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日程１ 開会の宣告 

 

（東島教育長） 

 それでは、皆さんこんにちは。これより佐賀市教育委員会２月定例会を開きたいと思

います。 

 今日は本当に春のような陽気になりまして、３月中下旪のような気候になってまいり

ました。やっぱり陽気がよくなると気持ちも浮き浮きなってまいりますけれども、本当

に今年は寒い日が続きまして、私も今年初めて肺炎という病気にかかって、１週間本当

に苦しみましたし、その前の１週間も熱との戦いで２週間丸々苦しんだと。こんなこと

初めてでございましたが、あっ、年をとったなということをつくづく感じました。これ

からは自重しながら仕事をしたいというふうに考えたところでございます。 

 それでは、委員会に入ってまいります。 

 ６人中５人の委員が出席をしておりますので、適法に委員会が成立をしております。 

 本日の日程につきましては、配付のとおり行いたいと思いますけれども、提出議案、

このうちに教育委員会会議規則により非公開とするべき案件がございます。これは第２

２号議案『佐賀市立公民館長の任免について』ということでございますので、この件に

つきましては非公開とさせていただきます。 

 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 

 

（東島教育長） 

 日程２、会議録についての説明を求めます。よろしくお願いします。 

 

（大坪教育総務課副課長兼総務係長） 

 １月２３日の定例教育委員会の会議録につきましては、２月２２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。 

 

（東島教育長） 

 以上のような報告でございましたが、報告内容に質疑はございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようでございますので、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 

 

（東島教育長） 

 それでは、次の日程３、教育長報告となっておりますので、皆様方に資料をお上げし

ております。これに基づいてかいつまんで説明をしてまいります。 

 まず１点目は、第３９回の佐賀市人権・同和教育研究大会、これは２カ所に分かれて

ございました。佐賀市の場合には、市内の教職員で組織している佐賀市人権・同和教育

研究会というのがございまして、教育委員会との共催のもとに、１年に１回実践報告、

成果発表会を開催しているところです。佐賀市においては、全ての人権が尊重される共

生社会を基本理念に佐賀市人権教育・啓発基本方針、これに基づいて社会教育、学校教

育で人権問題の解決に向けて取り組んでいるところでございます。特に最近はヘイトス

ピーチとかＬＧＢＴとか、また同和地区出身者、障がい者に対する偏見、差別意識とい

うのはまだまだ根強くて陰湿になってきているという状況の中にあります。こういう中

にあっても、やはり子どもたちからの教育、この積み上げが一番大事であろうというこ

とで、今回も研究大会が催されたところでございます。４校の学校から１年間の取り組
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みの発表がございました。それぞれに各学校で人権意識を高める、あるいは差別をなく

す、そういう取り組みがなされたところでもございます。この件につきましては、あと

お読みいただいたらというふうに思っております。 

 次、２ページ、学校版環境ＩＳＯの表彰式でございますけれども、最優秀校１校、優

秀校、小学校、中学校各１校ということで表彰に出向くわけでございますが、私が出向

いたのは金立小学校でございました。本当に学校で学校版環境ＩＳＯ、つまり環境に優

しい取り組み、あるいは環境を守る取り組み、これが各学校に根づいたなということを

実感したところでございます。これは佐賀市では平成１４年度から４校ぐらいを試行的

に導入をいたしまして、本格的には平成１６年からだったと思っています。金立小学校

は平成１５年度から取り組んでおりまして、古いほうに入ります。そういう意味で、非

常に金立小学校の取り組みは定着をしているし、子どもたちの意識も高いということを

感じとったところでございました。 

 それから、３点目、九州都市教育長協議会の理事会が２月１日にございました。この

日は大雪で交通網が寸断をされて、私宮崎まで８時間かかって電車で行きましたら、ま

た風邪がぶり返してしまったということもございましたので、これは因縁の会議でござ

いました。非常に厳しい会議だったと。 

 そこで、資料のほうを用意させてもらっていますけれども、意見交換の資料ですが、

これは５点ほどについて意見交換をいたしましたけれども、その中で、インクルーシブ

教育システム構築に向けた各市の取り組み、それから教員の超過勤務時間の改善、特に

中学校の部活動関係、これを中心にした話し合い、それから学校閉庁日、おおよそこの

３点についてここに資料として出しております。あとお読みいただくとおわかりになる

と思いますが、インクルーシブ教育システムの構築に向けては、どこの市も非常に悩ま

しいところと。やはり合理的配慮の問題とか、非常に基礎的環境整備の問題、エレベー

ターの整備とかトイレの整備とか、あるいはそういうふうな個々人に応じた合理的配慮

も含めながら非常に難しいところがあると。とりわけ医療的なケアが必要な子どもが実

際に普通の学校に入ってくる。こうなったときに、医療行為は教職員はできないという

中でどういうふうに対応していくのかと、大きな問題でございましたし、国の動きもあ

りますけれども、なかなかうまく進んでいないという現状の中にあって、どの市も苦労

をしているようでございます。中には看護師の免許を持ったサポートティーチャーを配

置している市もございました。恐らく今後はそういうふうな形での配置が必要になって

こようかと思っていますけれども、非常に厳しい状況の中にあるということは事実でな

いかなと、これが各市の状況でございます。 

 それから、超過勤務での特に部活動については、やはり外部指導者の問題が大きな話

題となりました。国のほうも予算化をして、これから実際にその整備にかかるわけでご

ざいますけれども、本当にこれが根づくのかどうかというのはこれからのやり方次第だ

と思っております。しかも予算が国３分の１、県３分の１、市３分の１というふうにな

りますので、市の持ち出しも非常に出てくると。大きな市であればあるほどその分の持

ち出しというのは大きくなるわけでございますので、ここら辺どういうふうな形でスム

ーズに取り組んでいくのか非常に大きな課題となっています。しかも部活動外部指導者

は、単独で大会の引率もオッケーと。佐賀県も中体連がその方向になってきていますの

で、これがどの程度いつごろまでに定着をしていくのか、まだまだ先を見ていかなけれ

ばいけないんですが、急がなければいけない内容でもあろうかと思っております。あと

それぞれの市の状況です。 

 それから、学校閉庁日につきましては、佐賀市の場合には、市の嘱託職員等について

は、これは勤務を要しない日ということで、非常にスムーズな運営移行ができるように

なったわけですが、やっぱり他市もそこら辺がネックでございます。やはり佐賀市が勤

務を要しない日という思い切ったことをしたということで、言うならば驚かれるような

状況の中にありました。そういう中で、学校閉庁日を決めている市町はありますけれど

も、できるところはするけれども、できないところはしないという足並みの揃わない閉
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庁日の取り扱いというのがまだまだ多いようでございます。今後はやはりこういう教職

員の働き方改革の視点から、ここら辺については議論をしていく中身ではないかなとい

うふうに思ったところです。 

 次、もう一つの資料のほうに移りますが、佐賀市立図書館の明治維新１５０年事業「島

 義勇と札幌展」でございますけれども、これは明治維新１５０年事業の先駆けとして

行われているわけでございますが、これが３月１１日までですかね。 

島義勇の業績及び北海道での島義勇の評価というのが実感できるのではないかとい

うふうに思っています。 

 ５点目が、第１８回の佐賀城下ひなまつりの開会式、いつもこの開会式が行われると

きをもって、ああ、春が来るなということを私感じるわけでございますけれども、第１

８回となるようでございます。しかも、本丸歴史館には４回目の「子どもびなの宴」、

これが２月１７日から３月４日まで催されますので、これまた２，０００体の個性あふ

れる雛飾りが３００畳の大広間に飾られておりますので、ご覧いただければというふう

に思います。 

 それから、６点目、これは佐賀市青尐年健全育成推進大会と子どもへのまなざし運動

推進大会、これは教育委員もお見えいただいていましたので、もう特別に申し上げるこ

とはないと思いますが、最後、ティーンズミュージカルＳＡＧＡの「図書館で会いまし

ょう」ということで、１０回の推進大会に華を飾っていただいたところです。 

 裏のほうに行きまして、平成２９年度の部活動在り方検討委員会を２０日にいたしま

した。そして、本年度の実態を把握して次年度の方針について協議をいたしましたけれ

ども、やはり今後もこの件については国の動向、さらには佐賀県が出しています第３日

曜日の県下一斉部活動休養日、これもしっかりと休みとして位置づけながら、今後とも

この部活動の健全な運営に対しては佐賀市としても積極的に取り組んでいく必要があ

ろうというふうに考えたところです。 

 以上、かいつまんで説明をいたしましたが、報告にかえたいと思います。 

 今の報告の中で、何か質問等ございませんでしょうか。 

 

