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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 これより佐賀市教育委員会５月定例会を開きます。 

 ５月４日、ユネスコ世界遺産登録委員会へのイコモス勧告があり、三重津海軍所跡の

世界遺産登録へまた一歩近づいてまいりました。私たち教育委員もさきの研修会で三重

津海軍所跡を見学いたしました。改めまして先人たちの高い技術力のすばらしさを感じ

ました。また、ＶＲスコープで当時の模様を見させていただきましたけれども、これも

また当時の人たちがどういう生活されていたのかを生き生きと感じることができまし

た。ぜひ子どもたちにもここを見学し、佐賀が世界に誇れるものを持っていることを認

識させ、自信を持って佐賀を愛してほしいと思います。 

 それでは、委員会に入ります。 

 本日は、山口委員さんが所用のために欠席でございます。 

 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。 

 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の会議録について、説明を求めます。 

 

（大松教育総務課参事兼総務係長） 

 ４月２４日に開催されました定例教育委員会の会議録につきましては、５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が、報告内容に質疑はございませんか。 

    〔「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） 

 提出した報告書に沿い報告をいたします。 

 まず、市のＰＴＡ協議会定期総会があり、平成２７年度が歩み出したところでござい

ます。当然ながら、私たちも市のＰＴＡ協議会と連携し、あるいは共通理解をしながら

進めていく中身がたくさんございます。特に土曜授業に関しましては、ＰＴＡの十分な

理解が必要になってまいります。今後とも市のＰＴＡ協議会との連携を密に図って、施

策の推進を図ってまいりたいとに思います。当日は伊東委員から、濱田選手の金メダル

を獲得されたことを素材にしてスポーツという視点からお話をしていただきました。非

常に皆さん方の心に残る話であったと私は感じたところでございます。 

 それでは、報告書の１番目、平成２７年度の佐賀市人権総合学習の開講式を４月２５

日に行いました。部落解放同盟佐賀県連合会の皆様にもご臨席いただき、今年度小学生
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３０名、中学生１６名の４６名でスタートいたしました。この学習会の目的は３点ござ

いますが、その１つは、いじめについても同じですが「差別を許さない解放の力量を培

ってあげること」、２つ目は、いろんな仲間と多様な学習活動を通して、人間関係の構

築の仕方を身につけていき、「人間関係力を高めていくこと」、３点目は今年度６つの会

場で年間４２回程度、各学校の教師が指導するようにしておりますが「学力の保障」で

ございます。このことで子どもたちがさらにまた伸びてくれることを願っております。 

 ２番目は、昨年度に引き続き郷土学習資料の改訂委員会の本年度のスタートの会がご

ざいました。本年度はいよいよ執筆となりますので、監修者２名に加えて委員を１１名

を増員し計２１名の委員で、１０回程度改訂委員会を開催し作成する予定でおります。

委員会で１つサンプルの企画書を見せていただきましたが、非常に興味深く、次の学習

の意欲を持たせる、あるいは自分で調べていこうとする態度を育てていく書きぶりにな

っておりました。今後のでき上がりを期待するところでございますけれども、来年度は、

これをふるさと学習の資料として、子どもたちに活用されていくであろうと思います。

当然ながら、私たちの目標としております将来の子ども像、ふるさとを誇りに思い、ふ

るさとに愛着を持つ子どものさらなる育成に期待をかけるところでもございます。 

 ３点目、富士中学校の落成式が５月９日にございました。校区が富士地区であること

もございまして、佐賀市産材、特に富士町の木材をふんだんに利用し、非常に落ち着い

た雰囲気の学校にでき上がっておりました。ここに書いておりますように、３つの棟が

１列につながった構造になっておりますので、特に富士中学校は富士小中一貫教育の学

校として、恐らくこの建物も小中一貫した教育の取組みに十分寄与していくのではない

かと期待をしているところです。 

 ４点目ですが、本年度の大隈祭が５月１０日に行われました。特に本年度は大隈記念

館の改修が行われ、内装が変わり興味を引く展示となっており、非常に見学しやすくな

ったと感じました。また、読書やカフェを楽しむことがでできるライブラリーカフェも

新設されております。当日は、昨年度スピーチコンテストで入賞した３名が堂々とした

スピーチをし、また、早稲田大学の先生から「大隈銅像と政治家大隈重信の生涯」と題

した講演をしていただきました。講演の内容は銅像を中心とした非常におもしろいお話

で、違う面の大隈重信候を知るきっかけになりました。最後は、佐賀の八賢人おもてな

し隊によるイギリス公使のパークスとのやりとりを寸劇にして演じていただきました

が、大変おもしろく興味深く見させてもらいました。今年度もまた大隈スピーチコンテ

ストが行われますので、期待をしているところです。 

 ５点目ですが、ふるさと資料ＤＶＤ等贈呈式を５月１８日に行いました。これはテレ

ビ、あるいは新聞等でもご存じと思いますが、第１１代齋藤用之助の学習資料としての

ＤＶＤができ上がりまして、各学校に贈呈をしていただきました。あくまでも学校の１

時間の授業の中で取扱う場合にはどうしても映像資料は２０分ぐらいが限度でござい

ます。このため、ＳＴＳには大変ご尽力いただいて、１時間近い長さの内容を２０分程

度にまとめていただき、完成をしております。非常に見応えのある資料となっており、

子どもたちの学びには最適の資料ではないかと思います。なお、今度フリー参観デーの

ときに、若楠小学校が早速このＤＶＤを使って郷土学習の授業をを行うことにしており

ます。 

 ６点目は全国都市教育長協議会の定期総会と研究大会がございました。いくつか報告

するものがございますが、まず１つ目として、文部科学大臣の挨拶がございました。例

の新教育委員会制度に向けては７０時間近い審議を経て結論を出したとおっしゃられ

ました。この新制度により開かれた教育行政、あるいは地域の期待への適切な対応、そ

して責任の所在を明確にしてほしいと述べられました。また、今後の教育改革の視点か

ら、道徳の特別の教科としての位置づけ、あるいは法整備を予定されている小中一貫教

育のための義務教育学校の実現、それから、指導においては、これまでの何を学ぶかと

いう視点からどのように学ぶかという転換を図らなければいけないということを強く

おっしゃられました。いわゆる今アクティブ・ラーニングという言葉で表現されている
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ことについて触れられました。また、チーム学校のあり方、やはり学校は教員だけでは

