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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。それでは、これより佐賀市教育委員会１１月定例会を開きます。 

 皆さんどうもお疲れさまでございます。きょう午前中の久保泉小学校の学校訪問に

は、伊東委員、山口委員そして片岡委員の４人で参加しました。片岡委員は今月５日か

ら教育委員に就任されましたけれど、８日の視察研修、それから保育園ひなた村自然塾

の訪問と、こういった現場をすぐ見られて、非常に印象深かったんじゃないかと思って

おります。我々委員もいろんな現場に出向いていって、それを頭に入れながらこういっ

た会議をすることで非常に身になることが多いんじゃないかと思っております。 

 それと、視察研修は本当におかげさまで、なかなか勉強になったなというふうに思っ

ております。施設もさることながら、一貫教育の実効性という面とか、いわゆる学校の

統合に至る多くのステップをもって玄海町とかは昭和４３年からの懸案をやっと昨年

実現したというお話も伺って、佐賀も将来やっぱり少子化が続くと、こういったことも

避けて通れない問題だということで、こういった先進例があると心強いということと、

それから地域に対する説得力も増すことができるのかなとも思っておりました。それか

ら、視察した２校とも来年は義務教育学校に移行するということで、佐賀市内で義務教

育学校を取り入れることとは別として、小中学校の両方の免許を持った教員を優先的に

配置できるというようなお話も聞いて、なるほど、こういった利点もあるのかなという

ことで、そういった先行したところをこれからも随時情報等を仕入れていかなければい

けないんだというふうに思っております。 

 それでは、委員会に入ってまいりたいと思います。 

 本日は、６人中６人の委員が出席しておりますので、適法に委員会が成立いたしてお

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） 

 １０月２５日の定例教育委員会の会議録につきましては、１１月１７日に配付いたし

ま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） 

 会議録につきまして、訂正等がございましたらお願いいたします。特にございません

でしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、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、教育長報告をお願いいたします。 
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（東島教育長） 

