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協 議 事 項  な し 

報 告 事 項 

 

①学校給食費について 

②２月１９日に開催した第３回社会教育委員の会議の報告 

③松梅校のコミュニティ・スクールの指定について 

④公民館主事の人事異動について 

欠 席 委 員 

 

 福島委員 

 

傍 聴 者 数 

 

 な し 

 

報 道 関 係 者 

 

 な し 

 

会議録作成者 

 

教育総務課参事  大松昭浩 
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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 おはようございます。３月の定例会を開きます。きょうは福島委員が所用のため欠席

でございます。 

 これより佐賀市教育委員会３月定例会を開催いたします。 

 本日は、６人中５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。 

 これより本日の日程に入りますが、本日、人事案件として第５７号議案、第５８号議

案、報告事項(4)の３つがございます。 

 これらの審査については非公開とし、他の日程より先に審議したいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、ここで一旦休憩して、進めます。 

 

    〔非公開〕 

 

（山下委員長） 

 これより、再開いたします。 

桜の開花宣言がきのうあり、何か心が軽やかになったような感じがします。事務局の

職員の方は、年度末で大変お忙しいかと思いますが、健康の面にはくれぐれもご注意く

ださいますようお願いします。 

 

 休憩前に引き続き、佐賀市教育委員会３月定例会を再開いたします。 

 本日の日程を進めていまいります。 

 

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総務係長） 

 ２月２４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、３月１９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。報告内容にご質疑はありませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、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） 

 今回は、議会等ございまして、余り多くのものもございませんが、きのう天気がよく

て佐賀城下ひなまつりに行ってまいりました。きのうが最終日で、熊本からツアーでお

見えになったかたにいろいろ話を聞いておりましたら、非常に佐賀は皆さん親切である



  3 

ということを聞いて非常にうれしく思いました。また、今年度のひなまつりは子ども参

加型のひなまつりになっておりまして、来年度も同じ形で子ども参加型ができることを

考えておりますし、これは学校も同じ思いで参加校がふえてくるのではと期待しており

ます。佐賀市の行事の中に子どもたちが参加することは非常にいいことでございます

し、私どもが狙いとしております「郷土に誇りを持つ」子どもを育てる意味では大変望

ましいことだと思います。 

 １点目は、平成１４年から１３年目を迎えてります「学校版環境ＩＳＯ」について、

本年度から各学校の中から最優秀校、小学校と中学校から１校ずつを優秀校として、環

境課で表彰する新たな取り組みがなされました。１年間の学校版環境ＩＳＯの取り組み

で、最優秀校としては兵庫小学校、優秀校としては開成小学校と鍋島中学校を表彰した

ところでございます。議会中のため、私が実際にその表彰式に出席できたのは兵庫小学

校のみでしたが、今まで十数年取り組んでまいりまして、この表彰が、子どもたちの意

識をさらに掘り起こす契機になりまして、非常にいい試みをしてくれたと、内心喜んだ

ところでございます。表彰式では、全校児童集まりまして、この子たちに表彰をし、話

をさせていただきましたが、子どもたちも、さらに環境保全のために努力しようという

姿が見られました。特に学校の場合には、ほとんどがごみの減量の問題とか、あるいは

資源物の有効利用とか、水・電気の無駄遣いをしないとか、そういう身近なことから子

どもたちが取り組みをしているわけでございます。子どもたちがこれらの実践力を身に

つけましたら、当然ながら家庭にも波及しますし、将来大人になったとき、環境保全活

動が自然に出てくるような子どもを育てたいと思っております。その１つの試みとして

は大変すぐれたものだと思います。 

 ２点目は、佐賀市の学校総括安全委員会を開きましたが、これは学校の職員の安全確

保、健康保持、これについての校長、職員、教育委員会の責務という各視点から会議を

開いております。本年度、長時間勤務については、小学校で月当たり８０時間以上の残

業をしている学校が３．１％から２．３％と、やや減少していることから幾分改善をし

てきております。一方、中学校は２４％台で横ばい状態になっておりまして、かなり部

活動が先生方の負担を重くしていることは間違いないと思います。大阪だったかと記憶

しておりますが、部活動を全て外部委託にするとの報道がされておりましたが、これは

これで学校教育活動を考えたときに、果たしてそれでよいのかという考えもございま

す。いずれにしても、この部活動のあり方というのは、今後改善をしていかなければな

らないことには間違いないので、今後も注意をしながら見守ってまいりたいと思ってお

ります。 

 また、精神的な理由で休職をする先生の数は横ばいの状態であります。昨年度が休職

者２３人中５名、本年度は休職者２０名中５名という状態となっております。 

 先ほど長時間勤務の小学校の改善の中でお話がありましたのが、各学校には今、先生

方が学校に来て、帰る時刻を申告する退勤目標申告ボードを設置しております。この設

置により、帰る予定時刻を申告し仕事を計画的にやることを期待するものです、これが

功を奏している発言がありましたので、このようないいものはどんどん取り込みなが

ら、先生方の超過勤務を減らしていきたいと思います。 

 ３点目、３月８日に北川副小学校の校舎落成がございました。これまでの学校と違っ

てかなりユニバーサルデザインが採用された校舎づくりがなされております。これは一

度行かれてみると一目瞭然ですが、教室案内板、色合い、木の温もりもあり、段差がな

く、表示板が明確で大きくなっている、それから空調もあり、授乳室もありますので、

言うならば小さな子どもからお年寄りまで、障害者にも優しい校舎づくりになっていま

す。ぜひ一度ごらんいただければと思います。北川副小学校の特徴としては、今学校教

育活動上欠かせない地域の方ため２教室分ぐらいの広さがあるコミュニティルームが

あります。非常に明るい部屋で地域の方たちが学校教育活動の支援のため、あるいは自

分たちの会議をされるためにとか、自由に集まって話し合いができ、談笑できるスペー

スがあることは非常に喜ばしいので、ぜひごらんいただきたいと思います。 
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 ４点目、成章保育所の卒園式に行ってまいりました。今保育所も保育という視点と同