成り立たないし、教員のいわゆる仕事の分量が多岐にわたって複雑多岐化して量もふえ

ている。そういう中でチームを組み各分野の専門家がそれぞれに役割を担って組織とし

ての力を発揮していくチーム学校を今後目指していきたいとのお話でございました。こ

のほかニュース等でも報道されていますが、フリースクールについて国のほうもいよい

よ本腰を入れていくようです。 

非常に興味深かったこととして、開催地の神奈川県知事である元キャスターの黒岩知

事のお話が実に上手で、内容もとても引きつけるものでした。特に、この黒岩知事が力

説されたのは、自分が今ここにあるのは恩師のおかげであるということでした。そして、

私たち５１４名の教育長に向かって、あなた方は恩師と呼ばれる自信がありますかと問

われました。皆ギョッとしましたが、それだけ子どもには圧倒的な影響力を持つのが教

師であり、子どもとしっかり向き合える教師であることが求められていることを行政と

しても責任を持ってやってくださいとおっしゃられました。このことが非常に印象に残

りました。 

また、東海大学の副学長の山下泰裕さんが、「人を育てる 人に育てられる」という

演題で講演されました。講演は自分の人生、いわゆるスポーツ人生を通しての話で、大

変説得力があり、またその思いを感じました。しかも、話す中身は非常にユーモアに富

んで、よく心に落ちていく話し方でした。その中で、特に、夢の力は無限であるといわ

れました。ですから、子ども達には夢を持ち、そして夢を持ち続けることが大切ですと

いうことをいわれました。それはご自分の経験で、オリンピックのセンターポールに日

の丸を揚げて君が代を聞きたいというのが小学校３年生のときの夢で、この夢をずっと

持ち続けて努力をしたとおっしゃられました。通常であればオリンピックで金メダルを

とりたいと思うはずですが、自分はそう思わなくてなぜこういう発想となったのかなと

思われたそうです。これはご自身が振返って東京オリンピックをテレビで見ていたとき

の、日の丸が真ん中に揚がって君が代が流れる光景が非常に印象に残っておられ、自分

もポールの真ん中に日の丸を揚げて君が代を聞きたいというのが夢になったとおっし

ゃられました。非常に小学校３年生らしい発想の中で、それを持ち続けて努力をされた

ということです。そして、そこで苦言を言われたことが、子どもが夢を持てないのは、

子どもの責任ではなく、大人の責任であるとおっしゃられました。それは、子どもは大

人の鏡だからとおっしゃられて、このことは非常に重く受けとめました。子どもたちに

夢を持て、夢を持てと言いますけれども、実は夢を持てないのは大人の責任、親の責任、

あるいは教師の責任だということにもなろうかと思います。 

 それから、２点目に言われたのが私非常に印象深かったのです。あれだけのスポーツ

競技者が「スポーツを通して夢を育むことが大事であり、勝つことは第一義ではない。」

とまた、「勝つことが第一義ではなく、スポーツを通して、スポーツをする楽しさ、協

力をして強くなっていく、あるいは協力をしてスポーツをする大切さ、これを学ばせる

のがスポーツである。」とはっきりおっしゃられました。山下氏がこういうふうに言わ

れたので、これには皆納得したところです。最後に山下氏の言でございますけれども、

「一生懸命努力しても、苦しい練習をしても、必ずしもそれで優勝できるとか、メダル

をとれるとは限らない。しかし、はっきりしていることは、苦しい練習をし、自分に勝

たなければ絶対に勝利はない。」とおっしゃられました。これはまさしく自分の生きざ

まの中から出てくる言葉であったと思います。講演の要所を申し上げましたが、その間

をつなぐいろいろな自分の経験談を話されました。 

 ３点目として、岐阜市と高松市と浅口市の研究発表がありました。岐阜市は土曜授業

を第１土曜日と設定をして年１０回、学校課題に応じた授業をしているという報告でし

た。また、全小中学校をコミュニティ・スクール化していると話されました。特異な取

組みとしては、全ての児童・生徒を対象にしてイングリッシュキャンプを５泊６日と言

われました。このイングリッシュキャンプは、そこに参加をすれば、小学生も中学生も

参加した時点から終わるまでは全て英語でやっているということでした。高松市の場
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合、個別の補充学習、マイスタディというのを子どもたちの習熟度にあわせて定期的に

学校の週時程の中で放課後にきちんと位置づけてやっていることが参考になりました。

これは言うならば学力保障という視点があるということです。岡山県の浅口市で、特徴

的なものは「夏ＧＡＫＵサプリｉｎ公民館」という事業で、公民館で子どもたちを集め

て補充学習を夏休みにやっていることでした。また、親育ち応援学習プログラムという、

お父さん、お母さん方が集まって、グループを組み学習しております。ところが、やは

り一番の課題は集まる機会をつくれないということです。ですから、佐賀市みたいに小

学１年生の保護者説明会とかの中でやっているということをおっしゃられました。 

 後に資料をつけておりますが、さらに文部科学省の説明がございました。まず４ペー

ジの教育委員会制度の改正については、全国的に、都道府県では、新教育長の任命が 

２８．４％、市町村では１６．０％、となっておりまして、恐らく今後３年間ぐらいの

間で新教育制度に全部切りかわっていくとことになろうと思います。 

 ５ページからはコミュニティ・スクールのことです。どうしてコミュニティ・スクー

ルが必要なのかということを５ページに、そして６ページにコミュニティ・スクールの

成果認識と今後のことが書いてあります。８ページは、国は全国の公立学校を全てコミ

ュニティ・スクールにしたいという提言を受け、今検討しているとのことでした。今後

どうするかというと、現行の学校運営協議会の機能の取扱いについては、今の３つの機

能、特に教職員の任用については弾力的に考えること、学校評議員制度から学校運営協

議会へ移行を促進していくこと、これから先のコミュニティ・スクールの位置づけ、制

度的位置づけを言われました。 

 ９ページからは小中一貫教育についてございます。９ページの下は教育委員会が考え

ている小中一貫教育についての成果で、１０ページは、学校が実際に小中一貫化した後

の成果となっております。これを見比べてみましたら、教育委員会と学校の成果に対す

る捉え方はほぼ一緒と言っても過言ではございません。学習指導、生徒指導、あるいは

教師の指導力のこと、あるいは地域との連携のこと、こういうことが成果として上げら

れています。 

 チーム学校については１２ページから１３ページのところの資料となりますので、後

でごらんいただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

 

