、ないという公民館もございますので、利用の頻度によ

ってあったりなかったりというふうな形になっています。 

 

（岸川委員） 

 特に規制などはないということですね。 
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（小林社会教育課参事兼副課長兼社会教育係長） 

 はい。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんか。 

 私からいいでしょうか。日新公民館と日新コミュニティセンターがありますけれど

も、これはどういう区別になっているのですか。考え方としては１つでもいいのではな

いかと思います。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 日新公民館と日新コミュニティセンターは併設をしております。日新コミュニティセ

ンターは公民館で言う集会室的な形になっておりまして、これも一つの公民館的な機能

を持っています。建築のときに、コミュニティ助成金の補助をもらっておりますので、

当時、コミュニティセンターとして建設している状況でございまして、公民館は公民館

としてありますけど、隣に日新コミュニティセンター、これが集会場、大会議室のよう

な形であります。これは、先日お話をしましたけれども、公民館の一本化の中で日新公

民館として整理統合をしていきたいということで、旧町村の公民館、生涯学習センター、

コミュニティセンターとあわせた整理を、目標としては２８年４月ぐらいをめどに整理

をしていきたいと考えております。 

 

（山下委員長） 

 もう１つ、東与賀と久保田の農村環境改善センターが公民館として整備するというこ

とになりますけれども、今まであった公民館はどうなるのですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 東与賀と久保田の状況ですけど、条例上の公民館は公民館としてあります。農村環境

改善センターは農村環境地域の生活環境改善という形で設置された施設でございます。

現在、東与賀も久保田も公民館的機能としては農村環境改善センターのほうを活用して

おりますので、これは同一の内容の施設でございまして、公民館自体が老朽化しており

ますので、ここは整理統合し、一本化したいという考え方で整理をしております。現計

画としましては、農村環境改善センターが耐震上も問題ございませんので、ここを大規

模改修して、公民館の機能を整備していって、公民館に整理統合をし、旧公民館につい

ては、その後整備をしていく予定としております。 

 

（山下委員長） 

 今の公民館の建物はどうですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 東与賀は、基本的に農村環境改善センターに職員を配置して、そこが公民館という格

好をしています。旧公民館は、その北隣りに残っておりまして、将来的には整理をしな

いといけないと思いますけど、一部活用している部分がございますので、その内容等も

含めて整理をしていきたいと思っています。久保田につきましては、農村環境改善セン

ターと公民館の位置が離れております。ただ、久保田の公民館は、支所の北側にござい

ますけど、施設的にも古うございまして、農村環境改善センターのほうが新しいので、

大規模改修をしてそこを活用して、旧公民館については、統合した後は廃止なりの整備

をする必要があるかと思っています。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 
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（伊東委員） 

 １０施設の中で、現敷地での改築と移転先への改築という表現を受け取れますけれど

も、そういう、現敷地で改築する、あるいは移転先にするという判断は、どういう基準

で行っているのですか。もちろん建設費等もあるのでしょうけど、特に田舎では、例え

ば久保泉なんかは、むしろ新転居地の方が安くつくのかなという素人考えですけれど

も、その辺りの判断基準というのはどういう項目で決められるのでしょうか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 今回１０施設を上げております。下のほうの３施設と川上コミュニティセンター、久

保田農村環境改善センターについては、既存施設の改修という整理をさせていただきま

す。それ以外の改築、ここについてが、今の現敷地での改築になるのか、新たに用地を

求めてするのかということになりますけど、基本的にここは、地元との調整をしながら、

原則現地での改築が望ましいかなと思っていますが、駐車場の問題とか、あるいは今ま

で２階建てだったところが原則平屋で建てますと、敷地面積の問題等がございます。こ

の場合に、近くに用地が確保できれば、用地を近くで求めて、現敷地と併用した改築と

いうのもあるかと思いますが、求めることができないようなところでは新たな用地とい

うこともあるかと思いますので、これは、地元との調整の中と全体的な財政状況を見な

がら今後判断をしていきたいと考えております。 

 

（伊東委員） 

 はい、ありがとうございました。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議がないようですので、第２８号議案『第二次佐賀市立公民館等施設整備計画に

ついて』は、原案のとおり承認いたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

 続きまして、日程５の報告事項に入ります。 

 報告事項(1)「佐賀市立川副運動広場及び佐賀市立スポーツパーク川副の指定管理者

の指定について」、ご説明をお願いします。スポーツ振興課お願いします。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 それでは、教育委員会の資料の１８ページ、１９ページをごらんください。 

 今回、川副運動広場とスポーツパーク川副を合わせて指定管理者を公募いたしまし

た。その指定管理者についての候補者を選定したということで報告をさせていただきま

す。この後、１１月議会に議案として出しておりますので、議会の承認を得て指定管理

者となるという流れになっております。 

 施設の名称と所在地はそこに書いておりますが、川副運動広場のほうは、野球、ソフ

ト、グラウンドゴルフで利用できるグラウンドとゲートボール場が２面あります。 

 スポーツパーク川副につきましては、野球、ソフトとサッカー２面ができる多目的広

場、体育館と武道館、トレーニングハウス、それとプールを擁しております。それらの

施設を合わせての指定管理となっております。 

 指定管理者となる団体の名称と所在地はそこに書いております。指定期間は平成２７

年４月１日からの５年間としております。候補者選定の経緯ということで、８月から募

集開始をいたしまして、実際に応募した団体は１団体のみとなっておりました。審査委

員会を１０月１４日に開催し、次のページの審査の概要のような形で審査を進めており
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ます。 

