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平 成 ２８年 ３月  定 例 教 育 委 員 会 

開 会 日   平成２８年３月２２日（火） 

開 会 時 間   午後２時３０分～午後５時２６分 

開 会 場 所   佐賀市大財別館４－２会議室 

出 席 者 

 

委

員 

 

 

 岸川委員長    伊東委員    福島委員 

 山口委員     田口委員    東島教育長 
 

事

 

務

 

局 

西川こども教育部長 江副社会教育部長 藤田こども教育部副部長兼

教育総務課長 中島社会教育部副部長兼社会教育課長 中村こども教

育部副理事兼学校教育課長 一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚

園課長 久我こども家庭課長 梅﨑学事課長 宮崎文化振興課長 右

近図書館長 山口社会教育部副部長兼スポーツ振興課長 松永諸富教

育課長 遠江大和教育課長 池田富士教育課長 山田三瀬教育課長 

長谷川川副教育課長 江頭東与賀教育課長 吉田久保田教育課長 大

松教育総務課参事兼副課長兼総務係長 中尾教育総務課教育政策係

長、松本教育総務課教育政策係指導主事 

提 出 議 案 

 

第２７号議案 佐賀市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

第２８号議案 佐賀市教育委員会事務専決規則の一部を改正する規則 

第２９号議案 佐賀市教育委員会事務専決規則の一部を改正する規則 

第３０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 

第３１号議案 佐賀市教育委員会文書事務取扱規則の一部を改正する規則 

第３２号議案 佐賀市公民館職員の任免、勤務時間等に関する規則の一部を

 改正する規則 

第３３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 

第３４号議案 佐賀市立学校職員安全衛生管理規則の一部を改正する規則 

第３５号議案 佐賀市生涯学習センター施行規則を廃止する規則 

第３６号議案 佐賀市教育委員会に対する事務委任等に関する規則の一部

 を改正する規則 

第３７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利

 用者負担額を定める規則の一部を改正する規則 

第３８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 

第３９号議案 佐賀市立東与賀文化ホール条例施行規則の一部を改正する

 規則 

第４０号議案 第２次佐賀市立図書館サービス計画について 

第４１号議案 職員（管理職）の人事異動について 

第４２号議案 教職員の人事異動について 

協 議 事 項 

 

 な し 
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報 告 事 項 

①赤松小・北川副小・城南中コミュニティ・スクールの再指定について 

②母子生活支援施設設置法人募集の結果について 

③平成２７年度第５回佐賀市社会教育委員の会議の結果について 

④少年スポーツのあり方についての取組方針に関する経過について 

⑤公民館主事の人事異動について 

欠 席 委 員 

 

 な し 

 

傍 聴 者 数 

 

 な し 

 

報道関 係 者 

 

 １ 名 

 

会議録作成者 

 

教育総務課参事  大松昭浩 

 

 

日程１ 開会の宣告 

 

（岸川委員長） 

 定刻となりましたので、佐賀市教育委員会３月定例会を開会させていただきます。 

 皆さんこんにちは。きょうは今年度最後の定例委員会となると思います。３月は別れ

の時期ということで、学校の卒業式のほうにも私たち教育委員が参加させていただきま

した。１１日に中学校、１８日に小学校、そして私のほうは１９日に市立の保育所のほ

うにもお祝いを述べさせてもらいましたけれども、本当にどの式もすばらしい式で、子

どもたちの本当に純粋な姿に胸を打たれ、この子たちの輝く未来を祈らずにはいられな

いところでありました。後ほど時間の余裕があれば、皆さん方にも行かれたところの報

告なりをしていただきたいと思います。 

 本日は、教育委員６人中現在は６人の委員が出席しておりますので、適法に委員会が

成立いたしております。 

 本日の日程につきましては、お示ししておりますとおりですけれども、よろしいでし

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 

 

（岸川委員長） 

 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２３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１８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。 

 

（岸川委員長） 

 これにつきまして、何か修正点等ございましたら。はい、お願いします。 
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（山口委員） 

 １５ページの私の意見で、上から３行目、「試合中にけがをすると思われますか」を、

「伊東委員さんも、練習をたくさんやっていないと試合中にけがをすると思われます

か」に訂正をお願いします。 

 それから、もう１カ所、３０ページの上から３行目で、「その持っていらっしゃる半

分が」を「ほとんどがＬＩＮＥをやはり使っていらっしゃいました」に訂正をお願いい

たします。 

 

（岸川委員長） 

 １７ページの上から３行目の「要員」が誤字だと思いますので、「要因」に訂正をお

願いします。その２つ下の行で「体育館で」となっていますけれども、「運動場で」に

変更してください。 

 以上です。 

 ほかにないようでしたら、会議録は修正した内容で報告のとおり承認することといた

します。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（岸川委員長） 

 次に、日程３、教育長の報告をお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 きょうは議題がたくさんありますので、４点のみご報告申し上げます。 

 ごらんになっているかもしれませんけれども、１点目は佐賀城下ひなまつりの子ども

びなの宴です。今年度で２回目でございました。その審査と表彰式に行ってまいりまし

たが、今年も２，０００体を超える子どもたちの手づくりのおひなさまで、佐賀城本丸

歴史館の大広間に飾っておりました。これまで子どもたちは、ひなまつりに参加をする

ということよりも参観をするぐらいのレベルだったのが、自分たちもひなまつりに参加

をしていくことで、佐賀市内の小中学校は非常に地域の行事の中に参画をしていくとい

う姿が一つ一つ増えてきたとの思いをいたしました。この審査には５名で当たりまし

た。最終的には今泉今右衛門さんが子どもたちの一つ一つのひなについて感想を述べら

れたことばが賞の名前になっておりました。そういうことで、非常にユニークなひなが

たくさん飾られ、ひなまつりがさらに盛り上がっていることを実感したところでござい

ました。 

 ２点目は、先ほど委員長が申し上げられましたが、中学校の卒業証書授与式、小学校

の卒業証書授与式、私は中学校が昭栄中学校、小学校が赤松小学校へ行ってまいりまし

たが、本当にそれぞれ初等教育、そして中等教育の全般の部、これを修了するにふさわ

しい節目の卒業証書授与式だったと思いました。非常に厳粛な中にも感動的な先生方の

配慮がございまして、子どもたちがこれから頑張るぞという意識を持つに十分な卒業式

ではなかったかなと、そういう印象を持って帰ってきたところでございました。 

 ３点目は、いよいよは来週から、隔年で実施しておりますアメリカのニューヨーク州

グレンズフォールズ市への訪問団が、今年度も２０名の子どもたち、引率団員５名構成

されその結団式が行われたところです。市内から中学校、高校の子どもたちが２０名参

加をして、それぞれに抱負を述べてくれましたが、やはり小さいときに大海を見ておく

というのはとっても大事だなという思いで、彼らは恐らくグレンズフォールズに１２日

間行く中で、しかもホームステイを通して向こうの家族と実際に触れ合って、向こうの

教育を自分で実際に目に触れ、体で体感をして、そして子どもたちの将来に向けた何か

の礎になるんじゃないかなという思いをしております。あとは帰ってきてからの報告を

したいと思っておりますが、ただ心配なのは、団長がおっしゃっておられましたが、テ
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ロの問題です。これからはやっぱりテロ対策もしていかないと非常に危ないです。特に

こういう引率をしていく方たちというのは、子どもたちの最大の義務は安全ですから、

そういう意味では非常に引率団の方は気を使われると思いますけれども、無事にグレン

ズフォールズで学んで２０名が帰国することを期待しておるところです。 

 それから４点目が、私も保育所の卒園式へ行ってまいりました。成章保育所に行って

まいりましたが、１６名の園児が卒園をしていきました。１６名を見ておりましたら、

同じ成章保育所と言いながらも、行く学校は非常に違うんですね、１６名が１０校に分

かれて行くのです。ということは、もう幼稚園、保育所は、校区の保育所、幼稚園では

なくなっていて、もう全市的というよりも、極端に言えば、小城からとかよそからも来

ているわけですから、全県的な規模になってしまっているす。随分、昔と違ったところ

がある中での幼児教育だなということを感じました。 

 ただ、感じたのは、卒園児というのは年長でございますけれども、年長は年長なりに

返事にしても、証書の受け取り方にしても、挨拶にしても、それから自分の希望にして

も、自分のことがきちんとできるということです。よく小学校言われていましたが、幼

稚園や保育園から来た１年生はリセットされて一番下の取扱いになってしまうんです

から、そうではなくて、小学校というのはこれからどう出発させるか、そして、ここま

で成長した幼稚園児のスタートが小学校だということで、幼稚園までに学んできたもの

を基礎にして、それから上に立つ学校教育、小学校教育が始まらなければいけないとい

うことを痛感したところです。 

 そういうことで、年度末はやはり卒業、それから卒園、そして進級・進学と、本当に

目まぐるしく変わって、しかもそのことが次に希望をつなぐ月であるということをつく

づく思ったところでございました。そういう意味では、小学校が今度は２４日に修了式

ですけれども、これもまた新級・進学に向けて子どもたちに希望と夢を与えるような、

そういう節目にしてもらいたいとの思いで帰ってきたところでございました。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 今の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〕 

 特にないようですので、教育長からの報告を終わります。 

 

日程４ 提出議案 

 

（岸川委員長） 

 続きまして、日程４の提出議案に移ります。 

 本日の会議の案件は、来年度からの支所再編に伴います組織改編と公民館体制の再編

などに関係する提出議案がごらんのとおりたくさんございます。 

 審議の迅速化を図るために、来年度から適用する事務的な改正規則の議案について

は、教育総務課から一括して説明を受けることにしたいと考えております。 

 ただし、第３７号議案、第３８号議案、第４０号議案のみ担当課から説明を受けるこ

ととしたいと存じます。 

 それでは、第２７号議案のほうから順番に教育総務課からご説明をお願いいたしま

す。 

 

（藤田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 私のほうから概要を説明させていただきます。あと別冊の議案等資料もございますの

で、新旧対照表をつけております。あわせてごらんいただきたいと思います。 

 まず、第２７号議案『佐賀市教育委員会公印規則の一部を改正する規則』につきまし

ては、先日の研修会においても説明をいたしましたように、支所再編に伴います７カ所
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の出張所教育課を廃止いたします。それに伴います出張所教育課にあります公印の規定

を削除するものであります。 

 次の第２８号議案『佐賀市教育委員会事務専決規則の一部を改正する規則』ですけれ

ども、これは今委員長がおっしゃいましたように、公民館の体制等の見直しにあわせま

して、新たに公民館長に専決権を付与するための規則改正であります。 

 次の第２９号議案『佐賀市教育委員会事務専決規則の一部を改正する規則』です。支

所再編の出張所の教育課廃止に伴います出張所教育課の決裁処理の規定を削除するも

のであります。 

 次の第３０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』及び第３１号

議案『佐賀市教育委員会文書事務取扱規則の一部を改正する規則』につきましても、支

所再編に伴う改正です。出張所教育課に関する規定を廃止したり、あるいはまた出張所

の教育課から本庁に移管します施設について新たな所管部署を明記しております。 

 第３２号議案『佐賀市公民館職員の任免、勤務時間等に関する規則の一部を改正する

規則』は、公民館職員の労務管理の観点から病気休暇の取り扱いにつきましては有給休

暇にするものであります。 

 次の第３３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』です。これは来年度からの土曜授業を実施するための条項を加えております。 

 次の第３４号議案『佐賀市立学校職員安全衛生管理規則の一部を改正する規則』です。

労働安全衛生法に基づきます学校に配置しています衛生管理者、あるいはまた衛生推進

者にかかわる規定の変更です。いずれも校長が指名する者とすることで、教頭に限定せ

ずに有資格者の中から幅を持って選任できる規定にしております。 

 第３５号議案『佐賀市生涯学習センター条例施行規則を廃止する規則』であります。

１１月議会において地域の活動拠点を公民館にするための関係条例案が可決をされま

して、佐賀市生涯学習センター条例が廃止されましたので、それに伴います施行規則を

廃止するものであります。 

 次の第３６号議案『佐賀市教育委員会に対する事務委任等に関する規則の一部を改正

する規則』につきましては、公民館の体制等の見直しにあわせまして、市立公民館への

事務の一部を委任するものであります。 

 最後の第３９号議案『佐賀市立東与賀文化ホール条例施行規則の一部を改正する規

則』です。円滑な事業の推進と利用者への申請時の公平性を確保するために第５条の使

用許可申請の期間外申請と申請者の順位の事項を追加したものであります。 

 以上であります。 

 

