
教 育 委 員 会 会 議 録 

 
平 成 ２９年 ３月  定 例 教 育 委 員 会 

開 会 日   平成２９年３月２８日（火） 

開 会 時 間   午後２時２８分～午後３時３３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    山口委員 

 片岡委員     田口委員    東島教育長 
 

事

 

務

 

局 

江副副教育長兼社会教育部長 藤田こども教育部長 今井こども教育

部副部長兼教育総務課長 中村こども教育部副理事兼学校教育課長 

梅﨑学事課長 久我こども家庭課長 一番ヶ瀬こども教育部副理事兼

保育幼稚園課長 百崎社会教育部副部長兼社会教育課長 宮崎文化振

興課長 園田図書館長 稲冨スポーツ振興課長 大坪教育総務課副課

長兼総務係長 中尾教育総務課主幹兼教育政策係長 松本教育総務課

指導主事 

提 出 議 案 

 

第３９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いて 

第４０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につ 

       いて 

第４１号議案 佐賀市教育委員会組織規則の一部を改正する規則について 

第４２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 

       について 

第４３号議案 佐賀市教育支援委員会規則の一部を改正する規則について 

第４４号議案 佐賀市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規 

       則の一部を改正する規則について 

第４５号議案 佐賀市教育委員会事務局職員職名規程の一部を改正する訓 

       令について 

第４６号議案 佐賀市教育長職務代理規則の一部を改正する規則について 

第４７号議案 佐賀市立学校における地域学校運営協議会の設置等に関す 

       る規則の一部を改正する規則について 

第４８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 

第４９号議案 佐賀市児童館条例施行規則改正について 

 

協 議 事 項 

 

 な し 

 

報 告 事 項 

 

①西与賀小コミュニティ・スクールの設置について 

②公民館主事（専門職主事）の異動について 

③２０１７さが桜マラソン 大会結果報告 

 

欠 席 委 員 

 

 な し 
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傍 聴 者 数 

 

 

 

報 道関係者 

 

 

 

会議録作成者 

 

教育総務課副課長  大坪 裕樹 

 

 

日程１ 開会の宣告 

 

（岸川委員長） 

 それでは、佐賀市教育委員会３月定例会を開きたいと思います。 

 皆さんこんにちは。いよいよ３月２８日ということで、年度末ぎりぎりになってきて

おりますけれども、皆さん組織の変更、引き継ぎ等、本当に今大変な時期だろうと思っ

ております。異動される方もいらっしゃるというふうに前回聞いておりますし、また違

う部署でも頑張っていただきたいと思いますし、また組織自体が変わるということで、

私たちもどうなるのかなと思っております。 

 今日は今年度最後の定例委員会です。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、これは私が研修に行った際に、文科省のほうから動向ということでいただ

きました資料なので、これはお時間があるときに、目を通していただければと思ってお

ります。 

 それでは、委員会に入ってまいります。 

 本日は、現在田口委員さんから遅れるとの連絡が入っておりますので、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、説明をお願いいたします。 

 

（大坪教育総務課副課長兼総務係長） 

 ２月２８日の定例教育委員会の会議録につきましては、３月２３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） 

 それでは、報告内容について質疑はございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、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） 
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 次に、日程３、教育長報告をお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 今回はペーパーを用意しておりません。まず１点目が、佐賀藩１０代藩主の鍋島直正

公の銅像の除幕式が４日の日にございました。ちょうど委員長とも一緒になりましたけ

れども、本当にすばらしい銅像が佐賀城本丸に再建されて、恐らく佐賀の歴史学習なり

子どものふるさと学習なりの基点として展開できるのではないかなというふうな思い

をしたところでございます。やはり佐賀市内だけでなく、県下いろんな方々がこの直政

公に関しては大変関心があられたというのを痛切に感じました。そういう思いで、この

除幕式及び前のレセプションに参加をしたところでございました。 

 それから２点目、これは保育所、幼稚園、小中学校の卒園・卒業式がございました。

無事に全てが終了いたしました。私は若葉保育所、兵庫小学校、思斉館中学部に参りま

したが、それぞれの発達に応じて子どもたちの心に残る卒園・卒業式が行われておりま

した。特に中学校の卒業式には大変興味があるんですが、極めて厳粛な中にも温かい雰

囲気の、１人も中学３年生が乱すことなく、本当にすばらしい卒業式を迎えたというこ

とで、私は感動いたしました。あそこはこれから多分学力がうんと上がっていくなとい

うふうな思いを持ったところです。校長が式辞の中に、９カ年皆勤者の名前を述べられ

ました。３カ年じゃなくて、小学校から中学３年、いわゆる義務教育９年間皆勤をした

者がおりました。これはすばらしいなと思ってですね。以前は皆勤賞を渡していました。

皆勤賞を昔は教育委員会が渡していたんですよ、９年義務教育を完全に行き通した子ど

もたちには教育委員会から皆勤賞を渡していたんですが、あの皆勤というのは非常に、

勉強の成果以上に重みがあるんじゃないかなというふうに私も感じたところでござい

ました。何とかこの皆勤賞という賞になるかどうかわかりませんが、そういう意識で子

どもたちを育てていただければいいなというふうな思いで帰ったところでございまし

た。 

 ３点目、これは今日の報告になっております「さが桜マラソン２０１７」及び前日の

前夜祭「ランナーズナイト」が行われましたけれども、非常に暑い中での盛会であった

と。前日、湯田さんといろいろ話をさせていただきましたが、非常にかわいらしい方で、

あんな小さな体にあれだけのエネルギーがどこから出てくるのかと。タレントと言って

もおかしくないぐらい美しい方でした。そういうことで、今年度の桜の花がなかった分、

それで花があったかなというふうな思いでおりました。 

 ４点目、教職員の内示、無事に皆さん方の付議をしていただきまして、内示を終えた

ところです。今年度から公表が早くなるというふうに聞いておりますので、多分１日で

なくて、その前に新聞報道がなされるであろうと思いますので、それをお含み置いてい

ただきたいと思います。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 報道は３０日の朝です。 

 