時に教育という視点もありまして、１５人の卒園生は非常に育っているなということを

実感したところです。この１５名の子どもたちは４小学校に分かれて入学しますが、恐

らく小学校に入る期待を持ちながら卒園式を迎えたのではと思いました。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 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。 

 

（岸川委員） 

 さきほど保育所の卒園式について説明されましたが、できましたら、今後、教育委員

にも、この４校の卒園式をご案内していただければと思います。 

 

（東島教育長） 

 議会の最中で非常に出席が難しい状況の中、しかも４保育所同時に卒園式を行います

ので、もし教育委員の皆さんにも出席していただければ、本当にありがたく、願っても

ないことです。 

 

（岸川委員） 

 もちろんご都合のつく場合ということでよろしければと思います。 

 

（東島教育長） 

 ぜひ、お願いいたします。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 ご案内は来年度からさせていただいてよろしいですか。 

 

（東島教育長） 

 ご挨拶もお願いするようにしたらどうでしょうか。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 はい、わかりました。 

 

（山下委員長） 

 よろしいでしょうか。ほかに何かご質問とかございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、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） 

 続きまして、日程４の提出議案に移ります。 

 第４０号議案『佐賀市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則』から第４８号議

案『佐賀市教育委員会組織規則の一部を改正する規則』までは、関係する議案となりま

すので、一括してご説明をお願いします。 

 

（大松教育総務課参事兼総務係長） 

 それでは、第４０号議案『佐賀市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則』から
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第４８号議案『佐賀市教育委員会組織規則の一部を改正する規則』につきまして、規則・

規程の改正内容をお示しさせていただいております。 

 今回、全部で８本の議案を提出しておりますけれども、これらの議案につきましては、

全て平成２６年度に成立いたしました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部改正に伴うものでございます。 

 この説明に関しまして、議案資料の１ページで説明をさせていただきます。議案資料

の１ページをお願いいたします。 

 第４０号議案から４８号議案につきましては、先ほど申し上げたとおり、法の改正に

伴う規則等の改正内容となっております。主な改正内容として、この一覧にまとめさせ

ていただいておりますけれども、例規名称の横に３つの主な改正内容がございます。地

方教育行政の改正関係、それから新教育長の設置関係、そして法の条ずれに伴うもの、

大きくはこの３点に関しまして、改正をしているものでございます。 

 議案の４０号議案につきましては、条ずれが生じたもの、４１号議案は、委員長印の

規定を廃止したもの、４２号議案は、教育長の条ずれと教育委員長及び職務代理者の選

挙規定が廃止するもの、４３号議案は、委員長の規定が教育長に変わるもの、４４号議

案は条ずれが生じているもの、４５号議案も、同じように条ずれが生じているものでご

ざいます。４６号議案は、教育長の職務代理者の指定に関する規定の設置でございます。

４７号議案は先ほどと同様、条ずれが生じているものでございます。４８号議案は、委

員長会の規定がございましたので、その廃止と、教育長の職務代理者の見直すものでご

ざいます。具体的な内容は、教育長の職務代理者の規定が今までは一般職での職務代理

者の規定でございましたが、これを教育委員に変えたものでございます。 

 それから、４８号議案は、今年４月１日からの組織改編によるものがございます。現

在の社会教育部の文化振興課の文化財係を文化財１係と文化財２係と、２つの係に分け

る内容でございます。これは市長部局で行っております組織改編の一貫で、人数が多い

係をできるだけ分けていく方針があり、今回、教育委員会でもあわせまして、人数の多

い文化財係を２係に分ける措置をとらせていただいたところでございます。 

 なお、その詳しい改正内容につきましては、議案資料の２ページから１５ページまで

の新旧対照表でお示しをさせていただいており、改正内容をごらんいただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 第４０号議案から第４８号議案について、ご質問、ご意見はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、ご質問がなければ、第４０号議案『佐賀市教育委員会公告式規則の一部を改正

する規則』から第４８号議案『佐賀市教育委員会組織規則の一部を改正する規則』まで

は、承認してよろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、第４０号議案から第４８号議案は承認いたします。 

 続きまして、第４９号議案『佐賀市立小中学校の管理運営に関する規則の一部を改正

する規則』について、学事課からご説明をお願いいたします。 

 

（梅﨑学事課長） 

 第４９号議案『佐賀市立小中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則』で

ございます。 

 議案の１３ページをお願いいたします。 

 提案理由といたしましては、佐賀県市町立学校県費負担職員の職の設置等に関する規

則の一部改正に伴いまして、本市の該当する規則を改正する必要が生じましたので、こ
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の案を提出するものでございます。 

 内容につきましては、別冊の資料の１６ページ、１７ページをお願いいたします。 

 左側の１６ページに概要を書いており、右側が新旧対照表になっております。 

 内容のご説明をいたします。先ほどの県の規則が平成２７年４月より県費の学校事務

職員に新たに「統括事務長」、「事務長」、その後に「事務主任」という職が設置される

ことになりました。これに伴いまして、本市の規則につきましても、この「事務主任」

の職務に関する規定を設けるものです。右側のページの改正案のところの３２条の２の

ところでございます。ただし、市の現行の規則におきまして、事務主任を置くことがで

きると規定をしておりました。市で既に置いております事務主任は、事務長が配置され

ていない学校におきまして、事務の総括責任者として事務主任を任命しておりました。 

 したがいまして、名称の重複が生じることになりますので、従来からの「事務主任」

の名称を「事務会計主任」と改めるものです。その関係条文が改正案の第４４条、第４

６条となっております。 

もう１点は、今回、その他主要の改正としまして、４７条におきまして、学校の主任

主事等の任期を年度単位で規定しておりますが、現行の規定では、仮に１月以降に任命

された場合、現在、翌年の３月３１日までと任期を定めておりますので、年度を超える

不都合が生じますので、文言の修正をするものでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 第４９号議案について、ご質問、ご意見はございませんでしょうか。どうぞ。 