（岸川委員長） 

教育総務課からの説明につきまして、ご質問等がございましたらお願いいたします。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、第２７号議案から第３７号議案、第３８号議案を除いた第３９号議案まで

の議案は承認といたします。 

 続きまして、第３７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

る利用者負担額を定める規則の一部を改正する規則』について、保育幼稚園課から説明

をお願いいたします。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 議案につきましては、２０ページ、２１ページでございます。これにつきましては、

議案等資料のほうの４２ページ、４３ページで説明をさせていただきたいと思います。 

 規則の一部を改正する規則の内容でございますが、大きく２点のことを定めるもので

ございまして、現行の分を改正するものでございます。 

 内容につきましては、４２ページでございます。１つが多子世帯の保育料負担軽減に

ついて、それからもう１つが４３ページでございますが、ひとり親世帯等の保育料負担
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軽減についてということでございます。これにつきましては、国のほうで平成２８年４

月１日から保育料の軽減規準の変更がされます。それに伴う規則の改正でございます。 

 まず４２ページでございますが、今の制度では１号認定の子どもについては小学校３

年生まで、１号というのは幼稚園部分に通う子どもについては小学校３年生まで、それ

から２号、３号認定子どもについては小学校、中学前まで。２号、３号というのは保育

の部分に通う子どもたちのことを言います。現行制度については、１号認定子どもにつ

いては小学校３年生までのカウント、それから保育園のほうに通う子どもについては小

学校就学前までの子どもでカウントするということになっておりまして、その多子計算

に係る年齢制限を年収約３６０万円未満の世帯につきましては、年齢制限を撤廃しまし

て、第２子を半額、第３子以降を無償化というものを完全実施するものでございます。 

 図のほうで説明をさせていただきますが、左の図が現在の年齢制限による第２子以降

の負担軽減でございます。左の図のまず例１というのがございます。縦のほうに見てい

ってもらいますと、１人目が小学校６年生、それからあと５歳と３歳の３兄弟がいらっ

しゃる家庭を図で示されています。ただ、小学校６年生につきましては、幼稚園部分に

つきましては、小学校４年以上をカウントしないという扱いになっております。ですの

で、２番目の５歳の子、３番目の３歳の子、ここが幼稚園部分につきましては、５歳の

子が第１子、それから３歳の子が第２子という扱いになります。ですので、１人目の５

歳の子は保育料が満額、それから３歳の子が保育料半額という形になります。その右側

に例２というのがございます。これが２号、３号ということで、保育所に通う子どもの

カウントの仕方です。ここに小学校３年生の子どもが１人目います。それから５歳の子

が２人目、３番目の子が３歳、４番目の子が２歳という家庭がございますと、小学校３

年生の子どもは、小学校１年生以上をカウントしないということですので、５歳の子が

１人目、３歳の子が２人目、２歳の子が３人目という扱いになりまして、５歳の子は満

額、それから３歳の子が半額、２歳の子が無償という扱いになっております。これが基

本形なんですが、この分で年収３６０万円未満世帯、このモデル家庭でございますが、

ここにつきましては、右側の図でございますが、第１子、小学校６年生ですけど、この

子からカウントをすると。ですので、今までですと５歳の子は１人目という扱いでした

ので保育料満額、３歳の子が２人目ということで半額だったんですけど、年齢制限を撤

廃するということで、５歳の子は半額、それからちょっと左と右側と子どもの年齢がち

ょっと違うんですが、３番目の子は無償という扱いになります。それから、例２のほう

で言うと、小学校３年生であってもこの子を１人目というカウントをするということ

で、５歳の子、２歳の子というのがいらっしゃっても、そこが半額、無償という扱いに

なります。これが先ほどの規則でいいますと、別表第１の備考の第４項のただし書き関

係と別表第２の備考の第８項ただし書き関係のことがこの図のことで示されている部

分でございます。 

 それから、もう１つが４３ページなんですが、ひとり親世帯等の保育料負担軽減につ

いてということでございます。これにつきましても、モデルの年収約３６０万円未満の

ひとり親世帯等への優遇措置を拡充するということで、第１子の保育料を半額、第２子

以降の保育料を無償化するというものでございます。 

 １号認定の子どもにつきましては、そこに表がございますが、縦に階層、それから現

行、現行の負担軽減、それが２８年度から負担軽減の拡充ということでございます。 

 済みませんが、第１号の認定子どもについての第３階層のところでちょっと言葉の修

正がございますので、申しわけございませんが修正をお願いします。第３階層のところ

で「市町村民税非課税世帯」と書いておりますが、これが一番下の表と同じ表現でござ

いますが、「市町村民税所得割課税額７７，１００円以下」というふうに訂正をお願い

したいと思います。申しわけございません。 

 上のほうの表ですが、１号認定子どもについてということで、現行というのは本来の

額でございます。市町村民税非課税世帯、それから所得割の非課税世帯につきましては、

第１子、第２子とも本来の額は３，０００円、１，５００円ですが、今負担軽減という
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ことでゼロ円の負担になっています。それから市町村民税の所得割課税額が７万７，１

００円以下の世帯につきましては、第１子１万４，８００円の分が負担軽減として１，

０００円引き下げになっております。その分で１万３，８００円となっております。第

２子につきましては、７，４００円が６，９００円というふうになっておりまして、第

３子以降は無料というふうになっております。これがひとり親世帯で市町村民税所得割

課税額が７万７，１００円以下だと、現行の負担軽減額のさらに半額にするというとこ

ろでございます。１人目は半額にすると、ですから１万３，８００円が６，９００円に

すると。それから、第２子が６，９００円なんですが、これを第２子以降の保育料は無

償化するということでゼロ円というふうになります。 

 それから、下のほうの表でございますが、これは２号、３号ということで、保育所に

通う子どもたちの負担の額の例でございます。第２階層、市町村民税非課税世帯につき

ましては現行の負担軽減でゼロ円ですが、これにつきましても２８年度もそのままゼロ

円です。それから、第３階層につきましては、１万５，０００円が１，０００円引き下

げの１万４，０００円、第２子はその半額の７，０００円となっておりますが、１万４，

０００円をさらに半額、それから７，０００円の第２子につきましては無償化というふ

うになります。それから、第４階層につきましては、１万８，９００円が１万８，９０

０円と、第２個が９，４００円が９，４００円ということで、ここにつきましては軽減

がございません。 

 それから表の一番下ですけど、ここも負担軽減が現在のところあっておりません。た

だ、これにつきましても２８年の４月から現行の負担軽減の額の半額ということで、第

１子が１万８，９００円が９，４００円、それから第２子の９，４００円がゼロ円、そ

れから一番下の２万２，２００円が半額の１万１，１００円、それから１万１，１００

円の方がゼロ円という扱いになるということです。これが規則の２０ページ、２１ペー

ジの文章になっている分のイメージでございます。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 第３７号議案について、ご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。 

 改めて１号認定、２・３号認定について、ちょっと教えていただいてよろしいですか。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 １号というのは幼稚園部分に通う子どものことをいいます。それから２号というのは

保育所・保育園に通う子どもたちで、２号というのは３歳から５歳の子どもをいいます。

３号というのは保育所に通うゼロから２歳の子どもをいいます。今までは幼稚園部分と

保育園部分で上の子どもをどこからとるかというのが、カウントの仕方がちょっと違っ

ておりましたが、そこにつきましては２８年度から年齢制限を撤廃するという同じよう

な形のカウントの仕方になります。 

 

（岸川委員長） 

 この幼稚園と保育園が混在する施設ということもあり得るんですか。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 課程によりましてはあります。 

 

（東島教育長） 

 確認させてもらっていいですか。いままで１号認定が小学校４年生以上がカウントで

きなかったと思いますが、これ中学生になるとどうなるのでしょうか。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 
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 今後は、上の兄弟姉妹が中学校でも高校でも大人でもカウントします。 

 

（東島教育長） 

 要するに第何子ということになりますね。それから保育園のほうは、保育所のほうは

小学校１年以上がカウントしてなかったですか。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 そしたらそれも同じことですね。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 はい、もうすごく年の離れた一番上の子がいて、２番目が保育所でもカウントされる

ことになります。 

 

（東島教育長） 

 第１子以外であればいいということですね。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 はい、高校生でも大学生でもカウントすることができます。 

 

（岸川委員長） 

 所得制限については祖父母世帯の方と同居か、あるいは二世帯同居とかされている場

合は、その祖父母の方の所得まで合算された形になるわけですか。 

 

（上野保育幼稚園課副課長兼保育幼稚園係長） 

 祖父母については、今回新しい制度では計算の対象に入っておりません。あくまでご

両親の方だけでの計算になります。ただ、ご両親の収入が少なくて、祖父母が生計の中

心者ということであった場合には祖父母が保護者として計算をさせていただいていま

す。 

 

（田口委員） 

 これも子育て世代については非常にありがたいことだと思いますが、これは佐賀市だ

けの制度でしょうか。全部の市町村に大体この制度が導入されていくものなのか、佐賀

市が特別これに対して制度化をしているのか。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 これにつきましては全国一律でございまして、仕組み的には第２子、第３子のカウン

トの仕方とかは同じようになります。ただ、保育料の額というのは市町村ごとによって

違います。 

 

（岸川委員長） 

 ほかにどなたかございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、第３７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

利用者負担額を定める規則の一部を改正する規則』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３７号議案は承認といたします。 

 続きまして、第３８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』につ

いて、こども家庭科から説明をお願いいたします。 

 

（久我こども家庭課長） 

 委員会資料の２２ページ、２３ページをお開きください。第３８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』でございます。こちらも先ほど保育幼稚園課か

らご説明がありましたように、保育料の改正に伴い、松梅児童館で行っております保育

事業に準ずる事業についての使用料を改定するものです。 

 これにつきましては、改定の内容といたしましては、保育幼稚園課と同じように多子

世帯、ひとり親世帯の支援ということで軽減を行うものでございます。 

 ２２ページの第９条７項にありますように、今までの軽減措置を拡大するというとこ

ろと、２３ページの８項におきまして、保育幼稚園課と同じような所得課税の規準に基

づきまして、軽減措置を拡大するというものでございます。 

 それとあわせまして、もう１点改正がございまして、２４ページのほうで様式第２号

の備考欄を改めるということがございますが、これは入所決定や不許可に当たっての通

知書に書かれている教示文の改正でございます。これにつきましては、行政不服審査法

の改正に基づきまして教示文の内容を改めるものでございます。 

 詳しい使用料の改正につきましては、お手元の議案等資料の４４ページから５１ペー

ジまでに書いてございます。使用料につきましては、４５ページから改正の対照表に書

いてございます。４９ページから５１ページにかけましては、先ほど行政不服審査法の

改正に基づく教示文の改正案でございます。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 今回、この対象になるのは松梅児童館のみということですね。 

 

（久我こども家庭課長） 

 そうです。対象は松梅児童館の使用料です。 

 

（岸川委員長） 

 第３８号議案について、ご意見、ご質問等はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、第３８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』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３８号議案は承認といたします。 

 続きまして、第４０号議案『第２次佐賀市立図書館サービス計画について』、図書館

から説明をお願いいたします。 

 