（東島教育長） 

 ３０日に多分公表になるだろうということで、これはどういうことかといいますと、

現状でいけば、始業式の日に先生方は旧任地で辞任式をやるんですよ。だから、始業式

に担任名を発表しても、子どもたちの前に担任はいないという状況がありまして、始業

式の本当の始業式らしいものがなかった。本来でいけば、年度内に辞任式を終えて、始

業式にはきちんと新任地に皆さんがそろうと、これが本来の姿というのは私もかねがね

思っておりまして、この方向に向いているのかなというふうに思っております。 

 ５点目、これは２５日の土曜日でしたが、三重津海軍所跡の世界遺産登録記念銘除幕

式がございました。これに参加させていただきましたが、室内のほうでセレモニーを行

いまして、外で除幕式を行いました。反射炉をかたどった１７０センチの人間の身長ぐ
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らいのものに、この世界遺産登録の記名が日本語と英語で書かれていたような気がいた

します。この除幕式、本当に寒い中に結構長い時間ありまして本当に大変でしたが、た

だ、今回新たに登場したのが三重津ドームシアター、今まで１階のところで５人ぐらい

で見ていましたよね。あれがドームになっておりまして、３０人は入れると思います。

視聴をしてまいりましたけれども、本当によくできております。ぜひいずれかの機会に

皆さんにも行っていただければというふうに思っております。 

 それから、もう一つは三重津に新しいポイントが追加をされました。そういうことで、

世界遺産登録を受けてからの三重津海軍所跡、佐野常民記念館との両方の中でだんだん

充実をしてきていることを感じたところでございます。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 以上の報告につきまして、ご質問等ございましたらお願いいたします。よろしいでし

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） 

 続きまして、日程４の提出議案に移りたいと思います。 

 本日の会議の案件は、来年度からの教育委員会の組織機構の改編等に伴います教育委

員会規則の改正に関係する提出議案が多くございます。 

 委員会の審議の迅速化を図るため、これら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たいと考えます。 

 第４７号議案から第４９号議案については、１議案ずつ担当課から説明を受けたいと

存じます。 

 それでは、第４７号議案から第４９号議案を除き、第３９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いて』から、第４６号議案『佐賀市教育長職務代理

規則の一部を改正する規則について』まで、教育総務課から一括して説明をお願いいた

します。 

 

（今井こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 それでは、私のほうから説明させていただきます。先ほど委員長言われました、第３

９号議案から第４６号議案までの８つの規則、訓令の提案につきましては今、委員長申

し上げられましたが、２月の教育委員会の研修会でご報告させていただきましたとお

り、平成２９年４月１日付の組織機構改編に伴いまして、関係規則等の改正を行うもの

でございます。 

 組織機構の改編の概要につきましては、平成２９年４月１日付で発達障害への支援体

制強化や子どもの貧困対策など、子ども・子育てに関する施策を総合的かつ効果的に推

進するため、市長事務部局に「子育て支援部」を新設し、それに伴い、教育委員会事務

局のこども家庭課、保育幼稚園課の２課を市長事務部局へ移管するものでございます。

また、新部の創設に伴い、こども教育部の名称を「学校教育部」へ名称変更を行うもの

でございます。 

 お手元の定例教育委員会資料の１ページをお開きください。また、別冊の議案資料等

につきましては新旧対照表を載せております。この資料につきましては、１ページから

３ページをまずごらんください。 

 それでは、最初に第３９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』

でございますが、部名の変更及びこども家庭課、保育幼稚園課、保育所の移管に伴い、
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その公印を廃止するものでございます。 

 次に、委員会資料２ページをお願いいたします。議案資料等につきましては４ページ

でございます。 

 第４０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』でございます

が、２課の移管に伴い、所管部長の児童福祉に関する事務の専決事項を削除するもので

ございます。加えまして、本庄幼稚園職員の服務管理について、事務の簡素化のために

園長にその権限を付与する改正を行ったものでございます。 

 それから、次に委員会資料３ページをお願いいたします。議案資料等は５ページから

７ページになります。 

 第４１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』ですが、部名の変

更や２課移管に伴う事務分掌の削除及びスポーツ振興課内に「スポーツコンベンション

係」が新設されることに伴い、所要の改正を行っております。 

 続きまして、委員会資料の５ページ、６ページ、議案資料については８ページ、９ペ

ージになります。 

 第４２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』及び第４

３号議案『佐賀市教育支援委員会規則の一部を改正する規則』についてでございますが、

ともに部名の変更、こども家庭課及び保育幼稚園課の両課が移管されることに伴う改正

を行うものでございます。 

 次に、委員会資料７ページ、議案資料は１０ページをお願いいたします。 

 第４４号議案『佐賀市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部を

改正する規則』でございますが、市立本庄幼稚園は教育機関であるため、教育委員会に

位置づける必要がございます。このため、従来どおり保育幼稚園で事務を行えるよう市

長事務部局へ補助執行とするための改正をするものでございます。 

 次に、委員会資料８ページ、議案資料は１１ページをお願いいたします。 

 第４５号議案『佐賀市教育委員会事務局職員職名規程の一部を改正する訓令』でござ

いますが、これにつきましては、２課及び保育所移管に伴い、保育士と保健師の職名を

削除することと、それからあわせて幼稚園教諭を新たに表記するために改正を行うもの

でございます。 

 次に、委員会資料９ページ、議案資料等につきましては１２ページをお願いいたしま

す。 

 第４６号議案『佐賀市教育長職務代理規則の一部を改正する規則』でございますが、

これにつきましては、部名の変更に伴い改正するものでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 これについて、質問等ございましたらお願いいたします。 