 それでは、資料をお手元に用意させてもらっておりますので、何点かご報告をいたし

ます。 

 まず１点目は、九州都市教育長協議会の研究大会、これが久留米市でございました。

今年４月に開館されましたシティプラザでございましたが、本当にすごい施設でありま

した。中もつぶさに見学をさせてもらいまして、本当に今時の施設だなと感じながら感

心をして見学をしたところでした。その中で、研究発表、それから文部科学省の行政説

明、講話、そして記念講演がございましたが、まず研究発表３部会に分かれております

けれども、私は第２部会の学校教育のほうに参加をいたしました。ここの第２部会での

報告が山鹿市の教育長から、そしてもう１名が水俣市の教育長から報告がございまし

た。１ページ目のところに書いておりますが、簡潔に記載しておりますけれども、山鹿

市教育委員会の学校教育の取り組みということで、３本の矢の取り組みをやっていらっ

しゃいます。 

 １つは、校務改革ということで、子どもとふれ合う時間をできるだけ多く持つという

ことで、会議、研修を思い切って削減をされておりました。そして、おっしゃったこと

が非常に印象的だったのが、「子どもが来ていないのに朝会をしている場合か。」と、つ

まり教職員同士の話し合いはもちろん必要なんだけれども、一方で子どもが来ていない

のに朝会をしている段じゃないと。その子どもたちが今どういう状況にあるのかを家庭

訪問して把握をしなさいと、そういうふうな教育方針ですね。 

 そういうことで、「行事の手引き」、「指導の手引き」というのをつくっておられまし

た。物すごく厚い手引き書でして、逐一、一つ一つの行事の取り組み方、ノウハウが書

いてあるんです。ですから、打ち合わせは必要ないと。この手引きをもって学校の朝の

行事、午後の行事、いろんな行事については進めてくれということで、もう打ち合わせ

の必要はないということなんですね。その成果として、朝のかかわり、放課後の学習会

へのかかわり、通級教室で基礎学力定着のかかわり、こういうことを具体的にするとい

うことで進めておられました。それによって、子どもたちの声が報告されましたが、「先

生たちが私たちのために時間を使ってくれている。」ということで生徒の信頼が増して

きたと。当然生徒への信頼が増してくると、その効果は後でついてきます。１つは、不

登校ゼロというのを掲げているそうですが、１０年前の５分の１に減ったと、現在１４

名であるというふうな報告がなされました。０．３５％ということで、極めて少ない比

率ですね。これは子どもとかかわる時間を意図的につくり上げた成果であろうというふ

うに思います。 

 第２の矢が授業改革、「まとめ」と「学びあい」を徹底してやったということでござ

いました。そして、極端な言い方なんですが、学校訪問による指導というのは全国学テ

の成績の優秀な学校はもう訪問しないと決めたということで、悪い学校に行くと。もち

ろん全国学テだけで判断するのは非常に危険性がありますけれども、１つのインパクト

のある試みとしては、１つの手でもあったのかなというふうに思います。その成果たる

や非常に感心したのは、学力面でもちろん成果が出てきていると。それが、小学校から

中学校へと学年が進むほど成績が伸びていると。端的に言えば、小学校の学テの成績よ

りも中学３年の成績がいいと言うんです。こういうことを考えてみましたら、やはり佐

賀の場合逆なんですね、小学校はいいけれども、中学校がなかなか伸び悩んでいるとい

う現状にあります。もちろん条件が違うところがありますけれども、あそこの山鹿市の

ほうが私立がない、それから県立がないということで、俗に言う進学中学校がないとい

うのも１つの条件的には違いがありますけれども、やはり学年が進むほど学力が高くな

るということは、授業の積み上げがしっかりしているということなんです。やはり積み

上げをしっかりしていかないと成果は上がらないと思っているんですね。ですから、小

学校１年から中学校３年までしっかり学習を積み上げていって成果を出すということ

は、学年が進めば進むほど成績が伸びてくるのが当然だろうというふうに私は考えてい
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ます。そういうことで、非常に成果が出てきていると。当然成績が伸びると保護者の満

足度も極めて高いということでして、学校に対するクレームは一切ないということなん

ですね。 

 それから、３つ目の矢が中学校区の学園化、いわゆる小中一貫教育の推進、しかも幼

保小中の連携強化、その中でもあいさつ条例というのをつくっているそうです。「いつ

でも・どこでも・だれにでも」ということで、これもまた中学生のほうがあいさつ上手

ということは、やはり日常的な積み上げがなされてきているということですね。ですか

ら、そういういい習慣ができていると。恐らく学力にしても、こういう生活面の態度に

しても、これはもう当然一致したものですから、そういう意味では非常に成果が上がっ

ているなというふうに見て、これはもう非常に実感をして報告を聞いたところでした。 

 それから、２つ目が水俣市の取り組みですが、ここで特筆すべきは、例の水俣病とい

うのが公害にありました。将来に向けてこれを教訓にして、水俣科というのをつくって

いると。その水俣科の教育は、これは土曜授業でやっているということなんですね。で

すから、水俣市は全ての土曜授業は水俣科の取り組みをやっているということです。も

う完全に地域の郷土学習に特化した土曜授業をやっていると。このことが徹底している

ということですね。ここのところは非常に参考になりました。 

 以上、たくさんございましたが、研究発表の分のみお伝えしておきますが、もう１つ、

文部科学省の資料を別添資料１で用意させてもらっています。これは後で見ていただき

たいと思いますが、たくさんございましたが、その教育委員会制度のこれからの教育委

員会の役割、このことについてのみ資料を用意させてもらっていますが、１ページのほ

うは、これはもうこれまでの説明どおり、２ページの下段のほうには、新教育委員会制

度への移行に関しての調査結果がここに書かれております。総合教育会議、大綱の設定

についてですね。 

 それから、３ページをちょっと見ていただきますと、これが教育委員会会議の運営上

の工夫ということで、こういうふうな全国の県、政令市町村があると。例えば、土日・

祝日の開催、夕方、いわゆる夜の開催、大人数が傍聴できる大規模会場での開催、移動

教育委員会の開催等を、やっている自治体があるということでの紹介がありました。私

が思ったのは、この３ページの下のほうです。いじめ問題に関する教育委員会の役割。

ここのところがやはり私ども非常に大事になってくるだろうと思っております。幸いに

して、ついせんだっての横浜の問題もそうでしたが、あれは報道の限りで見ますと、学

校、教育委員会の怠慢、間違いなく怠慢です。恐らく中身はもっともっと複雑な内容が

あるだろうと思うんですがね。そういう中で、やはり３ページの特におっしゃられたの

は、各教育委員会の中に指導主事の配置をする中で、学校に対して生徒指導面で指導助

言できる指導主事をしっかりと配置してくれということでした。それから、学校が個々

人の情報で終わらずに組織的に対応できるような情報共有と対応のあり方、これを考え

てくれということでした。 

 そういうことで、こういう説明がなされましたが、念のために４３ページの上のほう

には重大事態とは何かということ、これは法に規定されておりますので出させてもらっ

ております。今、私どもも重大事態というふうに捉えたときには市長に報告をしており

ます。けさも市長とこのいじめ問題について電話で話をしたところでございましたが、

やはり重大事態、被害に遭っている子どもたちの立場に立っていかにスピーディーに対

応していくか、適切に対応するか、大事なことですので、改めて重大事態とはどういう

状況をいうのかということを再度確認をしていただきたいというふうに思ったところ

でございました。 

 それから、５ページのほうに行きまして、中学校の夜間学級、いよいよ今後の方針が

出されつつあります。もう既に８都道府県で存在しているということでございました

が、例えば、最近の不登校の状況を見ますと、不登校であっても義務教育の卒業証書が

もらえるんですね、学校に来ていなくても。いわゆるところてん式に出ていくわけなん

ですが、実際には中学校レベルの学力は身についていない。しかし、そういう中でも、
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勉強したいという意欲に時間がたつとなる子どもたちもたくさんいるということです

