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日程１ 開会の宣告 

 

（岸川委員長） 

 皆さんこんにちは。これより佐賀市教育委員会５月定例会を開きます。 

 きょうは福島委員さんと田口委員さんから欠席の連絡があっております。 

本日は６人中４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、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、ご異議ありませんでしょうか。 

    〔「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 

 

（岸川委員長） 

 日程２の会議録について、説明を求めます。 

 

（大坪教育総務課副課長兼総務係長） 

 ４月２６日の定例教育委員会の会議録につきましては、５月２０日に配付しておりま

す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） 

 会議録について、訂正箇所等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〕 

 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 

 

（岸川委員長） 

 次に、日程３、教育長報告を求めます。 

 

（東島教育長） 

 ペーパーを１枚用意させてもらっております。 

 それから、先週の土曜日は市Ｐの定期総会がありましたが、ちょうど私徳島のほうで

全国都市教育長協議会があったものですから、土曜日の夕方帰ってきて参加できずにお

りました。きょうは市Ｐの新会長さんがお見えになりました。教育委員会と市Ｐとは連

携をしながら一緒になって施策を進めていかないといいものはでき上がりませんので、

その旨をお願いすると同時に、一緒にやっていきましょうということで話をしたところ

でございます。 

 それでは、プリントに沿って報告をいたします。 

 まず１点目が大隈祭です。これは毎年行われておりますけれども、５月８日の日曜日

に行われました。これは昭和４７年から始まったと言われております。初めて知りまし

たけれども、佐賀市大隈記念館保存会主催により、早稲田大学、早稲田大学校友会佐賀

県支部、地元の自治会、商店連盟の協力を得て、年々参加者がふえて充実した催しとな

ってきております。私の座席表で見ると２００人ぐらいの参加かなと思ったんですが、

翌日の新聞を見ましたら５００人と書いてありました。少なくともそれぐらいの多くの

方がお見えになっていたということです。例年ながら中学生のスピーチコンテストの最

優秀と優秀を得た、実際３名おるんですが、今回は２名の生徒、現在高校１年生なんで

すけれども、実にすばらしい発表をしてくれました。昨年度のスピーチコンテストでも
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そうでしたが、進学をして、高校生になりもっと輝きを増したスピーチになっていたな