 本庄幼稚園は現状のまま残るということになるわけですね。 

 

（今井こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 幼稚園は教育委員会に残りますので、保育幼稚園課に補助執行という形で管理運営等

は従来どおりやれるような形で規則改正を行っております。 

 

（岸川委員長） 

 新しい教育委員会の組織図はまだできていないんですか。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 教育委員会の組織図はございます。すぐお渡しできます。 

 

（岸川委員長） 
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 それを見ながらしたほうが頭に入りやすいかなという感じがします。 

 

（岸川委員長） 

 はい。何かほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第３９号議案『佐賀市教育委員会公印規則の一部を改正す

る規則について』から、第４６号議案『佐賀市教育長職務代理規則の一部を改正する規

則について』までは、原案のとおり承認します。 

 続きまして、第４７号議案『佐賀市立学校における地域学校運営協議会の設置等に関

する規則の一部を改正する規則について』、教育総務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） 

 資料は１０ページになります。第４７号議案『佐賀市立学校における地域学校運営協

議会の設置等に関する規則の一部を改正する規則について』でございますが、議案資料

等については１３ページから１６ページになります。 

 この概要は、先日の臨時教育委員会時に内容を報告させていただいたものでございま

す。本規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、略して地教行法といいます

が、それを受けて、学校運営協議会、コミュニティ・スクールについて、その設置の目

的、指定の方法、委員の構成、役割等を明記した教育委員会規則になります。 

 今回の改正は、国において教職員定数の変更や学校運営協議会の役割が見直され、義

務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級

編成及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律として、複数の法律が

一括法として改正され、平成２９年４月１日施行となります。この中の１つの地教行法

において、学校運営協議会に係る部分の一部見直しがなされております。最初は予定と

いうことで説明を申し上げようと思いましたが、昨日、この法案が可決になっておりま

すので、施行ということになります。 

 その見直しの内容についてでございますが、従来、コミュニティ・スクールは教育委

員会が指定をするという形態をとっておりますが、今回の改正で、教育委員会は、所管

する学校ごとに当該学校の運営及び必要な支援に関する協議機関として、学校運営協議

会を置くように努めなければならないと、努力義務化がなされております。それで、こ

の指定という概念では行えなくなったわけでございます。この部分が大きな改正点でご

ざいます。また、それとあわせまして、改正されました主なものとして、１つには協議

会の新たな協議事項として、これまで学校運営に関するのみだったのが、学校運営に必

要な支援を行うことが加味されております。 

 ２つ目に、委員の任命に関しては、校長の意見を踏まえること。これは校長のリーダ

ーシップを促すものでございます。 

 ３つ目に、教職員の任用に関して、学校運営協議会は任命権者に意見を申し出ること

ができるわけでございますが、そこに従前は特段の規律がなかったものが柔軟な運用を

確保する仕組みとすることというのが言われています。この３つがこういうふうに改正

になっておりますけれども、佐賀市においては従前どおり、今までもこのような取り扱

いをやってはきております。 

 ４つ目、委員構成に学校運営に資する活動を行う者等の参画を促進することというこ

とが規定されています。 

 それから５つ目、法律上は小中学校それぞれで学校運営協議会を設置する必要があっ

たものが小中一貫教育等を行う場合は、複数校で１つの学校運営協議会を設置すること

ができるようになるなど、今回の改正は主なものとしてこういうのがなっております。 

 現在の教育委員会規則では、学校を指定することを念頭に置いた平成１９年に規則を

制定しておりますので、この法律改正の趣旨に沿って所要の改正をお願いするものでご

ざいます。 
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 説明は以上です。 

 

（岸川委員長） 

 これについて、質問等ございましたらお願いいたします。これは前回研修会のときに

ご説明いただいた分とは思いますけれども。 

 特に異議はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 そしたら、異議がないようですので、第４７号議案『佐賀市立学校における地域学校

運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正する規則について』は、原案のとおり承

認いたします。 

 続きまして、第４８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、１３ページ、１４ページとなっております。この内容につきま