（山口委員） 

 今、教育長のほうから部活動在り方検討委員会のお話をいただいたんですが、今年度

の中学校部活動の実態ということで尐しお話がありました。第３日曜日の休養日がどん

な感じで行われているのかという実情というのを、もし尐し実態ということでお話がい

ただければなと思い、どういうふうに、実際第３日曜日を本当にきちっと休みをとって

いる学校があるのか、それともまあまあとっているとか、実際どれぐらいとっていると

ころがあるのかということで、もしわかれば。 

 

（東島教育長） 

 この部活動休養日の第３日曜日は、昨年の１１月から実施し、今年度については既に

計画があるものは仕方がないけれでも、平成３０年度からはきっちり守ってもらいます

よということで移行期間になっていましたので、全部が全部休んでいるとは限らないと

思いますが、実態はわかりますか。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、今聞いている範囲なんですけれども、幾つか競技種目によってはもう大会が入

っていたというところがあるということで、幾つかの部活動は実際に１２月だったです

かね、大会が入っていたということでした。それから、吹奏楽がアンサンブルの県大会、

九州大会があったために、その前々日やったですかね、ちょうど第３日曜日になってい

たということで、そこでホール練習をもう予約していたので、その大会に向けてどうし

てもそこでせざるを得なかったということで、それはさせていただきましたということ

でした。それ以外の部活は基本的に全て休まれておりました。 
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（東島教育長） 

 来年度からは、全部活動が休みということで指導してまいります。 

 

（山口委員） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、次に入りたいと思います。 

 

日程４ 提出議案 

 

（東島教育長） 

 それでは、日程４、提出議案に移りたいと思います。 

 第２３号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例について』、社会教育課から

説明をお願いします。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 それでは、資料の２ページ目をお願いいたします。第２３号議案『佐賀市公民館条例

の一部を改正する条例について』でございます。 

 第１条に、「生涯学習及び地域コミュニティ活動の拠点としての」という文言を加え

ることと、第２条第１項の表の中の中央公民館の位置を「大財三丁目１１番２１号」か

ら「白山二丁目１番１２号」に改めるものでございます。その改正理由でございますけ

ど、現在公民館の管理運営については、大まかに申しますと公民館の建設、修繕等のハ

ード事業は教育委員会の社会教育課で、公民館の講座や教室、貸し館等のソフト事業は

市長部局の協働推進課でとり行っているところでございます。このような中、次年度か

ら組織機構の改編に伴いまして、市長部局に公民館の管理運営業務の一元化を図ること

となっているため、所要の改正を行うものでございます。 

 まず、第１条の趣旨の関係で、公民館の設置目的について、本来の生涯学習に加えて

佐賀市が推し進めているコミュニティ活動の拠点施設という位置づけを示すために「生

涯学習及び地域コミュニティ活動の拠点としての」という文言を追加するものでござい

ます。 

 次に、第２条の関係での名称及び位置で公民館の位置を示しておりますけど、その中

で、佐賀市立中央公民館を「佐賀市大財三丁目１１番２１号」から「佐賀市白山二丁目

１番１２号」に変更するものです。この中央公民館の位置づけでございますけど、佐賀

市においては中央公民館という施設は持っておりませんが、市全域を対象とし、市内に

あるほかの市立公民館相互の連絡調整、公民館への情報提供を行ういわゆる校区公民館

同士をつなげる教育機関でございます。今回、市長部局に公民館業務の一元化を図るの

にあわせて、公民館の場所を大財別館から白山二丁目の佐賀商工ビルに変更するもので

ございます。施行期日につきましては、組織・機構の改編に合わせて新年度当初の平成

３０年４月１日から施行することとしております。提案理由のところでございますけ

ど、一番下に記載しておりますとおり、佐賀市立中央公民館の移転等に伴い必要がある

ので、この案を提出するものでございます。 

 次のページ、３ページ、４ページに新旧対照表を載せておりますので、ご参照いただ

きたいと思います。改正部分にはアンダーラインを入れております。第１条と第２条の

表の左側から右側への改正となっております。 

 説明については以上でございます。 
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（東島教育長） 

 説明が終わりましたが、質問ございませんでしょうか。どうぞ、お願いします。 

 

（片岡委員） 

 中央公民館という公民館自体はないけれども、事務局の事務所みたいなものが商工ビ

ルに移るという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） 

 今ご質問のとおりであって、中央公民館という箱物があるわけではなくて、中央公民

館の館長は私が兼務をしております。社会教育課長が兼務をしておりまして、それが新

たにできる商工ビルのほうに入る予定の地域振興部の公民館支援課の課長が兼務する

形で考えておりますので、それに伴って移すような形になります。ですから箱物がある

わけではございません。 

 

（片岡委員） 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 よろしゅうございますかね。この条例の中で、佐賀市立中央公民館の建物はないんだ

けれども機能があるということで、名称的には佐賀市立中央公民館の移転というふうに

なります。ほかにございませんか。 

 じゃ、ないようですので、原案のとおり承認してもよろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 じゃ、原案のとおり承認をいたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（東島教育長） 

 それでは、引き続き日程５、報告事項のほうに移ります。 

 「三重津海軍所跡周辺における開発について」、三重津世界遺産課のほうから説明を

お願いいたします。 

 

（前田三重津世界遺産課副課長兼整備係長） 

 それでは、資料の５ページ目をお願いいたします。今回、「世界文化遺産の明治日本

の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産であります三重津海軍所跡

の周辺において、開発の計画が発生いたしましたので、これについてご報告をいたしま

す。 

 まず、資料の一番下の左側の図をご覧ください。中央のほうに赤い範囲で示しており

ますものが、これは史跡の範囲とほぼ重複いたしますが、世界遺産の構成資産としての

三重津海軍所跡の範囲でございます。その周辺に青い線で囲っておりますところが、資

産を保護するための世界遺産の特有の制度で緩衝地帯（バッファーゾーン）というもの

が設定をされております。資産本体は世界遺産を構成する要素ということでございま

す。緩衝地帯は、資産の効果的な保護のために資産を取り巻く形で定められているもの

でございます。 

三重津海軍所の場合、この赤を取り巻いております青いラインの範囲というのは、三

重津海軍所跡が海軍所として稼働した当時の風景を彷彿とさせる現状においての展望

景観、農地ですとか河川、あるいは集落といったものの保全を図るために、資産、三重

津海軍所跡現地からの視認範囲を基本に設定した範囲でございます。これらの三重津海
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軍所跡の緩衝地帯の管理保全につきましては、三重津海軍所跡管理保全計画書で、緩衝