（右近図書館長） 

 ２６ページをお願いいたします。第４０号議案『第２次佐賀市立図書館サービス計画

について』は、パブリックコメントが終了しましたので、別紙のとおり提出をいたして

おります。説明は議案等資料の５３ページでいたします。 

 パブリックコメントの結果について、ここに掲載しております。６名の方から意見が

１１件出ております。その意見につきましては、その次の５４、５５ページに全て掲載

をしております。内容的にはサービス計画案への意見というよりも、個別のサービスに

対する意見を多くいただきました。これらの意見を受けまして、原案を修正しましたの

が、５３ページに載せております２点です。まず(1)で、これはハンディキャップサー



  9 

ビスというところで、点字図書館の説明をしたところがありますが、その脚注の変更を

するものです。 

 まず１点目に、現在録音テープは県立点字図書館では使っていないということで、録

音テープ資料というものを音訳による録音図書に変えるものです。もう１点は、更生援

護施設という言い方をしていますが、これは法律の改正によりまして、視聴覚障害者情

報提供施設と定義をされていますので、それを修正するものです。 

 それともう１点の原案の修正が(2)です。利用者への迅速な情報提供による資料との

マッチングというところになりますが、その中で、下のほうに下線を引いていますが、

予約にかかるコストを抑えますということで、非常にここがわかりにくくなっておりま

す。予約コストといいますのは、ウェブで予約した本につきましては、本館のみの予約

だなというところでしか貸し出しをしておりませんので、そこに集中して来るわけで

す。したがいまして、その貸し出し処理をするにも処理の時間を要します。そのため、

本の回転率も落ちますので、予約にかかるコストというふうにここは表現しております

が、この表現がちょっとわかりにくいということで、その原因であります本館一極集中

を解消するという方法としまして、ご意見にも出ていますが、ウェブで予約した本を分

館、分室でも受け取れるように変更してほしいということもありましたので、ここにつ

いては予約システムの効率的な運用というふうに表現を変えるものです。原案を修正し

たところは以上の２点になります。 

 それで、５６ページを見ていただくと、サービス計画についての概要を載せておりま

す。これは繰り返しになりますが、市民とともに育つ図書館というものを基本理念とし

まして、５の基本方針、あるいは６の基本目標に基づきまして、向こう５年間図書館を

運営していきたいと考えております。修正後のサービス計画につきましては、別冊でお

配りしておりますので、後でごらんいただきたいと思います。 

 説明は以上です。 

 

（岸川委員長） 

 それでは、第４０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〕 

 なければ、第４０号議案『第２次佐賀市立図書館サービス計画について』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４０号議案は承認といたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（岸川委員長） 

 続きまして、日程５の報告事項に移ります。 

 報告事項(1)「赤松小・北川副小・城南中コミュニティ・スクールの再指定について」、

教育総務課から説明をお願いいたします。 

 

（松本教育総務課指導主事） 

 教育総務課教育政策係から、コミュニティ・スクール指定に係る３校の評価について

報告いたします。 

 ２７ページからの資料をごらんください。佐賀市では、赤松小学校、北川副小学校、

城南中学校にコミュニティ・スクールの指定を行っております。 

 平成２５年度から３年間の指定をかけておりまして、平成２７年度が最終の３年目に

当たります。コミュニティ・スクールの指定を受けますと、学校の中に地域代表や学識

経験者から成る学校運営協議会という組織を設置します。学校運営協議会委員は、一定

の責任と権限を持って学校経営に参画します。主体的に３つありまして、１つ目が校長
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の学校経営を承認すること、２つ目が学校の教育活動に意見を述べたりすること。３つ

目に、教職員の採用等について意見を述べたりすることができます。文部科学省では、

コミュニティ・スクールの推進を積極的に進めておりまして、地域とともにある学校を

キーワードに、地域住民、保護者が主体性を持って教育活動に参画し、学校が地域コミ

ュニティの拠点となることを目指しています。 

 本日は、お手元の資料に本年度の取り組みに関する調査結果を載せております。この

中から３点に触れながら、３校の活動状況を簡単に報告いたします。 

 まず、赤松小学校です。２７ページの右上のグラフをごらんください。学校フリー参

観デーの参加者数です。年々参加者数が増えております。校区外からの参加者も多く高

い関心が寄せられています。 

 また、次の２８ページのグラフをごらんください。４つのグラフを載せておりますが、

好意的な意見が多くなってきています。地域住民や保護者の教育に対する関心が高ま

り、学校での取り組み内容が充実してきていることがわかります。 

 次は、北川副小学校です。２９ページ目をごらんください。中ほどに「学校と地域の

連携は深まったか」についての左側のグラフをごらんください。「地域と連携をとって

特色ある教育活動を行っている」という質問には９５％の保護者が「そう思う」、「だい

たい思う」と答えています。日常的に地域のボランティアの方が授業に協力をされ、子

どもたちの支援をされています。 

 次に、３０ページのほうをごらんください。左下のグラフに「子ども達は地域の行事

に進んで参加している」という項目がありますが、９０％近い保護者の方が、子どもた

ちが積極的に地域行事に参加していると答えておられます。 

 次に、城南中学校です。３１ページ、右下のほうのグラフをごらんください。「元気

よくあいさつができている」という質問に９０％の生徒が「よくできている」、「だいた

いできている」と答えています。城南中学校では挨拶運動に力を入れ、生徒は「母校あ

いさつ運動」と称し、出身小学校に挨拶運動に出向く活動を年３回行っています。 

 また、次の３２ページの一番下のほうのグラフになりますが、地域との交流や体験活

動に積極的に参加していると答えた生徒も増加していることがわかります。地域の中で

ボランティアとして進んで協働する生徒の姿が見て取れます。 

 以上のように、保護者、地域、学校、児童・生徒に好ましい成果が見られ、城南中学

校３校では学校運営協議会制度が地域に根づいています。さらに、今後の取り組みに向

けて一層の連携を進めておられるところです。それらを踏まえて、来年度以降も３年間

のコミュニティ・スクールの指定を行う予定です。 

 以上で報告を終わります。 

 

（岸川委員長） 

 報告事項(1)について、ご質問、ご意見等はございますか。 

 ３年間を経過して、成果が確実に出ているというふうに認識しており、また再指定を

することで、文科省もどんどんこの推進を図っています。ほかの校区でも、コミュニテ

ィ・スクールをする展望等があるようでしたら教えていただきたいと思います。 

 

（松本教育総務課指導主事） 

 来年度、また小学校が１校コミュニティ・スクールに向けて準備に入りたいというこ

とでお話を伺っていますので、来年度１年間その準備をしていきたいと思っているとこ

ろです。学校は西与賀小学校です。少しずつ進められたらいいかと思いますけれども、

小中連携、また地域との連携も各学校行われていますので、学校の様子に応じて進めて

いきたいと思っています。 

 

（中尾教育総務課教育政策係長） 

 昨年が松梅校を３年間コミュニティ・スクールに指定していますので、少しずつ佐賀
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市内でも広がっている状況です。 

 

（伊東委員） 

 この指定が今度６校ですか、４月以降は。６校とおっしゃいましたかね。 

 

（中尾教育総務課教育政策係長） 

 いや、４月以降が、本年度３年間の指定が終わるのがこの３校ですので、来年度はそ

の３校が再指定ということになります。松梅校は昨年度指定をしておりますので、昨年

度からの３年間ということで、来年度も継続して取り組むということになっています。 

 

（伊東委員） 

 指定する場合の何か条件とかはあるのですか。どういう規定で、希望校にあるという

ことなのですか。これは非常にいいことですが、どこの校区もやりたいと手を挙げた場

合に、その順番はどうやって決めるんですか。 

 

（中尾教育総務課教育政策係長） 

 ご要望があればお話を聞いて、指定の準備に入りますけれども、基本的に１年間は地

域と学校、それと教育委員会との準備期間を設けまして、土台ができ上がったというこ

とで判断をすれば、教育委員会で指定をするというような流れをとっております。です

から、来年度の要望調査をしたところ、西与賀小学校が来年から移行期間に入りたい手

を挙げられたという状況です。 

 

（伊東委員） 

 恐らく、こういうことをやっていくと、せんだっての熊本、広島の府中の自殺とか、

こういうのもどんどん減っていくと思います。ですから、文科省も非常に力を入れ始め

ましたが、非常に格好のいいチーム学校、現実的は不登校の子どもたちの指導も含めて

コミュニティ・スクールという体制に、なるだけスピーディーに校区をふやしてほしい

という要望をしたいと思います。 

 

（東島教育長） 

 これは原則的には教育委員会が指定をすることになります。ですから、教育委員会が

指定するために、要件的にはやっぱり、その地域の中で地域を含めたそういう体制が整

いつつあるところからしていかないと、一気にしなさいと言ってもなかなかうまくいか

ないと思います。松梅も松梅の教育を考える会が地域で成立し動きがあったものですか

ら、地域コミュニティとしてのコミュニティ・スクールの土壌が育ってきたということ

で指定をいたしました。今回の再指定についても成果が上がらないとか、機能していな

いとかいうふうになりますと、指定取り消しとなります。これは全て教育委員会サイド

で行いますので、できるだけ多くしていきたいというふうに思います。 

 

（福島委員） 

 思ったよりも指定校が少ないというか、もうちょっと増えてもいいんじゃないかなと

いう気がするんですが、あまり希望が出ないんでしょうかね。 

 

（東島教育長） 

 理由は２つだと思います。１つは、確かに学校が忙しくなります。だから、３校につ

いては主幹教諭を配置をして、これに対応する人間を当てています。国は加配職員を配

置しますが、期限つきで一定期間後は加配がなくなります。だから、加配がなくなると

非常にその分の仕事はプラスして出てくることとなります。効果はあっても人がいない

となかなか難しいところがあるというのが１点です。 
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 もう１つは、やはりこの中の学校運営協議会委員のいわゆる権限というのが、学校の

運営に対して教育方針として意見を述べるわけですから、否定もできるわけです。それ

ではだめですと言うこともできる。 

 それからもう１つ、人事について意見具申ができるようになっていますので、佐賀の

場合には、学校運営協議会から、こういう学校の特性を持っているので、こういうとこ

ろに厚みを増してくださいとか、名前ではなくて、こういう人事配置にしてくださいと

いう意見は受けて、それを考慮しながら人事をしていきます。 

 そういう意味で、校長としてみれば非常に厳しいです。方針がこれはおかしいんじゃ

ないですかとか、この部分はこう変えたほうがよくないですかという意見を直接述べら

れるものですから、そういう面もあるということで、いろんな事情がありますけれども、

だんだん学校のほうも地域に開かれた学校という視点から、今度は地域とともにある学

校という視点で少しずつまた動きも変わってきていますし、意識も変わってきています

ので、今後はこれがどんどん増えていく、あるいはふやしていかなければいけないとい

うふうに思っております。 

 

（福島委員） 

 加配があるとか、そういうメリットが確実にあれば増えていくんではないかなと思い

ます。 

 

（東島教育長） 

 当初のメリットはあります。 

 

（中尾教育総務課教育政策係長） 

 加配も手を挙げた団体に全てつくわけではございません。県に加配の人数だけがおり

てくるんですね。県の裁量でここにつけますというような形になるもんですから、実際

手を挙げた初年度につくか、つかないかというのは佐賀市のほうでは全くわからない状

態です。だから、学校としては人の加配がなくて、移行期間の集中的な業務が増える、

そういった業務負担は可能性はあります。加配がつく場合とつかない場合があります。

それと、ついても２年間という期間が限定されています。 

 

（東島教育長） 

 本来的にはもう今の定数法が何十年も前の定数法ですから、こういうふうに仕組みが

変わっていったら定数法そのものを見直さないといけないのです。コミュニティ・スク

ールするためにはこれだけの定数ですというふうに、やはり定数枠というのを見直して

いかないと、なかなか増えていかないのが現実的です。 

 

（伊東委員） 

 こういう場合は、イニシアチブは学校の校長先生ですか、それとも、それはコミュニ

ティですから、誰が引っ張ってもいいでしょうけど、一番初めの芽をつくるのは学校運

営協議会、しかし、それも地域の人が積極的に行く場合と、学校の校長先生がイニシア

チブとる場合とあるでしょうけど、やっぱり一番初めは学校の校長先生でつながってい

くのですね。 

 

（松本教育総務課指導主事） 

 校長先生が地域の皆さんとつながっていらっしゃる。そういうやりとりを一緒に連携

して授業を学校の中で行っていらっしゃる学校がやはりこのコミュニティ・スクールに

移行しやすいというふうな形で考えていいかと思います。校長先生が権限と責任をお持

ちになって補足するということになると思います。 
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（伊東委員） 