しては、低所得世帯、多子世帯等の経済的負担を軽減するために、利用者負担の上限額

に係る特例措置を拡充するというものでございまして、資料は１５ページのほうにつけ

ております。それから、新旧対照表につきましては資料の17ページから21ページでござ

います。内容につきましては、議案の１５ページのほうで説明をさせていただきたいと

思います。 

 保育料の負担軽減につきましては、改正の背景、趣旨でございますが、先ほど申し上

げました低所得世帯、それから多子世帯等の経済的負担を軽減するというものでござい

まして、昨日、平成２９年度の予算が成立しましたので、間もなく政令のほうも改正に

なると思いますが、子ども子育て支援法施行令の一部改正が２９年４月１日施行で改正

されます。これは幼児教育の無償化に向けた取り組みの段階的推進によるものでござい

ます。 

 現在の保育料とかの軽減措置でございますが、第２子は半額、第３子以降無償という

ふうになっております。この第２子、第３子のカウントの仕方につきましては、保育に

つきましては小学校就学前の子どもの第１子、第２子、第３子と計算するんですが、教

育のほうは小学校３年生までの中で第１子、第２子、第３子というふうにカウントする

ものでございます。第２子半額、第３子以降無償というふうに現在のところなっており

ます。それから、年収約３６０万円未満相当世帯、ここにつきましては、兄弟姉妹の多

子カウントの年齢制限なし、先ほど小学校就学前とか小学校３年生までと言っていまし

たが、年収３６０万円未満相当世帯につきましては、その年齢制限を取っ払っての実の

第１子、第２子、第３子でカウントするというものでございます。それから、ひとり親

世帯等の第１子は半額、第２子以降は無償というふうになっております。それから、ひ

とり親世帯等の市町村民税非課税世帯は無償というふうになっております。 

 今回の改正内容でございますが、大きくは２つなんですが、１つは市町村民税非課税

世帯の第２子、これにつきましても無償化をするというものでございます。現在は１号

認定は１，５００円、２号認定３，０００円、３号認定４，５００円というふうに、現

在でも半額の金額でその１，５００円、３，０００円、４，５００円となっております

が、その分を０円にするというもので、第２子は無償化というふうになります。それか

ら、②なんですが、年収約３６０万円未満相当世帯の保護者負担の軽減ということで、

ひとり親世帯等の保護者負担の軽減措置をさらに拡充するというものでございます。現

行でも半額になっている保護者負担額につきまして、１号認定で６，９００円の負担で

あるものをさらに３，０００円にすると。それから、２号認定につきましては６，９０

０円から１万１，１００円というふうに、半額でそういうふうになっているものを６，

０００円とする。３号認定につきましては、９，１００円から１万３，１００円という
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ふうに半額になっておりますが、それを９，０００円とするというものでございます。 

 それからもう一つ、１号認定の保育料の軽減ということで、年収約３６０万円未満相

当世帯の１号認定保育料につきましては、現在の１万４，８００円を１万２，８００円

というふうに、一律２，０００円の負担軽減とするというものでございます。施行期日

につきましては、平成２９年４月１日でございます。これに伴いまして、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

る規則というものを公布するものでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（伊東委員） 

 １つよろしいですか。予測でしょうけど、トータルとして年間の軽減費用というのは

どのぐらいになるんでしょうか。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 その分、保護者の負担を軽減することで市の持ち出しというのが増えるんですが、予

想としては、保育の保護者負担で約２５７人、それから教育の分で２８３人というふう

に、現在の方々での試算をやると合わせて５４０人が対象、大体それぐらいになるだろ

うと。その分での市の負担増は１，１５０万円というところを見込んでいるところでご

ざいます。 

 

（伊東委員） 

 はい、ありがとうございました。 

 

（岸川委員長） 

 佐賀市特定教育というのは何を指しているのでしょうか。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 幼稚園なんですが、施設型給付の幼稚園といいまして、幼稚園にも今までどおりの幼

稚園と、幼稚園のほうが保育料を幾らと決めていいという、今までのタイプの幼稚園と、

市のほうで負担額は市民税の税額に応じて決める施設型給付の幼稚園というのがあり

まして、そちらになると市のほうで決めた額を負担してもらう。お子さまを預かって幾

らというのを市のほうがその園のほうに給付するという、保育所みたいなタイプの幼稚

園がございまして、その保育所みたいなタイプのほうが特定教育というふうにいいま

す。 

 

（岸川委員長） 

 それは現状何園ぐらいあるんですか。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 現在、本庄幼稚園、高岸幼稚園、翠幼稚園の三園です。 

 

（岸川委員長） 

 はい、ありがとうございます。 

 ほかに質問ございませんでしょうか。 

 もう１点、この段階的に無償化を目指しているということなんですけど、やっぱりそ

ういう方向性になっているということですよね、いずれは。 
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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） 

 国のほうはその方向で、一どきにできないので、徐々にということでされているみた

いです。 

 

（岸川委員長） 

 この場合も、多分その方たちの所得に応じた形ということですね。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 はい、そうです。 

 

（岸川委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 ほかに質問がないようですので、第４８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』は、

原案のとおり承認いたします。 

 続きまして、第４９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』、こども家庭課からご説明をお願いいたします。 

 

（久我こども家庭課長） 

 こども家庭課からは、第４９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』、ご説明をいたします。 

 資料の１６ページをお開きください。改正内容は、児童館の使用料の改正でございま

す。児童館の使用料は、現在松梅児童館において保育機能を利用される場合にご負担い

ただいているものでございます。この児童館使用料は保育料に準じて算定することとな

っておりまして、保育料が今回改正されることに伴い、使用料も改正するものでござい

ます。 

 改正の内容はそちらに書いてあるとおりでございますが、議案資料の２２ページに新

旧対照表をつけております。それをまた具体的に説明するために、教育委員会資料の１

５ページ、先ほど保育幼稚園課のほうで説明がありました「保育料負担軽減について」

という資料を用いてご説明をいたします。 

 教育委員会資料の１５ページです。その中で、基本的な考えは保育料と同じでござい

ますので、金額の変更の部分だけご説明をいたします。 

 改正内容といたしまして、２号認定相当の３，０００円と書いてありますところが松

梅児童館では２，４００円で実施をしております。３号認定４，５００円と書いてござ

いますところが、松梅児童館では３，６００円で現在実施をしているところです。それ

が今回の改正を受けまして、無償、０円になるという変更をいたします。 

 それと、②のところの年収約３６０万円未満相当世帯の保護者負担軽減でございます

が、２号認定の保育幼稚園課のほうでは６，９００円から１万１，１００円となってお

りますところが、松梅児童館では５，５００円から８，８８０円という負担をいただい

ております。３号認定におきましては、保育幼稚園課のほうで９，１００円から１万３，

１００円となっておりますところが、７，３００円から１万４８０円というご負担をい

ただいているところでございます。それが今回の改正によりまして、２号におきまして

は４，８００円のご負担、３号におきましては７，２００円のご負担というふうに改正

をする予定でございます。おおむね児童館使用料におきましては、保育料の８０％とい

うことで算定を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） 
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 何かご質問はございませんでしょうか。 