 

（東島教育長） 

 ２点質問があります。１点目は、旧事務主任の名称に、会計を付け加えた「事務会計

主任」に変わるだけですね。 

 

（梅﨑学事課長） 

 もともと「事務主任」は、事務長が置かれていない学校で、そこには市の職員もおり、

事務を総括する人が必要であることから、事務主任という名称をつけておりました。今

回県が新たに「事務主任」という職を設置したため、市で旧事務主任は廃止してもいい

のではないかと検討したのですが、事務長のいない学校が今後も引き続き存在し、新た

に設置される「事務主任」が配置されない学校もあると想定して、「事務会計主任」と

いう名称で残すことといたしました。 

 

（東島教育長） 

 名称に「会計」をつけたがため、事務の範囲が何か狭くなってしまう気がします。ま

た、イメージ的にも、何かしっくりしないと思いました。 

 もう１点は、任命権が県にある、統括事務長とか事務長とか、事務主任とかあります

が、市の任命権は、例えば、室長とか副室長は規定をしていますか。 

 

（志波学事課学校支援係長） 

 室長や副室長の名称については、共同実施に関しての組織の職名になります。共同実

施の要綱の中で、名称や任命について規定しております。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 以前、指導教諭とかの名称が使われ始めたときにも申し上げましたが、これを保護者
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とかＰＴＡとかの総会のときにずらっと並んで紹介されてもわからないと思います。各

学校の現場で、制度が変わり、新設された役職ですとぜひ教えていただきたいと思いま

す。余り関心持ってある方はそれほどおられないとは思いますが何もわからないわけで

すので、保護者に対しては、自動的に法律によって名称が変わったということを、何ら

かの形で教えていただきたいなと思います。 

 

（山下委員長） 

ほかにございませんか。 

 事務長が配置されていない学校は、何校ぐらいありますか。 

 

（志波学事課学校支援係長） 

 ５３校あって、１１校に事務長が配置されていますので、４２校程度となっています。 

 

（山下委員長） 

 事務長がいない学校がそんなにたくさんあるのですか。 

 

（志波学事課学校支援係長） 

 事務長が配置されていない学校が４２校程度ありますけれども、その中で、県の職で

言うと主査以上の職員に対して、現状の事務主任を発令しております。 

 今後、県の新たな「事務主任」というものも、最終的には１０名程度、数年かけて配

置されると思いますので、残りの学校のほうに今度の「事務会計主任」というのを発令

することになると思われます。 

（山下委員長） 

 ほかに何かご質問ございませんか 

 

（伊東委員） 

 「事務会計主任」は専門職になるのですか。 

 

（志波学事課学校支援係長） 

事務職員は、学校の中で事務、会計も含めた事務をとり行う職員として配置をされて

おります。その中で、事務主任は、先ほども申し上げましたけれども、５校程度集まっ

た事務室の共同実施の中でその位置づけを活用し、組織をうまく運営していこうという

考え方になっております。事務会計主任だからといって事務職員と違う職員ということ

ではないと思います。学校の中で事務の責任、誰が主たる総括かを明確化するような位

置づけとの考え方になります。 

 以上です。 

 

（伊東委員） 

 事務関係から、例えば、先生になることはできますか。 

 

（志波学事課学校支援係長） 

 事務主任は行政職員ですので、教職員になることはありません。 

 

（伊東委員） 

 例えば、教職の免許持って事務職員になるケースもあるのではないでしょうか。 

 

（志波学事課学校支援係長） 

 私は把握しておりませんが、そういう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、試

験は明確に分かれておりますので。教職員の免許は事務職の試験の要件に入っておりま
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せん。県のほうで採用いたします。 

 

（伊東委員） 

 今、教育長もおっしゃったように、会計という名称になると、職務範囲が狭められる

イメージを受け、逆にいろいろな業務展開ができない、イメージを拭えないのかなとい

う気がいたします。例えば、業務分掌を広げておくとかを頭の中に入れておいて、職務

範囲を狭めないイメージを与えたほうがいいのではないかと思います。 

 以上です。 

 

（梅﨑学事課長） 

 規則の中で、その事務主任の業務は規定しております。学校にも、こういう内容で今

回「事務会計主任」という名称を使用していることを伝え、学校の中での位置づけにつ

きましてはきちんとした形で通知をしたいと考えております。 

 

（伊東委員） 

 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〕 

 ほかにご質問がなければ、第４９号議案『佐賀市立小中学校の管理運営に関する規則

の一部を改正する規則』については、承認してもよろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、第４９号議案は承認といたします。 

 続きまして、第５０号議案『佐賀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係

る費用徴収基準を定める規則』から第５３号議案『保育の実施に関する条例施行規則を

廃止する規則』までは、関連する議案となりますので、一括して保育幼稚園課からご説

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５０号議案から第５３号議案につきましては、議案等関係資料で説明をさせていた

だきます。１８ページをお願いします。 

 この５０号から５３号につきましては、平成２７年度から始まります子ども・子育て

支援新制度に伴います規則を整備するものであります。 

 まず、２番の内容のところです。一番上、第５０号議案『佐賀市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業に係る費用徴収基準を定める規則』です。 