 そういう指導も教育委員会としては校長先生に指導しているということなんですか

ね。 

 

（松本教育総務課指導主事） 

 協議会は、佐賀市の教育委員会と校長の権限と責任のもとということになっておりま

すので、教育委員会と校長先生と一緒にというような形に考えていいと思います。 

 

（田口委員） 

 それぞれの学校の評価で３年間の成果を、評価を見せていただいたわけなんですが、

それぞれの北川副小学校と赤松小学校だけではなくて、その小学校関連の交流だったり

とか、中学校を含めて３校での相互の、途中でうちはこんなことやっているんだけどお

たくはどうですかみたいな、何かそういうこともあったんではないだろうかと想像して

いますが、ちょっとそれぞれの学校の報告だけなので、このせっかくコミュニティで３

校でやっているので、そこら辺の何か成果がもしあれば追加でご報告いただけたらと思

います。 

 

（松本教育総務課指導主事） 

 その３校で城南豊夢学園というのがありまして、その３校の連絡協議会というのが年

に３回ございます。１学期、２学期、３学期ということで、その中でも部を形成して、

その３校で一緒に学習を行っていくとか、地域での挨拶運動を行っていくというふうな

形で、３校つながっている会議がございますので、連携した取り組みを行われておりま

す。 

 

（岸川委員長） 

 先日は城南中のブラスバンドが北川副小に行って、コンサートをされています。 

 

（田口委員） 

 何かそこら辺の関連があるのかなと思って質問しました。 

 

（岸川委員長） 

 地域の方、ＯＢの方とかも参加しています。 

 

（東島教育長） 

 挨拶運動も、城南中の子どもが赤松小学校の校門前で挨拶する。 

 

（中尾教育総務課教育政策係長） 

 もう１点補足をしますと、大体８月ぐらいに佐賀県のコミュニティ・スクールの研究

大会というものを佐賀市が主導して開いています。その中で、市内の小中学校の先生方

はもちろんのこと、地域の方ですとか、市外の学校の関係者の方にお集まりいただいて、

今の佐賀市の取り組みですとか、県内の先進校の取り組みについてお話をしていただい

たりして、佐賀市からこういう取り組みを広げていっているということも、城南豊夢学

園や松梅校と協力しながら今やっているところです。 

 

（福島委員） 

 加配は最初の２年しかないということだったんですけど、今やっていらっしゃる城南

とか松梅とかのところはもう加配はない状態でちゃんと運営ができているんですかね。 

 

（東島教育長） 
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 主幹教諭という立場の人間を全学校に配置をしています。以前は赤松だけ置いていた

んです。それから城南中に増やして、北川副小が最後に増やしましたが、これも要望と

して学校運営協議会から上がりました。人事配置上の要望の中に規定の定数じゃなくて

誰かそういう方がおるということで、そうなると、もう主幹教諭以外ないものですから、

主幹を加配として置いています。てすから、実質的には加配を置いたような状態にはな

っているんです。 

 

（岸川委員長） 

 ありがとうございました。特に今各校区でまちづくり協議会がどんどん今発足してい

るところでもありますし、そういったところと連携していけば、佐賀市の子どもに対す

る地域としての見守りというのがもっとできるんじゃないかなというふうに思います。 

 それでは、報告事項(1)について、ほかに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)「母子生活支援施設設置法人募集の結果について」、こども

家庭課から説明をお願いいたします。 

 

（久我こども家庭課長） 

 こども家庭課から母子生活支援施設設置法人募集の結果についてご報告いたします。 

 耐震強度不足が指摘されている佐賀市立母子生活支援施設につきましては、民設民営

で建てかえを行う方針を平成２７年９月の教育委員研修会でご説明をしたところです

が、このたび母子生活支援施設を設置運営する法人を募集し、応募法人について審査し

た結果、決定いたしましたのでご報告いたします。 

 １番目の募集の概要でございますが、平成２８年度までは佐賀市社会福祉協議会が指

定管理者として運営しますので、２９年度に佐賀市から施設の譲渡を受け運営を行いな

がら同敷地で建てかえを行い、平成３０年度中に新施設を開設するということで、社会

福祉法人の募集を行いました。 

 ２番目の募集の経緯でございますが、佐賀市のホームページ及び市報に掲載して広く

公募し、２月１９日の期限内に１団体から応募がございました。２８年３月２日に選定

委員会を開催し、決定したところでございます。 

 ３番目の応募団体の概要でございますが、理事長富永ミツ子氏である社会福祉法人聖

母の騎士会から応募がございました。法人の事業実績としましては、佐賀市でロザリオ

の園などを運営しているほか、唐津市で児童養護施設や保育園、大分県臼杵市で障害児

や障害者の支援施設を運営されております。 

 ４番目の審査の概要でございますが、母子生活支援施設設置運営法人選定委員会を設

置し、５名の委員に委嘱し、書類審査及び応募団体によるプレゼンテーションの後質疑

を行って審査いたしました。選定委員の構成は、学識経験者１名、ひとり親家庭関係団

体１名、ひとり親家庭支援者１名、行政職員２名でございます。審査の項目といたしま

しては、法人の運営方針や第三者評価や監査への対応について、決算状況等による法人

の状況について、母子生活支援施設でのソフト事業の提案について、母子生活支援施設

の施設計画及び資金計画についてでございます。 

 ３４ページをお願いいたします。５番目の審査結果についてでございますが、各委員

が審査要領に基づく評価を行いましたところ、評価点の総合計が６４２点で、市が設定

した基準点４６５点を超えましたので、応募団体を特定いたしました。 

 なお、基準点は総合計の６割を設定いたしております。評価の内訳は下にお示しして

いるとおりでございます。 

 ６番目の今後のスケジュールについてでございますが、これも下のほうにお示しして

いるとおりでございますが、２８年度までは先ほど申し上げましたように指定管理者、

佐賀市社会福祉協議会が運営いたしますので、今回決定した法人は、２８年度中は新施

設の建設の準備や佐賀市社会福祉協議会と運営の引き継ぎを行い、こども家庭課が施設

譲渡及び土地貸付の準備を行うこととしております。２９年度３月議会においてこども
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家庭課から佐賀市立母子生活支援施設条例を廃止する条例案や建物を無償譲渡するこ

とや補助金に関する予算議案をお諮りする予定でございます。議案が可決されました

ら、２９年度において法人側は現施設を譲り受けて運営を開始し、改築に着手されるこ

ととなります。３０年の３月議会においてこども家庭課は施設建設に関する補助金に関

する予算の議案をお諮りする予定でございます。３０年度中には施設を完成させて、新

しい施設の運営を開始される予定でございます。こども家庭課といたしましては、法人

がスムーズに施設運営を開始し、入居者の支援が充実されるように十分に協力をしてま

いります。また、教育委員会に対しましても、議会にお諮りする議案につきましては、

まず教育委員会のほうにお諮りをする予定でございます。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 報告事項(2)について、ご質問、ご意見はございませんでしょうか。 

 

（福島委員） 

 ちょっとわからなかったので済みません。審査項目の中にある母子生活支援施設のソ

フト事業というのは、具体的にはどんなものを審査されるんですか。 

 

（久我こども家庭課長） 

 ソフト事業ですね。母子生活支援施設でどういった事業をするかということで、例え

ば、母親に対してはこういう支援をしますよとか、そういったソフトの提案を受けたと

ころでございます。 

 

（岸川委員長） 

 結局実際に、この運営に係ることということですか。 

 

（久我こども家庭課長） 

 そうです。 

 

（岸川委員長） 

 ここがこういった施設をされるのは初めてですよね。 

 

（久我こども家庭課長） 

 そうですね、はい。 

 

（岸川委員長） 

 そういう面で、委員のソフト面の評価が６割ぐらいしかないので、少し不安です。こ

こに書かれるとおり極端に応募も少ないので、ちょっとソフトの提案もとうかなと思い

ました。 

 

（久我こども家庭課長） 

 応募は１団体だけではございました。評価が、ソフトの提案のところで低かったとい

うところは、その経験がないというところもありますし、また母子生活支援施設がＤＶ

被害者の受け入れをするということもあって、そういった経験もないということで、こ

れからも勉強したいということですので、それに向けまして、私たちも十分に協力をし

ていくというところでございます。 

 

（岸川委員長） 

 現在の名称は高木園ですが、名称はやはり変えられるんですか。 
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（久我こども家庭課長） 

 名称は法人のお考えになってまいります。 

 

（田口委員） 

 この施設の入所者の定員が今どれぐらいで、同じ規模でというふうに認識していいか

どうかの確認をさせていただきたいです。 

 

（久我こども家庭課長） 

 今定員が１９世帯になっておりまして、入居者が１３世帯入っております。新しく法

人が立てられるときには２０世帯で運営をしていただくということで公募をしたとこ

ろでございます。 

 

（田口委員） 

 今１３世帯とおっしゃっていますが、今の入所率としては、こんな感じですか、大体

どんな感じでしょうか、１９世帯の定員で今１３世帯入居とおっしゃっています。今後

も、入居者が増えることはなく、大体１３ぐらいだという考えでしょうか。 

 

（久我こども家庭課長） 

 特に今の施設に関しては老朽化しておりますので、やはり受け入れとかを控えている

ところもございます。 

 

（柴田こども家庭課主査） 

 今、田口委員が言われた１３世帯の件ですが、ここ何年かで見ると、平均的に１３、

１４世帯ぐらいの入居率でございます。理由としましては、今課長も申しましたが、や

はり建物自体がかなり古くなっている。それからお風呂が今共用になっていまして、個

室にお風呂がついていないという状態で、お話があっても具体的には中を見られたりし

たときに遠慮される方が一定いらっしゃるということと、もう１つは、母子生活支援施

設というのが、県外でＤＶ被害を受けた方が、佐賀県の母子生活支援施設に避難してい

らっしゃるということがあるのですが、それについても佐賀市の高木園の場合は、やは

り建物が古く、建物自体がそういうＤＶから守れるような構造にはないということで、

そういったご要望に対しても現在はお断りをしているというふうな状況がございまし

て、それらの点に関してかなり要望があっておるのですが、入居につながっていないと

いう部分がございます。ですので、今後２０世帯という定員になって少し増えることに

なるんですが、恐らくはかなり早い段階で定員近くまで入居になるんじゃないのかなと

いう予測は立てております。 

 

（田口委員） 

 もう１ついいですか。施設を開設するに当たって、今よりももう少しこういうふうな

ところが向上させたとか充実させたとか、工夫をしたというふうなところがあれば教え

ていただけたらと思います。 

 

（久我こども家庭課長） 

 公募に当たりましては、２０世帯の規準ということで、職員の配置も今現在が嘱託員

を入れて６名の職員なんですけれども、そちらを１１名までふやすということで、宿直

体制を敷いていただくということも募集の要綱に入れているというところです。そして

夜間の警備体制も宿直を敷くことによって充実させていく。あと心理士等も配置してい

ただくということで募集要項に記載しているところでございます。 

 



  17

（福島委員） 

 ちょっと教えていただきたいんですけど、入居の要件で、資格要件としては、収入認

定とか、あとお子さんに男児がいるかとか何歳までとか、そういうのは、今までもそう

いう規準があって、これからも同じなんですかね。 

 

（柴田こども家庭課主査） 

 基本的にはこれからも、福祉事務所のほうが入居を決定するので、福祉事務所が規準

を持っております。ですので、それに関してはこれから先も基本的には変わらないかな

と思っていまして、その内容としては、子どもさんは原則１８歳まで、ただ高校にいる

間はまだ大丈夫で、事情がある場合には二十歳まではいいですよというふうな例外はあ

るんですが、原則は１８歳までのお子さんが入居できる。それから所得条件に関しては

特にはなくて、ただし、所得が大きい方に関しては徴収金が発生するというような仕組

みになっております。 

 

（伊東委員） 

 ２０世帯になったときに、いわば待機世帯、待機児童じゃないですけど、そういうの

はどこまで想定されているんですか。もうゼロと思っていいんですか。今福祉事務所が

入居関係の許可とか申請窓口なんでしょうかね。現時点でいいんですけど。 

 