 現在松梅だけですよね、こういった児童館が保育園的な機能をしているところは。 

 

（久我こども家庭課長） 

 はい、そうです。 

 

（岸川委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 そしたら、異議がないようですので、第４９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』は、原案のとおり承認します。 

 

日程５ 報告事項 

 

（岸川委員長） 

 続きまして、日程５、報告事項に移ります。 

 報告事項「西与賀コミュニティ・スクールの設置に向けて」について、教育総務課か

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） 

 それでは、資料の１７ページをお願いします。西与賀小コミュニティ・スクールの設

置に向けてということでご報告いたします。 

 佐賀市では、城南中学校区の３校、赤松小、北川副小、城南中学校と松梅校、合わせ

て４つの学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクールとしての活動を行っており

ます。コミュニティ・スクールでは、学校の中に地域代表や保護者代表、学識経験者な

る学校運営協議会という組織を設置いたします。学校運営協議会の委員につきまして

は、一定の責任と権限を持って学校経営に参画をすることになっております。 

 文部科学省では、このコミュニティ・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おります。 

 西与賀小学校では、今年度４月から１年間学校運営協議会準備委員会を立ち上げ、準

備を進めてまいりました。もともと西与賀小学校は、地域と学校とのつながりが強く、

公民館や自治会、地元の企業などの協力や支援をいただきながら教育活動を進めている

学校でございます。教育委員会としましても、この会議に出席しまして、資料の提供等

を行いながら準備に携わってきたところでございます。準備会では、子どもを学校、地

域、家庭で育てていくという目的のもと、学校と地域の連携活動を中心とした意見交換

が熱心に行われました。その年間の活動状況というのはこの一覧表にあるとおりでござ

います。 

 資料の１９ページをごらんください。今年度の準備委員会の成果を載せております。

５点上げておりますように、先進校の視察やコミュニテ・スクールフォーラム等の研修

会にも積極的に参加をいただきまして、毎回報告会を開いて今後の活動について話し合

いが行われました。西与賀小学校が現在既に行っている取り組みを工夫することで、さ

らに連携を深めていけるのではないかと考えております。 

 続きまして、今後の課題につきましても５点上げております。まずは西与賀小学校が

コミュニティ・スクールとなることをしっかり地域や保護者に知っていただくことが大

切だと考えております。西与賀小学校コミュニティ・スクールパンフレットを作成しま

したので、地域住民の方や保護者に配布するとともに、５月のＰＴＡ総会でも説明会を

行う予定としております。地域の皆さんが子どもたちのためにさまざまな活動をされて

いることをご理解いただきまして、それぞれできる範囲で協力、参画しようという意識
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を高めていくことが必要ではないかと考えております。また、②から④に上げておりま

すように、学校の教育内容と地域とかかわる学習活動や地域での行事などを整理しなが

ら、お互いに無理のない継続可能な取り組みと発展していくことができるよう、教育委

員会としても支援することができればと考えているところでございます。 

 来年度の組織としましては、資料の１８ページの中段以下にありますように、今現在

の活動を３つの応援団に整理されました。平成２９年度から実際に活動を進めていきな

がら活動体制の充実や改善を図れるものと考えております。 

 そこで、佐賀市立学校における地域学校運営協議会の設置等に関する規則第２条の目

的を達成するものと判断し、第３条により平成２９年４月１日付で正式にコミュニテ

ィ・スクールとなることを通知し、西与賀小学校運営協議会を設置したいと考えており

ます。 

 資料の２１ページ、きょう規則改正等行われましたので、今までは指定書でございま

したが、通知書という形で今回送付するようにいたしております。 

 報告は以上になります。 

 

（岸川委員長） 

 今のご説明につきまして、ご質問等がございましたらお願いいたします。 

 委員の人選は、やっぱり校長先生主導でされていらっしゃいますか。 

 

（今井こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 中心になります。結局教育委員会で協議してということになりますが、もちろん校長

先生からの推薦と、地域と地元のことがよくわかっていらっしゃるので、校長先生から

お願いしていただいて、教育委員会と協議して決定しております。 

 

（片岡委員） 

 パンフレットはどんな内容のものを作成されているんですか。 

 

（今井こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 今日どういうものかお渡しさせていただきたいと思います。遅くなりまして申しわけ

ございません。 

 

（伊東委員） 

 コミュニティ・スクールの設置条件というのは大きく幾つかあると思いますけれど

も、設置条件を一言で言うとどうなりますか。立候補的なもの、自分のところがやりた

いということもいいんですか。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 基本的には学校が今までは手挙げ方式で、こういった地域の課題があるから、地域と

一緒にやっていきたいということで、校長先生方がリーダーシップをとられて、校長先

生方がコミュニティ・スクールを設置したいということを教育委員会に申し出をされま

して、そこから一定の準備期間を設けて予算的な財政措置もやった上で、準備が調った

段階で指定をするというような対応をとっております。 

 

（伊東委員） 

 例えば、そこに１０校とか手が挙がった場合の審議、チェック項目というのはどうな

んですか。 

 

（東島教育長） 

 この学校運営協議会制度は条件そのものはありません。ですから、赤松に指定かけた
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ときには地域に何もなかったんです。ですから、条件はまずないと。ただ、いきなりや