 本規則は、幼稚園と保育園の保育料につきまして、それぞれ公立・私立共通の保育料

を定めるもので、新たに規則を制定するものであります。特定教育・保育施設、あるい

は特定地域型保育事業といいますのは、公的給付を受けるに適当であると市が確認をし

ました幼稚園、保育園、あるいはこども園、また、地域型保育事業を特定教育保育施設、

あるいはまた特定地域型保育事業をいいます。また、地域型保育事業は定員２０人未満

で、ゼロ歳児から２歳児を受け入れる小規模保育事業等などをいいます。具体的には、

実際の条文が載っております議案資料の１４－２ページをお願いします。 

 この中で、別表第１があります。これにつきまして、１号認定の保育料、つまり幼稚

園や認定こども園の幼稚園部分の保育料がこれで規定しています。幼稚園等の保育料

は、国が示しました基準をもとに、佐賀市内の幼稚園の保育料、入園料の平均額を限度

額に定めております。 

 次のページの１４－３ページですが、下のほうに別表第２があります。その別表第２

が保育所、また認定こども園の保育所部分、あるいは地域型保育事業の保育料でありま
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す。基本的には、国が示した保育料を基準に決めております。また、今までの保育所の

保育料については所得税額を根拠にしていましたが、新制度では市町村民税額に基づい

たものになっております。ただ、実質的に所得階層区分はほとんど変わっておりません

ので、保育料額につきましても、現在の保育所の保育料額と変わりません。また、短時

間保育の保育料が新たに加わっております。 

 次に、もう一度議案等の関係資料に戻っていただきます。１８ページをお願いします。 

 ２の内容欄の上から２番目の５１号議案『児童福祉施設入所者費用徴収規則の一部を

改正する規則』です。あわせて１９ページに新旧対照表をつけておりますのでごらんく

ださい。 

 今までは公立・私立の保育所の保育料は、この徴収規則で規定をしておりました。ま

た、徴収規則は保育所の保育料ばかりでなく、助産施設等の費用負担も定めております

ので、保育所の保育料に関するところを改正しております。 

 まず、第１条関連としまして、費用徴収根拠としましては、子ども・子育て支援法及

び佐賀市立保育所条例を根拠とします。また、具体的な保育料額につきましては、先ほ

どの５０号議案の別表第２に定める額といたします。よって、従前の基準額表につきま

しては削除をする形になります。 

 続いて、５２号議案『佐賀市立幼稚園条例施行規則の一部を改正する規則』です。 

 佐賀市立本庄幼稚園の保育料につきましては、第５０号議案で説明しましたように、

市立幼稚園と共通の保育料になります。よって、第５０号議案の別表第１に定める額と

します。 

 次に、第７条関係ですけれども、所得に応じた保育料になりますので、幼稚園の就園

奨励費補助の減免理由を削除しております。また、本庄幼稚園が他の私立幼稚園に比べ

まして安い保育料を設定していることから、経過措置を設けまして、平成２９年度から

私立幼稚園と同様の保育料とします。よって、附則において、平成２７年度１万５００

円、平成２８年度１万７，５００円を上限とし、２９年度から市立幼稚園、私立幼稚園

の上限額に合わせて２万４，５００円の保育料にしております。 

 次の５３号議案『保育の実施に関する条例施行規則を廃止する規則』です。 

 保育の必要性の基準が内閣府令で定められたことによりまして、昨年９月の定例会で

保育の実施に関する条例が廃止されております。それによって、同条例施行規則を廃止

するものであります。 

 以上、説明を終わります。 

 

（山下委員長） 

 第５０号議案から第５３号議案について、ご質問、ご意見は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、第５０号議案『佐賀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業に係る費用徴収基準を定める規則』から第５３号議案『保育の実施に関する条例施行

規則を廃止する規則』までの議案について、承認してよろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、第５０号議案から第５３号議案は承認といたします。 

 続きまして、第５４号議案『佐賀市児童館条例施行規則の一部を改正する規則』と、

第５５号議案『佐賀市放課後児童クラブ実施規則の一部を改正する規則』は、関連する

議案となりますので、一括してこども家庭課からご説明をお願いします。 

 

（百崎こども家庭課長） 

 まず、第５４号議案でございます。議案の１９ページをお願いいたします。 

 『佐賀市児童館条例施行規則の一部を改正する規則』でございます。 

 児童福祉法の一部改正に伴い、児童館条例を改正する条例を議会に上程しているとこ

でございますが、それに伴い、規則の中の関連する条文について改正するものでござい
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ます。資料は２５ページから２９ページとなります。 