（柴田こども家庭課主査） 

 これは民設民営化をするしないにかかわらずの話なんですが、やはり新しく施設がな

るということによって、やはり人気といいますか、ある程度入りたい方というのは増え

ると思いますので、それによって、今は、言い方は悪いですけど、余り人気がないこと

によって余裕があるんですけど、それがかなりきつくなる。その結果として待機といい

ますか、入りたいというときに、佐賀市のここに空きがないので、そういった場合は、

うちの場合はほかの佐賀県内の他施設であったりとか紹介とかはあるんですが、そうい

う意味でのすぐ入れないということは、それは民設民営化をするしないにかかわらずあ

り得る話かなとは思います。 

 

（伊東委員） 

 現時点で想定される待機されている世帯というのはおつかみじゃないですか。 

 

（久我こども家庭課長） 

 待機というか、ご相談はいろいろあるんですが、家賃滞納とかでちょっとどうしても

家を出なきゃいけないけど見つからないということでご希望される方はいらっしゃる、

先ほど柴田が申しましたように、中を見られて、ちょっとこれではということでご辞退

というか、そういった方が今多いのが現状で、待機というよりもご相談はあっているけ

れども、利用はされないという状況があります。 

 

（伊東委員） 

 今、シングルマザーが増えていますよね。 

 

（久我こども家庭課長） 

 はい。 

 

（伊東委員） 

 ですから、シングルマザー対策としても非常にいい施設だと思いますのでね、その辺

はなるだけ情報を集めてもらって、希望者にはなるだけ情報を流してやって入れるよう

にしてほしいと思います。 
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（福島委員） 

 一時保護は受け入れるんですかね、新しい高木園は。 

 

（久我こども家庭課長） 

 新しい施設においても、一時保護用の部屋というのを確保するようにしております。 

 

（福島委員） 

 それは２０世帯とは別に。 

 

（久我こども家庭課長） 

 別にですね。 

 

（福島委員） 

 意見というか感想というか、運営主体が変わってしまうと、今まで市が直接見ていた

ので、スムーズにいっていた部分が、監督者がいなくなることで、またここもノウハウ

もないと思うんですよね。だから、うまく回らなくなってしまうというときが、この件

に限らず、民営化したらちょっと大変な問題が起こってしまったということが前もあっ

たので、民営化したからもう直接指揮監督権がないということで遠慮しないで、かなり

情報共有とか、そういうのはまめに丁寧にされたほうがいいかなと思います。今までの

佐賀市の高木園のほうのノウハウとか、そういうのもきちんと伝えて、なおかつわから

ない部分とかは何でも聞いてもらうような形にしないとですね。ちょっとそれは前あっ

た事件ですごく大きな問題になったので、やはりそこはちょっと民営化したことで直接

の県とか市の職員さんの出向がなくなったことで、そこがやっぱりぐちゃぐちゃになっ

ていたと思うんですよね。利用者、特に年の小さい子どもに被害が出てしまうので、ち

ょっとそこは遠慮せずに市のほうからどんどん手を差し伸べていっていただきたいな

と思います。 

 

（岸川委員長） 

 これは当然予算を、補助金をつけるということですから、しっかりその点については、

内容については監査的な部分はされるわけですね。 

 

（久我こども家庭課長） 

 そうですね、はい。あと土地も無償で貸し付けるということになりますので、その契

約更新のときとかにも十分に話し合いながら、また随時様子は見ていくと、措置をする

際にももちろんかかわっていきますし、それも含めてずっと随時見てはいくということ

でございます。 

 

（岸川委員長） 

 それでは、もうよろしいでしょうかね。 

 ほかになければ、報告事項(2)は終わらせていただきたいと思います。 

 続きまして、報告事項(3)「平成２７年度第５回佐賀市教育委員の会議の結果につい

て」、社会教育課から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） 

 資料３５ページのほうでお願いいたします。第５回の社会教育委員の会議の結果につ

いてご報告いたします。 

 ２月１９日に青少年センターのほうで第５回を開催しております。社会教育委員１２

名中９名の出席があったところでございます。議題としましては、２７年度の社会教育
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課と協働推進課、公民館事業関係でございますが、事業内容及び２８年度社会教育助成

事業補助金についてということで、２題の議題で協議をいただきました。 

 まず、２７年度社会教育課・協働推進課事業につきましては、今年度の両課の実施事

業につきまして事業成果及び課題等の報告を行っております。 

 ３５ページの中段のほうに主な意見をまとめておりますけど、かいつまんで申し上げ

ますと、最初に子どもの体験関係につきまして、ふれあいキャンプとか、あるいは通学

合宿、これは子どもさんたちに体験が重要あるというご意見がございました。ただ、子

どもさんじゃなくて、親だけではなく大人が理解できるような、そういう講座もふやし

ていただきたいというご意見が上がっております。家庭教育支援事業関係につきまして

は、家庭教育の充実が現在課題だと。この家庭教育講座についてはぜひ開催数をふやし

てほしいというご意見もありました。成人式につきましては、今回成人式のほうご出席

もいただいたようでございまして、成人式来てよかったと思えるような企画をもう１

つ、２つ入れてはどうかというご意見がございました。参加率が８５％と上がっており

ます。こういうのをまなざし運動の成果とも言えるんじゃないかというご意見もありま

したが、参加していないこの１５％に対して何らかの手立てが必要だというご意見がご

ざいました。地域教育コーディネーターにつきましては重要な役割を果たしております

ので、ぜひ増員をしてほしいというふうなご意見があったところでございます。 

 ３６ページのほうでございますけど、まなざし運動の取り組みについては、若いＯＢ、

例えば、中学生とか高校生、小学校、中学校を卒業したＯＢのもっとわかりやすい、そ

ういうところが参加できるような環境づくりが必要じゃないかというご意見が上がっ

ております。それと、まちづくり協議会と公民館のかかわりに関しては、校区ごとによ

ってかかわり方がばらつきがあると。公民館がどこまでやるのかといいますか、事務支

援関係をどうするのかというのをはっきりと明示する必要があるんじゃなかろうかと

いうご意見がありました。それと、公民館に関してはさらに評価制度を今行って、内部

評価を行っておりますが、これにつきましても第三者評価のほうの取り組みが必要じゃ

ないかというご意見がありまして、これらのご意見につきましては２８年度事業実施

等々の中で研究検討をさせていただきたいというご回答をさせていただいています。 

 ２番目の議題としまして、２８年度の社会教育助成事業補助金でございます。この補

助金につきましては、資料の５７ページのほうに概要の表をおつけしております。この

社会教育助成金につきましては、教育委員の皆様からも積算の根拠というところでご意

見がありまして、２７年度社会教育法第１３条に基づきまして、社会教育委員の皆様の

ご意見を聞きながら、新たな積算の根拠等々の整理を行ってまいりました。２７年度で

４回ほど協議を行いまして、第５回という部分は最後のまとめという形で、ここにお示

ししておりますような形で８団体について積算の根拠を今回整理をしております。 

 なお、この根拠につきまして、積算した額、補助金については２８年度は、２７年度

の補助額を上限として、その範囲内で交付をするということで、社会教育委員のほうか

らもご理解をいただきました。今後につきましては、社会教育委員の会議におきまして、

この団体さんの活動内容やあるいは成果に対して、社会教育委員とともに意見を聞く場

を設ける。その後、補助金の適正な執行とか配分に関して検討をする。寄与するような

仕組みをつくるということで、社会教育委員のほうからもご意見をいただきまして、こ

れを受けまして、各団体さんとの調整を済ませておるところでございます。この分につ

きましては、今回２月議会の予算のほうで議会のほうにもご説明をさせていただいてお

ります。 

 最後に、報告事項としまして、新青少年センターの運営についてということでご報告

をさせていただきました。これは２月２３日の定例教育委員会のほうで、第２２号議案

としてご説明した内容でございまして、新しい青少年センターの設置根拠、名称、ある

いは管理運営体制等についてご説明をさせていただきました。その後、教育委員会にご

報告をさせていただいたという流れでございます。意見としましては、青少年センター

は本来若者の利用の場だということで、目的外の一般利用の継続も行っておりますが、
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これらについては若者の利用の阻害のないような運営をしていただきたいとご意見が

あったところでございます。 

 社会教育委員の会議につきましては以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 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。 

 

（東島教育長） 

 通学合宿、これ今現状は、現状維持、あるいは下降気味、あるいは伸びていっている。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 通学合宿は大体公民館のあるところでやって、旧町村のほうでもやっています。以前

なかったところも新たにつくっていったということで、その分を見れば伸びたかなと思

っていますが、実際の現場サイドでいくと、やはり地域の負担も大きいということで、

現状維持の段階であるのかなということで思っています。 

 

（東島教育長） 

 それから、家庭教育講座、この重要性を非常に指摘をされていますし、この分のずっ

と今まで、やっと新入学の説明会のときから少し柔軟にはなったけれども、その重要性

を説くためには、やはりいつどこでするかというのは非常に課題になるわけですね。そ

こら辺のところをどういうふうにしていくのか、ちょっと検討していくときに来ている

のかなというふうに思いますし、それからもう１つは、各課から出ている学校現場へお

ろしているものについて一度整理してみなさいと、これは確かに感じるときありますも

んね、受ける学校側というのは大変で、受け皿がもうとにかく満杯の状態に、いろんな

ものをお受けになって、そこら辺が果たしてできるのかどうか非常に厳しいなというこ

とで、ちょっと後でお聞きしたいんですが、それから地域コーディネーターの増員、今

のところローテで回しておりますけれども４名の体制で回していますが、増員の可能性

が秘めているのか、現状で見たときにどういうふうにそれを分析して判断しているの

か、ちょっとそこら辺を。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 まず家庭教育講座です。基本的に、実際に聞いていただきたい保護者の方になかなか

聞いていただけない。以前はＰＴＡとかの研修とかに参加させていただいて講座を開い

ていたんですけど、その後、入学時説明会であれば、どこの保護者の方もご出席いただ

くということで、入学時説明会のほうで実施をさせていただいております。現在、昨年

も５５校全部のところで実施をしているところですけど、学校側からは、入学時説明会

はいろんな説明関係がある。時間的にタイトだということで、そこら辺のご相談は上が

っております。ただ、学校のほうとしてもご協力は今していただいているところで、こ

の入学時説明会については継続して続けていく必要があるかなと思っています。 

 それと、あと１つこの家庭教育のほうのアクションとしては、小学校の入学、中学校

の入学じゃなくて、あわせて保育園とか幼稚園の仕掛けも必要かなということで、講師

を派遣するという格好で、去年からもやっておりましたけど、何校区かの幼稚園とかは

ありまして、そこら辺をもう少しＰＲをして、幼稚園、保育園等々の講座を進めていく

必要があるかなと思っています。あと学校関係に教育委員会なりからおろしている事業

との兼ね合いということはあるんですけど、なかなか難しいところはあるかと思うんで

すが、一度学校教育課、あるいはこども教育部のほうとご相談をさせていただく必要が

あるかなと思っています。 

 それと、地域教育コーディネーターです。今４名配置をしておりまして、基本的に２

年間で、長ければ３年という形で回して、次の学校にということで回しているところで
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す。基本的に前年度にまず学校からの希望をとります。現時点で申し上げますと、希望

が１件とか２件とかいう形で、４名で回せているのかなという判断は今しているところ

です。というのが、学校のほうからは要望をしたいと。ただ、地域の方で、この地域教

育コーディネーターにふさわしい方というのがなかなか選びにくいという面があるの

かなと。それはなぜかというと、地域教育コーディネーターを２年間していただいて、

それが終わった時点で、その方をキーにして地域と公民館等をつないで学校との連携を

続けていただけるということで、大体そこの校区の方を教育コーディネーターというこ

とでお願いをしております。ですので、今の教育コーディーターの方々も鍋島と開成と

かいらっしゃいますけど、終わられても、それはまだ引き続き学校とつなげていくとい

うふうな格好だと思っています。ですので、現時点では予算的な面での人数増というの

は財政課のほうとの協議があるかと思うんですが、現時点で要望がいっぱい上がってき

て、すぐにふやすというところまでは来ていないのかなという判断はしているところで

す。 

 