ってもできないものですから、地元と学校との関係性の深いところ、あるいはその土壌

があるところはやりやすいだろうということで手挙げ方式になっているわけですよ。と

同時に、手が何校も挙がれば、それを全部指定することになります。できる限り多くの

学校に学校運営協議会組織をつくっていただきたいという思いがありますけれども、一

方で、やはり地域との関係性とか、あるいは運営協議会委員になる方が本当に存在され

ているのかという、ここら辺の人選あたりも非常に課題があります。だから、赤松の場

合には準備期間が１年半ぐらいかかっています。組織からつくり上げなければいけなか

った。地域との関係性が非常に薄かったものでですね。そういうことがありますので、

今後はこれを努力義務になっていますから、積極的に校長先生方も意識を持って地域と

の関係性をつくっていく。そしてそれがある程度になったところで運営協議会制度にの

っかっていくという、こういう筋道をつくってやらないかんなと思っています。 

 

（伊東委員） 

 ちなみに、年間の予算というのはどのぐらいなんですか。 

 

（松本教育総務課指導主事） 

 予算として、特色ある学校づくり推進事業というところで、一応各学校に少しずつ、

取り組みを始める前の１年間の準備期間と、その後、設置をした後の１年間は予算的な

ものをつけようということで、各学校２０万円とか３０万ぐらいは研究視察等もありま

すので、その視察とか講師にご講話いただくような謝金とか、そういうものをお渡しで

きるようにはしております。また、文科省も推進事業を行っておりますので、そちらの

ほうを活用しながら予算を立てているところです。 

 

（伊東委員） 

 はい、ありがとうございました。 

 

（岸川委員長） 

 ここはさっきの議案でもあったように、これから指定ということでなくて、各学校に

対して、できればつくってくださいよというスタンスなんですね。 

 

（今井こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 そうですね、推進していくという、もう義務化されていますので。ただ、今教育長も

おっしゃったように地域とのことがありますので、そういう土壌ができて進められると

ころから推進していくということにはなると思います。準備が要りますので、手を挙げ

られて、そういう土壌が固まってくるような準備を、今度も１年かけてやっております

が、そういうことを進めてやっていくということになります。 

 

（山口委員） 

 準備期間の間に、誰かお手伝いをしてくださる方が外部から来られたりとかするんで

すか。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 外部というよりは、地域の方々が、代表者は来られていますので、その運営協議会の

中でボランティアを募った形で学校運営に一緒になって参加をしていただくというよ

うな形をとられている場合が多いです。 

 もう一つ補足しますと、今回の改正に伴いまして、校長先生方は校長会がありますの

で、当然、努力義務化になりましたよということで、改正の内容はこうですよ、地域と

一緒にやっていかなくちゃいけないですよということは校長会の中でもお話をしてい
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かなくちゃならないだろうなというふうには思っています。 

 

（岸川委員長） 

 それは新年度の校長会のときに説明しますか。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 そうですね、議案等が４月が多いものですから、その順番立てを考えながら、なるべ

く早目に校長先生方にはお話ししたいと思っております。 

 

（岸川委員長） 

 はい、わかりました。 

 これについては先ほど文科省の資料の１２ページにもこのことについては書いてあ

ります。 

 ほかにご質問がなければ、続きまして、「公民館主事（専門職主事）の異動について」、

社会教育課から説明をお願いいたします。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 それでは、資料の２２ページをお願いいたします。平成２９年度佐賀市立公民館主事

（専門職主事）の人事異動についてでございます。 

 公民館主事の異動につきましては、こちらに記載しておりますとおり、組織の活性化

であったり、公民館主事の育成を目的に実施しているところでございます。以下、基本

的な考え方、人事異動の実施基準、今回の人事異動の概要の順番にご報告をいたします。 

 まず、１番目の基本的な考え方についてでございます。こちらに記載の４点を異動に

当たっての基本的な考え方としております。 

 まず(1)でございます。公民館主事（専門職主事）の自己評価、公民館の状況、公民

館主事本人の状況、地域の状況等を総合的に勘案し、市内全ての公民館を対象としてい

るところでございます。２番目に、適材適所に配置をするように考えております。 

 ３番目、概ね在籍５年をめどに人事異動を行うようにしております。それから、４番

目、常勤職員（一般職主事）の配置状況や異動の意向調査の結果等を踏まえまして、平

成２８年度から平成３０年度の３年間をめどに館長１名、一般職主事１名、専門職主事

１名の３名体制を全地域へ整備、構築することで進めているところでございます。この

基本的な考え方をもとに人事異動を実施するため、１１月下旬には公民館主事（専門職

主事）全員と面談を行って各公民館の状況や異動希望等の意向について聴取をしたとこ

ろでございます。 

 次に、２番の人事異動の実施基準についてでございます。６点を基準としております。 

先ほど申しましたように、平成２８年度から概ね３年間で常勤職員（一般職主事）を配

置することに伴いまして、長期滞在者の解消を図ることにしております。２番目に、長

期滞在者は、原則人事異動の対象とすることにしております。３番目です。同じ公民館

に在籍する２人の職員を同時に異動をさせないこととしております。４番目、一方の公

民館職員の在館年数が１年未満の場合は、もう一方の公民館主事の異動は避ける形で進

めていきたいと考えております。５番目、ただし、教育委員会が判断して必要な場合は

異動もあるということで、ここで特例を書いているところでございます。６番目です。

公民館の建設とか、公民館によっては、その他特殊な事情がある場合もございますので、

その場合は異動の対象としないなど、配慮をすることにしているところでございます。

そして、これらのことを十分に考慮いたしまして、今回、平成２９年４月１日付の人事

異動を行うことにしております。 

 ３の、平成２９年４月１日付人事異動の概要というところに書いておりますけど、ま

ず対象の公民館については、公民館の位置付け整理ということで、生涯学習センター、

一部コミュニティ・センターを今年度、平成２８年４月から全て公民館という呼び名、
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位置付けにし、全部で現在３１公民館となっております。その全ての公民館を配属先の