地帯の保全は都市計画法と景観法、河川法、農業振興地域の整備に関する法律、農地法

などの法律に基づく許可制と届出制を組み合わせた行為により行うと。つまり、この青

い部分の中につきましては、既存の法令の組み合わせで景観を守っていきましょうとい

う範囲でございます。 

今回、この左下の図の部分で、早津江川の東側、大川市のほうに当たる部分になりま

すけれど、そこが大部分を緑で塗っておりますけど、農振法、農地法で田園風景を守る

べきと計画において定めている部分になりますけど、そこから大体２００メートルほど

南にあります今のコンクリート工場がこのバッファーゾーンの中に移転してくるとい

う計画が発生をいたしております。図の中央一番下側の紫に塗っておりますところが現

在のコンクリート工場、それがその尐し上側の黄色の部分、これはもともと登録前から

農振が除外をされておりまして、もう農地も転用されて宅地及び雑種地になっている部

分でございますけど、今回、それにあわせて一部農地の除外を含めて新しく工場が移転

してくるということになってまいります。それがどういうイメージかと申しますと、そ

の図の右側のほうに写真を載せております。青で囲っておりますところが既存の現在の

コンクリート工場でございます。それが赤で囲っておりますところに大体高さ２３メー

トルぐらいのプラントが移ってくるということになります。 

先ほど申しましたとおり、もともとこの部分がもう既に農地法や農振法の規制から外

れている部分であったというところで、コンクリート工場の事業者がもとから持ってお

られた土地ということで、既存の法令に対して差し障りがあるような部分はないという

ふうなことになります。事業者の予定といたしましては、今年の３月中には現地の工事

に着工して、今年のうちには試運転のほうに入りたいという予定でございます。 

これに対して、世界遺産登録などに対する影響というものが一番懸念される部分かと

は思いますけど、今回の開発計画は登録されている構成資産本体の三重津海軍所跡の上

で行われているものではなくて、それを取り巻いて守るための緩衝地帯の中で行われる

開発事業でありますので、今までの類例から見ますと、直ちに世界遺産の登録抹消、あ

るいはユネスコの制度にございますけど、危機に瀕した遺産のリストに記載されると、

そういった事態は考えにくいということになります。今後は国のほうとも相談をしなが

ら、ユネスコに対して報告をしていくタイミングを図っていくということになってまい

ります。 

今後の対応といたしましては、まずこれから緩衝地帯の中に移転をしようとする新築

のコンクリート工場についてでございますけど、昨年の６月から事業者の方とも話し合

いを色々させていただきまして、極力景観環境に影響がないようにしていただくと。ま

た、大川市の方も開発審査等の折に、事業者に対してなるべく景観的な影響を尐なくし

て欲しいという申し入れをされておりますので、現在のところ、２３メートルという高

い構造物は緩衝地帯の中に新たに建つことになりますけど、基本的に薄いベージュ系の

色で建てていただきまして、環境に対しての圧迫的な影響を極力尐なくする。また、三

重津海軍所から見える方向に社名などのサインは外してもらうようなお願いをしてお

りまして、そういった意味でも景観的な配慮を今事業者にお願いをして、事業者の方で

も極力配慮をしていきたいという状態でございます。 

今回の開発につきましては、もともと緩衝地帯として設定される前に事業者が既にお

持ちになっていた土地での開発であるというレアケースではございますけど、今後、佐

賀市と大川市で協力をいたしまして、こうした開発事案については早期に把握をし、で

きるだけ関係者間で調整を行える時間を確保していきたいと思っております。そのため

に今後、佐賀市、大川市含めまして定期的な会合や研修会の開催などで担当する職員の

情報共有を図っていきたいと考えております。また、緩衝地帯の設定の前に区域内の土

地所有者や事業者には地元説明会を実施しておりましたが、今回改めてそういった方々

の理解を求めていくために、来年度からまた大川市の方と協力をして説明会を開催して

いきたいとしているところでございます。 
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 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 今の説明の中で、質問等ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、三重津世界遺産課のほう説明ありがとうございました。 

 では、続きまして、「平成２９年度２月補正予算について」、担当課のほうから順次説

明をお願いいたします。 

 

（片渕教育総務課長） 

 最初に、教育総務課分でございます。資料の６ページをお願いいたします。 

 まず、教育総務課の歳入でございますが、表の上の左のほうをお願いいたします。一

番上から合併特例債、４段目の義務教育施設整備事業債までは、右側の歳出のほうに記

載しております学校の大規模改造事業やプール、また空調機の整備事業費の決算見込み

により減額をしておりますので、この事業費の減額に伴いまして、あわせて左側の歳入

のほう、財源のほうも減額補正を行っております。歳入のほうの５段目になりますが、

５段目から下のほうまで８本同じ学校施設環境改善交付金がございます。この交付金に

つきましては、国の補正予算に伴いまして増額補正をお願いしております。これは平成

３０年度事業として計画しております小学校８本の大規模改造事業の継続事業に対し

まして、平成２９年度に前倒しして、この補助金を活用できるということになりました

ので、財源としまして、こちらのほうに充当させていただいております。また、あわせ

まして義務教育施設整備事業債の部分も大規模改造事業の財源として増額させていた

だいております。 

 それでは、右側の歳出のほうをお願いいたします。一番上の鍋島小学校大規模改造事

業につきましては、平成２７年度から平成２９年度までの３年の継続事業としてこれま

で事業を実施してまいりました。今回、入札残と決算見込みによりまして、委託料と工

事請負費で約１億４，０００万円の減額をしております。 

 次の項目、勧興小学校大規模改造事業につきましても、鍋島小学校と同様に平成２７

年度から２９年度までの３カ年の継続事業で実施してまいりました。今回、約１億３，

６００万円の減額をお願いしております。 

 なお、鍋島小学校、勧興小学校ともに、校舎のほうは既に昨年６月に完成しておりま

して、本年３月末に全ての事業を完了予定としております。 

 ３つ目の富士中学校プール整備事業でございますが、今回、富士中学校のほうに屋外

プールを設置いたしまして、教育環境の整備を図りました。これにつきましては、委託

料及び工事請負費で入札残等が出まして、決算を見込みまして約１，１００万円の減額

を行っております。プールにつきましても、今年度３月末に事業の完了を予定しており

ます。 

 ４つ目の空調整備事業（小学校費）でございますが、平成３０年度までに全ての小中

学校の普通教室、特別教室、特別支援教室に空調機を設置することとしております。今

回、来年度、平成３０年度に工事を実施するため、工事の実施設計を行いました。その

設計委託料の入札残等で約４００万円の減額をお願いしております。 

 ５つ目の日新小学校大規模改造事業から西与賀小、北川副小、本庄小、金立小、新栄

小、若楠小、諸富南小学校の小学校８校につきましては、平成３０年度に事業を計画し

ております校舎の大規模改造事業を新年度当初、３０年度当初で実施することを予定し

ておりましたが、先ほど歳入のほうでご説明いたしましたが、これが国の補正というこ

とで、２９年度予算に前倒しとなっております。今回、予算上は平成３０年から２９年

度に前倒しで予算計上させていただいておりますが、実際には工事の実施は３０年度と

いうふうになっております。 

 その下、一般人件費等につきましては各種ございますが、教育委員会全体の決算見込
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みによる減額補正でございます。 

 あわせまして、嘱託職員の報酬の減額、また代替職員の賃金の減額を行っております。 

 教育総務課は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 では、学校教育課お願いします。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 その下のところをごらんください。各種大会出場補助につきましては１７０万円の減

額をしておりますが、これは決算見込みによる減額となっております。平成２９年度は

九州地区で全国大会がありましたので、他地区開催年度に比べまして交通費が尐なかっ

たために減額となりました。 

 その下の不登校対策事業は、心の教育充実事業の一つとしてサポート相談員を配置し

ておりますが、今年度、複数回にわたり募集をしましたけれども、北部地区に配置する

予定だったサポート相談員がどうしても採用ができませんで、未配置になってしまいま

した。そのための減額でございます。 

 その下の支援指導員派遣事業でございますが、２０８万円の減額です。この事業は教

師の指導に課題があったり問題を抱える児童・生徒が多かったりして、学級経営が困難

な学校に指導支援を行う支援指導員を派遣するものでございます。今年度は最終的に派

遣を必要とする学校がなかったための減額となっております。 

 その下の学校業務改善推進事業は１０５万円の減額となっておりますが、業務改善の

ためにモデル校２校に日々雇用職員を配置して、そして事務のお手伝いなどをしていた

だくようにしておりました。これは市の方針として障がい者雇用を兼ねておりまして、

知的障がい等をお持ちの方を採用することになっていましたが、ハローワークとか生涯

福祉課と連携してそういう人材を探したんですけど、なかなか採用が決まりませんで、

１月から配置になってしまったために、そのための費用の減額というふうなことになっ

ております。その下、教育用情報機器整備事業につきましては、平成２９年度、小学校

２０校のパソコン室にハイブリットパソコンを更新した際の入札残でございます。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 学事課お願いします。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 では、引き続きまして、その下の管理運営費（小学校）の１，３００万円の増額です。