（山口委員） 

 それとちょっとつけ加えで、先ほど保護者の方の研修会の話が少し出たので、ちょっ

とご意見を申し上げたいと思うんですけれども、以前私お伺いしたときには、お話をさ

れる内容は学校側からのリクエストがあってというお話をお伺いしたんですが、私何回

かその保護者研修会というのに参加をさせていただいたんですが、いろんな話を聞く中

で、ある程度手を挙げられて、団体さんというか、お話をされる方のリストか何かがあ

るんですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 家庭教育講座は大体今正確な数字は把握しておりません。１３名かそのくらいを毎年

登録をしておりまして、ＩＴ関係から子どもさんの読み語りとか、いろんな分野で講座

を持っております。その中でリストを出しまして、学校のほうからの要望に応じて派遣

をするという形をとっております。 

 

（山口委員） 

 そのリストの登録の仕方なんですけれども、その雇用、お話をされる方というのは、

一度例えば、教育委員会のほうでそれを聞いて評価をするとか、そういったことはされ

ていないのか、手を挙げれば誰でもそのリストに載ることができるんですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 実際に私が聞いたことはないんですけど、継続的に要望をされている方、講座で登録

される方は継続しています。新たな登録の方にはどういう内容なのかという内容を聞い

て判断をしていると。基本的には手を挙げていただければ、いろんな分野の方がいらっ

しゃいますので、登録をしていきたいなということで考えます。特に少年サポートセン

ターとかも、ＩＴサポートステーションとかも登録はしていただいているところです。 

 

（山口委員） 

 何でそれをお伺いしたかというと、いろんな話を聞いていく中で、やっぱり保護者も

学校側もとても貴重な時間を割いているんですけれども、それぞれのお話の仕方という

のがあるので、それはそれでよろしいかとは思うんですけれども、中身がとても充実し

たお話をされる方と、ああ、ちょっと、こう言っては大変失礼なんですけど、ちょっと

つまらなかったなというか、余り保護者側からんーっという、どうだったんだろうねと

いうようなお話があるところもあるので、そうなると、なかなかまた保護者が足が進ま

なくなってしまうので、せっかく貴重な時間を割いていただくのであれば、やはりその

年代、年代に合ったずしっと来るようなお話をしていただくところは登録をされたほう
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がいいのではないかなと思いましたので、ご意見としてお願いいたします。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 説明会の折にアンケートもとっておりますので、そのアンケートの結果を講師のほう

にフィードバックはしているところです。 

 

（山口委員） 

 ありがとうございます。 

 

（福島委員） 

 それは、今山口委員さんが言われたことはよく耳にしますので、せっかく親さんがみ

んな集まる機会ですので、もっとこれを伝えたいというのをばしっとやったほうがいい

のではないかなと、この際だからと私も思います。例えば、携帯の問題とかですね。 

 

（岸川委員長） 

 以前はそういった研修会の際にも、それを利用して啓発活動をするべきじゃないかと

いうふうな危険性ですね、危険性とうか・・・。 

 

（福島委員） 

 そういう最も伝えたいことをパンフレットつきかなんかで、ばしっとその機会に伝え

るべきなんじゃないかと。２回目以降は皆さん、ＰＴＡさんも来られないと思うんです

ね、難しいですね。ぜひそれはやっていただければなと、唯一のチャンスというぐらい

なので、ぜひご検討ください。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 確かにＩＴ関係、スマホとかは学校からの要望は多いです。その講師がかぶってしま

うときが多々あるんですよね、特に入学説明会とか。ですので、そこら辺は調整をして

いきますし、あと、講師のいろいろなバージョン、面がございますので、そこは講師の

方集まっていただいたところで反省会とか、あるいは事前の教育協議会、研修会もやっ

ておりますので、そこで先ほどのご意見等々は少し反映をしていきたいと思っていま

す。 

 

（福島委員） 

 ＤＶＤを１５分ぐらい流すとかですね、誰がやってもできるような形にしてしまうと

いうか、パンフレットもつけるとか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 保護者とか学校によっていろんなパターンがあるんですよね、ここは聞きたい、それ

は去年聞いたからとか、ここは去年したからと。ですので、パターン化というのはなか

なか難しいところがあって、いろんなバージョンを広げておきたいなと思っておりま

す。 

 

（伊東委員） 

 特に、今スマホの低学年の被害がどんどん増えていきよっじゃないですか、小学生の

スマホに対しての教育とかね。そっちのほうの研修あたりも、保護者も含めて徹底して

やっていただきたいなと、最近特に思いますのでね。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 その辺はＰＴＡさんのほうでも、いろんなマニュアルとかもつくられております。で
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すので、ＰＴＡのところでそういう研修会とかで保護者の方集めていただけるところに

はうちのほうからも派遣するという別の事業も、この中で別枠も持っておりますので、

そういうところで対応していただければなと思っております。 

 

（伊東委員） 

 できるだけスポットじゃなくて、継続して、事業消化的にスポットですると、それが

あんまり身につかないんですよね。ですから、継続的にしていくということも念頭に置

いていただいて、できたら、その効果がどこに出たのかなというのをチェックで、検証

の制度というものも踏まえながらやっていただくと安心して勉強に行ったかいが出て

くると思いますけどね。 

 

（福島委員） 

 結構、寝てしまう方が多いというふうな話もよく聞きますので、やっぱり１回目がそ

れだと２回目からもう二度と来るまいと思って、それっきり足が遠のくという人も結構

いると思うんですよね。なので、１回目がやっぱり大事だと思います。そのときだけは

おもしろく、ぎゅっとつかむような感じでやっていただければなと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

（田口委員） 

 導入の際として２年目とさせていただいているんですけど、ちゃんと全員の評価をい

ただいて、長かったとか、おもしろくなかったとか、何％とちゃんと評価いただくんで

すけど、それと自由記述欄もばっとくるので、受けるほうもかなり、１時間ぐらいの、

５０分ぐらいの時間でさせていただくんですが、反省しながら聞きました。 

 

（岸川委員長） 

 そしたら、報告事項(3)はこれで終わらせていただきたいと思います。 

 ちょっと一旦中断させていただいて、三瀬中学校の表彰を行うということで、約１０

分程度休憩させていただきます。 

午後４時０２分 休憩 

午後４時１３分 再開 

（岸川委員長） 

 表彰式で中断させていただきましたが、再開させていただきたいと思います。 

 それでは、報告事項(4)「少年スポーツのあり方についての取組方針に関する経過に

ついて」、スポーツ振興課から説明をお願いいたします。 

 

（山口社会教育部副理事兼スポーツ振興課長） 

 当日配付資料を４つほどお渡ししているかと思います。１つが取組方針に関する経過

ということで、２３日の定例教育委員会後の取り組み内容を説明させていただきたいと

思います。もう１つは、議会のほうで一般質問の内容等についての概略をまとめた資料

が裏表両面で１枚、それと少年スポーツのあり方についての取組方針、これにつきまし

ては、２月２３日に審議を経て決定させていただいておりますが、内容に影響のない範

囲で文言等の整理をさせていただいておりますので、後ほどご確認ください。 

 もう１つは、学校体育施設の利用マニュアルということで、委員のお手元にだけ配付

させていただいております。 

 それでは、１枚目の取組方針に関する経過についてのところから説明をさせていただ

きます。 

 中ほど２月２３日に定例教育委員会で取組方針について審議し、決定しております。

その後、２６日に小中学校の教頭会がありましたので、その際、学校体育施設利用につ

いてのさまざまな疑問点等も出てくるかと思いまして、具体的に施設利用マニュアル
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等々について内容を説明させていただきましたが、時間が限られておりましたし、方針

についてのより詳しい内容もということでしたので、年度を改めて新年度、学校が落ち

着いたころに少ししっかりと時間をとって再度説明をさせていただくとともに、学校の

状況等も聞かせていただく機会をつくろうかと思っております。その後、２月２９日に

議会の文教福祉委員研究会で、方針までの経過とその方針の内容の説明をさせていただ

いて、委員の方からの質問に答えております。その後、３月３日から１１日にかけて２

月議会で６名の方から一般質問を受けておりますので、それについては後ほど別添の資

料で説明させていただきます。３月４日にはＰＴＡ協議会でこの問題も以前から取り上

げられておりましたので、取組方針の説明をさせていただいて、それについては４年ほ

ど前からこの課題についてはＰＴＡ協議会のほうでも議論を進めていたという点の確

認と、もう１つはやはり佐賀市で取り組む際に、ほかの地区、佐賀市外との差が出るの

ではないかというような質問もあっております。その回答については、議会の説明の中

で説明させていただきます。３月８日には各学校に取組方針とマニュアルということで

通知を上げております。今後の予定については、議会のほうの説明の後に説明させてい

ただきます。 

 続いて、一般質問の内容です。６名の議員から出ておりますが、主な質問項目と回答

ということで５つほど上げております。１つは、やはり提言内容についての説明に対し

て新聞報道がありましたので、そことの整合性という点での質問が上がっております。

基本的には取組方針というのを４つつくって、それについて２８年４月から実施と考え

ているが、望ましい運動量については学校体育施設開放運営委員会等で調整も終わって

いるところがありますので、それにはなるべく早い時期に移行できるように働きかけて

いくということで、ここを全市一斉に進めるというわけではないですよという説明をし

ております。 

 もう１つが、試合を除いておりましたので、練習３日、試合２日できるんじゃないと

いうことを言われております。そういう質問に対しては、これは多分保護者とか指導者

なりから議員の方が聞かれていることかと思いますが、望ましい運動量ということで理

解をしていただくというのがまずこちらからの回答の一つ。やはり小学校の時期にやり

過ぎることのないように適正な回数、時間に配慮していただきたいということでこの点

を確認したところです。 

 次のページですね、３つ目が先ほど言ったように、その公平性、ほかのところ、学校

体育施設以外も含めてかと思いますが、公平性に欠けるんではないかということを言わ

れております。それについては、利用施設にかかわらず、望ましい運動量という考え方

をきちんと答えておりまして、それに対して周知を図っていくという形にしておりま

す。社会体育施設等については、この現在の取り組みを進めていく、まずそれを先に進

めていって、その後検討をしていくという形になるかと思います。取り組み内容を十分

理解してもらうための実施期間というのもしっかり時間をかけてということで言われ

ておりますが、やはり少年スポーツの現状ということでの課題解決という意味では、で

きるだけ早くできるところから取り組んでいくということで回答をさせていただいて

おります。そのために、学校現場としても取組方針に基づいて利用していただくために、

利用マニュアル等で取り組むことにより、実践がしやすいような配慮をしているところ

です。 

 それと、５つ目の質問は、直接の少年スポーツクラブの取組方針というよりも、やは

り競技ごとにばらつきがある。きちんと世代ごとの指導の位置づけ等も含めたところで

指導者資格等も望ましい資格取得を、きちんと位置づけしているところもあれば、余り

そういうところまで配慮を求めているわけではないというところも競技ごとにさまざ

まな状況があって、少年スポーツというくくりで競技を横断するような組織、富田林市

とか千葉市なんかが少年スポーツということでの競技を横串にしたような組織化をし

て、取り組みを進めているというような事例もあるということで、佐賀市の場合もそう

いうふうにやったらどうかということで提案していただいております。競技団体が加盟
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している市の体育協会等とも今後協議・研究を進めていくというような取り組みの仕方

になるかと思います。 

 もう一度１枚目の資料に戻っていただいて、そういった流れがある中で、今後の予定

としましては、まず相談窓口についてはスポーツ振興課のほうに４月から設置をして相

談を受ける。相談の受け方としては直接来られた方の面談、電話での相談、ホームペー

ジ等からインターネットを利用してメールで来るような内容、そういったものがあるか

と思います。それに対しては、職員なり嘱託職員の中でスポーツに少し専門性が高い嘱

託職員がおりますので、そういった形で複数で対応していくということにいたしており

ます。必要に応じては、関係者、種目団体等々も交えて具体的な面談で課題解決に向け

て取り組みができる仕組みを作るようにしております。 

 もう１つはやはり、指導者、保護者に対して、研修会、講習会等については適宜実施

するなり案内をするなりということで、積極的に参加していただけるような仕組みをつ

くっていくと。また、指導者についても資格を取得していただきたいということで情報

を発信していきたいと思っております。また、学校のほうに利用登録団体ということで

登録されますので、そういった団体ごとの練習の総時間等を把握する。また、その把握

した内容について指導等が必要であれば個別に対応していきます。 

 最後は関係団体、体協、種目競技団体、そういったところに今回の取組方針、提言も

含めて説明する機会を積極的につくって取り組んで理解を深めて、一緒にやっていけれ

ばというふうに考えております。 

 説明については以上です。 

 