 審査を行うのに際して、審査要領に基づいて点数をつけていきますが、基準点を設け

て、総合得点の７割を最低基準として、それ以上の点数をとったときに合格という形に

しておりました。今回、審査を行って実際の得点が６４８点で、６１２点を超えるとい

うことで評価を行ったところです。 

 簡単ではありますが、説明は以上です。 

 

（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。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 今回のことに関連して、指定管理者の考え方ということで、今、市の社会体育施設は

指定管理者で管理しているものと直営で管理しているものとあります。市の方針として

は、条件が整えばできる限り指定管理者で管理していくという方向性を持っているとこ

ろではあります。ただ、なかなか条件が整うのが難しいという状況であります。補足の

説明でした。 

 

（山下委員長） 

 それでは、報告事項(2)「平成２６年度１１月議会補正予算について」のご説明をお

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２０ページをお願いいたします。 

 教育委員会から１１月議会に補正予算として上げておりますのが、総額で歳入６７０

万円、歳出で２，４００万円上げております。内容については、各課から個別に説明を

したいと思います。 

 まず、表の上のほう、教育総務課分ですが、教育総務課は歳入で５００万円、歳出で

１，８００万円ほど予算を上げております。歳入５００万円につきましては、古賀常次

郎氏、古賀商事の社長さんですけれども、巨勢の小学校内にあります地域ふれあい館の

改修事業に使ってもらいたいということで、５００万円寄附をいただいておりまして、

この分については、現在児童クラブで利用をしておりますので、来年度以降、６年生ま

でを受け入れるために、ある程度増築をして受け入れ枠の拡大を図っていきたいという

ことで考えております。 

 それから、一般職人件費の３４万２，０００円の児童福祉総務費から一般職人件費の

スポーツ振興費の１１６万９，０００円まで、合計１，３００万円ほどございますが、

これは人事院勧告等に伴う補正でございます。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 こども家庭課お願いします。 

 

（百崎こども家庭課長） 

 こども家庭課からは、児童福祉総務費、事務管理経費について補正をお願いしており

ます。約２２７万円でございます。これは平成２５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

ておりましたので、補助金の実績確定に伴い、超過して交付を受けた分を返還するもの

でございます。 
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 病児・病後児保育事業分で７万５，０００円、放課後児童クラブ分で約２２０万円の

返還となっております。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 次に、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） 

 歳出につきまして、社会保障・税番号制度対応システム改修経費２５０万円を計上し

ております。平成２７年１０月から社会保障・税番号制度、一般的にはマイナンバー制

度と言いますけれども、この制度が開始をされます。このマイナンバー制度につきまし

ては、住民票を有する全ての方に１人１つの番号を付しまして、所得や行政サービスの

受給状況を把握しまして、税負担を不当に免れることや不正に給付を受けることを防止

するものであります。このマイナンバー制度に対応して、保育所の保育料の賦課徴収を

行う保育管理システム改修の必要が生じております。その委託料であります。それに伴

って、国庫補助金１７０万円の歳入がございます。また、改めて繰り越しのほうを予定

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。 

 続けていきましょう。文化振興課お願いします。 

 

（福田文化振興課長） 

 文化財等保存管理経費１１１万５，０００円を計上しております。これは蓮池町見島

に所在する国指定重要無形民族文化財である見島のカセドリ行事をユネスコの無形文

化遺産に提案するための映像撮影等に必要な経費でございます。ユネスコへの提案につ

きましては、仮面仮装の来訪神という共通の特徴を持つ全国８県の国指定重要無形民俗

文化財をグループ化し、来訪神行事として提案するもので、７市２町で保存する来訪神

行事保存信仰全国協議会において事業を進めるものでございます。カセドリ行事は平成

２７年２月１４日の夜に行われますので、撮影はこの日を中心に行いますが、行事に必

要な用具づくりや練習風景もあわせて撮影する予定です。 

 なお、ユネスコへの提案は平成２８年３月に行う予定で、登録の可否がわかるまで２

年から３年を必要といたします。 

 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。 

 巨勢地域ふれあい館というのはどこにあるのでしょうか。 

 

（古田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 巨勢小学校の敷地内の一番東側の国道沿いです。もともと古賀常次郎さんが平成１６

年に２，０００万円寄附いただきまして、そのお金で建設した学校施設になっています。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 ほかに何かご質問はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 なければ、これで報告事項は終わります。 

 

日程６ その他 

 

（山下委員長） 

 続きまして、日程６のその他に入ります。 

 その他ということで、何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、これで終わります。 

 それでは、１１月の定例教育委員会を閉会いたします。 

 