ね。それから、夜だったら通えるという子どもたちもいるということで、中学校の夜間

学級については今後推進をしていきますということでありました。どのようになってい

くのか、今後またいろいろ説明が出てくるだろうと思いますけれども、中学校の夜間学

級の動きが今急速に出てきているということをお知りおきいただきたいというふうに

思います。１点目は以上です。 

 ２点目、２ページになりますが、教育庁の人権・同和問題研修会、これは多くのこと

を学ばせていただきました。イシタキ人権学研究所の所長の石瀧さんから話を伺いまし

たけれども、ここに書いているのは、これは石瀧先生が話されたことを私なりにポイン

トをもって箇条書きをさせてもらっておりますが、人間というのは差別は生まれついて

身につけているものじゃないと。子どものころから育っていく社会環境の中でさまざま

な文化を受け継いでいくが、その中に差別を維持する力が働いていると、つまり差別は

バトンタッチされていくと、生活の中で身についていくということをおっしゃられまし

た。私ども差別をしていけないと言うんですが、差別をしてはいけないというのは誰で

も知っていると。大体小学校１年生ぐらいになると、もう差別したらいかん、いじわる

したらいかんというのは知っていると。しかし減らない、なくならない。それは差別で

あるかどうかに気づくかどうか、差別を見抜いているかどうか、ここがポイントなんで

すと。だから、知識としては知っているけれども、これが差別なんだということに気づ

ききる力を持っているか、それを見抜く力を持っているか、ここがポイントなんですと。

だから、差別をしてはいけませんよなんていう教育は必要ないと、みんな知っているん

ですと。見抜く力を養ってくださいというふうにおっしゃられました。それから、事例

をいっぱい挙げられました。例の森山文部科学大臣のときでしたか、女性文部科学大臣

は土俵に上がったらいけないという話もありましたよね。それから、学校がひところ、

ハンディキャップをつけて一緒にゴールという、そういう運動会があったと。順位づけ

というのはどういうものかということで、これが差別なのかということでいろいろお話

になりました。そういう中で、平等ということに対して結果の平等と機会の平等がある

んですと。要するに機会の平等、全ての人間が機会に恵まれるということが平等なんで

すと。結果じゃないんですと。だから、最初からこれはこの人たちはだめですよという

のは機会の平等から逸脱していますよということです。だから、差別というのは機会の

平等と非常に関係があるということをおっしゃられました。と同時に、差別を図る物差

しを一定にしておかないと、みんなばらばらで、ある人間はこれは差別と言い、ある人

間はこれは差別でないと言うということが生じるということ。解放出版社の「部落問題」

からこのことを引用されました。「差別とは、本人の責任の負いようのない事情、本人

の努力はいかんともしがたい事情によって、不利益を被り、他の多くの人には認められ

ている権利を侵害されることである」ということですね。自分のせいでない、努力でど

うしようもない部分について権利を侵害されることですということをおっしゃられま

した。 

 ３点目、第１回佐賀県ＩＣＴ利活用教育推進協議会がございました。講話はご存じの

陰山英男さんによる講話でしたが、話の中で、全部が全部私は賛同するものではござい

ませんが、ここに数点話があったポイントだけを書かせてもらっていますので、後でご

らんになっていただきたいと思います。学力テストとか全国標準学テとか、数値で皆さ

んを説得する以外ありませんと言われましたが、それはそれとして認めはするんです

が、教育はそんな平凡な問題じゃないと、子どもたちが置かれている状況は学校によっ

ても違うし、その子ども一人一人が違うわけですから、それを単純に、その学力検査の

点数で云々とか、標準学力テストの点数で云々とか、それではかれる問題じゃないです

よということは言いたいんですが、この方は数値で示す以外はないですというふうにお

っしゃられました。ちょっと、それは私どもに対する１つの教育者というのは案外そう

いう結果に対してアレルギーを持っていますので、そこに対する１つの警鐘かなという

ふうな受けとめはいたしました。 
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 ４点目、教育長を囲む会、これは自然災害に関する防災教育、避難訓練のあり方につ

いて、学校のいわゆる経営の中心になっている方たちとの会でございました。春日北小

学校には山口委員もお見えいただいてお話をされましたけれども、第４回まで済みまし

た。あと１回、年が明けてからすることになります。 

 最後にですが、２０１６の佐賀熱気球世界選手権、これが無事に終わりました。また、

市民芸術祭も無事に終わりました。後もってまた報告等あろうかと思いますが、ご協力

いただきましてありがとうございました。 

 以上、報告といたします。 

 

（岸川委員長） 

 以上、教育長からの報告ですが、報告内容に質疑等がございましたらお願いいたしま

す。 

 それでは、先程の文科省の説明のところで、夜間学級の８割は外国人という実情なん

ですね。 

 

（東島教育長） 

 そうです。 

 

（岸川委員長） 

 結局、通常学級でその子たちは入っていけていない子たちがやっぱり大半ということ

ですか。 

 

（東島教育長） 

 今、外国籍、例えば、日本語ができない、コミュニケーションがとれない子どもたち

には外国語指導助手が入って手当てはしております。ところが、学力という視点から見

ますと、やっぱり十分にコミュニケーションがとれないものですから、教科授業につい

ていけるとは限らないんですね。そういうことを見ますと、例えば、３年間の中で十分

身についていない。そういう子どもたちが日本語でコミュニケーションが十分とれるよ

うになって、再度また学習をしたいと、その機会も一緒に与えるということなんですね。 

 

（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〕 

 質疑がないようですので、教育長からの報告を終わります。 

 