（山下委員長） 

 報告内容に何かご質疑はございませんでしょうか。 

 １つお尋ねしたいんですけど、高松市の個別の補充学習というのは、教科はどんな教

科をされるんですか。 

 

（東島教育長） 

 その報告はなかったので推測になりますが、恐らく国語、算数が中心ではないだろう

かと思います。 

 

（岸川委員） 

 最初の人権総合学習開講式の参加数があまり多くないですが、どういう方ですか。 

 

（東島教育長） 

 これはもともと同和地区の子どもを対象にして、学力保障と解放の力量を培うという

ことでやっているものですから、対象は原則的には地区の子どもとなります。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 では、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の提出議案であります。 

 まず、第２号議案『佐賀市星空学習館条例』について、社会教育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） 

 それでは、１ページの資料をごらんください。 

 第２号議案『佐賀市星空学習館条例』は、星空学習館の設置に伴います設置条例を提

出するものでございます。この内容につきましては、本日お配りしました議案資料の佐

賀市星空学習館条例という資料をごらんください。 

 まず制定理由でございますが、天体・科学に関する学習を推進することにより、生涯

学習の振興を図るため、現在の佐賀市立西与賀コミュニティセンターを廃止し、佐賀市

星空学習館を設置いたします。これに伴いまして、設置及び管理等について定める必要

があるため、条例をお願いするものでございます。 

 この星空学習館につきましては、設置に係る経緯等がございますので、まずそちらの

ほうをご説明させていただきたいと思います。 

 この資料の３ページで右上に別紙と書いている資料をごらんください。星空学習館設

置に係る経緯でございます。 

 現在、西与賀コミュニティセンターを西与賀に設置をしております。この西与賀コミ

ュニティセンターは、西与賀地域の活動の拠点としまして、市内における天体観測の拠

点として、平成４年にコミュニティセンター条例に基づき設置をしたものでございま

す。この西与賀コミュニティセンターの現状につきましては、西与賀地域の地域活動の

拠点としては使用がなされておりません。これは平成２２年度に建設をいたしました西

与賀公民館が地域のコミュニティの拠点として、こちらのほうに機能が移っておりま

す。現在、特に利用が多いのは、個人やサークル等の生涯学習活動の場として使用され

ている状況でございます。また、天体望遠鏡を設置しておりますが、この機能が十分な

活用ができていない状況でございまして、この辺の課題を整理するため、このコミュニ

ティセンターの役割の転換が必要であると判断をしております。 

 今後の役割につきましては、まず既存施設の有効活用の面からも天体・科学に関する

学習や事業を強化するとともに、管理運営面についても安定的な施設へと転換をし、あ

わせて現在利用をされている生涯学習活動の場としての提供も継続して行うことで、コ

ミュニティ施設から生涯学習施設への転換を図りたいと考えています。 

 この西与賀コミュニティセンターと今度設置をいたします星空学習館の位置づけを

下の表のほうでお示しをしております。まず西与賀コミュニティセンターにつきまして

は、コミュニティセンター条例で設置しておりまして、目的としましては、地域のコミ

ュニティの施設ということで、住みよい地域づくりという目的を持っております。利用

形態としましては、個人、サークル等の地域の学習の場及び天体観測の拠点という位置

づけをしているところで、中でも天体観測事業につきましては、現在定例とか特別の観

望会等の利用は行っております。観測室、天体望遠鏡の２０センチの屈折望遠鏡を設置

しておりますが、これについて常時開放までは至っておりません。貸室につきましては、

地域のコミュニティ施設の位置づけの中で無料とし、生涯学習の場として提供しており

ます。運営体制としましては、直営の嘱託員３名で管理運営を行い、天体に関する事業

等については委託事業で実施している状況でございます。これを今回役割等を見直し、

星空学習館としまして、まず今回お願いしております星空学習館条例を制定し、その目

的としては天体・科学、特に理科離れ等が進んでおります小学校の高学年等の理科・科
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学等に対する興味を推進することと、あわせて現在利用されております生涯学習の振興