というふうに思いました。興味深かったのが記念講演でございまして、早稲田大学の文

学学術院教授の大日方純夫先生が「大隈重信は何を語ったか」という、これは「演説談

話集」というのを今度つくられたそうです。今発行されておりますけれども、これをも

とにしながらの話でした。特に、政治家としての大隈、これは比較的知れ渡っておりま

すけれども、教育者としての大隈の考え方、これに視点を当てられたところが非常に興

味深かったですね。例えば、東京専門学校を創設した際に、学校創立の理想について学

問の独立を主張したと。この学問の独立を明治維新期、間もないころに、もう既に大隈

重信は学問の独立を主張しているんですね。学制発布、ちょうど明治のあのときに、新

学制になる前の部分では、まだまだ政治的な色が強い教育でございました。ところが、

もう既にその前から学問の独立というのを大隈はもう主張しているんですね。それから

女子教育の大切さ、これについても大隈は既に主張しているんです。この件については

もう本当にびっくりしたところでございました。 

 それから、早稲田大学の総長として教授陣に演説をしているんですけれども、政治ほ

ど面倒なものはないと。政治を芝居に例えると、見物人の目が大事であると。政治は国

民の反響であり、国民が幼稚なら政治も堕落すると。国民が政治をみずからのものとし

て論議し批評するような社会をつくるべきであると、こういうふうにおっしゃっており

ます。今の世の中どうなのか、国民が幼稚なのか、あるいはどうなのかという、ここら

辺で非常に比較をしながら聞いておったところですが、やはり教育によって真の国民を

つくるべきだという主張なんですね。こういうところが非常に私は先見の明があるとい

うか、先を見通した大隈の考え方というのを初めて知りました。そして、平和について

も彼は語っているんですが、平和を破るのは文明程度の低い国であると。すなわち戦争

する国は文明程度が低い国だと。そして、人間を差別するということは、これは厳に慎

まなければならないということも言っているんですよ。これが１８００年代後半から１

９００年初頭に言っているということはすごいことだなと。このことは恐らく余り知ら

れていないんじゃないかなというふうな思いでちょっと書かさせていただきました。そ

して、戦争に対しては、人を殺すことは罪悪であると、人を殺す戦争を一日も早く廃止

すべき、武装的平和による軍拡は租税負担と国民の生活難を招くと。軍隊を解散して生

産事業に振り向けないといけないと。国際紛争は軍事力ではなく、仲裁裁判で解決すべ

きであると１９１０年に言っている。実に１世紀前にも言っているということなんです

ね。したがって、こういうところに大隈重信の極めてすぐれた思想を見ることができま

した。これが１点目です。 

 それから２点目が、佐賀市立幼稚園・保育所との管理職ヒアリングを行いました。こ

れは毎年行っておりますが、ちょうど熊本地震があった──あったというか、今も最中

ですが、その最中のことで、乳幼児の言うならば安全確保というのが話題の中心になり

ました。もしも佐賀でこういうことが起こっていたら、果たして幼児の命を守れるのか

ということですね。本当に小学生、中学生と違って、乳幼児というのは１人に１人つか

なければいけないような状態にもなり得るといったときに何が大事なのか、園内の体制

整備だけで大丈夫なのかという問題も出てくるわけです。やはり地域とか保護者とか、

近隣の団体とか、そういうものとどういうふうに連携をしながら子どもたちのいざとい

うときの安全を確保するのかというのは本当に切実な問題のようでございます。 

 いずれにしても、あと５点ほどにまとめておりますが、この５点ほどについてが保育

所ヒアリングの中で中心的な共通話題かなというふうに感じたところでした。１つは、

子どもの発達段階に即した遊びの環境づくりと子どもの主体性の育成をどう図ってい

くかということ。それから２つ目は、体力づくり、これがやはり保育所ではかなり真剣

に捉えられております。やっぱり年齢に応じた継続的な体力づくりの取り組み、ここに

着眼をしていただきますと、やはり私どもも小学校、中学校というところの継続が図ら

れていくということで、このこともかなり各園力を入れておられます。３点目が、特別

に支援を要する子どもへの適切な対応と集団づくり、これまた小学校、中学校と同じよ
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うな課題です。それから、組織力発揮のための協働で、園研修を核とした指導者の資質

向上、まさしく教育にかかわる機関は同じような共通の課題が発達段階的にやっぱりあ

るんだということですね。このことがヒアリングの中で出てきたことでございます。 

 次、３点目です。グレンズフォールズ市教育交流訪問団の帰国報告会、これがござい

ました。最初に団長さんがお話しされたことは、異例の２日間での分散帰国となったと。

これは先般申し上げましたが、１名がパスポートを紛失したということで、とどめおき

になり１日長く滞在をしたということで、分散帰国となったということです。しかしな

がら、事故とか事件、あるいは病気、けが、こういうものは一切なかったということで、

それを聞いたところで、あっ、この交流は成功したなと。みんな満足いく交流ができた

んだなと思いました。帰国の報告会のスピーチ、一番最初の中学生が一番耳にした会話

は「Ｄｏ ｙｏｕ ｆａｎ？」と、こういうことだったと。相手の思いやりを感じます。

それから、自分が英語で語ったら「Ｎｉｃｅ Ｓｐｅｅｃｈ」と褒めてもらったという

ことで、非常に喜びを感じたと。最後は、子どもたちの中に帰りたくなかったと言うん

ですね、もう帰ってきたくなかったと。帰ってきたくなかったという思いになるぐらい

に、言うならば交流が深まったということだろうと思います。私も自分に置きかえて、

一番最初に行ったのが３９歳のときでしたが、ハンガリーに初めて行きました。私は帰

ってきてほっとしました。早く帰りたいと思いました。だから研修は恐らく十分ではな

かったでしょう。でもこの子たちは帰りたくなかったということで、十分な研修ができ

たんだなというふうに思いました。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 今いただきました報告内容に、何か質疑がございましたらお願いいたします。 