これは小学校の電気使用料が増えたための増額をお願いするものです。校舎等の改築で

給食室、教室にエアコンの設置とか、仮設の教室への電気設備の増設、それから電気料

の基本料金の増額等が要因となっています。 

 その下の施設管理費（小学校）の１００万円の減額ですが、これにつきましては学校

施設の保守点検等の維持管理の委託料の残によるものでございます。 

 それから、その下、学校給食一般経費、これにつきましては学校の調理室のガス代の

使用料が決算見込みにより９０万円の減額をしております。 

 それから、学校給食の一部民間委託事業の１１０万円の減額ですけれども、これは調

理業務の民間委託をしておりますけれども、委託料の決算見込みによる減額でございま

す。 

 それから、その下、学校給食施設整備事業でございますが、これにつきましては平成

３０年度に工事を行う予定でおりました巨勢小学校と金立小学校の今改築工事をいた

しておりますけれども、古いほうの給食室を壊す解体工事ですね、その分を平成３０年

度に行う予定でしたのですが、国のほうからの補助金が出るということで、左側に記載
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の２６０万円が出るということで、平成２９年度の補正予算に組みまして、そのために

委託料、それから工事請負費について１，０７０万円の事業費を平成２９年度で計上す

るものです。 

 その下の学校給食施設改修事業でございますけれども、これにつきましては三瀬学校

給食センターと東与賀小の調理場につきましての、委託料１００万円と、それから工事

請負費３，３００万円の入札残等による減額補正でございます。 

 学校教育部につきましては以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 それでは、社会教育部社会教育課お願いします。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 それでは、７ページをお願いいたします。社会教育部の部分でございます。 

 まず、表の一番上の社会教育課のところでございますけど、歳出のところを見ていた

だいて、一番上ですね、自治公民館建設補助事業でございます。これは地域社会におけ

る社会教育の振興を図るために単位自治会等で行う自治公民館の建設だったり改修等

に対して補助金を交付するものでございます。当初予定より申請件数が尐なかったの

で、決算見込みにより補助金の減額補正をするものでございます。 

 その下です。久保泉公民館建設事業でございます。これは久保泉公民館の建設に伴う

経費でございますけど、主なもので、旧久保泉公民館の解体工事と外構２期工事の入札

残等により工事請負費を減額補正するとともに、この事業の財源としている左の歳入の

ほうで、合併特例事業債、これについても減額補正をするものでございます。 

 それでは、その下でございます。一般管理運営費（佐野常民記念館）というところで

ございます。これは今年度、佐野常民記念館の学芸員の嘱託職員につきまして２名体制

を予定しておりましたが、２名のうち１名を新たに雇用する必要があり、公募を２回実

施いたしましたけど、結果的に合格となる適任者が見つからなかったため、今回、嘱託

の学芸員１名分の報酬の減額補正をするものでございます。 

 その下です。施設管理費（新・青尐年センター）というところでございます。これは

青尐年センターの管理運営に係る経費でございまして、決算見込みにより電気使用料の

光熱水費の減額補正をお願いするものでございます。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 文化振興課お願いします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 続いて、文化振興課です。全部で７つ事業がございます。歳出のほうからご説明をし

ます。上から５つが国県の補助対象事業となっております。 

 まず、市内遺跡（国庫）分経費ですが、民間開発に伴う発掘調査につきまして、件数

及び調査面積が当初の予定より尐なくなる見込みでありまして、発掘作業員の賃金や掘

削機の借り上げなど発掘調査に要する経費を減額するものでございます。 

 その下の２つが東名遺跡に関連するものです。まず、遺物保存処理（国庫）分経費は、

保存処理を行う遺物の内容の変更、次の東名遺跡（国庫）分経費では、出土遺物の分析

について、当初の予定より尐なくなったことで減額をしております。 

 その下の世界遺産関連（国庫）分経費ですが、三重津海軍所跡の発掘調査において、

当初想定していたより遺構密度が低かったということで、作業員の賃金や遺跡測量図化

業務の委託料を減額しております。 

 その下の鍋島本村（国庫）分経費ですが、これは鍋島本村地区の農林業基盤整備事業、

圃場整備に伴う発掘調査について、県の事業計画の変更に伴って本調査の面積が減とな
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ったもので、調査費が全体で約１，１００万円減となっております。そのうち１２．５％

分が補助事業で、その残りの８７．５％分が、その下にある鍋島本村（県委託）分経費

から減額をしております。 

 さらにその下の緊急発掘調査費（民間）分経費ですが、市内で実施される民間開発に

伴う本発掘調査の面積及び件数が当初予定を下回る見込みとなったことで、調査経費を

減額しております。歳入につきましては、上から５つが国県の補助金になりますので、

歳出の減額分にあわせて補助相当額を減額するものです。 

 その下の県委託金と受託事業収入は、事業費の全額が原因者負担となっておりますの

で、歳出の減額分と同額を歳入からも減額をしております。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 図書館のほうお願いします。 

 

（香月社会教育部理事兼図書館長） 

 それでは、図書館でございます。図書館コンピューターシステム関連経費６１０万円

の減額でございます。これは使用料及び賃借料、機器等借上料を６１０万円減額するも

のでございます。図書館のコンピューターのリース料に関するものですが、１０月にシ

ステム更新を予定していたのですが、２月に時期がおくれたためにリース開始時期がお

くれたということで減額をするものでございます。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 ありがとうございました。それでは、２月補正予算について説明がありましたが、質

問ございませんでしょうか。 

 

（山口委員） 

 予算の件ではなくて、事業内容で尐しお伺いしたいことがあるので質問させていただ

きます。 

 学校教育課で不登校対策事業のサポート相談員の話が出ましたけれども、今、サポー

ト相談員が何名で何校にいらっしゃるのかと、その方たちは不登校児の対応をされてい

るのか、その仕事の内容を教えていただきたいなと思います。 

 

（東島教育長） 

 ほかに何かありませんか、関連して。ないですか。じゃ、学校教育課長。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 基本は６名の配置予定だったんですが、１名いませんので５名ということです。全校

を対応しています。それぞれ地域ごとに決まっておりまして、北部地域とか市の中心部

の大規模校のところとか、小学校も含めて担当をしております。基本的な学校は決まっ

ておりますが、その学校を中心としながらいろんなところを回っているということで

す。業務の主な内容は、不登校児童・生徒への対応ということなんですけれども、例え

ば、学校に来ていない子どもがいたときに家庭訪問をして、子どもと面会をして、そし

て子どもの状況を把握したり、その内容について担任等と連絡をしたりすることもあり

ますし、子どもと直接会えない場合は保護者と連絡をとって保護者とお話をしたり、場

合によっては、中に入れないときには手紙を置いて子どもと連携がとれるように進める

こともあります。それから、学校のほうで教育相談室等で教室に入れない子どもがいた

場合に、その子たちにカウンセリングとまではいきませんけど、話を聞いたりしながら、

担任や教育相談担当とそういう子どもたちや保護者と連携がとれるような、そういう対
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応をするような業務を行っています。その方々は、週に１回適応指導教室のくすの実の

ほうにも行かれていて、くすの実に来ている不登校の子どもたちへの対応についても学

校と連携をとるような、そういう形での業務を行っております。 

 