日程４ 提出議案 

 

（岸川委員長） 

 引き続き、日程４の提出議案であります。 

 第２０号議案『松梅児童館の指定管理者の指定』について、こども家庭課からご説明

をお願いいたします。 

 

（久我こども家庭課長） 

 第２０号議案『松梅児童館の指定管理者の指定』について、このことについては今回

の議会のほうに提出をすることになっております。 

 提案の理由といたしましては、今年度末で指定管理の期間が終了いたしますので、松

梅児童館の指定管理者を新たにまた指定する必要があるので提案をするところでござ

います。提案の内容といたしましては、１ページの下のほうに示しておりますとおりで

すが、指定に当たりましては、２ページ以降の資料に基づいてご説明を差し上げたいと
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思います。 

 ２ページをお開きください。松梅児童館の指定管理者の指定についてでございます

が、松梅児童館の効率的・効果的な運営を図り、市民サービスのより一層の向上を目指

して、佐賀市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づいて、指定管理

者の候補者を選定したところでございます。施設の名称及び所在地につきましては、松

梅児童館、佐賀市大和町大字梅野2231番地２にございます。指定管理者となる団体の名

称及び所在地につきましては、社会福祉法人佐賀市社会福祉協議会でございます。指定

の期間につきましては、平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで５年間を予

定しております。候補者選定の経緯でございますが、１０月１１日の教育委員研修会に

おきまして、公募によらず募集したい旨のご説明を差し上げたところでございますが、

その議論をもとに指定管理の方針決定を２８年１０月２４日に完了しております。指定

申請書及び事業計画書の提出締切は２８年１１月２日でございまして、申請の団体は佐

賀市社会福祉協議会１団体のみでございました。審査委員会は１１月４日に開催をして

おります。審査の概要といたしましては、審査委員会を設置いたしまして、４名の審査

委員により書類審査及び申請者によるプレゼンテーション後のヒアリング審査を行い

ました。審査委員会の構成でございますが、学識経験者１名、小中学校長１名、行政と

いたしまして、こども教育部長及びこども家庭課長の合計４名で審査をいたしました。

審査の項目でございますが、松梅児童館における管理運営計画、業務の範囲、施設の運

営並びに法人の業務実績等を評価し、また全体的にも評価をしたところでございます。

審査の結果につきましては、各審査委員が審査要領に基づいて評価を行い、応募団体の

評価点の総合計が設定した基準点を超える評価を得たために指定管理者の候補者とし

て選定をしたところでございます。総点数は４００点満点中の３６０点でございまし

た。以上をもちまして、指定管理者として、佐賀市社会福祉協議会を選定したところで

ございます。この議案を今議会に提案する予定でございます。 

 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。 

 松梅児童館は大体職員としては何人ぐらいを予定されていらっしゃるんですか。 

 

（岡こども家庭課主幹兼こども育成係長） 

 期限つきの職員が３名と、日々雇用職員が２名という形で、計５名で計画をいたして

おります。それにあわせまして、総括責任として館長が、社協の所長が館長兼務という

形で配置をしているところです。 

 

（岸川委員長） 

 社協の所長の兼務ですか。 

 

（岡こども家庭課主幹兼こども育成係長） 

 佐賀市社会福祉協議会大和支所の支所長です。 

 

（岸川委員長） 

 前回はこの日々雇用職員がなかなか確保が難しいというお話だったんですよね。 

 

（岡こども家庭課主幹兼こども育成係長） 

 そうですね。 

 

（岸川委員長） 

 一応めどは立ってあると思うんですが。 
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（岡こども家庭課主幹兼こども育成係長） 

 確保に努めていきたいというところです。 

 

（岸川委員長） 

 まだ確実にはできていないということですね。 

 松梅地区がたしか保育園がないということで、その保育園の代替を児童館がされてい

るというこの間のご説明だったので、これについては、それが確保できるようにぜひお

願いしたいと思います。 

 ほかにご質問がないようでしたら、第２０号議案『松梅児童館の指定管理者の指定』

については、原案のとおり承認いたします。 

 続きまして、第２１号議案『佐賀市立諸富文化体育館及び佐賀市立諸富公園体育施設

の指定管理者の指定』及び第２２号議案『佐賀市立春日運動広場等の指定管理者の指定』

について、一括してスポーツ振興課から説明をお願いいたします。 

 