 それでは私から、先ほど具体的に公立園としての展望・役割についての問題提起とい

うのは、具体的にどのような問題提起があったんですか。 

 

（東島教育長） 

 問題提起は、本庄幼稚園の園児数が減ってきているんです。その要因がどこにあるか

といったときに、園長は１つは、今まで本庄幼稚園というのは保育費が安かったんです

ね、公立で。これが今、私立と同じ金額になったんですよ。そうすると、遠くからでも

連れてきていたのが、やっぱり近くのところに行くようになって、言うならば減少をし

てきたと。要するに園児の数が減少してきたと。それからもう１つは、公立で幼稚園、

佐賀市内の場合には公立幼稚園はここ１園だけなんです。あとは全部私立なんですね。

そうしたときの公立幼稚園としての役割というのはどこに持つべきなのかという問題

提起がありました。園児の件と、まさしく公立幼稚園としての役割はどこに求めればい

いのかと、この問題提起がありました。これについては私なりの答えもお返ししました

けれども、これからも考えていかなければいけないことだろうと思います。 

 

（岸川委員長） 

 例えば、本庄幼稚園では保育というのは何時までとか、余り遅い時間まではされてい

ないんですか。 

 

（東島教育長） 

 いや、延長保育もやっています。ただ、人数的には少ないようですね。 

 

（岸川委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは、ほかに質疑がないようでしたら、教育長からの報告を終わりたいと思いま

す。 
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日程４ 提出議案 

 

（岸川委員長） 

 続きまして、日程４の提出議案であります。 

 まず、第４号議案『佐賀市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例』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） 

 条例の一部改正条文につきましては、１ページ及び２ページでございます。ただ、そ

の内容につきましては、３ページの第４号議案資料で説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、改正の理由でございますが、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平