（山口委員） 

 そのサポート相談員の年齢と、あと教職の資格が必要とか、資格要件はありますか。 

 

（東島教育長） 

 年齢、それから資格の問題。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 年齢は特に何歳というのはありませんので、まだ大学を出てそんな長くなっていらっ

しゃらない若手の方もいらっしゃいますし、学校現場を退職された元学校の先生とかも

いらっしゃいます。それから、基本は教職免許等を持っていらっしゃる方を優先するん

ですが、生活指導員等とは違いまして、必ずそういう免許を持っていらっしゃる方とい

うことではないんですが、逆にそういう子どもたちとのかかわりを持った経験があられ

る方を優先して採用をさせていただきます。そうしないと、せっかく配置をしても子ど

もと直接かかわれないとか、保護者の方とお話ができなかったらサポート相談員として

の業務ができないので、そういう形で進めさせていただいております。現在、２０代中

盤の方から、それから一番ベテランの方は６０歳以上の方までいらっしゃいます。 

 

（東島教育長） 

 ほかに。どうぞ、伊東委員。 

 

（伊東委員） 

 ちょっと勉強不足の質問になるかわかりませんが、学校教育部も社会教育部もあわせ

て、非常に減額の額が多いという気がしますので、これが一般的にいう改善効果なんで

すか、それとも逆に要求額、見積もりが甘かった点もあるのか、逆に改善をされて減額

されたということであれば非常にいいことだし、この辺がよくわかりませんので、例え

ば、学校教育部は、こことここは非常に苦労して減額したよという例があれば教えてほ

しいなと。その辺は私の感想が甘いのか、減額という意味がぴんとこないので、その辺、

両部長さんから説明していただければ。例えば、どの項目は事務局側が非常に頑張って

減額して改善したよという項目があるのか。こういう行政と我々民間の予算、それから

歳出、歳入というイメージとちょっと合わないので、教えてほしいなと思います。 

 

（東島教育長） 

 それでは、両部長お願いします。 

 

（池田学校教育部長） 

 まず、上の教育総務課のほうの施設整備のところですけれども、そこにも書いてあり

ます入札減のために減額というところがまず１点あります。どうしても入札にかけます

ので、予算要求の時点では見積書とかとって一定の金額で予算要求をするんですけれど

も、入札をした段階で金額が下がっているので、頑張ったと言えば頑張ったことになる

かもしれません。 

 その下、人件費がありますけれども、決算見込みによる減額とありますが、人件費も

同様に人数があって、１年間の給与とかで事前に見積もりは立てますけれども、その後、

病休であったりとか、あと手当とかの個人個人の事情の違いによって児童手当をもらっ

ていたのがやまったりとか、いろんな事情で最終決算見込みによってこれだけ減ります

よという部分がここの決算見込みによる減額でございます。あと、実際事業をしてみて
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余ったというのが、学校教育課の部分がほとんど、一つ一つ理由が違いますけれども、

サポート相談員がとれなかったとか、一番下には入札減による減額もありますけれど

も、特に学校教育課の部分については事業をしてみて、こんな結果によって減額ですよ

という部分だと思います。 

 あと学事課が特に多いのは、光熱水費の部分ですね、施設の維持管理料、これも事前

に見込みで予算を立てますけれども、見込みで予算を立てますので、尐し、恐らく大き

目に立てているのが通常だと思います。実際１年間運営してみてこれだけ余りましたよ

と。逆に足らない部分は、ここ一番上にありますけれども、光熱水費のうちの電気使用

料ですね、足らない部分については増額の部分も一部あるところでございます。 

  

（東島教育長） 

 社会教育部はありますか。 

 

（江副副教育長兼社会教育部長） 

 ７ページが社会教育部全体ですけど、先ほどの学校教育部は建設等々があるので額が

非常に、ぶれが大きい分がありますけど、今回、社会教育部については、基本的な予算

のつけ方という前提からお話ししますと、予算の調整権はあくまでも市長部局、市長の

ほうにありますので、そちらのほうの財政課で、こちらのほうで必要な経費を要求して、

そこで査定を受けるということですから、極めて、査定の仕組みとすると厳しい査定を

されています。それは前年度実績だったり決算額だったり、そういうのを見ながら査定

をしますので、必要最小限の予算がついているというふうな考えを持たれて結構だと思

います。その中で、やはり入札関係とかありますので、やはり実際に予算執行すると入

札減が発生しますので、そういったものが主な部分と、あとは光熱水費関係は当初見込

みで見ていますけど、やはり光熱水費関係は規模が大きい施設についてはなかなか予測

も難しい部分があるので、そこの分は減額をする、この２月の時点で最終的に落とすと

いうふうな処理をしています。 

 あと、文化振興関係が項目が多いんですけど、文化財関係は、どちらかというと相手

次第というか、民間開発が入ったりというのがちょっと動いたり、あと県の事業だった

り国の事業が変わったりしますので、その辺の減額だったり調整の具合だったりという

ふうに今回の補正予算は分析しておりますので。その中で、執行上はできるだけ経費の

節減とか、その見積もりの段階ではやるんですけど、そこら辺は努めてはいますけど、

こういうふうな今回の２月補正は状況であるということで、あんまり大きな減額にはな

っておりません。 

 

（伊東委員） 

 わかりました。何でこういう質問をしたかというのは、私も過去に民間にいるときに、

年間１００項目の経費削減をやるということで実行したことがあるんですけど、やっぱ

り行政だって経費削減という思想が非常に大事だと思うんです。ですから、年間通して

この項目についてはこういう改善をやって、半年なり１年の中で幾ら削減をしていくと

か、非常に難しい内容でしょうけど、民間とは違うので、一概には言えないでしょうが、

行政の皆さんが常に改善意識を持つということは特に必要だと思いますので。今、学校

でも働き方改革は、まず業務改善という話が出ています。そういう面でも皆さんが常に

行政マンに改善をしていくという思想を徹底していただくということをお願いしたい

と思います。ありがとうございました。よくわかりました。 

 

（東島教育長） 

 はい、ありがとうございました。ほかに質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、続きまして「平成３０年度当初予算について」、それぞれ担当課
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のほうから説明をお願いいたします。 

 学校教育部教育総務課から説明をお願いします。 

 

（片渕教育総務課長） 

 それでは、資料の８ページをお願いいたします。平成３０年度当初予算につきまして

は、予算が１年間分となりまして、膨大な量になりますので、このような形で経常的な

ものを除きまして、各課の新規事業及び重点事業のみに絞りましてご説明をさせていた

だきたいと思います。最初に、教育総務課分につきましては、資料の下の段の真ん中ほ

どになりますが、小・中学校空調設備設置事業でございます。先ほど補正のほうでも若

干ご説明いたしましたが、平成３０年度までに市内の小中学校５３校全校に空調整備を

することとなっております。３０年度予算では、こちらの対象校１４校に設置をいたし

ますが、対象校の下の段になります、循誘小、赤松小、久保泉小、川上小、富士中につ

きましては、既に大規模改造工事を実施しておりますが、その際、特別教室がまだ未設

置となっておりましたので、この５校につきましては特別教室のみの設置となります。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 学校教育課お願いします。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 同じく８ページの、その下のところをごらんください。新学習指導要領実施に向けた