（稲冨スポーツ振興課長） 

 スポーツ振興課です。資料の４ページ、５ページ、それから補足資料として６ページ、

７ページをあわせてごらんください。第２１号議案『佐賀市立諸富文化体育館及び佐賀

市立諸富公園体育施設の指定管理者の指定』についてでございますけれども、指定管理

者を指定する必要がありますので、地方自治法第２４４条の２第２項の規定により、こ

の案を提出しております。 

 今回、佐賀市立諸富文化体育館及び市立諸富公園体育施設の効率的・効果的な運営を

図り、市民サービスのより一層の向上を目指しまして、今回の条例に基づきまして指定

管理者の候補者を選定いたしました。指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の

名称は、佐賀市立諸富文化体育館及び佐賀市立諸富公園体育施設でございます。指定管

理者となる団体の名称は、公益財団法人佐賀市体育協会でございます。指定の期間は、

平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日までの５年間でございます。候補者選定

の経緯でございますが、指定管理者の募集案内を平成２８年７月１５日から９月１６日

まで実施いたしまして、参加表明団体は１団体でございました。審査の概要であります

けれども、体育施設指定管理者審査委員会を設置しまして、４名の審査委員が書類審査

及び応募者によるプレゼンテーション後のヒアリング審査を行っておりまして、平成２

８年１０月６日に実施しております。審査結果についてですが、各審査委員が審査要領

に基づく評価を行いまして、応募団体の評価点の総合計が市の設定しました基準点４９

０点を超える評価５１３点を得たため、指定管理者の候補者として選定しております。 

 続いて、第２２号議案『佐賀市立春日運動広場等の指定管理者の指定』についてでご

ざいますが、これも同じく指定する必要がありましたので、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により、この案を提出しております。 

 今回、佐賀市立春日運動広場等の効率的・効果的な運営を図りまして、市民サービス

のより一層の向上を目指しまして、この条例に基づき指定管理者の候補者を選定してお

ります。指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、佐賀市立春日運動広

場、佐賀市立大和勤労者体育センター、佐賀市立大和中央公園体育施設でございます。

指定管理者となる団体の名称は、公益財団法人佐賀市体育協会でございます。指定の期

間は、先ほどと同じく平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日までの５年間でご

ざいます。候補者選定の経緯でございますけれども、募集案内を平成２８年７月１５日

から９月１６日までの間に実施しまして、参加表明団体はこれも１団体でございまし

た。審査の概要につきましても、先ほどの審査委員会を設置いたしまして、４名の審査

委員が書類審査、それからプレゼンテーション後のヒアリングを実施しまして、この審

査委員会も平成２８年１０月６日に実施しております。審査結果についてですが、各審

査委員が審査要領に基づく評価を行いまして、総合計が市の設定しました基準点４９０
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点を超える評価５１４点を得たため、指定管理者の候補として今回選定をしておりま

す。 

 今回、スポーツ振興課からのほうからは、２１号議案、２２号議案を議会のほうに上

程する予定でございます。 

 以上、説明を終わります。 

 

（岸川委員長） 

 今のご説明につきまして、何かご質問がございましたらお願いいたします。 

  

（伊東委員） 

 これは手を挙げた団体は他にないということで理解していいんですか。 

 

（稲冨スポーツ振興課長） 

 質問等はあったんですけれども、手を挙げた団体は今回１団体ということでございま

す。 

 

（岸川委員長） 

 何かほかにご質問は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、異議がないようですので、第２１号議案『佐賀市立諸富文化体育館及び佐

賀市立諸富公園体育施設の指定管理者の指定』及び第２２号議案『佐賀市立春日運動広

場等の指定管理者の指定』については、原案のとおり承認します。 

 続きまして、第２３号議案『佐賀市文化施設条例の一部を改正する条例』について、

文化振興課から説明をお願いいたします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 資料は８ページのほうをお開きください。第２３号議案『佐賀市文化施設条例の一部

を改正する条例』についてご説明をいたします。 

 この件につきましては、９月の研修会で一度ご説明をさせていただきましたけれど

も、ことしの４月から休館としております佐賀市民会館の建物を解体するということに

なりましたので、用途廃止ということで条例改正をするものでございます。資料の１０

ページ以降には新旧対照表も載せておりますので、あわせてごらんください。改正内容

ですけれども、まず佐賀市文化施設条例は、文化会館と市民会館について規定をしてい

る条例ですので、このたびの市民会館の廃止に伴いまして、条例中の市民会館に関する

規定を削除するということになります。まず、条例の題名を「佐賀市文化会館条例」と

変更します。 

 次に、第１条に「文化会館及び市民会館（以下、会館と総称する。）」と規定をしてい

ますので、この部分を削りまして、その後の第３条、第４条、第６条、第１１条から第

１５条にこの「会館」という表現が出てまいりますので、これを全て「文化会館」に改

めます。そのほかに、第２条には市民会館の名称と位置が出てきますので、その部分を

削り、別表は使用料等の表になっておりますので、これも市民会館に関する部分を削除

するというものでございます。市民会館に関係する条例としましては、ほかに議会の議

決に付すべき重要な公の施設の利用等に関する条例と佐賀市駐車場条例がございます。

議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用等に関する条例では、地方自治法に規定す

る重要な公の施設の一つとして市民会館は位置づけられておりまして、１０年を超える

期間にわたって独占的に利用させようとするときには、議会の議決が必要な施設となっ

ております。また、佐賀市駐車場条例におきましては、佐賀市民会館前駐車場が位置づ

けられておりますので、この２つの条例についても市民会館に関係する規定を削除する

改正を行うこととなりますが、これにつきましては、資料８ページの下のほうから９ペ
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ージにかけての附則の第２項と第３項に記載をしておるところです。各条例の施行期日