（岸川委員長） 

 報告事項(4)について、ご質問、ご意見等はございませんでしょうか。 

 

（伊東委員） 

 何度も質問なり意見なりしましたので、もうやりたくないのが心理ですけれども、今

ここに２つの新聞切り抜きを持っていますが、この中で前にも申し上げましたように、

練習不足により競技力低下、あるいはけが、これは実際に指導している人の中に入って

いくと、これはあり得ないんですね。 

 それからもう１つは、私が一番ここで問題にしたいのは、実施内容を市教委でしっか

り検討すべきだったのでは、これ実際に検討しているんですよね。こういう文言が新聞

紙上に載ると、教育委員会は何をしているのかと、ここが僕は一番遺憾にあるんですね。

ですから逆に言うと、もっと質問する人は現場で勉強してから質問しなさいということ

を私は言いたいです。本来なら新聞記者さん見えていましたのでね。僕は新聞記者さん

には言いたかったんですけど、やっぱりもっと現場の内容を知ってこういう記事を書い

てほしいというふうに思いますね。ただ、こういうことを言っても一緒ですから、ここ

まできちんとルートをつくられて、ここまで持ってこられたことに対しては、特にスポ

ーツ振興課の皆さんに敬意を表したいと思います。ただ、問題はこれからですよね。「や

っぱりあいたちが言いよったばってん定着せんやったやっか。」ということがないよう

にですよ、ですからこれは粘り強く、私は専任者でもしばらく半年ぐらい、専任者を決

めてでも、特に現場指導で軌道に乗るように、これはもう本当３年がかりぐらいかかる

と思いますのでね、ぜひ山口課長を筆頭に定着をするように、これは非常に僕はいい提

言だと思うんですよね。ですから、ほかの委員の皆さんがどう思われるかは知りません

けれども、我々が審議した内容がある面では曲解されて報道されていると。これをもと

に市会議員さんが質問されているじゃないですか。私も傍聴をしていましたけどね。 

 ただ、これからは、これまではそれなりの問題が出るのは想定の上でしょうから、で

すから、反対意見の人は言いやすいですよね、賛成よりも、声高く言えば。ですから意

見を言われた方は、もうスポーツそのものの勝利主義の現場からの声をそのまま言われ

ていたようですのでね。ですから、ぜひこういう人たちに負けない、やっぱり子ども視
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点でですよ、子どもが中心ですからね。ですから、バーンアウトとか燃えつき症候群に

子どもたちをなさないように、もう私も実例をいっぱい知っていますよ、勝利主義に指

導したおかげで、社会人になってすぐノンプロに行って肩壊したとかね。ですから、ぜ

ひ大変でしょうけど、私も微力ながら現場で協力を徹底してやりますので、ひとつよろ

しくお願いをしたいと思います。 

 以上です。 

 

（山口委員） 

 決まっていれば教えていただきたいんですけれども、今後の予定の中に、研修会と講

習会等の実施、平成２８年度は間もなく入りますけど、研修会の予定等は何か決めてい

らっしゃるのかということと、あと利用団体の練習日数と練習時間等の把握というのも

いつごろ一斉にいただくのか、年に何回とか、そういうことがもし大まかにでも決まっ

ていれば教えていただきたいのですが。 

 

（山口社会教育部副理事兼スポーツ振興課長） 

 １点目の研修会、講習会等については、市が主催するもの以外にもさまざまあります

が、市のほうではどちらかというと、市の体協とスポーツ少年団との合同研修会という

のが、時期的には年度の後半に予定をすることにしておりますので、それまでは県の指

導者講習会とか、それ以外のところの講習会、研修会等を紹介していきたいというふう

に思っております。 

 もう１つの利用登録団体の練習日数とかについては、各学校で利用登録団体の登録内

容を把握するような様式もつくっておりますので、そういったものが出そろい次第、こ

ちらのほうでトータルで管理して、実態を把握したいと思っておりますので、年度のこ

れは前半のほうでできるかなと思います。 

 

（山口委員） 

 ありがとうございます。 

 

（岸川委員長） 

 それと私から、非常に私が懸念しておったのは、この試合に関する取り扱いですね、

練習と公式戦と。ここにもあえて質問が出ていますけどね、土日利用できるということ

で。ですから、もちろんこの文言でいけば、書いてある部分でいけば、実質的にはでき

ますよね。ただ、できますけれども、基本的には子どもたちの体を守るということが目

的であるということを、やはりいろんな競技団体にですね。実質土日しかできんと思い

ますからですね、練習試合にしろ公式戦にしろですね。この練習試合を通じて、その学

校で使わなくても、ずっといろんな学校を渡り歩いたようにしてしよったら、結局提言

をした意味がなくなっていくので、そこのところはもうはっきりと、いわゆる野球団体

を通じてですね。これはもう巻き込んでいってしていただきたいなというふうに思うと

ころです。 

 

（伊東委員） 

 済みません、ちょっとこの件で。この問２のところに、まさしく私先ほど言い忘れま

したけれども、やっぱり練習試合は本来言うと省いてほしかったですね。練習試合まで

入れるとなし崩しになる可能性非常に高いんですよ。ですから、私は大会というだけで

本当によかったんじゃないかなということですね。 

 

（岸川委員長） 

 練習試合でしょう。 
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（伊東委員） 

 練習試合。練習試合と本試合、もう二股になったので、前の文章では練習試合入って

いなかったじゃないですか、僕はここが非常に後退したなと。ですから、後退したこと

を引きずらないように、先ほども言ったように、私はこの練習試合は本当は入れてほし

くなかったですね。この文言は委員会でも、それからここの委員会でも審議委員会でも

出ていないですよね。これがどこかで２日間になってしまったと。ですから、この辺を

うまく利用すると、今までと全然変わらないような指導方法になってしまいますから

ね。ですから、この辺をやっぱり少しずつ歯どめをかけていくような施策をですね。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 今の件で、方針の中には試合を除くとしているんですね。その中で練習試合と、公式

試合と両方あるんですが、そこの判断は指導者のいわゆる子ども理解にかかっているわ

けですよ。だから、何でもかんでも制限をこっちで細かくすることが逆に反発を招くと。

だから、啓発の中で試合というのが公式試合になるだけなんですよというふうな方向に

は今後とも持っていけると思いますね。そのための研修、子ども理解、これを進めてい

って、適切な運動の量と質、これを求めていって、練習試合はほどほどにして、公式試

合は公式試合として認めるけれどもという、私どもの方針そのものをこれから少しずつ

枠が出てくると思います。これは今後の動きの中で、この方針をどれくらいまた条件づ

けしていくのかというのは、出したからそれでおしまいではないと私は思っていますの

で、研修を繰り返しながらこれをどういうふうにしていくかと、そのためのやっぱり実

証、検証をしていって、どこに課題があるか、ここをやっぱり明確にしていかんばいか

んだろうと思います。だから今伊東委員さんおっしゃったように、本来的には練習試合

は望ましくないんですよ。でもそこまで練習試合、試合というふうにして書き込むと、

またここに対する反発が来るものですから、そこら辺のところをちょっと和らげたんで

すね。だから、今後はその方向性はきちんと持っておきたいというふうに思います。 

 

（福島委員） 

 その点で私も思ったんですけど、これから実際運用が始まると、これは試合なのかと

いうことで、現場で解釈をめぐってトラブルというか、相談が出てくると思うので、ち

ょっと教育委員会のほうとしてもそこをサポートしてあげないといけないのではない

かなと思うのと、この取り組みの効果についてまた検証して報告して、またそれを啓発

に使うという形で、できるだけ皆さんの理解を得るように、それが皆さんに浸透するよ

うに、そういうのをずっと繰り返していかないといけないのではないかなと思います。

もう４月から運用開始なんですよね。なので、そこで、これは試合じゃないとかこれは

試合だと、多分いろいろトラブルになると思うので、ぜひ対応をしてあげていただきた

いと思います。 

 

（岸川委員長） 

 その場所を使うそのものより、すること自体が負担になりよるわけですよ。土日を使

って、この場所では使っていないけれども、ほかの学校に行って練習試合しよったら疲

れる。負担になっているのはもう一緒だから、その辺のところをやっぱり指導者の方た

ちに理解してもらって、月曜日にもうぐたってならんようにしてもらいたいですね。 

 

（江副社会教育部長） 

 私のほうから、この件につきましては、議会のほうで先ほど報告があったように、６

名の多くの議員の方が質問がありました。私も本会議場で答弁に立つほうだったんです

けど、ここでちょっと幾つかの質問項目出しています。曲げなかったのは、これは教育

委員会の方針であるということで、28年の４月から取り組んでいくということは曲げま
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せんでした。今の過度な練習を行うという実態を踏まえると、これは急いでやるべきだ

ということです。４つの方針の中で、やはりその３つ目の利用制限という言葉に皆さん

方は一番ひっかかったと。そこはやはり、こちらのほうとしても、この１枚紙のスケジ

ュールを見ると、非常にタイトな時間の中で方針立ててきた経過もありましたので、現

場が混乱したのも事実です。それについては、事務局としてもやり方だったり説明が不

足していたというふうなことは、議会の中でもこちらのほうで反省の弁は述べさせてい

ただきました。 

 ただ、今先ほど伊東委員さん言われたように、議員はやはり地元にクラブチームだっ

たり、そういった地域の団体を抱えていますので、そちらの声がやっぱり一番強いとい

うことで、確かに学校の運営委員会だったり、あるいはその説明会の中でもある種、そ

の競技団体のほうからの声が大きい。その中で、何で佐賀市だけが先行してやるのかと。

それを裏返せば、佐賀市が先行することによって、ここがちょっと混乱の部分ですけど、

佐賀市の競技力が落ちるんじゃないのというふうな声がまだ最初聞こえていました。そ

こは我々は答弁の中で、誰のための方針だということで、あくまでも子どもの体のこと

を、心身のことを思っての制限だよというふうなことで首尾一貫通しましたけど、その

声は聞けませんでした。最終的にですけど、この議会の──もう終わりました。終わっ

て、あしたもう閉会になりますけど、先ほどの文教福祉委員会初め、多数の議論が本会

議場の中でなされたので、それに対して、議会としての決議が出るような予定になって

います。それは、やはりまだ周知不足じゃないかと、論点はですね。そこの競技団体等々

について、きちんと説明しないと学校施設だけを制限しても一緒じゃないかと。クラブ

チームとしてはほかの社会体育施設だったり、民間さんもあるんですけど、そういった

施設を使って練習をしているじゃないかと。そこの兼ね合いはどうするんだということ

で、まず競技連盟だったり協会だったり、そちらのほうにきちんと周知を、この取組方

針の周知をまずすべきだと、理解を求めるべきだと、そういった動きを早急にやってほ

しいと。逆に言ったらそれをやらないと形骸化してしまうというおそれもあるというこ

とと、あとは実際、学校体育施設の利用が、もう調整が終わっているところもあるので、

逆にそちらについては、逆に言ったらどういう状況になったかというのを当然うちも把

握しなきゃいけないし、それは早々に福島委員言われたように４月早々、来年度の計画

がどう変わったのか、変わっているところも多分あると思うんですよ、その辺が利用制

限がかかったりですね。それは多分、足並みは今回４月からそろっていませんけど、そ

こら辺は状況をきちんとこちらのほうも把握をして、この１年かけたりとかいろんな部

分の多分検討材料が出ると思います。その辺を踏まえて、修正だったり、あるいはやり

方を、説明の仕方を変えるとか、まずはその指導者の資格認定を先にするとか、そうい

ったところの取り組みはアレンジしていく必要があるのかなということで、議会側も今

回はそこを決議の中であした、佐賀市議会として佐賀市教育委員会に対して、恐らくそ

の辺の要求と、要望という形で、前回18年度に議会側から例の指導者教本が徹底されて

いないというふうな附帯決議が出ました。それと同じような形で議会側も今度は社会体

育団体とか関連の団体に説明をきちんとすることとか、幾つかの要望事項として議会か

ら出るというふうな今準備作業をあしたの閉会に向けてされている様子です。それは一

応報告をしておきます。 

 いろいろとお世話をかけましたけど、皆様方教育委員会の取り組みについては、先ほ

ど伊東委員言われたとおり、やっぱり一石を投じた部分がもちろんあります。これは子

どものことを教育委員会として考えるんだったら、そこはやっぱり至急取り組んで、そ

この中身についてはもっと徹底する必要ありますけど、その辺を修正かけながらでも事

務局として、かなり重い部分が出てきました。社会体育団体、いろんなスポーツクラブ、

あるいは競技団体に話をつけていくという作業が入っていきますので、一遍にはできな

いかもわかりませんけど、そこは教育委員さんたちのお力もお借りしながら進めていき

たいなと思っております。 

 以上です。 
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（岸川委員長） 

 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。また引き続き逐一経過を

ご報告いただければと思います。 

 続きまして、日程６の「その他」の事項に移りたいと思います。 

 学事課から学校給食費についての報告があるそうですので、ご説明をお願いいたしま

す。 

 