学習指導の充実ということで、幾つかの事業を包含した形での重点事業とさせていただ

いております。これは平成３２年度から小学校、平成３３年度から中学校が新学習指導

要領の完全実施ということで始まります。特に小学校は、特別の教科、道徳とか教科、

外国語が入ってきます。それからＩＣＴ教育の中でプログラミング教育というふうなの

も入っていきます。こういうのもありまして、大きくこれから教育が変わっていきます

ので、それに対応するための予算ということで考えさせていただいております。また、

主体的、対話的で深い学びという、今までの授業の流れを変えるということでの研究委

嘱、それから、道徳に対応しまして、教師用の教科書やデジタル教科書の導入、それか

ら、教科外国語につきましては、外国語活動の充実のための研修会、それからプログラ

ミング教育についてもそういう研修会等を行うための予算を今度新年度からというこ

とで導入させていただくための予算を組ませていただいております。 

 次の９ページのほうをご覧いただきたいと思います。一番上のふるさとを誇りに思う

教育の充実ということで、これはふるさと「さが」に愛着と誇りを持つような子どもた

ちを育てるために学習機会の提供を推進するということで、今、バス借上料を、小学校

の４年生と６年生に配当いたしまして、いろんな形での学校行事を行わせていただいて

おります。それにつくらせていただきました「さがの人物探検９９＋ｙｏｕ」を活用し

た各学校での事業の推進を図ろうというふうに思っています。それから、今年３月から

明治維新１５０年の事業が行われます。このために、新たに子どもたちが幕末から明治

維新にかけて活躍した郷土の人物、それから建物や史跡などの理解を深め、それについ

て学習をしていくということで、催事等開催運営委託料というものを新たにつけさせて

いただきました。これは子どもたちが自分でテーマを決めまして、そのテーマをもとに

学習をするということで、その学習したことをまとめるような作品をつくりまして、各

学校で取り組んだり、または夏休みの課題として取り組んだりして募集をしてもらい、

そして、その募集した作品を発表する機会を持ったり作品を展示したりするということ

で、そういう事業を行う予定にしております。子どもたちに郷土の偉人等に関心を高め

てもらい、佐賀に愛着と誇りを持ってもらいたいというふうに考えております。 

 それから、その下の山村留学助成事業（スポーツ山村留学助成）ということで、現在、

佐賀市では北山東部小学校がやまばと山村留学ということで、学校に１年間里親さんの
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家に一緒に住ませていただいて、そこから学校に通いながら子どもたちが山村留学をし

ていく中でいろんな力を育んでいくというものをさせていただいているんですが、新規

のこの事業は三瀬中学校についての助成でございます。三瀬中学校の剣道部は本当に全

国トップクラスの成績を例年おさめておりまして非常に頑張っていただいているんで

すけれども、地元の生徒がどんどん減ってきている事情がございます。それで、三瀬中

学校で剣道をしたいという、そういうご要望が結構ありまして、市外からスポーツ留学

生を受け入れることで三瀬中学校の剣道部を存続する。そして競技力の向上につなげる

ということとともに、市外の生徒を受け入れることで生徒の交流を深めて教育環境の向

上を図ったり、それから三瀬村全体の地域活性化を図るということで、先ほどのやまば

と山村留学と同じように、１人当たり月２万円の補助をするという、そういうスポーツ

山村留学助成事業を考えております。宿舎については里親制度ではなくて、地域の実行

委員会が運営されます宿舎に子どもたちを住まわせて、そこから学校に通うという形で

考えております。平成３０年度につきましては、８人の生徒を予定しております。現在

も子どもたち３人来ておりますけれども、次年度は合計８人ということで予定をしてお

ります。財源については、市の持ち出しではなく、さが未来スイッチ交付金と三瀬地区

のふるさと創生基金を活用することにしております。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 学事課お願いします。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 その下です。学校給食施設整備事業、これまで給食室の改築、改修を行っています。

それで、３０年度はそこに書いていますとおり、建てかえを若楠小学校と春日小、それ

から川副学校給食センターと東与賀の小学校の給食室については改修ということで計

画をしています。それと、嘉瀬小学校と富士学校給食センターの設計を行うように計画

をしております。 

 それから、次が部活動指導員活用研究事業、先ほど教育長のほうからも話がございま

したけれども、この金額につきましては、その指導員を雇用するための経費で、いわゆ

る賃金です。時給１，６００円で週６時間で、１年間３５週という計算で約３３万円ほ

どの経費ですけれども、この分につきまして、国３分の１、県３分の１、市３分の１で、

佐賀市の場合は来年１人雇用する予定です。この県の補助事業につきましては、国のほ

うが２９年４月に部活動指導員制度の導入を決めまして、それを県のほうで導入するか

どうかという検討するため、県が研究事業として平成３０年は実施されますので、本市

におきましても連携して実施をすると計画です。この部活動指導員につきましては、部

活動と教育課程との関連を図るために、必要に応じて先生たちと連携し、校長の承認を

得て指導計画などを作成して、先ほどありましたとおり、活動の引率など顧問のやって

きた役割を担うことができるというふうにされております。要綱等につきましては、県

のほうが今作成中でございますので、それに準じた形で市のほうも事業を行いたいとい

うふうに計画をしているところです。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 では、社会教育部社会教育課お願いします。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 それでは、１０ページをお願いいたします。上の段の勧興公民館建設事業でございま

す。現在の勧興公民館ですけど、勧興小学校の南側に位置しております。この勧興公民

館建設事業でございますけど、これは勧興公民館の移転改築に係るもので、約７，６０
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０万円の予算を計上しております。平成３０年度の経費の主なものは、公民館の改築場

所であります旧青尐年センターの解体工事に係る経費と新しい公民館の建築設計に係

る経費でございます。 

 次に、建物の概要でございます。新しい公民館は、現在の公民館の道を隔てて東側の

旧青尐年センターの敷地を予定しております。また、現在の勧興公民館敷地を駐車場と

して整備する予定であり、敷地面積は旧青尐年センターの敷地と現在の勧興公民館の敷

地を合わせて約３，８００㎡となっております。延床面積は第二次公民館等施設整備計

画で人口に応じた基準を設けておりまして、勧興公民館につきましては約５９５㎡を予

定しております。建物の構造につきましては、旧青尐年センター跡地が市街地における

火災の危険を防除するために定められた準防火地域であることから、鉄骨平家建てを予

定しております。目的及び期待される効果といたしましては、老朽化した公民館を改築

し、利便性の向上を図り、気軽に集える地域コミュニティの拠点として整備することに

よりまして、新たな公民館利用者の掘り起こしを行い、地域活動の活性化や地域住民の

生活文化の振興等に寄与するものとしております。 

 最後に、スケジュールでございます。平成３０年度に旧青尐年センターの解体と新し

い勧興公民館の建設設計を行いまして、３１年度から３２年度にかけて建設工事を行う

予定でございます。また、同じく平成３２年度には現在の勧興公民館を解体し、駐車場

の整備を行う予定でございます。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 スポーツ振興課お願いします。 

 

（稲冨スポーツ振興課長） 

 その下、１つ目ですけれども、第７８回国民体育大会・全国障害者スポーツ大会準備

経費でございます。これは平成３５年、２０２３年ですけれども、佐賀で開催予定の国

民体育大会・全国障害者スポーツ大会に向けて、佐賀市での開催が内定しています競技

の大会実施、それから施設整備、それから利用方法等の検討をするために、来年度開催

予定の福井国体の大会視察等や、また、その終了後の国体の実施報告に参加して情報収

集をするための経費等となっております。 

 続いて、下の富士しゃくなげ湖ボート・カヌー競技施設整備事業でございます。これ

は、富士しゃくなげ湖を有効利用してボート・カヌーの競技施設を整備することによっ

て、国体、それから全障スポの円滑な開催に資すること。それから、スポーツの発展、

地域活性化を図るために実施するものであります。全体計画としましては、平成３０年

度から始めまして、３３年度末までに事業を完了する予定でございまして、その間、コ

ースの整備、艇庫等のですね。それから運動広場、ジギング場等を整備する予定でござ

います。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 文化振興課お願いします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 資料１１ページ、１２ページになります。ちょっと量が多いんですけれども、１１ペ

ージの上から３つ目の佐賀市民芸術祭開催事業までが重点事業、残り１２ページにかけ

て４事業が新規事業というふうになっております。 

 まず、１１ページの一番上の東名遺跡の利活用の推進です。これ予算が３，１００万

円ほどになっておりますが、複数の事務事業がこの中に含まれております。１２ページ

の一番上の新規事業、東名遺跡史跡整備事業もこの中に含まれておりますので、あわせ
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て説明をさせていただきます。事業概要ですけれども、東名遺跡が平成２８年度に史跡