の場としての教育施設としまして、特に天体関係につきましては充実・強化を図りなが

ら、現状の生涯学習の場として引き続き利用していただくことにしております。特に天

体観測関係につきましては指定管理を行うことにより、強化・充実を図り、また専門の

職員等の配置による天体望遠鏡等の観測室の常時開放をできるような形に変更をして

いきたいと考えております。あわせて、地域のコミュニティ施設ではなく、生涯学習と

いうことでの設置をいたしますので、貸室のほうにつきましては有料化を図りたいと思

います。先ほど申しましたように、運営体制につきましては指定管理という方向で考え

ております。 

 次ページのほうをお願いいたします。 

 先ほども言いましたが、当該施設で強化・充実をすると言っておりましたので、事業

につきまして簡単にご説明をさせていただきます。 

 まず天体・科学に関しましては、現在も行っております定例観望会、特別観望会、天

体教室につきましては引き続き実施いたします。エ以降の、小学生への出前授業、ある

いは子ども科学講座、あるいは特に天体関係での観望会等の実施、及び天体ボランティ

ア養成講座等は新規で充実を図り、常時天体観望が楽しめるような運営体制を図ってい

きたいと考えております。また、貸室事業につきましては、多目的ホールとか学習室を

持っておりますが、これは現在でも生涯学習の場として利用をされておりますので、引

き続き貸室事業を実施することとしております。 

 この辺の見直し、役割の変更につきましては、社会教育委員の会議及び定例教育委員

会、あと議会の文教福祉研究会のほうに随時ご説明をさせていただいて、２５年度から

社会教育委員の皆様のご意見等をお聞きしながら進めてまいりました。このあたりの経

緯につきましては４ページの中段以降に整理させていただいております。 

 次ページ、５ページのほうでございます。 

 教育委員会、あるいは社会教育委員の会議の中でも地元の意見等々を聞くようにとの

意見もございましたので、地元及び利用団体について説明会等を実施しております。説

明会につきましては、平成２７年の３月から５月に利用団体及び地元と協議を行いまし

た。出席人数としましては、大体３５名から４０名の間でございました。主な意見とい

たしましては、まず高校生以下、小中学生の利用の無料化、高齢者の利用の減免、卓球

等の利用が多い多目的ホールの分割利用、当日キャンセルの場合の還付、駐車場の問題、

利用時間の問題等がございました。その検討結果としましては右側のほうに整理をさせ

ていただいておりますが、高校生以下につきましては現在も無料でございますで、無料

で整理をさせていただくというお話をしております。高齢者についても、一定の条件下

での減免等の対応を検討させていただいております。多目的ホール分割利用の当日キャ

ンセルについては、これは施設の管理上の問題で難しいと返答をさせていただきまし

た。駐車場などの利用時間につきましては、当然施設の利用の運営の中で対応をしてい

きたいと、各地元及び利用団体の皆様にはご返答をさせていただいたところです。その

中で、利用団体からは、今までと同じように決まった曜日、決まった時間に継続的な利

用がしたいということがございました。今後、予約制度をとりますが、この予約の中に

調整を入れることで利用団体からある程度理解をいただいたものと思っております。使

用料につきましても、今までは地域のコミュニティの場でございましたので無料でござ

いましたが、今回からは生涯学習施設ということで、施設の目的の転換、あるいは他の

スポーツ施設等との整合性の点から使用料は負担していただかざるを得ないという説

明をさせていただきまして、おおむね了解を得たところでございます。 

 資料の１ページのほうに戻っていただきまして、こういう経緯を踏まえまして、今回

星空学習館としまして条例の制定をお願いするものでございます。 

 １ページの中段、２番目でございますけど、主な制定内容としましては、まず名称及

び位置につきましては佐賀市星空学習館としまして、位置は現在の西与賀コミュニティ

センターの住所となっております。施設の使用につきましては、まず教育委員会の許可
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が必要となります。使用料につきましては、天体・科学に関する学習を目的として使用

する者に対しては無料と規定しておりまして、その他の使用、特に貸館関係につきまし

ては使用料を徴収するという定めをしております。区分としましては、多目的ホール、

和室、学習室を、生涯学習の場として提供していきます。その使用料につきましては、

使用料算定の結果を経て他の施設との整合性を見まして、おおむね公民館の貸館利用料

金と整合性をとっております。一般の市内利用者が多目的ホールを利用する場合は３６

０円、高校生以下が利用する場合はその半額の１８０円という考え方で設定しておりま

す。 

 ２ページをお願いいたします。 

 この使用料を設定した上で、中段でございますけど、現在の直営管理より指定管理者

に移行することによる効果的な設置目的の達成及び効率的な運用を図ることとし、指定

管理者による管理ができるよう規定を定め、その指定管理者の業務の範囲及び利用料金

の取扱い等について規定を行っているところでございます。施行期日につきましては、

今後条例制定後で指定管理の公募等を行いまして、平成２８年４月１日からの新しい運

営体制ということで、４月１日を施行期日としてお願いしております。 

 なお、西与賀コミュニティセンターの廃止に伴いまして、佐賀市コミュニティセンタ

ー条例の西与賀コミュニティセンターに関する規定を削る項目を附則のほうで定める

ところでございます。 

 星空学習館条例の説明につきましては以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 この件について何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（伊東委員） 

 ２ページの指定管理者による管理、これは先ほど効率的といわれましたが、利便性が

アップするのか、又は費用面ではよいのか。指定管理者がこのイメージで受託するとこ

ろはでてきますか、採算はとれるのですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 指定管理に移行するものには、まずは利便性と、先ほど申しました天体・科学関係の

強化・充実を考えております。この指定管理料と今現在の直営で行っております経費関

係、比較するとやはり指定管理のほうが若干大きくなると見込んでおります。これは公

募を行いまして、それぞれの公募者のほうからの提案及び経費等の提案を見て判断をし

ていきたいということを考えております。 

 

（伊東委員） 

 一応めどはあるのですね。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 今、実際に天体関係の事業につきましては佐賀天文協会に委託をしております。佐賀

天文協会からここに対する公募関係が上がってくるのではないかと思っております。 

 

（伊東委員） 

 普通、プールして考えると、変動費か固定費かという問題があり、変動費として外部

に出ていくなら、本当に安くなるのかという疑問があります。逆に行政の中でプールし

て誰かがやることになると、お金は外に出ていかないから問題がない。その辺りの数字

的にきちんと整理してもらわないと、直営がいいのか、指定管理者制度がいいのかが、

よくわかりません。見積もりをとり比較をして、例えば、行政の人が仮に４０万として、

指定管理が１０万安かったとしても、変動費として支出していくことになります。その
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辺をよく考えないと、本当に指定管理者制度のほうがよいのかわかりません。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 まず事務局としては、経費の面よりも、この施設自体の活用が今有効に活用されてい

ない面を見まして、天体と理科離れ、科学関係の充実を図りたいと考え、まず指定管理

が一番ベターだと考えたところです。この理由といたしましては、現在直営で行ってお

り、直営の貸館関係の管理について嘱託員３名のローテーションで行っております。こ

のほか社会教育課の職員が企画、事業関係の業務を行っております。これについても専

門知識がございませんので、天文協会に外部委託をして、観測会、観望会等を実施して

いただいているところです。専門性を持った職員等の配置をした場合、基本給で１人当

りにしますと結構な経費になりますので、この辺も踏まえて、現状の中での指定管理の

ところの経費を比較すると、やはり若干は上がると考えております。 

 

（伊東委員） 

 確かに利便性はよくなると思います。真の意味の経済性を考えると、きちんとした整

理をしないと、目先だけ安くなったということで外部に金が出ていくなら、例えば、１

０人ほど関係者がいらっしゃって、その中の２人をこの業務に充てると、費用としては

外部に出ていかない。この２人の有効性を慎重にきちんとした数字をもとに考えていた

だいて最終決定をしてほしいと思います。一般的に考えると、私は受け手があるのかと

感じます。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんか。 

 

（岸川委員） 

高校生以下の利用は無料にしてほしいという質問に対して、今までどおりの利用で、

予約せず飛び込み利用は無料とする方向で検討中というのはどういう意味でしょうか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 高校生以下について無料にするというのは、地元からの意見でございました。特に小

中学生の利用が学校帰りとかにあるので、高校生以下は半額にしています。これは料金

設定上、条例上はやはり半額での設定をしていきたいと考えております。ただ、今度、

大体３カ月ぐらいのスパンで予約をとりますので、予約の中で、先行予約で占有予約を

した以降は優先順位の予約に変わってまいります。それ以降については減免で高校生以

下は無料とする運用で対応していきたいということです。現状も予約をせずに飛び込み

で利用する高校生以下は多いので、現時点のお答えとしては、今までの利用については、

無料ですとお答えをしております。 

 