（梅﨑学事課長） 

 その他のところで追加させていただきました。来年度の学校給食費につきましてご報

告を申し上げます。 

 基本的には今年度と変わっておりません。１番のほうの中部学校給食センター、ここ

は選択制弁当方式をとっておりますので、それ以外の小中学校ですが、年間の給食費に

つきましては、１食当たりの単価に給食の実施回数を掛けて、これは学校によって異な

りますが、算定しております。この単価につきまして、小学校が２３５円、中学校が２

７０円ということで、最初のほうに単価を書かせていただいておりますが、この単価で、

今年度と同じ単価でまいりたいと思います。中部学校給食センターにつきましては、選

択制の弁当方式ということで、希望者のみ中学校に供給をしているところでございま

す。これにつきましても、今年度と同じく２８年度２５０円でまいりたいというふうに

思います。３番目のミルク給食ですが、これにつきましては、小中学生全員牛乳を供給

いたしております。下のほうに書いておりますが、学校給食用の牛乳が今度４８．４１

円ということで、現在４７．８７円で０．５円ほど値上がりします。この単価につきま

しては、県のほうで県内の統一単価ということで指示がございますので、この単価でま

いりたいというふうに思っております。みかん果汁につきましては、今年度と同じ単価

です。学校給食費につきましては来年度も、引き続き今年度と同じ単価でまいりたいと

いうふうに思います。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 今の報告について、ご質問、ご意見ございますでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 牛乳、みかん果汁の補助額は。 

 

（梅﨑学事課長） 

 牛乳については、今年度から補助がなくなりました。全国の平均を見て単価を決める

ということで、佐賀県については、その差がないということで、来年度から補助がなく

なりました。 

 

（東島教育長） 

 みかん果汁は。 

 

（藤田学事課保健体育係長） 

 ありません。 

 

（東島教育長） 

 給食費の中からみかん果汁も。 

 

（藤田学事課保健体育係長） 
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 ミルク給食のところはミルク給食費の中から支出しています。 

 

（東島教育長） 

 大体年間何回ぐらい。 

 

（藤田学事課保健体育係長） 

 少ないところ多いところありますけれども、みかんについて言いますとゼロ回のとこ

ろもありますし、８回程度出されているところもございます。 

 

（東島教育長） 

 今任意であればね。 

 

（福島委員） 

 余り本質的な質問じゃないんですけど、みかん果汁の供給回数というのはじゃ、学校

によって違うんですか。 

 

（梅﨑学事課長） 

 学校によって違います。 

 

（福島委員） 

 佐賀市内であっても。 

 

（梅﨑学事課長） 

 はい。 

 

（福島委員） 

 ゼロ回のところもあるんですか。 

 

（梅﨑学事課長） 

 あります。 

 

（福島委員） 

 それもかわいそうですね。 

 

（東島教育長） 

 そうですね、だから給食費に反映していますから。みかん果汁も４１円出せば、その

分主食を抜いて絞らにゃいかんですもん。 

 

（岸川委員長） 

 ほかにないようでしたら……。 

 

（伊東委員） 

 その他でいいですか。先ほどちょっとキーワードだけ申し上げましたけれども、広島

の府中の自殺、立ち話で進路指導だとか、データが間違っていたのがそのままとかです

ね。ですから、これは問題が起きるとすぐ再発防止だとか出てきますけど、やはり問題

が起きる前にどう静めるか、あるいはなくしていくのかということだと思いますので

ね。今の佐賀市の進路指導の状態というのは学校でばらばらなのか、あるいは教育委員

会がきちんとそういうマニュアル的に進路指導をこうしなさいよということをされて

いるのか、その辺ちょっと教えてほしいんですが、今の現状を。 
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（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 基本的には学校が進路指導を行いますので、教育委員会でこのようにしなさいという

マニュアルをつくっているわけではありません。ただ、昔はどちらかというと、大体子

どもの点数にあわせて、あなたはここ無理だから、この学校にしなさいみたいな半分強

制的な進路指導を行われておりましたが、今はやっぱり保護者や本人の意思を尊重し、

ただ情報の提供はするようにします。そこを受けたいなら、少なくともこれぐらいの点

数をとらないと厳しいですよ。だから今後どうしてもそこを受けたいなら、こんなふう

にして勉強していきましょうねということお伝えをするということがあります。それか

ら、生徒指導上の問題で生徒指導を変えざるを得ないというのは、これは確認しました

が、佐賀市内ではございません。実際に例えば、受験前、申し込みとかを出す前に大き

な問題を起こしたとかなら別ですけど、例えば、１年生、２年生に今回のような、例え

ば、万引き事件とかそういうのがあったにしても、その後指導して、それを本人がきち

っと改心をして生活が戻ったということであれば、そのことを原因に推薦を出さないと

いうことはないということをしております。それから、そのためには必ず会議等を開い

て、そして子どもの状況を全部把握してから推薦を出しますし、校内の推薦委員会とい

うのは何回も行われるんですよね。私も中学校のときに行ったときには、その推薦委員

会に入って子どもの状況をずっと確実に調べてからしておりましたので、今回のような

ミスがなぜ起こったのか非常に疑問点がありますし、推薦委員会の中でのあんた推薦せ

んよというのを立ち話で本人に言うということは絶対あり得ないんですよね。だから、

そういうところが非常に疑問に思っています。一応テレビ局からもこれを受けて、佐賀

市では何か考えていらっしゃいますかというのをＮＨＫからありましたが、佐賀市では

そういう状況が考えられないので、今のところ各学校での進路指導を信じてお任せをし

ていますということでお伝えをしています。 

 

（伊東委員） 

 恐らく府中も考えられていなかったと思うんですよ。それが突然、ということは、デ

ータが出ると、例えば、１年間のそういう問題、万引きとか、それを３年に延ばしたり

とかですよ、データそのものがそのまま、日数がそのまま引きずっていくとかですね。

ですから、今回で佐賀市の実態を、これを踏まえてどうだったのという調査はされたん

でしょう。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 今回の事案を受けて、各学校に進路指導上での問題がありますかということで事件に

関して問い合わせをしましたけれども、今回は一切なかったということで回答をいただ

いておりますので、今のところ大丈夫かなと思っております。 

 

（伊東委員） 

 はい、わかりました。 

 それで、もう１つ先ほど熊本の話をしました。去年の３月、自殺で飛び下り。僕は今、

非常に子どもが安易に死を選ぶって多過ぎるじゃないですか。その辺で、死に対しての

道徳教育、この辺は実際どうされているんですかね、市は。佐賀市として。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 佐賀市は、あれは長崎の事件だったですかね、あれを受けて、いじめ・命を考える日

というのをつくっておりまして、毎月１日にそのことについて全校で取り組むというの

をやっております。ですから、これは人権・同和教育もそうですし、それから道徳の授

業もそうですし、それから毎月の全校朝会でも毎月１日に行っています。１日ができな

いときには、その１日前後の日を使って職員が、または生徒が、または担任がいじめと
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か、それから自分の命の大切さとか、そういうことについて考える取り組みをしていま

す。それから、例えば、助産婦さんのお話を聞くとか、それから身ごもっていらっしゃ

る方に命のことについてお話をしていただくとか、各学校やっぱり命について非常に熱

心に取り組まれています。それを全校分毎回集めて、学校情報として流して、ほかの学

校の取り組みを積極的に活用していただくようにしているので、佐賀市はその事件以

来、この取り組みがほぼ定着しているのかなと思います。ただ、やっぱりそれだけでは

十分じゃないところもあると思いますので、今後そういう取り組みをさらに充実させて

いきたいと思っております。 

 

（伊東委員） 

 できたら、私もその現場にはいませんから的外れかはわかりませんけど、ややもする

と頭からこういう会議をしなさい、勉強会をしなさい、研修会をしなさい、そうじゃな

くてアクティブラーニング的な、子どもたちに話をさせて死についてどうなのと、その

辺もある面ではされている学校とされていない学校あると思うんですよね。ですから、

その辺もきちんと検証されて、子どもたちで話し合わせて、そして死に対してどう思う

かとか、そういう中で研修をしていくというスタイルでやってほしいなというふうに思

いますのでね。今後されている学校もあるでしょうから、その辺もう一度現場の状況を

見てもらって、絶対こういうことがあったらいけませんからね、ないようにひとつご努

力をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

（山口社会教育部副理事兼スポーツ振興課長） 

 済みません、資料の説明をちょっと簡単ですがさせていただきたいと思います。施設

利用マニュアルのほうをごらんください。開いて目次のところに、この学校体育施設の

開放事業についてということで、学校と利用団体が共通理解ができるような取組方針、

提言の内容を具体的に落とし込んでおります。それと、あと関係資料というところで、

７ページのほうには体育施設の開放に関する規則ということで具体的に定めておりま

すし、今回はその後に１８ページのほうですね、早足で申しわけないですけど、この方

針に基づいて学校ごとに実施規約というものをつくっていただいて、その中でこの少年

スポーツクラブに関してという部分も盛り込んだ内容にさせていただいております。具

体的に、資料では２２ページあたりをごらんいただくと、その登録団体がどういう活動

をしているかというのが把握できるような内容になっておりますし、２４ページには今

度は指導者・保護者連絡会でどういう話し合いをしたか、また、どういう活動をしたか

というのが２５ページ、２６ページに様式として上げておりますので、実際に学校体育

施設を使うだけではなくて、どんな大会に出たのかとか、研修会にはどういう研修会に

参加したのかとか、そういったところまで団体の活動が把握できるような内容で、今後

の取り組みに生かせるような情報収集をすることにしております。それと、各学校で一

般開放もされておりますので、そこをきちんと、そこのときには使えないよというのを

改めて再度認識していただくような取り組みにさせていただきたいと思っております。

学校開放事業に関しては、学校利用団体ともにこれを全部理解してやっていただくよう

な形でこちらのほうとしても取り組みを進めたいというふうに思っています。 

 済みません、以上説明でした。 

 

（山口委員） 

 これは一旦学校のほうに課題が提出されているわけですね。 

 



  33

（山口社会教育部副理事兼スポーツ振興課長） 

 そうですね、はい。学校のほうは取りまとめてうちのほうに出していただければとい

うことで。 

 

（岸川委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、その他の事項は終わります。 

 次に、日程７．追加議案・報告事項に移りたいと思います。 

 本日の追加議案と報告事項については、全て人事にかかわることになりますので、非

公開とさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、両部長と両副部長、中村副理事以外の職員の方も退室をお願いいたします。 

    〔職員退室〕 

 

それでは、これ以降、非公開で審議を続行いたします。 

 

会議終了（午後５時２６分終了） 

 