成２６年厚生労働省令第６１号）、この厚生労働省令が家庭的保育事業等の設備とか運

営に関する基準というのを定めておりますが、これが一部改正されましたことに伴いま

して、保育士配置の特例的運用を定める必要があるために条例の改正を行うものでござ

います。改正の内容につきましては、２の(1)と(2)でございます。大きく２つございま

すが、まず(1)が待機児童対策といたしまして、保育士の確保というのが必要でござい

ますが、保育士のなり手不足というところで、保育需要に鑑みた保育士配置の特例関係

が定められておりまして、保育士不足というところで保育の質を落とさないというとこ

ろでの条文の変更でございます。まず、その中で対象となる施設が小規模保育事業Ａ型、

これは市内に今３カ所ございます。それから保育所型事業所内保育事業というのは、事

業所で行う保育事業で、両方とも保育士が最低基準で全員が保育士じゃないといけない

という仕組みになっております。この保育所型事業所内保育事業というのは２カ所ござ

いまして、合計でＡ型３カ所と保育所型事業所内保育事業２カ所の合計５カ所が今対象

となっております。その改正の要旨ですが、①が保育士最低２名配置要件、年齢に応じ

て保育士を最低何名置かないといけないというのがありますが、例えば、０歳だと３名

に１人保育士を置かないといけないというふうになっております。それでも、１人でい

いのかというと、どの時間帯であっても保育士が最低２名いないといけないという縛り

がございます。この２名配置要件を朝夕とかで児童が少数の時間帯においては保育士１

名に加えて保育士資格を有しない者を配置することができることとされております。そ

れが①で、一部改正の分で言うと附則の第６項でございます。 

 それから、２番目といたしまして、保育士と近接する職種であります幼稚園教諭、小

学校教諭、養護教諭、この方々を保育士にかえて活用できることといたしました。この

場合でも３分の２以上は保育士資格のある者が必要ということでございます。これにつ

いては附則の７項と９項でございます。 

 それから、３番目の１１時間開所８時間労働としていることなどによりまして、最低

基準上必要となる保育士数を上回って、必要となる保育士数について、保育士の資格を

有しない者を活用できることとしたと。この場合でも３分の２以上は保育士資格が必要

ということでございます。関係条項といたしましては、附則の８項と９項でございます。 

 それから、(2)のその他でございますが、これにつきましては１３カ所の小規模の保

育施設、これが対象ということでございます。 

 ①でございますが、保育士の配置基準関係で、保健師又は看護師に加えて、准看護師

についても１人に限って保育士とみなすことができるというふうにされております。今

までは保健師又は看護師のうち１人に限って保育士とみなすことができたのが准看護

師まで枠を広げられています。これが条例の条文で言うと２９条、３０条、４２条、４

３条でございます。それから、建築基準法の施行令が改正されておりまして、その分で

引用条項の号ずれがございました。この分での条例改正が２８条と４１条でございま

す。 
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 なお、施行期日については、「公布の日から施行する。」ということでございます。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 ただいまの説明につきまして、何かご質問等ございますでしょうか。 

 

（山口委員） 

 少し教えていただきたいんですけれども、改正内容のところで、「朝夕等の児童が少

数の時間帯において」という部分がございますが、これは保育園によって人数が多い時

間帯、少ない時間帯というのが違うと思うんですが、その辺は園の判断にお任せすると

いうことですか。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 まず、保育所に関しては県の条例で決まっておりまして、県は国の省令をそのまま引

用する形でもう既に施行されていることになっております。ここで対象となっている施

設は０歳から２歳の小規模の施設、これが対象でございまして、先ほど言いましたよう

に、例えば、朝とか夕方の時間帯に０歳のお子さんが３人までだったら、本当は１人で

いいところなんですけど、そういう施設は最低でも２人は置かないといけないというふ

うになっておりまして、この２人のうち１人を保育士資格じゃない者でもいいですよと

いうことでございます。１歳で言うと、６人までに保育士１人でいいことになっている

んですけど、ここでもやっぱり２人は置かないといけないという縛りがございまして、

その２人のうちの１人を保育士じゃなくてもいいですよと。時間帯は、朝とか夕方等と

いうのは例示的に上げられているだけで、例えば、昼間でもその時間にお子さんが少な

かったら、１人が保育士でもう１人は違う人でもいいですよということです。 

 

（山口委員） 

 その判断というのは、各園が行うということですね。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 はい。 

 

（山口委員） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

（伊東委員） 

 将来的に考えると非常にいい待機児童対策に対しての緩和策だと思いますけど、実

質、現場におろしたときに、この対策でどういうところにプラスになりそうなんでしょ

うかね。ただ、これは国がずっと下におろしてきたという方向の中で、市も当然こうい

う条例の改正が必要でしょうからね。ただ、現実に戻ったときに、どういうところにそ

れが波及してプラスになっていくのかということも分析されていれば教えてほしいな

と。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 保育の質の確保というのがまず前提にあるんですが、必ず保育士を２人置かないとい

けないと。例えば、極端に言いますと、１人の子どもしかもういないという時間帯が仮

にあったときにも絶対保育士を２名置かないといけないのかという、今そういう縛りに

なっているんですけど、そこが、例えば、お子さん１人しかいないときには保育士１人

で、もう１人は違う人でもいいんではないのかというところで、園からすれば保育士の

確保がなかなか難しい状況とか、お子さまが多い時間帯にできるだけ保育士を厚めに配
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置するとか、そういうところでのメリットはあると思います。苦肉の策という部分もち

ょっとありはするんですが。 

 

（伊東委員） 

 おっしゃることはわかりますけど、何か空回り的な感じがせんでもないんですけど

ね。例えば、上の(1)の②の幼稚園の教諭、小学校教諭、養護教諭を保育士にかえて活

用できると。現実的にできるんですかね、本当に。今でも学校の先生が不足していると

か、忙し過ぎるとか言っている最中に、こういうのはただ文字で表現するのは簡単です

けど、現実的にこれ合っているのと。私は空回り的な要素が非常に多いのではないかと、

国からおりてきている法そのものがですよ。ですから、佐賀市としてどういうことをや

っていくのかというのをこれにあわせて考えないといかんのじゃないかなと思います

けどね。この前、一番ヶ瀬課長のほうから市長の理解も得て今後展開をしていくという

非常にいいご主張をもらいましたのでね。私が質問したように、潜在保育士が本当に佐

賀市にどのぐらいいらっしゃるのか、その保育士に対してどういうアクションを起こし

て勧誘しているのか。何割か、２％か５％か知りませんが、給料を上げようという話が

あっていますのでね。ただ、給料だけの問題じゃないと思うんですね。やっぱり仕事が

楽しいというイメージが湧かないと、潜在的な保育士の皆さん方が保育士の仕事で携わ

ろうということにはならないと思うんですよね。ただ、それはどこかが仕掛けないとと

いうことを思いますので、これはこれとして改正はやっていかないといかんでしょうけ

れども、現場にマッチングした対策は本当にこれだけなのかなという気がしてならんの

ですよね。 

 