（岸川委員） 

 予約をしないほうが無料になるんでしょうか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 ３カ月とかの決まった日にちを占有予約した場合、料金をいただくこととしていま

す。その予約が確定した以降の分の使用については１週間前とかに予約もできます、こ

こについては高校生以下については運用の中で無料として判断をしていこうと考えて

おります。 

 

（江副社会教育部長） 
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 ３ページの条例の第７条に使用料を取るという規定を設けています。今までは全然使

用料の設定はありませんでした。その使用料の中に括弧書きで、使用料について（天体・

科学に関する学習を目的として使用する者を除く。）としております。この施設は本来

の星空学習館という機能を有する施設とするので、本来の目的で利用される方について

は全部無料としております。ただし、貸室とか多目的で使う場合もございますので、そ

の際は高校生でも、一応高校生以下、料金半額ですけど料金を設定しております。今課

長が申し上げたように、その中で予約のシステムを新たにつくりますので、ぎりぎりで

空いていたらそこは料金を設定しないという設定をしたいと考えております。その意味

では、今度の施設の使い方が変わってくるということでございます。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かご質問等はございませんか。 

 休館日とかはどうなっていますか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 資料に休館日をお示しはしていないのですが、休館日は今までどおりの運用をしてい

きたいと思っております。時間につきまして、会館時間につきましては、今現在９時か

ら２１時まででございますけど、これについては現時点では９時から２２時まで、特に

観望会等の充実を図るため、時間を１時間延長すると考えております。 

 

（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〕 

 では、異議がないようですので、第２号議案『佐賀市星空学習館条例』については、

原案のとおり承認いたします。 

 次に、第３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。スポーツ振興課お願いします。 

 

（山口社会教育部副理事兼スポーツ振興課長） 

 それでは、資料の６ページ、７ページに改正する条例の議案を掲げております。現在

の体育施設の条例の中で、直営施設については指定管理者制度から除くような条例にな

っておりますので、それを指定管理者制度が全ての体育施設に導入できるようにすると

いうことの改正です。 

 議案等関係資料の別紙１をごらんください。 

 ２ページを見ていただくと、現行が指定管理者による管理ができる施設というのが、

体育施設の中で、ここの括弧書きを除いた施設を指定管理者に管理させることができる

という条例でしたので、今回、２６年の１１月に市長の方針決裁をとって、全ての体育

施設に指定管理者制度を導入できるようにするということを受けて、今回の条例改正を

いたします。したがって、括弧書きの中身を全部削除することによって全ての体育施設

に指定管理者制度を導入できるようになります。 

 ただし、３ページの下のほうをごらんいただきたいと思いますが、基本的には現在、

指定管理をしているグループというもので指定管理者制度をとっております。 

 次の４ページ目が残っている直営施設の部分です。それについても順次条件が整った

ところから指定管理に移行するということを考えているところです。 

 ちょっとわかりにくいかと思いますが、位置図等を見ながら参考に見ていただければ

と思います。 

 点線で囲っているところが３ページの指定管理者の指定管理グループとしていると

ころです。真ん中のあたりに大きく佐賀市の体育施設の指定管理グループがあります。

それとあと、右のほうに諸富、下のほうに川副、上の左のほうが大和、その右側に健康
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運動センターと、それ以外の点線で囲っていないところが直営施設になっております。 

 今回、４ページのほうで、この指定管理をすることができるという条例を改正した後、

具体的には２８年度から佐賀市の体育施設グループのところに市民運動広場と東与賀

運動公園をあわせて一緒にして、指定管理に移行します。それともう１つは、大和の体

育施設、そこに春日運動広場のほうを入れて２９年度から指定管理に移行します。それ

以外の施設は指定管理を受けるときに受け入れられるような条件整備というのが必要

になりますので、これらについては今後の状況を見ながら行くこととし、現時点ではま

だ未定の状態としております。今回、この条例改正をすることによって、２８年度から

指定管理に移行できますので、２７年度中に公募を行うことで、現在それに伴う手続き

と、東与賀運動公園につきましては、事務所等を設置して管理ができるような状況をつ

くるというふうに考え、取り組んでいるところです。 

 指定管理導入に関する条例の一部改正の説明は以上です。 

 

（山下委員長） 

 何かご質問はございませんか。 

 

（伊東委員） 

 先ほどと一緒ですが、全て指定管理にするということは、指定管理者制度に移行すれ

ばいいというイメージにとられやすいと思います。課長聞かれていると思いますけれど

も、例えば、県の総合グラウンドもいろいろトラブルがあると聞いております。このよ

うな問題点をきちんと整理されているのでしょうか。極論すると、例えば、専任の職員

がいて、その職員がきちんと管理し運営すれば、指定管理者に何百万、何千万というお

金を払わなくてもよいのではないでしょうか。その辺まできちんと数字で整理されて、

この部門は指定管理がいいと、これは自分たちが直営で管理したほうがいいというとこ

ろまで審議されているのかと思います。何か１つの例があれば見せていただきたいと思

います。 

 

（山口社会教育部副理事兼スポーツ振興課長） 

 具体的には、東与賀の運動公園を直営で管理しております。これについて現在、市の

職員が管理者等の職務を担っております。それを指定管理者の導入により東与賀だけで

なく佐賀市の施設の中に一緒に入れ込みますので、スケールメリットが考えられます。

今は佐賀市体育協会が指定管理を受けていますので、その中での人的なやりくりという

か人員配置の面では比較的大きな単位でできるようになるのではないかと思いますが、

そういったものとの比較で、経費的なメリットも当然あります。 

 それと、この導入のときの効果の中で、１つ利用の状況が、直営施設の場合は土日と

かが閉庁なので、職員が対応していない中で施設が利用されている状況があります。そ

の課題とかデメリットがございますが、これが指定管理者制度を導入することによっ

て、利用できるときには管理者がきちんと常駐した状態で管理ができるようになりま

す。ですから、土日で急に使いたくなり、利用申請をしたいと言っても、直営施設の場

合は土日対応する職員がおりませんので、使いたくても使えない状態でございました

が、これが使えるようになります。逆に指定管理者が休みのときには施設も休みにしま

すので、利用者にとっても管理者にとってもやりやすい状態に変わる点が挙げられま

す。 

 