についてですけれども、佐賀市駐車場条例以外は公布の日といたします。佐賀市駐車場

条例につきましては、地元の店舗などを中心としまして、駐車場をこれまでどおり利用

したいというご意向があっておりまして、解体工事に着手するまでの間は駐車場の利用

ができるようにということで、今回、施行期日を規則で定める日としております。 

 最後に、本日お手元のほうに参考資料として１つお配りをしたところですけれど、佐

賀市文化施設条例施行規則の一部を改正する規則というタイトルの資料をお配りして

おります。実は、今回の条例改正の関連で、関係する規則等につきましても、同じよう

に市民会館の規定部分を削るという改正を行う必要がございます。関係の規則としては

３つ、佐賀市文化施設条例施行規則、佐賀市駐車場条例施行規則、佐賀市教育委員会組

織規則です。あと１つ、佐賀市文化施設電気保安規程というものがございまして、この

４件について改正をする必要がございますが、この中で、先ほど申し上げました駐車場

条例関係の施行規則以外は佐賀市文化施設条例が公布の日から施行としておりますの

で、その関係上、通常は条例の公布の日で規則等の改正をすることになります。したが

いまして、議会の議決日に持ち回り決裁で教育委員の皆さんに決裁の印鑑をいただいて

改正をお願いすることになりますので、よろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 そしたら、今の持ち回り決裁というのは議会議決後ということですね。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 そうですね、議会の議決日が今のところ１２月２０日ぐらいの予定になっております

ので、その日で規則のほうを改正するということで、持ち回り決裁でお願いをしたいと

思っております。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はありますでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第２３号議案『佐賀市文化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。 

 また、改正する規則等の今後の手続についてもあわせて承認いたしたいと思います。 

 

日程５ 報告事項 

 

（岸川委員長） 

 続きまして、日程５、報告事項に移りたいと思います。 

 報告事項「平成２８年度１１月補正予算について」、各課から説明をお願いいたしま

す。 

  

（今井こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 最初は教育総務課分になります。１６ページをお開きください。まず歳入でございま

すが、これにつきましては、国の経済対策による第２次補正に伴うものでございます。

中身については、平成２９年度事業して、新年度の当初予算で計上を予定しておりまし

たけれども、それが国の補正ということで、前倒しになりましたので今回補正をお願い

しております。歳入については、ここに書いてありますように、交付金だったり基金か

らの繰入金、起債の分だったり歳入欄に名称があり、それに伴う額が要求額のところに

記載をされています。この見方として、例えば、一番上の新規の学校施設環境改善交付

金、それから合併特例事業債までの４段目までの、４つを合わせた分が歳出のほうの説
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明にもつながっていくんですけど、右側の空調整備事業の分になります。実は、この４

つを足しますと、歳出の７億１，２００万円と合計が若干違いますけれども、これは佐

賀市の持ち出し分の一般財源の分が差額としてありますので、見られたときに数字が違

うので何でだろうかと思われるかもしれませんが、そういう見方をしていただければと

思います。 

 その次の義務教育施設整備事業債は、見え方としては同じ６８０万円ということにな

っていますが、若干端数処理をしていまして、実際は若干違うというふうにご理解いた

だければと思います。そういうふうに歳入については見ていただければと思います。 

 続きまして、歳出の部分になります。歳出で、一番上の人件費についてでございます

が、これにつきましては、主に今回の人事院勧告に基づく改定を行うものでございます。

約８００万円の増額補正をお願いしております。 

 次に、２段目以降が先ほど申しました国の経済対策に伴うものでございまして、一番

最初、空調整備事業で７億１，２００万円、これにつきましては小学校９校に空調機を

設置するものでございます。 

 次の勧興小学校から諸富南小学校、下から５段目になりますが、この分については小

学校の大規模改造事業でございます。それから一番下の城北中学校につきましても大規

模改造事業であります。これにつきましても、平成２９年度事業の前倒しによる継続費

の補正を行うものでございます。補正額については、この要求額の欄にずっと記載があ

りますのでごらんいただきたいと思います。 

 それから、次に下から４段目、空調整備事業でございまして、これは今年度設置して

いる中学校分でございますが、これにつきましては国の経済対策による国庫採択を受け

まして、財源の組み替えを行ったものでございます。 

 それから、次にその下の屋内運動場非構造部材耐震改修費約５，８００万円でござい

ますが、これにつきましては、中学校の武道場の天井落下防止及び屋内運動場照明落下

防止対策を前倒しして行うものでございます。 

 その次の下のほうの富士中学校プール整備事業につきましては約５，０００万円でご

ざいますが、これにつきましても前倒しして整備する予算でございます。 

 以上が教育総務課分になります。一応経済対策の前倒し分ということで、予算上前倒

しを行いまして、国庫採択を受け予算を確保するということでございます。前倒しとは

申しますが、実は事業としては、実際には２９年度に実施するようになります。といい

ますのも、今年度の事業というのは既に年間相当ありまして、その分を整備しますので、

実際は今年度の３月に翌年度に繰り越すような提案をさせていただくことにはなる見

通しでございます。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 次に、学事課お願いします。 

 