 条例では、松梅児童館で実施している事業について、児童福祉法第２４条の規定に基

づく保護というふうに表現をしておりましたが、改正後は保護者の委託を受けて、児童

の養育の支援を行うこととしております。 

 したがいまして、規則の第３条、第６条、第７条の文言を、条例の表現に沿いました

「支援」という表現に改めております。また、条例では子ども・子育て支援新制度に伴

い、佐賀市の保育料とあわせ、使用料の算定を所得税額から市町村民税で行うように変

更しております。そのため、規則においても関連する第９条について、所要の改正をい

たします。 

 以上です。 

 続いて、第５５号議案です。議案のほうは２１ページをお願いいたします。 

 『佐賀市放課後児童クラブ実施規則の一部を改正する規則』でございます。資料のほ

うは２５ページとなります。 

 子ども・子育て支援新制度の施行に伴いまして、児童クラブの質の向上を図るため、

所要の改正を行うものでございます。 

 主な変更点は４点ございます。 

 まず１点目は、児童福祉法の改正によりまして、対象児童が「おおむね１０歳未満」

から「小学生」となりましたので、第３条において対象児童を見直しております。 

 ２点目は、第６条において児童クラブの開所時間を見直しております。現行は長期休

業中と土曜日は「午前８時３０分」開所となっておりますが、それを３０分早め「午前

８時」といたします。 

 ３点目は利用料でございます。資料の３４ページをお願いいたします。 

 別表第２に利用料を示しております。現行では基本料として月額「１，０００円」、

長期休業の利用、延長利用、土曜日の利用の場合は、それぞれ表に示す料金を徴収して

おるところです。改正後は、基本月額を「３，０００円」、延長及び土曜利用はそれぞ

れ「１，５００円」といたします。 

 開所時間の延長による利便性の向上と指導員賃金と待遇の改善による経費の増大、ま

た、国が示します保護者負担の割合が経費の２分の１としていることから、利用料につ

いては値上げの必要がございます。月額３，０００円でも国の示す負担割合には及んで

おりませんけれども、保護者の負担感を軽減するため、当面は激変緩和措置をとった金

額としております。 

 利用料の見直しに伴い、減免についても見直しをしております。資料の３２ページを

お願いいたします。第１４条でございます。 

 現行では、所得税及び市町村民税非課税世帯では基本分の全額免除と長期休業分の利

用料が半額免除となっておりました。また、児童クラブに１世帯から複数の児童が入会

している場合、最年少児童以外の児童についても同じように減免をしておりました。改

正後では、減免の対象となる世帯を広げることにいたしております。生活保護世帯は利

用料全額免除、住民税非課税世帯や就学援助世帯には基本の半額免除を行います。また、

複数の児童が入会している場合も最年少児童以外は基本の半額免除を行うことといた

します。 

 以上が主な改正点です。施行日については、平成２７年４月１日と考えております。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 第５４号議案から第５５号議案について、ご質問、ご意見は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、第５４号議案と第５５号議案について承認してよろしいでしょう

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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 それでは、第５４号議案から第５５号議案は承認といたします。 

 続きまして、第５６号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を定

める規則』につきまして、社会教育課からご説明をお願いいたします。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 議案の２４ページをお願いいたします。 

 第５６号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則』で

ございます。 

 これは新栄公民館の移転改築に伴いまして、平成２６年１２月議会のほうで、所在地

等の条例改正を行っております。その際、施行期日につきましては、実際の開館日にあ

わせるため、教育委員会規則で定める日としておりました。 

 今回、供用開始日を４月９日といたしましたので、規則で平成２７年４月９日を施行

期日として定めていただくものでございます。 

 説明につきましては以上です。ちなみに、落成式は４月１８日の土曜日に予定をして

おりますので、教育委員の皆様にはご案内を差し上げたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

（山下委員長） 

 第５６号議案について、ご質問、ご意見は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、第５６号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例の施行期

日を定める規則』について、承認してもよろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、第５６号議案は承認といたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（山下委員長） 

 続きまして、日程５の報告事項に移ります。 

 報告事項の(1)「学校給食費について」、学事課からご説明をお願いします。 

 

（梅﨑学事課長） 

 議案の報告事項、２５ページをお願いいたします。 

 ２５ページ、報告事項(1)の「学校給食費について」でございます。 

 平成２７年度の学校給食費について、以下のとおりに報告をいたします。 

 年間の学校給食費につきましては、１食当たりの単価を決めておりますので、それぞ

れの学校で、その給食の実施回数により算定を行います。ちなみに、昨年度の給食費に

つきましては、資料の３５ページ、後ろから２ページ目です。一覧表にしておりますが、

各学校の実施回数と給食年額を掲載しております。 

 １食当たりの単価ですけれども、今年度に引き続きまして、来年も小学校２３５円、

中学校２７０円です。中部学校給食センター、選択制の弁当方式につきましては、１食

当たり２５０円となっております。学校給食用の牛乳及びみかん果汁の単価でございま

すが、来年度は、牛乳が１．２４円ほど少し高くなりまして、４７．８７円になってお

ります。みかんの果汁につきましては、今年度と同様でございます。ミルク給食の対象

校でございますけれども、今、選択制による弁当方式を行っておりますので、その対象

となる中学校１０校につきまして、ミルク給食を実施しているところでございます。ミ

ルク給食費の積算につきましては、先ほど申し上げました牛乳、果汁の単価に回数で積

算をしているところでございます。 

 以上でございます。 
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（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 報告事項１につきまして、何かご質問、ご意見はございませんでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 ミカン果汁は年間何回ありますか。 

 

（藤田学事課保健体育係長） 

 回数に制限はございませんが、昨年の例で申しますと５回ぐらいを実施されていると

ころが多うございます。 

 

（東島教育長） 

 これは実施しなければならないとなっているのですか。 

 

（藤田学事課保健体育係長） 

 決まってはおりません。 

 

（東島教育長） 

 補助は出ないのですか。 

 

（藤田学事課保健体育係長） 

 この分について学校給食会が単価を出しておりますが、県の補助があるかどうかとい

うのは確認しておりません。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

 給食費の納入状況は改善されていますか。 

 

（藤田学事課保健体育係長） 

 校納金の納入システムの導入等も進み、また学校でも努力をしていただいております

ので、給食費の納入状況は改善が進んでいると認識しております。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、ご質問がなければ、次に進みたいと思います。 

 続きまして、報告事項(2)「２月１９日に開催した第３回社会教育委員の会議の報告」、

各課から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） 

 社会教育課から説明いたします。２６ページ、２７ページをごらんください。 

 第３回佐賀市社会教育委員の会議の結果について、報告いたします。 

 開催日は２月１９日、ほほえみ館で開催いたしました。社会教育委員１２名中１１名

の出席でございます。議題につきましては２点あり、２６年度社会教育の重点事業につ

いての説明を行いまして、ご意見をいただきました。 

 ２点目としては、社会教育助成事業補助金について説明し、ご意見をいただいておる

ところでございます。 

 その内容について、まず２６年度の社会教育重点事業を説明いたします。 
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 これは第二次佐賀市教育基本計画における重点事業について、社会教育委員の皆様に