（伊東委員） 

 トータルとして市民のためにプラスになるということであればいいと思います。例え

ば、こういう管理する人を、雇用をふやそうとか、総合的に考えられてしているといい

のですが、ただ安易に、便宜的に移行している。民間ももうけないといけないが、もう

けるという視点に立つと、なかなか数字上出てくるのは非常に困難だと思いますから、
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その辺もきちんと整理していただいて指定管理者制度を導入しないといけないと思い

ます。変に数字だけ調整してもらっても後で困りますから、その辺は非常に慎重にして

いただきたいと思います。実際この前、佐賀県の話を聞きましたが、管理が悪い、サー

ビスが悪いとか、後でいろいろ問題が起きているようです。 

 ぜひその辺をご配慮されて審議してもらいながら、トータル的にやはり指定管理者制

度がいいということであれば、それは納得いくところですので、ぜひよろしくお願いし

ておきます。 

 

（山口社会教育部副理事兼スポーツ振興課長） 

 ４ページに書いておりますが、今直営施設の中で具体的な検討を行って指定管理者に

移行する施設というのが上の３つ、あと残りの６つの施設については順次としておりま

す。導入時期等も含めて本当にできるかどうかということを検討させていただいてとい

う２段階か、３段階かの形でやっていきたいと思っております。伊東委員のご意見の趣

旨はこのあたりできちんと整合性をとっていきたいと思います。 

 

（江副社会教育部長） 

 私のほうから補足させていただきます。先ほどの指定管理者もですが、今回の条例、

これは指定管理ができる旨を規定する条例です。おっしゃるとおり、今後も直営でも運

営できます。ただし、これらスポーツ施設は一部該当する施設だけを除いた形で、管理

運営が最初から直営一本と想定されているため、まずは今回条例上でこれを解消しよう

とするのが改正条例の中身でございます。ご指摘の点については、今後、その施設ごと

に、果たして本当に指定管理者でいいのか、あるいは直営でいいのかを検討するべきだ

と思います。もう１つ現実的な話としては、今指定管理者を入れていない施設は、直接

職員が、教育出張所の職員が管理したりしていますので、先ほど課長が申し上げたとお

り土日の対応ができないとか、利用者目線でみますと非常に制限がある貸し方をしてお

りますが、指定管理にすると民間団体は自由に動きがとれますので、その部分の解消が

利用者からするとより利用ができるような施設になる可能性が大きいという判断をし

ております。 

  

（山下委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかにないようですので、第３号議案『佐賀市体育施設条例の一部を改正する条例』

については、原案のとおり承認いたします。 

 次に、第４号議案『佐賀市立図書館協議会委員の任命について』、図書館からご説明

をお願いします。 

 

（右近図書館長） 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。 

 佐賀市立図書館協議会委員の任命につきましては、図書館法及び佐賀市立図書館条例

に基づきまして、この案を提案しております。 

 ９ページになりますが、図書館協議会委員１０名いらっしゃいますが、そのうち２名

の方が転勤、それと県外転出によりまして辞任届を出されております。任期途中での辞

任でありますので、各推薦団体に後任者をお願いし、この表のとおりに佐賀新聞社から

は高井誠様、それから図書館を友とする会・さがからは辻村邦子様を推薦いただきまし

たので、協議会委員としてお願いするものです。任期につきましては、残任期間の１１

月３０日までです。協議会委員全体の名簿は、議案関係資料の５ページに掲載をしてお

ります。 

 議案等関係資料、一番最後のページになります。全部で１０名の委員さんがいらっし
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ゃいます。網かけの部分が新たにお願いをする委員でございます。 

 説明は以上です。 

 

（山下委員長） 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 委員の任期の開始時期が年度制でも歴年制でもないのは何か意味がありますか。 

 

（右近図書館長） 

 当初の任期が２５年１２月１日から１１月３０日までの２カ年でした。なぜ１２月か

らなのかは、恐らく合併後に任期を変えたというふうに思います。 

 

（東島教育長） 

 歴年か年度制にしなくて、途中からの任期で不具合は生じないのですか。 

 

（右近図書館長） 

 例えば、学校教育関係からは校長先生が出てされていますけど、途中でやっぱり異動

があれば途中で交代ということもありますし、先ほどの転勤によって変わられるという

こともございますので、不具合は一部あるのかなというふうには思います。 

 

（東島教育長） 

 ここら辺の調整ができるかわかりませんが、やはり年度制のほうが学校関係は都合が

いいと思います。年度途中で変わるとわかりにくいので、年度でスタートのほうがいい

と思います。 

 

（右近図書館長） 

 開館当初は７月から６月までの任期にしておりまして、平成１７年から、平成１７年

１０月１日が合併ですので、９月いっぱいで任期を終えて、次の任期を１７年１２月１

日からで任期としております。 

 

（東島教育長） 

 推薦団体は年度途中で推薦しなければいけない。そうなると、充て職関係は校長会も

きちんと年度当初に決めますので、そのことを考えたらどこかで調整をして、スタート

を一回リセットしていくことが考えられるものかどうかだと思います。 

 

（右近図書館長） 

 今回の任期はことしの１１月３０日までですので、それには間に合いませんが、次の

任期の変わるときに数カ月任期を操作できるのかを検討したいと思います。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何か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〕 

 では、質問がないようですので、第４号議案『佐賀市立図書館協議会委員の任命につ

いて』、原案のとおり承認します。 

 

日程５ 報告事項 

 

（山下委員長） 
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 続きまして、日程５、報告事項に移ります。 

 まず報告事項(1)「平成２７年度６月補正予算について」、各課からご説明をお願いし

ます。 

 

（藤田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 まず教育総務課分であります。佐賀段階チャレンジ交付金事業、歳出１０８万円でご

ざいます。 

 概要にありますように、佐賀県が国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を

原資として支出するものであります。県が市町経由で地域や団体に交付金を交付するも

のであります。内容としましては、地域活性化を目的として、県が内容を確認し、採択

を決定した事業の補助対象事業に対する９割を団体地域に補助するものであります。実

施主体としましては、この事業は北川副小学校学校運営協議会と北川副小学校ＰＴＡで

構成されました教育のユニバーサルデザイン推進委員会が主体であります。北川副小学

校が教育のユニバーサルデザインの推進校であることから、教育ユニバーサルデザイン

の理念や考え方を小学校ばかりでなく地域の中で共有しまして、誰にでもやさしい地域

づくりを目指すものであります。具体的には、校区民を対象としましたシンポジウムや

教育のユニバーサルデザインの冊子等を活用した地区公民館等での学習会を開催し、北

川副小学校のユニバーサルデザインの活動内容やイベントを周知することで、地域にお

けるユニバーサルデザインについて関心を高めておるという内容であります。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 次に、引き続き学校教育課お願いします。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 学校教育課からは３本あります。 