（梅﨑学事課長） 

 続いて学事課分です。次のページになります。上のほうから学校給食設備整備費とい

うことで、これにつきましては川副学校給食センターにおける給食配送車１台分の購入

のための経費です。この給食用の配送車ですけれども、給食を運ぶ台車を４台運搬でき

るコンテナを装備した仕様となっておりまして、実際、２台で今配送を行っております

けれども、古くなりましたので、平成２８年と２９年に買いかえる計画をしておりまし

た。２８年度分につきまして、夏場に取り扱い業者へ調査を行いましたところ、コンテ

ナの加工業者さんが今非常に受注過剰の状態ということで、今頼んでも１年ぐらいかか

るということで、今回のこの分の要求については２９年度の分を前倒しで、１１月補正

で上げまして、それと平成２８年度既に購入する予定の１台を合わせまして、年度繰り

越しの措置をしたところで２台一度に発注をかけようというものでございます。普通で
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あれば３カ月程度で製作が可能で６カ月もあれば十分納品ができるということでした

けれども、コンテナの加工業者のほうが受注過剰の状態で予約待ちであるということで

す。これは複数の車の業者から回答を得たところでございます。 

 次に、就学援助費、小学校分と中学校分です。５３０万円と８００万円です。これに

つきましては、研究会のときにお話をいたしましたけれども、就学援助費のうち、新入

学用品費につきまして、これまでは４月以降に支払いをしておりましたけれども、入学

のための用品を購入するための経費ということで、３月に支給をしたいと考えまして今

回計上するものでございます。 

 続きまして、学校給食施設整備事業ですけれども、これは教育総務課のほうでありま

したけれども、経済対策で国の補助金が２８年度補正で前倒しになりましたので、右側

に書いておりますけれども、巨勢小学校と金立小学校を平成２９年度の当初予算で計上

する予定でございましたが、補助金がつきましたので、今回補正をいたすものでござい

ます。それから、既に平成２８年度に新栄小学校の学校給食室を建設するために予算を

計上しておりますけれども、それにつきましても国の補助金がつきましたので、予算の

組み替えをいたすものでございます。 

 学事課の分については以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 お願いします。 

 

（久我こども家庭課長） 

 続きまして、こども家庭課でございます。こども家庭課では、市外母子生活支援施設

措置費を計上しております。これは対象世帯が当初の見込み４世帯から７世帯にふえる

ことに伴う増額の補正でございます。現在、６世帯が佐賀市外の施設のほうに措置をさ

れております。この措置はいろいろな事情で、佐賀市内に住めない母子について、佐賀

市外の母子生活支援施設に入所させて自立支援を図るというものでございます。 

 続きまして、母子家庭等高等職業訓練促進費等の事業でございます。この事業につき

ましては、ひとり親家庭の父または母への資格取得に対する補助でございますが、本年

度から支給期間が、勉強する期間が２年間だったものが３年間に延長されましたので、

３年目の分の増額の補正でございます。また、返還金もございますが、返還金につきま

しては２７年度の途中で婚姻をされまして、ひとり親でなくなった方がいらっしゃった

ことによる返還金が生じたものでございます。以上を計上しております。 

 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。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 保育幼稚園課です。歳出の部分で私立保育園等整備助成経費といたしまして、約１，

５６０万円の増額補正をしております。これは今年度の当初予算におきまして、６施設

の整備に対しまして補助を行うこととしておりました。この分で、国の補助単価が増額

改定されたことによりまして補正を行うものでございます。対象の施設といたしまして

は、おへそこども園というところがございまして、そこが土地を借りて認定こども園を

つくるという予定でございまして、その土地を借りる分に対しまして、国の公定価格と

いうものが増額改定されたことにより補正を行うものでございます。 

 それから、私立保育園等防犯対策強化事業で１，６２０万円の増額補正をしておりま

す。これも先程来から説明があっておりますが、国の２８年度の第２次補正予算におき

まして、保育園等の防犯対策を強化するために非常通報装置、防犯カメラ設置、それか

ら外構等の設置修繕など安全対策に要する費用への補助が開始されました。これに伴い
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まして、本市もこの事業を活用いたしまして、保育所、認定こども園、小規模保育事業

所、こういうところの防犯対策の費用の一部に補助を行うものでございます。国への補

助申請のスケジュールが非常に厳しいスケジュールでありましたことから、今年度の補

正につきましては非常通報装置等についてのみ補助を行うことといたしております。外

構等を伴うものは２９年度で予算措置をしたいというふうに考えているところでござ

います。今回は今年度中に対策を実施するという意向を示されました１２園分、そこに

保育所が４つ、地域型保育事業所２つ、幼保連携型認定こども園２つ、幼稚園型認定こ

ども園４つ、この分の１２園分の予算を計上しているところでございます。補助基準額

といたしましては、３０万円以上、それから１８０万円までということで、負担割合は

国２分の１、市４分の１、事業主４分の１というふうになっております。１８０万円の

４分の３の１３５万円の１２カ所分ということで要求をしているところでございます。

それぞれその分につきまして財源といたしまして、先ほどの私立保育園の整備助成経費

につきましては、国から県への財源振り替えがあったり合併特例債の分が事業債が増え

たとか、防犯対策につきましても国、県の補助がこのようについているものでございま

す。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 文化振興課、お願いいたします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 １７ページの一番下の表になります。文化振興課分です。今回、以前から検討してお