（藤田こども教育部長） 

 今おっしゃった、きょう市長説明をさせていただきました。その中で、確かに今、伊

東委員ご指摘のとおり、私自身も国の施策、小手先感、小手先だけの部分はもう一方で

あるかなと思います。じゃ、これだけで単に今の待機の大量に発生している分が解決で

きるかと、もう喫緊の課題なので。そこはなかなか厳しいと思っています。そういう意

味では、やはり枠の拡大につきまして、きょう市長のほうにも説明をさせていただきま

した。具体策な策としては、やはり小規模保育と、そしてあと事業所内保育につきまし

ては、やはりそこを重点的にやっていきたいと。もう既に佐賀市も今５事業所ぐらいか

らまた新たな施設開園のご相談もあっておりますので、そこら辺をまず重点的にやって

いきたいということできょう説明をさせていただきました。 

 

（伊東委員） 

 はい、ありがとうございました。 

 

（岸川委員長） 

 関連してですけど、この幼稚園教諭、小学校教諭というのは免許を持たれている方と

いう認識なんですか。実際働いている方という意味じゃないでしょう。 

 

（東島教育長） 

 免許を持っている方という意味です。 

 

（岸川委員長） 

 だから退職された方とか、現実的には。 

 

（東島教育長） 

 要するに免許が有効な方。ただ、伊東委員さんがおっしゃるとおりなんですよ。 
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（岸川委員長） 

 保育園の先生とかに聞いたら、もう退職したような人は、体力的にきついというよう

なお話をされていましてですね。 

 

（東島教育長） 

 あと同時に、小学校教諭の資格を持っていたからといって、保育士のようなあれはで

きません。やっぱり専門にきちんと研修、講習、あるいは学問を積んできた人間でない

とやっぱり無理ですよ。 

 

（伊東委員） 

 この前も田口先生がおっしゃっていましたように、今の学生たちを１００％に近い数

字でどう保育士になしていくのかね、その辺もやっぱり具体的な行政としての指導なり

コミュニケーションなりが必要だと思うんですね。ですから、今までのメスとこれから

入れるメスと、やっぱり比較しながら現状を分析してそこに入っていかないと、今まで

どおり堂々めぐりの処置になってしまうんじゃないかなという気がしますのでね。やっ

ぱり徹底した今までの問題を分析してほしいと思うんですね、それから次のステップに

入っていく。どうやって保育士の人たちを増やしていくのか、あるいは環境をどう改善

していくのかですね。いかにも給料が安いからというのが前面に出ていますけど、私は

それだけではないと思うんですね。一回入った人たちは、やっぱり給料はもちろんある

でしょうけれども、仕事が楽しい、子どもたちがかわいいということになれば、給料は

二の次になると思うんですね。ですから、園長先生なり、幼稚園、保育園の経営者の教

育も必要ではないかと、現場に回っていくと、もう教室もボロボロ、整理整頓、清掃も

できていないという状況もあります。経営的にもやっぱり大変だと思うんですね。その

中でどう保育士の不足を解決していくのかという大きな命題があるはずですからね。こ

れはもう地道に長期間構えてやっていかないといかん問題でしょうね。 

 絶対的にこれでいいというのはないでしょうから、いろいろな解決策を集めて、それ

を着実にやっていくと。私が個人的に心配するのは、今課長が一生懸命頑張っておられ

る、部長も。でも皆さんは大体３年ぐらいで異動じゃないですか。そうすると、そのバ

トンタッチが今までからさらにアップしていくというバトンタッチであればいいです

けど、また元に戻って一からやり直すというのを心配するんですね。ですから、それを

きちんと継続をして、そして今までのパターンからさらにもう一歩上積みで対策を立て

ていくということをしないと、また同じことを５年後も言いよっかもわからないしです

よ、ぜひこの辺は頭に置いて、とにかく今の問題を徹底して洗いざらい整理して、そし

て次のステップに入っていくということをお願いしたいですね。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 ほかにはございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 特に異議がないようでしたら、第４号議案『佐賀市家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める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５号議案『佐賀市報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例』につい