 まず１つ目は、研究指定校委嘱事業でございます。国・県からの委託事業で１００％

補助事業であります。 

 １つ目が、芙蓉中学校のキャリア教育に係ります国立教育政策研究所の研究委嘱２０

万円です。次に、北山中学校の英語教育と教育課程に関します研究委嘱事業、これも２

０万円でございます。次に、諸富中学校校区の諸富北小学校、諸富南小学校、諸富中学

校におけます児童・生徒の活用力向上のための研究委嘱事業になります。これは２年間

の委嘱事業で、単年度２５万円になりますので、２年間で５０万円ということになりま

す。次に、外部機関と連携した英語指導力向上ということで、城西中学校に英語の堪能

な先生がいらっしゃいますので、その先生が文部科学省とか外部機関、大学等の外部機

関と連携しまして、英語を使った授業を積極的に取り入れていただいて、子どもたちの

英語力の向上につなげるための研究委嘱事業でございます。それが２０万円の事業でご

ざいます。芙蓉中学校の２２万円と書いてありますこの教育課程は、先ほど申しました

キャリア教育との同じ事業で、国と県のそれぞれの委嘱ということで、こういうふうに

金額が変わってきております。 

 大きな２番目は、学校業務改善推進事業でございます。これはＳＥＩ－Ｎｅｔの校務

支援機能を生かしました各学校での事務の効率化を図る事業でございます。今年度から

小学校と中学校でこの校務支援ソフトを使いまして、指導要録と出席簿を電子化すると

いうものでございます。それぞれの学校で独自に校務支援ソフトを購入しますと非常に

高価なものになりますし、県のソフトを使いますと割安に取り組むことができること

と、県全体でこれは少しずつ導入を進めていらっしゃいますので、これが全県下に広が

りますと、どこに異動してもこれを使うことができますので、異動事務も含めて業務改

善につながるということで、今年度から取り組むことにしております。 

 最後がＩＣＴ教育環境の推進管理事業でございます。これは平成２１年度に、鍋島小
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学校に佐賀市内で先んじて電子黒板を導入し、それから５年以上がたちまして、電子黒

板のディスプレイ自体はまだ十分に動くきますが、それを動作させますパソコンがかな

り古くなりました。今年度から新しいデジタル教科書が入りましたが、これを動作させ

ますと、ほかの学校と比べて３倍以上の時間がかかっております。このため全クラス分

のパソコン２９台のリースを更新する予算でございます。この大きな３点が学校教育関

係でございます。 

 以上でございます。 

 

 

（山下委員長） 

 次に、こども家庭課お願いします。 

 

（久我こども家庭課長） 

 こども家庭課のほうからは、病児・病後児保育事業に関して２本上げております。 

 まず１つ目の病児・病後児施設整備費補助事業ですけれども、昨年度まで高木瀬の橋

野医院、本庄の香月医院で病児・病後児保育を行ってまいりましたが、このうちの本庄

の香月医院が閉院をされましたので、そちらの病児・病後児保育施設が閉鎖となりまし

た。これを受けまして、新たに北川副の福田医院さんのほうに施設の整備をお願いして

おります。これに対する補助として、こちらに上げておりますように        

１，２４１万１，０００円を計上しております。それに対する補助といたしましては、

県のほうから２３５万９，０００円を補助していただくことになっております。そして、

福田医院さんの運営を委託する分といたしまして、運営委託費として、１日当たり６名

の受け入れ規模として５１９万８，０００円を計上しております。それにつきましては、

国と県からそれぞれ１７３万２，０００円の補助をいただく、交付金をいただくように

予定をしております。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 では、続けて社会教育部よろしいでしょうか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 では、次のページですけど、社会教育課の分２本ございます。 

 まず１本が、コミュニティ助成事業として約８００万円の補正をお願いしておりま

す。これは例年６月補正でお願いしているものでございますけど、財団法人自治総合セ

ンターの宝くじ助成の採択を受けまして、今回補正をお願いしています。内容としまし

ては、一般コミュニティ助成、これは地域活動に必要な備品等の整備に対する助成でご

ざいまして、約１２０万円、これは東与賀の鍛冶屋自治会に対する助成です。 

 それともう一本が、自治公民館の建設に対するコミュニティセンター建設助成でござ

いまして、これが６９０万円、鍋島五丁目の自治会に対する補助金でございます。財源

はコミュニティ事業助成金が１０分の１０当たっております。 

 その下、青少年センター移転整備事業でございます。補正額約１億５，３００万円の

お願いをしております。青少年センターの移転整備につきましては、平成２６年の９月

補正で設計委託料のほうを計上させていただいて設計を進めてまいりまして、今回、整

備のほうを６月補正で計上をお願いするものでございます。旧マルキョウ跡の３階部分

の整備でございまして、内容としましては、設計監理の委託料としましては３２０万円、

工事請負費としまして約１億５，０００万円を計上しています。 

 なお、青少年センター移転関係の整備につきましては、工期が１１カ月かかりますの

で、あわせて継続費の設定を行っております。全体としましては、約３億９，２００万

円の経費となりまして、２７年度分が１億５，２７０万円、２８年度が約２億４，００
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０万円という継続費の設定もお願いしているところでございます。歳入につきまして

は、財源としまして合併特例債を活用しているところでこざいます。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 次に、文化振興課お願いします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 文化振興課関係で３件あります。 