対象としているところでございます。 

 次に、人事異動の内容でございます。現在は公民館主事（専門職主事）は男性１５名、

女性１９名の合計３４名を配置しているところでございます。３４名のうち在館年数、

５年未満の者が２６名、５年以上９年未満の者が１名、それから、９年以上の者が７名

配置をしているところでございます。このうち、今回男性１名と女性３名の合計４名の

異動を行うことにしております。 

 なお、表の下で※で記載をしております。一番上の※でございますけど、今年度末で

男性１名の専門職主事が自己都合で、これは体調面で退職をすることになっておりま

す。また、今回は常勤職員、先ほど申しました一般職主事の新規配置が３箇所でござい

ましたので、嘱託職員の任用の継続と新規募集で対応することとしております。 

 各公民館の配置状況につきましては、次の２３ページ、こちらのほうがわかりやすい

かと思います。一番左の表が平成２８年度（現行）でございます。公民館主事（専門職

主事）が３４名、一番下のところです。常勤職員（一般職主事）、これは行政職の主事

でございますけど１９名、それから嘱託職員が１２名おりまして、ここに書いているよ

うな配置にしているところでございます。真ん中のところが、平成２９年の表になりま

す。今回、平成２９年４月１日付の人事異動を反映させたものでございまして、常勤職

員（一般職主事）太字で表示をしておりますけど、循誘、高木瀬、若楠に１名ずつ、合

計３名配置がされておりまして、その３カ所の主事を異動させております。この結果、

公民館主事（専門職主事）が一番下のところを見ていただきまして３３名、常勤職員（一

般職主事）が２２名、嘱託職員が１０名となっております。その下に書いておりますけ

ど、２８年度と２９年度とを比べて、専門職主事が１名減っているのは、先ほどご説明

しました退職者１人の分でございます。 

 次に、一番右でございます。平成３０年度の予定でございます。松梅公民館が今平成

３０年の４月をめどに、開館する予定でございますので、公民館の数は、１館増えて全

部で３２館となります。また、概ね３年をめどに公民館主事（専門職主事）を全公民館

へ配置する計画でございますので、公民館主事（専門職主事）、常勤職員（一般職主事）

はともに３２名ずつとなります。このために公民館の常勤職員を来年はあと１０名配置

をしていただく計画で今進めているところでございます。それと、嘱託職員につきまし

ては、施設管理補助のため規模の大きい公民館、ここで申しますと諸富町公民館、春日

公民館、富士公民館については施設が大きくございますので、施設管理の補助のため嘱

託職員を配置するようにしているところでございます。これは２８年度から引き続きと

いう形になります。 

 説明は以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 以上、説明についてご質問等ございましたらお願いいたします。 

 はい、伊東委員さん。 

 

（伊東委員） 

 前回も質問したんですけどよくわからなくて、専門職主事と一般職主事、これは業務

内容はどう違うんですか。何か業務分掌的なものがあるんですか。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 基本的には業務内容は一緒でございます。 

 

（岸川委員長） 

 要は、この一般職主事という人は、市長部局からの異動ということですよね。 
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（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 はい。 

 

（岸川委員長） 

 それで、この専門職主事は、公民館の中だけでしか異動はないということですね。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 そうですね。これが平成１８年、１９年当時、公民館運営協議会で雇われた職員、こ

れは旧市の１９公民館で雇われた職員でございます。これが今３４名おり、１０年ぐら

い勤められておりますけど、平成２４年４月１日に市の職員として採用された職員でご

ざいまして、専門で公民館の教室、講座であったり、体験学習であったりをやられてい

る方でございます。ここでは説明が分かりやすいように、あえて余り一般的じゃない一

般職主事と専門職主事というような言葉の定義づけをして説明をさせていただいたと

ころでございます。 

 以上です。 

 

（伊東委員） 

 前からの流れでこういう表現をされているんですね。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 はい、そうです。ちょっとわかりにくいので、あえてこういう一般とか専門とか分け

て説明をしていますけど、基本は業務内容は一緒でございます。 

 

（岸川委員長） 

 公民館については、私が委員になってから８年間ですけど、その間地域委託になった

のが、また市直営に戻ったりしました。 

 

（東島教育長） 

 公民館名に諸富町だけは町がついているのはなんでですか。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 実は諸富公民館という自治公民館が近くにあるんです。 

 

（東島教育長） 

 もう一つあるんですね。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 諸富という自治会の公民館があるので、そこと間違えないように諸富町という名称で

ついているということを聞いています。実は川上公民館は川上町という名称がついてい

ないですけど、川上公民館という自治会の公民館があるので、ちょっとそこの整合はと

れていないんですけど。 

 

（岸川委員長） 

 この嘱託がついているところは、やっぱり規模的に大きいところというふうな理解で

よろしいですか。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 大体２，０００㎡以上の施設に１人多く配置しております。 
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（岸川委員長） 

 諸富も春日も大きいですから、富士町もですね。 

 ほかに質問はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問がなければ、続きまして、「２０１７さが桜マラソン大会結果報告」について、