ご説明をしております。その内容として公民館関係では、公民館の運営体制の課題解決、

公民館指針を活用した公民館事業の充実、公民館等の整備事業についてご説明をしまし

た。また、自治公民館建設補助、これは自治公民館の新築、改築及び改修に対する補助

金と、トイレ洋式化に対する補助金について、実績等の説明を行っております。あわせ

てまなざし運動について、説明をいたしました。これに対しての全般的なご意見があり、

主な意見としては、家庭教育、親教育についてご意見をいただきました。具体的には、

家庭教育について、親の教育が重要であり、社会教育がもっとかかわるべきであるとの、

ご意見がございました。ＰＴＡ関係から、親教育はＰＴＡで行うべきだと思うが社会教

育、行政とも連携をとりながらやっていく必要があるとのご意見がございました。また

新入生保護者説明会などの親への教育の機会をもっと有効利用し、かつ成長段階を見な

がら継続的に行うべきで、社会教育と家庭教育をより効果的に結びつけてほしいとのご

意見がございました。 

 ２７ページでございますが、まちづくり・公民館等についてのご意見としましては、

佐賀市の場合、各校区でまちづくりを推進しておりますが、このまちづくり協議会の補

助金が一括交付されますので、どう整合性をとればいいのかということが各校区の悩み

であるというご意見がございました。これは自治会全体の話ですが、新興住宅とかマン

ションが多いエリアについては、地域との接点が少なく、つながりも薄い問題がござい

ます。まちづくり協議会を進める前に、これらの問題があるのではないかとの意見がご

ざいました。 

 次に、現在２割の補助を行っている自治公民館建設補助につきまして、２割補助では

足りないのではないかというご意見もありましたが、これに対し、地域で知恵を出しな

がら進めていくべきだというご意見もございました。 

 まなざし運動、子ども若者支援につきましては、まなざし運動の中の紹介するまなざ

しレポーターとかまなざし放送局の事業は、保護者も入りやすくて有効であるというこ

とでした。しかし、実際に十分な周知ができていないのではというご意見がございまし

た。それから、子どもたちが抱える問題は複雑深刻化してきておりますので、社会教育

課としての役割は、関係機関との調整を進めてほしいとのご意見がございました。最終

的に、多種のご意見が出まして、委員長のほうから最後でまとめがございまして、以前、

青少年教育のあり方検討について諮問をした経緯があり、こういう社会教育の問題につ

いて、社会教育委員の会議に対して諮問等を行い、社会教育委員の中でワーキンググル

ープなどを作り、有効な施策を検討してはいかがかということでございました。 

 今後、社会教育部で、ご意見を踏まえ諮問等も検討をさせていただきたいということ

でお答えをしております。 

 続きまして、第２番目の議題として、社会教育助成事業補助金についてご説明します。 

 社会教育助成事業補助金については、８団体に対する運営補助でございます。内訳、

中身につきましては資料の一番最後、３６ページのほうに一覧表をお示ししておりま

す。 

 社会教育団体につきましてが、社会教育法の第１３条におきまして、社会教育委員の

会議の意見を聞いて補助を行わなければならないとなっております。今回、社会教育委

員に説明いたしましてご意見をお聞きしております。佐賀市の場合、８団体を一覧表で

お示ししておりますが、主な団体としましては、市のＰＴＡ協議会、こども会、青少年

健全育成連合会等がございます。補助は運営費の定額補助としており、その額は、地域

婦人連絡協議会が７１万３，０００円、市のＰＴＡ協議会が２９万１，０００円、こど

も会が１４０万円、青少年健全育成連合会が１６１万４，０００円、合計４４５万円ほ

どの補助金となっています。これは、２６年度、２５年度と同額の予算を計上して、今

回も２７年度まではこの額での補助を行いたいと説明をいたしました。 

 ２７ページのほうに戻っていただきますが、これについての主な意見としましては、

これまでの定額補助がこのままでよいということはなく、根拠とか積算の基礎を出して
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いかないと納得ができないというご意見がございました。また、団体においては会費等

の徴収も少ない小規模な団体もあるので、補助がなくなると団体の存続自体が厳しくな

るというご意見もございまして、最終的には、来年度中に整理すべきだとのご指摘をい

ただきました。事務局といたしましては、平成２６年度、この社会教育団体補助の一律

の基礎・基準を検討しておりましたが、８団体一律の積算根拠による補助を行うとなる

と、団体によっては運営の問題が出てくるところもあり、まとめることができませんで

した。２７年度は時間をいただいて、補助金の必要性も含めて各団体との協議を行い、

社会教育助成事業の一律の補助金ではなく、各団体ごとの基礎・基準を検討させていた

だきたいと思います。佐賀市としては、この団体等につきましては、社会教育上重要な

役割を担っていただいておりますので、運営存続を踏まえて、補助金については大幅な

額等の変化がない形での基礎を検討させていただきたいとお答えをさせていただいた

ところでございます。 

 最後に、報告事項として佐賀市立神野公民館の優良公民館表彰についてご報告をさせ

ていただきます。 

 神野公民館につきましては、２６年度の優良公民館の中の優秀公民館に決定いたして

おります。全国から７７館が優良公民館ということで表彰を受けまして、そのうち全国

で５館が優秀公民館ということで、神野公民館は高校生ティーチャーとかの取り組みが

認めれまして、優秀館ということで、文部科学大臣のほうから表彰を受けております。

３月に全国でプレゼンを行いまして、最優秀館を決定することとなりましたが、惜しく

も神野公民館は最優秀館には選ばれなかったことを報告させていただきました。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

  報告事項(2)について、何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（山口委員） 

 この社会教育委員は、この社会教育関係団体の中から選ばれているのですか。どのよ

うに選ばれていますか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 社会教育委員は有識者とか、社会教育の取り組みを行っている方の中から選ばれてお

り、ＰＴＡからの推薦もございますが、必ずしも団体からの代表ということではなく、

大学の先生方も有識者として選ばれております。 

 

（山口委員） 

 わかりました。 

 あともう１つ、この会議は年に何回ぐらい行われているのでしょうか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 社会教育委員の会議は基本的には年２回を予定しておりますが、昨年は３回行いまし