 歳出の欄をごらんいただきたいと思います。 

 １つ目ですが、武家屋敷の門保存修理事業です。これは先ほども青少年センターの話

があっていましたが、バルーンミュージアム、青少年センターの整備が予定されており

ます旧マルキョウの東側に隣接する用地がバルーンミュージアムの駐車場として整備

をされることになっておりまして、その用地の南東部、藪内写真館の隣に旧嬉野家の門

があります。この門の建築年代は判明していませんが、型式から見て１７世紀までにさ

かのぼる可能性があるという重要なものです。屋根瓦などが非常に傷んでおりまして、

このたび用地を佐賀市が購入したことをきっかけといたしまして、この門の保存修理に

取り組むこととなりました。先日、佐賀市文化財保護審議会を開催しまして、文化財指

定の諮問を行いました。委員の皆様からはご承認をいただいておりますので、今後所要

の手続きを経て市の指定文化財となる予定となっております。これについては、２６年

度に設計業務を行いましたので、今年度保存修理工事に着手をいたします。補正予算の

内容としては施行管理費の９９万４，０００円と工事請負費の１，７９０万円でござい

ます。この事業は、街なみ環境整備事業の対象となっておりますので、事業費の２分の

１、９４５万円が国庫補助金として入ってくる予定となっております。 

 ２番目に、県道外環状線の経費と書いておりますけれども、これは佐賀県が行う県道

の新設工事に伴いまして、埋蔵文化財の発掘調査を行うものでございます。調査面積は

２，４００平米で、約４カ月間で調査を行う予定としております。補正予算の内容とし

ましては、調査に必要な作業員の賃金５００万円、遺跡測量業務などの委託料で３３０

万、掘削機の借り上げなどで２８０万円となっております。この事業にかかる費用は全

て県の委託金で措置をされることとなっております。 

 ３番目に、先ほど教育総務課から説明があったものと同じですが、佐賀段階チャレン

ジ交付金を活用した地域活性化事業実施に伴う予算措置でございます。これにつきまし

ては、文化振興課関係の事業で採択されたのが１０件ございまして、総額で２，７５０

万円となっております。件数が多いので、１件ずつ内容をご説明はできませんけれども、

指定文化財の保存に関する事業が３件、地域の歴史・文化を継承する取り組みが７件と

なっております。例えば、地域の浮立などをデジタル動画で記録をしたり、小学校への

出前授業を行うとか、あるいは地域の歴史をまとめた冊子を作成して、まち歩き、ある

いは講演会を行うというような事業が出ております。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 この武家屋敷は１，８００万円もかかるということですが、門だけか、あるいは竹垣

か塀のようになっているところまでの保存修理ですか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 一応私どもで関係するのは門の部分だけです。あとは駐車場整備の中で行われますの
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で、文化振興課としては門の部分だけでございます。 

 

（岸川委員） 

 やはりこのような金額がかかるのですね。 

 

（江副社会教育部長） 

 水ヶ江の空閑歯科のところを整備したとき、このぐらいのお金をかけております。イ

メージ的にはああいう形になると思います。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんか。 

 

（伊東委員） 

 先ほどの病児・病後児保育の対象者は小学生も入っていますか。 

 

（久我こども家庭課長） 

 小学生も対象です。 

 

（伊東委員） 

 病児・病後児施設を新たに整備するというのは、そこで教育ができるんですか。 

 

（久我こども家庭課長） 

 教育ではなくて、病気で学校に行けない、保育園に預けられない子どもさん方をお預

かりして、場合によっては医師も診察するなどして児童の保育をするという施設になっ

ております。 

 

 

（伊東委員） 

 先生たちが時々そこに行くのですか、病院の中で指導をするのですか。 

 

（久我こども家庭課長） 

 保育で預かるだけです。学校とは違いますので指導はございません。 

 

（伊東委員） 

 日本全国で６，３００人ぐらい長期入院して、教育を受けたり受けなかったりしてい

る子どもたちがいるという新聞記事を２週間ぐらい前に見ましたが、佐賀市は長期的に

入院して教育を受けられていない子どもが実際どれくらいいるのですか。 

 

（東島教育長） 

 それは、鍋島小・中学校の病院内学級で、佐賀大学医学部の中に治療を受けながら授

業を受けるシステムをつくっております。ここにはもちろん佐賀市内の子どもたちのみ

ならず、県内、県外からも来ております。 

 

（伊東委員） 

 ちなみに、その中に佐賀市の長期療養を必要とする子どもはいますか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 現在、中学生は全員退院しております。小学生が今たしか２人か３人ぐらいだと思い

ます。院内学級に病室から自分で歩ける、または車椅子で来れる子どもはそこに来て先
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生に勉強を習いますし、ベッドから起き上がれない子どもは、こちらからベッドに出向

いて、指導する体制をつくっております。 

 

（伊東委員） 

 では長期入院をして、教育を受けていない子どもは佐賀市にはいないと判断していい

ですか。 

 

（東島教育長） 

 病気の治療が優先で勉強はその次というときには治療だけに専念している子どもは

おります。ただし、主治医の判断でもって病院内学級に通級して学ぶ子、ベッドサイド

で教師が来て学ぶ子、これが可能な子どもたちは全て対象にしております。 

 

（伊東委員） 

 私は教育を受けていない子がいないのかということを聞きたいのです。何らかの形で

保護者が教育委員会などに言ってきて対応をされているとよいのですが、情報やシステ

ムがわからなくて長く入院されて授業を受けていない子がいないのかという気がした

のです。 

 

（東島教育長） 

 それは基本的にはある可能性を持っています。病院内学級を持っているのは佐賀大学

医学部だけです。県立病院、社会保険病院、ここにもつくろうかという動きはありまし

たが、実際にその実態を調べてみましたら、その対象になる子どもがほとんどいません

ので実現できませんでした。中には長期入院して勉強できていない子どももいる可能性

はあると私は思います。 

 

（伊東委員） 

 可能性がないということであればよいのですが、可能性があるようであれば何らかの

手を差し伸べてほしいと思いますので、ぜひ調査をしていただきたいと思います。この

質問とこども家庭課の事業は関係のない事業ですね。 

 

（久我こども家庭課長） 

 違います。病気になって、基本的に学校に行けない、保育園に行けないような子ども

たちをお医者様の関わりのもと保育する施設でございます。 

 

（伊東委員） 

 私が一番心配するのは、この制度を知って利用されている家庭と、知らないで利用さ

れていない人たちがいるのではないかなという気がしたためです。 

 

（東島教育長） 

 経緯的にもうかなりたっていますので、佐賀市内には少なくともいないと思います。

ただ、県内の小中学校にはそういう病院内学級があることは周知していますので、学校

のほうから、そういう入院する予定の子どもには必ず情報を提供されていると考えてお

ります。 

 

（伊東委員） 

 わかりました。 

 

（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。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、質問がなければ、本日追加された報告事項に移りますが、これより先は非公開

といたしますが、よろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

では関係者以外はご退席をお願いいたします。 

 これで一旦休憩とします。 

 退室完了後、再開いたします。（午後３時５４分） 

 

＜休憩＞  

 

 ＜再開＞（午後４時４分） 

 

  【非公開】 

  

  会議終了（午後４時３７分） 
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