指定になりました。ということで、従来から行っています出前授業や企画展、体験学習

などの事業を３０年度も継続して行ってまいります。また、史跡になったことで、今年

度からですが、これまで国土交通省で実施をされていました遺跡の保存状態を確認する

モニタリング調査を佐賀市が引き継いでおりますので、その費用を計上しております。

さらに、今年度から遺跡の保存と活用、史跡整備の基本方針を示す東名遺跡保存活用計

画を策定しております。これが３０年度も引き続き策定作業を行いますので、その費用

を計上しております。また、この保存活用計画の策定後に整備のための基本計画を策定

することとしており、その費用を、これが新規事業ですけれども、計上しているところ

でございます。 

 その次の幕末産業遺産の保存活用の推進です。予算は４，６００万円ほどになってお

ります。こちらも先ほどと同様に複数の事務事業がこの中に含まれております。 

 １２ページの３つ目、精煉方跡発掘調査経費がこの中に含まれていますので、あわせ

てご説明をいたします。事業の概要といたしましては、佐賀市の幕末産業４遺産の調査

研究を行い保存活用を検討するということになりますが、一番大きいのは三重津海軍所

跡の発掘調査、文献調査等の費用で、４，３００万円弱となっております。新規事業の

精煉方跡の発掘調査につきましては、今年度精煉方跡の土地を一部取得しましたので、

３０年度からは取得した場所の発掘調査を行うため、その費用を計上しているところで

す。 

 その下の佐賀市民芸術祭開催費用です。来年度６回目となる芸術祭を開催するため

に、実行委員会の補助金として１，２００万円の予算を計上しております。予算としま

しては、今年度が５周年でありましたので、今年度より３００万円尐ない額となってお

りまして、例年ベースの金額となっております。来年度の芸術祭は１１月９日から１１

日までの３日間の予定としております。 

 その下の与賀神社楼門等保存修理事業です。ここから新規事業になります。国の重要

文化財与賀神社の楼門等の改修が３０年度、３１年度に行われることとなっておりま

す。改修の内容としましては、楼門の屋根のふきかえや塗装の塗り直しで、所有者に対

して経費の一部を補助する、その経費を計上しております。 

 次の１２ページ、２番目の牛嶋構口公園発掘調査経費です。牛嶋構口公園の整備に伴

って、２８年度、２９年度に確認調査を行いました。その調査に関する報告書を作成す

るための事業でございまして、費用を計上しております。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 図書館お願いします。 

 

（香月社会教育部理事兼図書館長） 

 図書館でございますが、非常用放送設備の更新ということで６５０万円をお願いして

おります。これは火災や災害時に緊急放送を行う設備を入れかえるというものでござい

ます。図書館の非常用放送設備が設置から２１年を経過しておりまして、老朽化してお

ります。メーカーも修理用の交換部品を、修理のために必要な交換部品を供給しており

ませんので、そのため故障しても修理ができないという状況でございます。そこで今回

設備を更新するというものでございます。設計と管理、工事を合わせて６５０万円とな

ります。この改修によって、緊急地震速報にも対応するようになります。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 それでは、平成３０年度当初予算について説明がありましたけれども、質問ございま

せんでしょうか。はい、伊東委員。 
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（伊東委員） 

 学校教育課に質問ですが、先日２月２０日の佐賀新聞に県の学力向上対策検証・改善

委員会での学力向上に対しての、家庭学習の手引き活用の記事がありました。これは当

然市も取り組むことになると思うんですけど、予算としては全部県で持つんでしょう

か。例えば、評価シートの作成だとか、リーフレットを各家庭に配るとか、そういう文

言が載っていましたよね。そういうのが予算計上されているのか、これから検討される

のか、あるいは県が全て持つのか。 

 以前、私が佐賀独自の教育、学力向上の仕組みを作りましょうと言っていました。東

北の学力の高いところに行って、真似るんじゃなくて佐賀の特許をとりましょうという

のがまさしくこういう県学力向上委員会の中で１つの布石が出されて、非常に賛成だと

思うんです。ただ、これは上だけで、あとは末端まで展開できなければ絵に描いた餅に

なりますので、子どもたちの学力向上という立場に立ったときに、何らかの予算編成と

いうのは要ると思うんですが、この辺はどうなんでしょうか。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 県が作成されるリーフレット等については、県の予算のほうでされるんですけれど

も、伊東委員さんおっしゃってくださったように、佐賀市でも各学校や地域の実情に応

じた取り組みを進めなければいけないということで、進める方向で話をしています。実

は、ＰＴＡとの研修会が青尐年センターの３階であったときも、その家庭学習の手引き

のような形のものをもっと充実させる必要があるんじゃないかというふうなお話があ

ったので、当時、そのときは循誘小学校のつくられたものを参考にお見せをして、こう

いう学校での取り組みが非常にいい取り組みなのでということでお話をさせていただ

きました。ですから、そういう取り組みをそれぞれの学校にお伝えをして、そして県の

を参考にしながら、学校単位で、多くのところは中学校単位でされているところが多い

んですけれども、統一してこの地域、この中学校区はこういうやり方でやりましょうと

いうことでされています。そしてそれを各学校から各保護者に配付させていただくよう

な形で、同じものを一律に教育委員会で印刷して配るということではなくて、学校の実

情に応じたそういう学習の手引きとか、それから評価シート等についてもしていただく

というところで、次年度ＰＴＡと連携をしながら進めていきましょうというところでこ

の間検討したところでございました。 

 

（伊東委員） 

 当然、今課長おっしゃるように、各学校では今までも恐らくやっていると思うんです。

ですから、県を挙げて統一して、１つのレールに乗せるという強い姿勢がないと、学力

向上にまで到達しないと思うんです。ですから、各校長先生のレベルを決めるのも１つ

大きな方針でしょうけど、県と市が１つのスクラムを組んで、学力向上をこの仕組みで

やるという姿勢がないと、今までと同じように何かやったけど上がっていないねという

ことになると思うんです。 

 この辺は、恐らく答申が出たばっかりでしょうから、ぜひ県と市ともっとスクラムを

組んで、子どもたちの学力向上に邁進をするというスタンスを築いてほしいと思いま

す。この辺はまだ新聞報道が出たばっかりですから、まだ煮詰めが市の段階でされてい

ないのかもわかりませんので、一応この席で今後の方針というものを見せていただけれ

ばなということでご提案、ご意見を申し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんか。どうぞ、山口委員。 
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（山口委員） 

 スポーツ山村留学助成の件ですけれども、とてもいい事業だなと思ったんですけど、

宿舎通学ということですが、新規に建てる予定はないでしょうが、宿舎は決まっている

んですか。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、実際もう宿舎があって、もうそこに先ほど言いました３名の方は住まれていま

すので、地元の方は提供された、今住んでいらっしゃらない住宅を宿舎として活用させ

ていただいております。 

 

（山口委員） 

 寮母さんがいらっしゃるような感じですか。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 今、その剣道部の保護者の方に面倒を見てもらっています。自分のお子さんと一緒に

ですね。そのお子さんも剣道部です。来年が７、８名ぐらいになるかなと思っているん

ですけど、その宿舎では、その人数がぎりぎりかなということで、ほかの宿舎なんかも

今後検討していく必要があるだろうというふうには思っております。 

 

（山口委員） 

 ということは、今現在男子と女子も一緒に受け入れをされているということですか。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 一緒です、はい。ただ、部屋割りはをされて、男女の境のには鍵をつけられて、この

間見に行ったんですけど、きちっとされて、男女の部屋の真ん中には寮母である保護者

の方の部屋があります。間借りみたいな形ではあります。大きな家です。 

 

（山口委員） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 よろしゅうございますか。ほかに質問ありませんか。はい、どうぞ、堤委員。 

 