た。 

 

（山下委員長） 

 ほかにはございませんか。 

 

（東島教育長） 

 中身はわからないと思いますが、例えば、学校にもこういうことがありましたという

ふうな報告審査があるのでしょうか。このように申しますのは、２６ページに学校現場

が疲弊をしていると書かれていますが、これがどういうふうに疲弊をしているのかとい
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うのがわからないので、各学校どういう受けとめ方をするのかわかりません。それから

ＰＴＡに無関心な先生が多いとの意見が出てきたということは、学校現場も反省する材

料にはなります。しかし、これをこのまましておけば、学校現場には伝わらない形にな

ります。ですから、学校に関係のある分は学校、ＰＴＡに関係のある分はＰＴＡにもこ

ういう意見がありましたということをは伝えるべきではないかと思います。 

 ２７ページを見ておりましたら、まちづくり協議会が小学校区単位ということで、中

学生を巻き込むような意識が少ないとされていますが、例えば、北川副小校区では高校

生まで巻き込んでやっていますし、以前に比べたら随分中学生を巻き込んだ取り組みが

なされています。小学校区の母体がしっかりしておけば、当然小学校区の連合体が中学

校区になり、小中の連携という１つの道につながるのではないかとも考えます。 

 また、まなざし運動でカレンダーをつくったりというのは、さほど知られていないと

なっております。これより動くもののほうが、具体的に言うと人的配置のほうがいいと

いう意見かと思います。この動くものがいい、人的配置がいいというのはどういうこと

を具体的にいわれているのでしょうか。上のほうでは紹介する事業で、まなざしリポー

ターやまなざし放送局と書いてありますが、これは人的配置です。でも、これは効果が

ないとされています。その一方で人的配置をしてほしいとのご意見があるので、地域コ

ーディネーターのことを指しているのかと思います。もしそういうふうな意見だとする

ならば、まなざしリポーターとかにお金を使うのではなく、今４校の小学校に地域コー

ディネーターを４人配置していますが、ここを充実するなどの動きを考えていく必要も

あるのではないかと思います。確かに地域コーディネーターは学校と地域を２年ぐらい

かかって結び、その後も地域を回り、結びつきを強くしてもらっています。正直言って

これが人数不足であるのは間違いないと思います。もしもまなざしリポーターが効果が

ないとするならば、幾らかでも振り分けて、地域コーディネーターをふやし、地域と学

校との連携をしっかり図ることも必要かなと感じます。 

社会教育委員さんたちが出されたご意見については、議論すべきものがあると思いま

すし、検討しなければならないものがたくさんある気がいたします。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 まず、社会教育委員の皆様には、社会教育関係の事業関係のご報告をして、学校関係

の報告はしておりません。 

 ２６ページの親の教育につきましては、ＰＴＡの委員から、学校の今の状況も含めて、

個人的な私見として述べられたと思っております。 

 ２７ページの中学校校区のところでは、先ほど教育長から地域教育コーディネーター

のお話もございましたが、子どもたちを見守ろうという意識がやはりある程度ふえてき

ております。地域行事への中学校自体の参加がふえてきておりますので、小学校とうま

く連携をとる必要があると思っております。 

 次に、まなざし運動については、まなざしレポーターとかまなざし放送局という取り

組みなどいろいろやっておりますが、余り知られていないというご意見が強かったのか

なと思います。人的配置については、地域教育コーディネーターという具体的な話では

なかったので、我々としては、カレンダーとかも必要であろうけど、そういう人的な広

め方があるのではないかとのご意見ととらえています。 

 今後、我々としては、この中でどこを特化して諮問をしていくかということで、例え

ば、家庭教育は我々も少し悩みがあるところでございますし、またＰＴＡとか、学校と

の連携とかの課題もございます。少し整理をし、的を絞った諮問とし、なかなか整理が

できないところのご意見をいただけるよう進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 
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 家庭教育、親教育は本当に一番大事なところと思います。新入生の保護者説明会の折、

何人もおられる講師さんがお話ししてくださるポイント、例えば、子どもの教育を親が

第一義的責任を負うとか、基本的生活習慣は家庭でするものとか、電子メディアの接触

など、講師の方が必ずこれとこれは説明していただく内容というものは、講師の研修会

などの折にあるのでしょうか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 入学説明会の家庭教育講座については、項目ごとに講師を２０人近く置いておりま

す。例えば、ネットの専門家とか、家庭教育の専門家とかいうことで、その項目につい

ては各学校の判断で選んでいただいております。講師の先生は専門分野でのお話を重点

的にされるので、市で基本的に必ずこれを言ってくださいなどの指示はしておりませ

ん。今後検討はしていきたいと思います。 

 

（山下委員長） 

 何か１つでもいいから、統一したものがあったほうがいいかなと思います。 

 

（東島教育長） 

 講師の先生方は各分野での専門家ではありますが、それ以外のことまでお話をしてい

ただくこととなると、必ずしもうまく話せないという方もいるのではないかと感じま

す。したがって、共通項目をつくったとしても先生方からお話していただくことはなか

なか難しいことだと思いますし、それよりもむしろ専門的な話をしっかりとしてもらっ

たほうがいいと思います。 

市から説明する基本的なことは、例えば、教育委員会としてＡ４、１枚ぐらいのペー

パーで出して、これを保護者に配布してもらい、説明会のときに少しでも触れていただ

ければよいというふうな位置づけにしたほうがいいのかもしれないと思います。 

  

（岸川委員） 

 ちょうど親ぐらいの年でもある校長先生から説明してもらったほうがよくないです

か。 

 

（東島教育長） 

 校長講話の中で、少し触れてもらうほうがいいかもしれないです。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