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） 

 お手元のほうにＡ４の資料１枚とＡ３の資料１枚をお配りしております。簡単に説明

します。 

 大会経過報告の速報ということで、まず期日が平成２９年３月１９日、それからゲス

トについては先ほど話にありました湯田友美さん、あとゲストランナーに君原健二さん

と栁川春己さんをお迎えしております。 

 大会結果ですけれども、男子、女子ありまして、女子のほうは佐賀県勢が上位３位を

独占しているというところでございます。 

 出走者及び完走者ですけれども、先ほどありましたように、完走率については、前回

から２週間前倒ししたというところもありまして、92.4％ということで、前回より完走

率が上がっているところでございます。 

 続いて、裏をごらんください。先ほどもありましたように、前夜祭、ランナーズナイ

トを前日の３月１８日に行っております。湯田友美さんをゲストにお迎えしまして、ト

ークショー、それからマラソンに向けての心構えの話をしていただいております。 

 続いて、桜ステーションということで、大会のインフォメーションを佐賀駅構内のほ

うに設置しております。 

 最後に、沿道応援ですけれども、熱気球の係留を３カ所、今回はＮＨＫ新佐賀放送会

館建設予定地のほうでも上げております。 

 Ａ３の用紙については、佐賀新聞等に載っている記事をまとめておりますので、後ほ

どごらんください。 

 以上で終わります。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

 今回、伊東委員と山口委員も完走されて、本当にお疲れさまでした。結構温度も高か

ったですけど、完走率は上がっておったですね。 

 質問がなければ、報告事項については終わります。 

 その他ですが、何かございませんでしょうか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 前回の臨時教育委員会のときにお願いをしておりましたけれども、学校教育課スロー

ガンの最終評価ということでお願いしていたというふうに思います。前回、お越しでな

かった伊東委員さんと、それから片岡委員さんのほうに資料をお渡しします。 

    〔資料配付〕 

 前回ご説明させていただきましたけれども、学校教育課の目標、スローガンに対しま

して、委員さん方には学校訪問等で各学校を回っていただいております。４月の校長会

で教育委員さん方の評価、平均点を示して、それぞれの学校の校長先生方が自己評価さ

れたものと、教育委員会で委員さん方が評価されたものを比較していただいて、次年度

の学校運営に生かしていただきたいというふうに思っております。ちょっと片岡委員さ

んは途中からのご参加だったので、もう回られた学校での評価で構いませんので、４・

３・２・１の４段階評価でお願いしたいというふうに思いますので、終わられてからで

結構ですので、私集めに参りますので、そこの小学校と中学校を別々に評点していただ
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ければありがたいと思います。「明るい挨拶」、「いきいきと取り組む」、「運動も勉強も

頑張ろう」、それから「ふるさとや学校が好き」、そして「思いやり」ということで５つ

書かせていただいています。それを子どもと先生という立場、または運動と勉強とか、

地域と学校とか、声かけと称賛とかいう形で、４が「当てはまる」、３が「どちらかと

いうと当てはまる」、２は「どちらかというと当てはまらない」、１は「当てはまらない」

ということでお書きいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 先ほどお配りをしました教育委員会の組織図をご覧いただきたいんですが、若干説明

を補足させていただきたいと思います。 

 ２つの部がありまして、上のほうが学校教育部ということで、こども教育部が学校教

育部に変更になりました。こちらが５課体制から３課体制ということで、こども家庭課

と保育幼稚園課が市長部局のほうに移管をしています。加えて、変更点は学校教育課の

右のほうに小学校、中学校、幼稚園１園というのがありますけれども、幼稚園について

は先ほどお話がありましたとおり、教育機関になりますので学校教育課に所管自体は、

組織上はあるんですけれども、事務につきましては従来どおり保育幼稚園課のほうで行

っていただくという形になります。一般市民の方から見れば、今までと何ら変わらない

ような形です。 

 それと下のほうは社会教育部になります。４課体制は変わっておりませんが、中段あ

たりのスポーツ振興課の係がスポーツ係と管理係ありましたけれども、その間にスポー

ツコンベンション係ということで、１つ係が増設になっております。 

 変更点は以上になります。 

 

（岸川委員長） 

 今回、保育幼稚園課、こども家庭課が別の部局に行ったということで、くれぐれも今

まで教育委員会として培ってきた関係性というのは絶対絶やさないようにしていただ

きたいなというのが一番の希望と思っております。 

 それから、例えば、校長・園所長会等で保育園の所長さんたちの出席とかはどうなる

予定なんですか。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 従来、１３回校長・園所長会があります。全部にお声かけはしているところです。た

だ、輪番制でおいでになる先生方がいらっしゃいまして、聞き取りをしましたところ、

全ての会に来るというのは少し負担があるということでしたので、４月と３月のご挨拶

のとき、それと研修会には参加したいということでしたので、そういった形で効果的に

参加いただくような形で進めたいと思っております。ですから、１３回から７回程度の

形で参加をしていただきまして、毎回の資料については全て毎回送付をするような形で

今対応を検討しております。 

 

（岸川委員長） 

 保育幼稚園課の指導主事が「えがお わくわく」プログラムとかされていらっしゃい

ますけど、それはどういうふうな、従来と同じようなスタンスで学校教育課の指導主事

さんたちも関わられるのでしょうか。 
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（東島教育長） 

 基本的には向こうに移りますので、向こうでつくりますが、学校教育課、あるいは教

育委員会、学校教育部と兼務が出ていますので、当然ながら関係を持ちながら、そうし

ないと小学校関係はこっちしかわかりませんし、動きとしては今までどおりというふう

に考えていただいてもよろしいかと、主体は向こうですが。 

 

（藤田こども教育部長） 

 幼保小連携の部分は当然従来の形の事業を継続します。また新部のほうでこの間も申

しました、子どもの発達障害の支援事業所がまた立ち上がります。そういうところでは、

当然学校との連携も必要になってきますので、そこら辺は随時研修会なり、あるいはま

た委員さんのほうからも逆にご提案をいただければ、そこら辺はまた説明なり協議なり

支援させていただきたいと思っております。 

 

（岸川委員長） 

 やっぱり年間何回かは合同会議のようなものはする必要があるかもしれませんね。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

 

（今井こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 先ほどのコミュニティ・スクールの資料を配らせていただきます。 

    〔資料配付〕 

 

（岸川委員長） 

 なければ、これで３月の定例教育委員会を閉会したいと思います。どうもお疲れさま

でした。 

 

 

 