（堤委員） 

 一番最初の教育総務課の空調のことです。ちょっと教えてほしいんですが、５３校全

てというふうにありますのが、これが済んで、あと幾つか残りがあるんでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 教育総務課長。 

 

（片渕教育総務課長） 

 来年度はここに記載している部分と、補正予算でご説明いたしました学校の大規模工

事を８校実施しているんですが、これとは別に大規模工事にあわせて空調を設置するこ

とにしておりますが、その分も３０年度末で整備が完了することになります。 

 

（東島教育長） 

 ３０年度末で全ての学校に空調が入るということになります。ほかに質問ございませ

んか。はい、片岡委員。 
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（片岡委員） 

 一番最後の図書館の非常用放送設備なんですけど、結構金額がそれなりにあるんです

けど、これは佐賀市立図書館の内部への緊急放送という理解でよろしいんですか。 

 

（東島教育長） 

 図書館館長。 

 

（香月社会教育部理事兼図書館長） 

 佐賀市立図書館の内部でございます。市立図書館地下の駐車場から２階まで一般の方

が入られるスペースがかなりありますので、それぞれの部屋にそういう緊急の放送が入

るようにという。 

 

（片岡委員） 

 そうなんですね、わかりました。ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 ほかに質問ございませんか。はい、どうぞ、伊東委員。 

 

（伊東委員） 

 学事課は済みませんが、先ほどの部活の指導員は４月からでしょうが、時給１，６０

０円。例えば、先だっても鹿島の祐徳マラソンがありました。仮にそこに外部指導者が

連れていくとすると、スタートからほぼ８時間ぐらいかかります。そうすると、１万２、

３千円にすぐなるじゃないですか、しかし、実際そんなに支払っていいんですか。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 指導料の分の１，６００円ということで、国のほうからの単価を使用しています。で

すから、あと旅費とか、講師に対しての講習会とかいうふうな費用はまた別途今から考

えていく部分だと思います。とりあえず今回は賃金メインでつけています。県のほうも、

なかなか事業の概要が具体的に示されておらず、今年はモデル的な事業なものですか

ら、具体的に誰を雇用するというふうな形になってくると、もう尐し具体的な経費をつ

けていく必要があると思います。 

 

（伊東委員） 

 いや、この場合は、時給１，６００円ですから旅費に関係なく、８時間すれば１万２，

８００円でしょう。しかし、現実的に１万幾ら払うというのはあり得んでしょう。私が

指導に城西中に行っていたときは、１時間しようが８時間しようが３，０００円。です

から、今回モデルとしてされるなら、その辺はもう尐しもんでいかないと、モデル事業

でたった一人採用したからといって全体的な改善はできんじゃないですか。後々はずっ

と、そうすると学校に１人ずつとか、そういう展開、あるいはある分に１人ずつとか、

そういう展開になると思いますので、今はまだモデル事業ということでさじ加減が調整

されているときでしょうけれども、その辺を尐し煮詰めておかないと変な対応になりま

すから、１，６００円という数字がひとり歩きしないようにですね。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 基本的に、１人１日２時間の計算で今のところ示されているんですね。ですから、通

常の学校があっているときの、２時間の３日間、１年間で３５週を基本としたところで

の県からの指示が来ておりますので、それに合わせたところで、県下一斉、二、三人程

度まで各市町でモデル的に出されますので、それが各市町へどういった先生たちの軽減

になるかという効果を見たところで、いろんな部分でさっき伊東委員さん言われたとお
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り、私も思います。旅費とかそんなものがかかってきたら、１人雇用したら、その辺の

分まで見るとどのぐらいかかるんだろうかと、相当な数じゃなかろうかというふうなこ

とを思っておりますので、そういった点をまた洗い出した中で、来年度どういうふうに

持っていくかというふうなことを検証していくような形で県も考えていると思います

ので、一緒になってそこは考えていきたいと思っています。 

 

（伊東委員） 

 僕は金額じゃないと思うんです。指導する人は子どもたちが好きだから、あるいは子

どもたちを育もうという基本方針があって。ですから、問題はどういう人選をするかだ

と思うんです。ほとんどの人が地域のボランティアでやっていますので。その辺で金額

の上限を決めないと、予算ばっかり膨らんでしまいます。働き方改革を盛んに言われて

います。その中で遠征して行く場合は外部指導者は連れていっていいよという認可出た

でしょう。その辺まですると、８時間ですか、２時間ですかという問題になってきます

ので、その辺もぜひ勘案してください。 

 

（東島教育長） 

 これは日常の学校課業日の部活動指導、１日２時間掛ける３日間で、それの３５週、

こういうふうな設定ですよね。ですから、遠征とかについては別途旅費と日当と、そこ

を組まないかん。教職員が出張で行っているように、それを組んでもらわんといかんよ

うになるよね。佐賀県の中体連はそれを認めていく方向で今から検討すると言っていま

すので、来年度そういうところがどういうふうになっていくのか。どっちにしてもこの

ままではおさまらないはずでしょうから、しかも２時間掛けるの３日で本当にいいか

と。足りなかったら、その分はまた結局教員が指導せないかんというふうになりますか

ら、この回数すらちょっと、３日で本当にいいの、４日なのとか、そこら辺非常に微妙

なところですから、研修の中で、試行していく中で課題を浮き彫りにして改善を進めて

いくということで取り組んでいただきたいと思います。 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、報告事項まで全て終わりました。 

 それでは、６項目めのその他のほうに移りたいと思いますが、学校教育課のほうから

「退職者感謝状贈呈式」及び「新規採用教職員の新任式」並びに「転入者辞令伝達式並

びに新任式」ということで説明がありますので、よろしくお願いします。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 まず、感謝状贈呈についてということで、別紙プリントを乗せさせていただいている

というふうに思います。資料のほうもあると思いますけれども、３月３０日、１３時３

０分からを予定しております。対象者は、今年度定年による退職を迎えられる方、それ

から定年前退職であっても勤続２０年以上、５０歳以上かつ勤続１０年以上の方という

ことで、今のところ別紙プリントの２ページ目にあります５８人を予定しております。

場所はこの大財別館の４階でございます。贈呈式の後、ちょっとした茶話会も予定して

おりますので、大体遅くとも１時間以内には終わるような形で考えておりますので、ぜ

ひ教育委員の皆様方にもご参加していただいて、懇談等をしていただければありがたい

というふうに思っております。 

 それから、１３ページのほうに新規採用教職員の新任式の案内がついておりますが、

４月２日月曜日の１５時から、場所は大財別館の４階を予定しております。新年度採用

されます新規採用の教職員、教諭、養護教諭、それから栄養教諭、事務職員等になりま

すが、その新任式になりますので、新しい先生方について、ぜひお声かけをいただけれ

ばありがたいというふうに思っております。 

 それから、同じ日の１６時からは転入者辞令伝達式並びに新任式ということですの
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で、佐賀市のほうに他市町から転入されてこられる方の辞令伝達及び新任ということに

なりますので、これ数もかなり多くなりますけれども、ぜひこの３つにつきましてご参

加のほうをいただきますようどうぞよろしくお願いしたいというふうに思っておりま

す。 

 以上でごさいます。 

 

（東島教育長） 

 何か質問ないでしょうか。年度末と新学期ということで、退職者感謝状贈呈式、新規

採用教職員の新任式、それから転入者の新任式ということで、それぞれ教育委員の皆さ

ん方にはぜひ転入者の方にも顔を知っていただかなければいけませんので、ご参加をお

願いしたいというふうに思っております。 

 それでは、以上でその他の項まで行きましたけれども、ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 そしたら、一番最初に申し上げましたように、本日の議案の中に非公開の案件がござ

いますので、これから非公開の会議に入りたいと思いますけれども、ご異議はないでし

ょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これから先は非公開といたします。 

 申しわけないですが、関係者以外の方は退室をお願いいたします。 

 

〔非公開〕 

 終了時間 午後４時４１分 

 

 