て、説明を求めます。社会教育課お願いいたします。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 社会教育課のほうから、第５号議案『佐賀市報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正

する条例』について説明いたします。ページは１２ページでございます。 

 まず、提案理由、改正理由でございますけど、先月の４月の定例教育委員会で新しい
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青少年センターの移転に係る関係規則の改廃等につきまして、議案の提案説明をさせて

いただいております。その中で、若干触れさせていただいておりますけど、現在、青少

年センター内に設置しております少年センターにつきましては、主に少年の非行防止推

進事業を所管しておるところでございますが、今年の１０月１日の新青少年センターの

移転オープンにあわせて、少年の非行防止推進事業、定義といたしまして１８歳以下が

対象でございますけど、その支援に加え、新たに困難を有する青少年等、これは４０歳

未満のニート、ひきこもり等が対象になってまいりますけど、この対象まで支援を拡充

し、新青少年センターの事業の中で一体的に推進することにしております。このことか

ら、新青少年センターの移転後は少年センターという組織、名称は廃止をいたしまして、

あわせて少年センター運営協議会、これにつきましては少年センターの事業計画を協

議、決定する組織でございますけど、これについても廃止する旨を説明しておりました。

今回は少年センター運営協議会の委員に係る報酬規定等につきまして、条例改正をお願

いするものでございます。 

 次に、１３ページの新旧対照表を見ていただきたいと思います。 

 まず、改正内容でございますけど、網かけした部分が対象でございます。第２条で報

酬の項目、額を規定しておりますが、第２６号、少年センター運営協議会委員の報酬を

削除するものでございます。あわせて第６条で、市議会議員が非常勤職員、この委員を

兼ねた場合で重複支給をしない対象項目のうち、第５号、少年センター運営協議会委員

を削除するものです。 

 なお、施行期日につきましては、青少年センターの移転にあわせ、平成２８年１０月

１日としております。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はありませんでしょうか。 

 これ議会の議員さんが非常勤職員を兼ねる場合というのは実際あるんですか。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 幾つか項目がございます。 

 

（岸川委員長） 

 実際項目というか、された場合があるんですか。 

 

（萬年社会教育課主事） 

 説明いたします。兼ねる場合ですけれども、２６年度の少年センター運営協議会委員、

これについては議員が兼ねておりました。内容としましては、その議員が青少年健全育

成連合会の会長を務めている場合だったりとか、そういった視点で運営協議会委員を委

嘱してまいりましたので、そういった場合に当てはまることになります。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 はい、ありがとうございます。 

 ほかにご質問はありませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第５号議案『佐賀市報酬及び費用弁償支給条例の一部を改

正する条例』については、原案のとおり承認します。 

 

日程５ 報告事項 
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（岸川委員長） 

 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２８年度６月補正予算について」、各課から説明をお願いい

たします。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 それでは、資料の１４ページをお開きください。こちらのほうでご紹介させていただ