校長先生からの説明は別のタイミングでもあると思いますので、学校教育課と相談を

させていただきたいと思います。我々としても家庭教育講座は重要と考えております。

意識のある保護者の方は結構ＰＴＡとかに出席されるので説明する機会があるのです

が、比較的意識が薄い保護者の方にもお話をさせていただきたいとの趣旨から、この新

入学説明会のタイミングで説明をさせていただいております。ことしからほかの講演と

か講座等にも市の講師を出席させていただきながら周知の図っているところです。ペー

パーによる方法はなかなか難しいところがあるかと思いますが、、この周知の拡大の仕

方については、少し整理をさせていただきたいと思います。 

 

（山下委員長） 

 なかなか親教育は必要だ必要だと言われながら、誰がどこでどうするのかという点が

一番難しい問題でないかと思います。よろしくお願いいたします。 

 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〕 

 では、ご質問がないようですので、報告事項についてはこれで終わります。 
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 続きまして、報告事項(3)「松梅校のコミュニティ・スクールの指定について」、教育

総務課からご説明をお願いします。 

 

（熊本教育総務課指導主事） 

 資料２８ページをご覧ください。 

 松梅校、具体的には松梅小学校、松梅中学校は、本年度４月から９月までをコミュニ

ティ・スクールの準備期間、１０月からことし３月までを試行期間として、松梅校学校

運営協議会の発足に向けて準備をしてまいりました。 

 前半の４月から９月までは、松梅の教育を考える会として、後半の部分は学校運営協

議会準備会として進めてまいりました。市教委としては、職員会議、育友会総会、松梅

の教育を考える会、この３会を説明する時期を取り入れまして進めてまいりました。そ

の間、学校としては、北川副小学校運営協議会の参観、城南豊夢学園の学校運営協議会

の参観、全国のコミュニティ・スクールの研究発表会の参加などを通じて、コミュニテ

ィ・スクールとしての方向性を見てまいりました。今年度、佐賀のコミュニティ・スク

ール佐賀大会においても準備段階をどのように進めているかということで研究発表も

してもらいました。この１年間を通して、実際に委員として参加していただいた方は、

２９ページの２番に上げてあります。 

 有識者、地域代表、保護者代表からなる１５名で組織をしました。全体としては７回

の会議を開き、コミュニティ・スクール指定に向けて話し合いを進めてまいりましたが、

地域、家庭ともにしっかり情報交換しながら進めてまいりましたので、最終的にコミュ

ニティ・スクールとして進めていくためには２つの部会が必要ということで、育ち部、

学び部という下部組織をつくりました。これに全ての委員が所属し、その委員から外部

の地域の方につなぐということで、つなぎの役割として、さらに学校の運営にかかわっ

ていきたいということで内容を具体的に定めております。育ち部は具体的に学校行事と

つながりを持つ、学び部は学校の授業とのかかわりでつながりを持つことで分担をして

おります。 

 この結果を３０ページに今年度の成果と課題として上げております。成果を見ます

と、この１年の準備期間を経て、コミュニティ・スクールヘの理解と松梅校のコミュニ

ティ・スクールとしての方向性を見えてきております。また、課題としましても、一歩

進んだところで地域住民の学校への関心の高まりと教育活動への積極的な参画という

形、これに対する手立てを住民等は考えなければならない、児童・生徒が地域行事の係

やボランティア活動に参加できる環境づくりが必要になるということで、来年度コミュ

ニティ・スクールとして指定に向けてすすめておりますけれども、その内容的には一歩

進んだところでの課題として上げることができております。これらの結果を踏まえまし

て、松梅校は学校・地域・家庭で子どもを育てていく点では十分意見交換が会議等でも

できておりますし、地域のつながりもできております。そこで、佐賀市教育委員会規則

の第２号の第２条の目的と照らし合わせますと、地域及び小・中学校がその教育力を相

互に高めることにより、子どもたちの豊かな学びと育ちの創造を目指すものとするとい

う目的に達しており、これがコミュニティ・スクールの視点につながるものとなります

ので、来年度４月１日付で松梅校をコミュニティ・スクールとして指定したいと考えて

おります。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 報告事項(3)について、ご質問、ご意見はございませんでしょうか。 

 ４日に教育再生実行会議から全国公立小中学校をコミュニティ・スクールにするとい

う提言が安倍首相に提出されたようですが、佐賀市としては、これからの見通しという

か、松梅校の次はどこか候補があるのでしょうか。 
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（熊本教育総務課指導主事） 

 現在、学校側がコミュニティ・スクールとして進めていきたいと市教委に説明の申し

出がある学校は北山校がございます。北山の教育を考える会において２回の説明をして

おりますが、まだ最終的に指定に動いていくところまでは、たどり着いていないものと

感じております。 

 

（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） 

 やはり小学校、中学校が同じ町でできているところは非常にやりやすいと思います

が、例えば、城南のように違う小学校校区が２つと、１つの中学校区のところが、コミ

ュニティ・スクールにしたことによる効果の検証はされていないですね。 

 

（熊本教育総務課指導主事） 

 赤松小、北川副小はもともとコミュニティ・スクールとして動いておりまして、現在、

城南豊夢学園として、城南中学校区でコミュニティ・スクールの組織もしておりますの

で、一緒に連携活動もしながら今進めております。効果としては、いい方向には動いて

おります。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質問がないようですので、報告事項についてはこれで終わります。 

 続きまして、日程６「その他」の項に移ります。 

 事務局から報告事項はございませんでしょうか。 

 

（大松教育総務課参事兼総務係長） 

 それでは、次回の勉強会の予定ですけれども、４月８日水曜日ということでお願いを

したいと思っております。４月の定例教育委員会は４月２４日とかでお願いしたいと考

えておりますがいかがでしょうか。 

 

（山下委員長） 

 どうでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかに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〕 

 委員の皆様から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、「その他」の事項は終わります。 

 ほかにないようでしたら、これで３月の定例教育委員会を閉会いたします。どうもお

疲れさまでした。 
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