りました埋蔵文化財センターの建設に向けまして、基本構想を策定するための経費を計

上させていただいております。埋蔵文化財センターをどのような施設にするのかについ

ては、この基本構想を策定する中で決めていくことになりますが、考え方としましては、

国の重要文化財指定を目指しております編みかごなど東名遺跡の出土遺物の展示、保管

を中心として、これまで市内各地で行ってきました発掘調査で出土した貴重な遺物の展

示、保管と体験学習などができるスペースを備え、多くの人に来ていただけるような施

設をイメージしております。今年度に着手をしまして、３３年度オープンを目指したい

と考えております。 

 今回の予算でございますけれども、基本構想につきましてはコンサルタントなどへの

委託は行わず、外部委員による策定委員会を組織して策定をしていきます。したがいま

して、委員の謝礼と委員会参加に係る旅費合計１０万２，０００円を計上しております。 

 なお、策定委員会は２９年度にかけて全体で５回程度予定をしておりますが、今回は

今年度分として２回分の予算をお願いしているところでございます。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 各課からご説明いただきましたが、何かご質問がありましたらお願いいたします。は

い、伊東委員。 

 

（伊東委員） 

 学事課の先ほどの川副学校給食センター、この給食配送車というのは特殊構造になっ

ているんですか。どういう機能を設けた配送車なのでしょうか。 

 

（梅﨑学事課長） 

 特別な装備というのはないのですが、今使っている給食を運ぶ台車を４台入れられる

ような状態でのコンテナを装備してくださいということで、発注しておりますので、そ

の加工が必要な仕様になっております。 
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（伊東委員） 

 例えば、内部構造とか、殺菌構造とか、そういうところまで配慮された配送車という

ことですか。 

 

（梅﨑学事課長） 

 いいえ、殺菌構造などの仕様にはなっていません。 

 

（伊東委員） 

 ただ運送するというだけの機能ですか。 

 

（梅﨑学事課長） 

 そうですね。 

 

（東島教育長） 

 手押し台車を乗せるということですか。 

 

（梅﨑学事課長） 

 各学校に配送しますので、その手押しの台車が４台きれいに入るようなコンテナ車で

す。 

 

（岸川委員長） 

 はい、山口委員。 

 

（山口委員） 

 文化振興課にお願いします。以前もお話があったかもしれませんけれども、この埋蔵

文化財センターの大まかな場所というか、そういったことはもう決まっていらっしゃる

んですか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 決まっていません。決まっていませんが、できれば大和の肥前国庁の近くがいいなと

思っています。ちょっとまだ調整中です。 

 

（山口委員） 

 わかりました。大和が盛り上がればいいなと思います。ありがとうございました。 

 

（岸川委員長） 

 それでは私から、こども家庭課と保育幼稚園課にですが、さっきの市外母子生活支援

施設措置費というのは、これは佐賀市外の施設に移られるということで、恒久的なもの

でなくて、一時的に補助のような形をするわけですか。 

 

（久我こども家庭課長） 

 そうですね、その施設に入って、そこの施設で支援を受けながら自立に向けて頑張っ

ていかれる。二、三年をめどにそこから出て自立をされるというような支援をする予定

になっております。 

 

（岸川委員長） 

 そしたら二、三年おられるところは、その当該市のほうで援助するというわけじゃな

いんですか。 
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（久我こども家庭課長） 

 措置をしたところが措置費を払うということになりますので、佐賀市がそこに入れた

のであれば、佐賀市がずっと措置費を負担することになります。 

 

（岸川委員長） 

 逆もあるわけですね。 

 

（久我こども家庭課長） 

 はい、佐賀市にお見えの方は、もとのところが措置費を払われるということになりま

す。 

 

（岸川委員長） 

 わかまりした。それと、保育園の防犯カメラ設置等というのは、これは希望する園が

例えば、上限とかはなくて、希望すればする数だけそういった補助をされるということ

なんですか。今例えば、１２園ですけど、希望するところがもっと多くて、３０園あれ

ば３０園の分補助をするということなんですか。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 はい、そうです。 

 

（岸川委員長） 

 福岡ですかね、痛ましい事故がありましたけれども、園内のどこかで一括して監視す

るようなシステムがあれば防げたんじゃないかなと思うんです。録画することも大事で

すけど、どこかでずっと見守るということ。事故を未然に防ぐためにはこういうシステ

ムの設置が必要になっていくかもしれませんね。 

 それと、鍋島小学校の大規模改造は今年度の工事が終わって、また次に別の校舎をさ

れるということになりますか。 

 

（今井こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 はい、これは２９年度までの事業になっておりまして…… 

 

（岸川委員長） 

 今している分が。 

 

（今井こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 はい、そうです。 

 

（岸川委員長） 

 ２９年度まで引き続きここに入っているということですね。 

 

（今井こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 はい、その分を一応２９年度、実際はやるんですけど、予算が国のほうから補正でつ

きましたので、今回確保して、実際やるのは翌年度に繰り越してやるわけですけれども。 

 

（岸川委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 そしたら、ほかに質問がなければ、これで報告事項については終わります。 
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 ほかに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１１月の定例教育委員会を閉会いたします。どうも

お疲れさまでした。 

 