きます。 

 まず、学校教育課からですが、教育総務費受託事業収入の中で、研究指定校委嘱事業

を上げております。これは全額国と県からの委託料になります。国と県から入ってくる

委託料をこちらのほうに補正予算として上げるということでさせていただいておりま

す。このうち、芙蓉中学校２０万円につきましては、これは昨年度の継続ですが、教育

課程としてキャリア教育の事業を行っております。これは国の２４万円も含まれており

ます。この国の事業は国立教育政策研究所の委嘱事業ということで、同じくキャリア教

育で進めさせていただいております。それから、学力向上の思斉小・思斉中４０万円に

つきましては、これは今年度からになりますが、いわゆるアクティブ・ラーニングと言

われております児童・生徒の主体的、協働的な学びについての研究委嘱でございます。

それから、児童・生徒の活用力向上研究指定事業は、諸富中学校、諸富南小学校、諸富

北小学校の３校で行う事業でございます。３校で合わせて３０万円になっております

が、これは活用力についての研究でございます。子どもたちが基礎基本を学んだ力を使

って教育の中でいろんな生活につながる活用力を高めていくという研究でございます。 

 それから、今年度新たに入りましたのが国からの研究委嘱で、がんの教育総合支援事

業というのがあります。これは成章中学校に委嘱するものなんですけれども、中学校の

保健の授業でがん教育について勉強し、がんの大変さとか、それからそれを乗り越えて

きた人たちの声も学習の中に取り入れていきながら、がんについてしっかりと学び、が

んにならない教育、それからもしがんになった場合にどのように自分が考えていくかと

いうことも含めて、外部の有識者に入っていただいて研究授事業を行ったり、それから

大学の先生とか医療関係の方に来ていただいて、がんについての講演会を開いたりする

ための研究委嘱事業でございます。 

 以上でございます。 

 

（梅﨑学事課長） 

 続きまして、学事課です。歳出予算、中部学校給食センター運営経費でございます。

これにつきましては、調理等の業務の委託料です。平成２８年度で現在委託しておりま

す業者の委託期間が満了になりますので、平成２９年度から新たに委託業者をプロポー

ザルいたしまして契約を結ぶこととなります。委託料につきましては、実質平成２９年

度から３１年度の３カ年分の契約分になっております。ただし、平成２８年度中に業者

選定を行いますので、２８年度からの予算を確保するということで債務負担を計上する

ものでございます。委託料につきましては、３年間で約２億７，０００万円を計上いた

しております。現在、中学校１０校に対しまして、１日約２，４００食を提供している

ところでございます。 

 以上でございます。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 保育幼稚園課のほうでは、歳出でまず子育て支援センター経費でございます。これに

つきましては、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについ

ての相談、情報の提供、助言、その他の援助を行う事業でございまして、今回国の補助

基準額が改定されたことによりまして、約３４０万円の増額を行うものでございます。

箇所数につきましては、私立保育園とか社会福祉協議会で地域子育て支援拠点事業とい
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たしまして９カ所、それから、地域支援といたしまして、社会福祉協議会が１カ所、出

張ひろばで社会福祉協議会が２カ所で行われているということで、その分での国の補助

基準額の改定に伴うものでございます。 

 それから、もう１つ、私立保育園等整備助成経費でございます。これは保育園及び幼

保連携型認定こども園の保育部分の建物の新設とか増改築を行う場合に助成を行う事

業でございます。今年度は当初予算で５つの施設の増改築と１施設の新設、合計で６施

設に対して補助を予定しているところでございます。これにつきましても、今回国の補

助単価が改定されたこと、それから施設の設置者とのその後の協議によりまして、定員

を増加されたことや仕様の変更があったことによって、約７，９６０万円の増額補正と

しているところでございます。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 こども教育部で質問等がありましたら。 

 

（伊東委員） 

 今ご説明いただいたので、その中に学力向上、今課長のほうからアクティブ・ラーニ

ングの研究と説明がありました。私は今日「わくわく」学校訪問で小学校２校に行って

きたんですが、訪問先で、幼稚園のときに何でもう少し自立した教育ができていないの

かなということを痛感をしてきたのです。今回の研究に小学校、中学校を上げるなら幼

稚園も３部門上げるべきだと思うんですけどね、この辺はどうなんでしょうかね。アク

ティブ・ラーニングというテーマ的なものがあれば、幼保連携じゃないですが、幼稚園

のころから自主性を養成していくということになると、何も小学校、中学校ということ

じゃなくて、幼稚園、小学校、中学校、１校ずつ、あるいは１幼稚園ずつとかいうふう

に僕は思うんですが、別に小学校、中学校に限定しなくても、４０万円の中でもしでき

ればですよ、幼稚園も入れられないんですかね。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 これは県の委嘱事業でありまして、県のほうから小学校１校、中学校１校、そして小

中連携も考えて、小中一貫教育を進めているところにということで、名指しで指定があ

ったものなんです。佐賀市のほうでここで行いたいということで手を挙げてしたものじ

ゃなくて、県からの委嘱事業だったのです。ただ、委員さんがおっしゃったように、佐

賀市では幼保小連携ということでやっておりますので、この指定の小学校の取り組みに

ついては、幼稚園、保育園との絡みというのはもちろん出てくるというふうに思います。

そこは研究の中身の中に幼保小連携も含めて考えてほしいということはお話をするこ

とはできると思うんですが、委嘱校としては県の指定なので、これに幼稚園、保育園を

入れることはちょっと考えられないです。 

 

（伊東委員） 

 今後はもし県の指定であれば、逆に県が間違っているじゃないですか、佐賀市で別個

に幼稚園まで入れようということもあり得ると思うんですよね。ですから、その辺をご

一考いただいてですよ、将来というよりも今年度どうかできないのかですね。 

 以上です。わかりました。 

 

（岸川委員長） 

 私から、さっきの私立保育園等整備事業の補助ですけれども、例えば、こういった新

築の場合とかどれくらいの補助をされてあるんですかね、新築される場合は。例えば、

何％とか。具体的にわからんやったらあれですけど。 
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（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 施設がどういう感じでつくるかというところにも影響があるんですが、今、待機児童

解消加速化プランというのを国がメニューで用意いたしておりまして、それによると、

国が３分の２、それから市が１２分の１、事業者が４分の１ということで補助率がなっ

ております。通常のときであれば、国２分の１、市４分の１、事業者４分の１なんです

が、今その待機児童解消加速化プランというのにすると、市の４分の１が１２分の１に

なると。実質１２分の３が１２分の１になるということですね。国が１２分の６という

のが１２分の８になると。事業者は４分の１の負担というところは変わっていないで

す。 

 

（岸川委員長） 

 はい、ありがとうございます。 

 ほかにないようでしたら、社会教育部のほうにまた説明してください。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 社会教育部の一番上の項目でございます。社会教育課のコミュニティ助成事業、歳入

歳出同額１，１７０万円の補正をお願いするものでございます。補正の概要でございま

す。財団法人自治総合センターの宝くじ受託事業収入を財源とするコミュニティ事業助

成金というものがございます。これを歳入で受け、コミュニティ施設の建設等を実施す

る団体に対しまして補助金を交付するものです。２種類のメニューがございまして、一

般コミュニティ助成事業、これにつきましては、諸富自治会の公民館、これは諸富町の

中にありますけど、音響施設、空調設備の備品購入費の補助で１９０万円でございます。

それともう１種類がコミュニティセンター助成事業、これにつきましては横馬場自治会

公民館、大和の川上にございますけど、横馬場自治会公民館の建設費補助９８０万円、

これについて補助するものです。 

 以上でございます。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 続きまして、文化振興課です。歳出のほうで、文化芸術招待事業７７万円お願いして

おります。事業の内容でございますが、先日新聞報道でもなされておりました１２月６

日の火曜日ですが、佐賀市文化会館のほうで宝塚歌劇団の宙組の公演が開催をされるこ

とになりました。ご存じのとおり、宙組のトップスターが朝夏まなとさんと、佐賀市出

身の方でございますので、トップ就任後、初めて今回地元への凱旋公演ということにな

っております。この機会に次の時代を担う小中学生にもぜひ鑑賞をしていただきたいと

いうことで、市内在住の小中学生１００名を招待するための経費を計上させていただい

ております。この予算の内訳ですが、公演を主催する佐賀市文化振興財団への委託料７

７万円です。その内容としましては、チケット代がＳ席７，３００円ですが、この１０

０枚分で７３万円、残りは当選通知用のはがきですとか消耗品などの事務費となってお

ります。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 抽せん式にされるわけですね。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 そうですね、恐らく１００名以上は申し込みがあると思いますので、多数の場合は抽

せんをいたします。 

 

（岸川委員長） 
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 何かご質問等ございましたらお願いいたします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、これで報告事項については終わりにさせていただきたいと思いま

す。 

 その他で何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかにないようでしたら、これで５月の定例教育委員会を閉会いたします。お疲れさ

までした。 

 


