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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。やや早いようですが、後のほうの会議もまだあります

ものですから、もう全員そろったということで始めてまいりたいと思います。 

 本当に暑くなってまいりました。学校のほうでは、１学期の体育大会、修学旅行など

が行われております。 

 ４日間ほど一関市におりましたが、ちょっと北に行きますと大雨で、車も交通機関も

不通になっておりました。気温も１日目は３０度を超える真夏日でしたけれども、２日

目からは暖房を入れることになりました。本当にもう、まさにエレベーターのごとき気

温の変化でございました。そういう中で、帰ってきたらまた蒸し暑いということで、い

ささか体が順応しきれないでいるのかなという思いもありますけれども、張り切って５

月の定例会を開きたいと思います。 

 それでは、在任委員５人中５人の委員が出席をしておりますので、適法に教育委員会

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

ますけれども、ご異議ございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 なお、本日の日程６の「その他」で『成章保育所・本庄幼稚園の施設のあり方につい

て』報告があります。これは教育委員会会議規則によって非公開とすべき案件というこ

とになりますので、恐れ入りますが、これ以降は非公開とさせていただきたいと思って

おります。 

 それでは、早速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、会議録の報告を求めます。 

 

（志波教育総務課副課長兼総務係長） 

 ４月２４日の定例教育委員会の会議録につきましては、５月１８日に配付しておりま

すとおりでございます。よろしくお願いします。 

 

（東島教育長） 

 報告が終わりましたけれども、報告内容に質疑等ございませんでしょうか。よろしゅ

うございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、異議がないということでございますので、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） 

 次に、日程３の教育長報告ということでございますけれども、ペーパーを用意してお

ります。２枚つづりと思いますけれども、ちょっとお開きいただいて、報告をしたいと

思います。 

 まず１点目でございますけれども、４月２６日に平成３０年度佐賀市教育委員会と西

九州大学の実習協議会を開きました。西九州大学が子ども学部をつくって協定を交わし

て７年、西九州大学の実績も上がってきておりまして、佐賀県内の教職につく学生さん
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もふえてきております。特に今佐賀県では、これは佐賀県に限らないですが、教職員の

大量退職時代を迎えております。そういう中で、教育界もまた改革の真っただ中にある

ということで、本当に教職員の育成というのは大変大きな課題にもなっております。そ

ういう中で、西九州大学の学生さんの教師としての育成を図るために、教育委員会、大

学、それから学校で連携をしまして、優れた教員の育成を図っていきたいという思いで

実習協議会を開いたところでございました。特に佐賀市の場合には、まだまだ欠員が埋

まっておりません。きょうも午前中は学校訪問をしてまいりましたが、まだ１つの学校

に２人、実は教員を入れないといけないけれども、いないという現状です。これはせん

だって全国都市教育長協議会の中で議論というか、いろいろとお話しをする中で、どの

県も同じようですね。教職員の養成が追いついていないということでございました。そ

ういう中で、非常に教員を得るのが難しい状況になっております。来年度に向けて佐賀

県は採用数を大幅に増やす予定です。反面心配するのは、量はよくとも質はどうかとい

う問題が出てくるんですね。なかなか難しいところでございますけれども、佐賀県の教

育を充実させるためには、まず数をそろえなければいけない。そして質を高めなければ

いけないということで、大きな課題であろうということで、この協議会についても大事

にしていきたいと思っているところです。 

 次に、２点目です。佐賀市立松梅公民館の落成式がございました。これはハザードマ

ップで土砂災害警戒区域等が出てきましてから、本来用地であったところが、ちょっと

これは不適だろうということで、いろんな観点から土地の買収からしていかなければい

けなかったということで、本当にずれ込みましたけれども、いい公民館ができておりま

した。公民館の敷地面積が約４，８００平方メートル、延べ床面積が６０５平方メート

ルの木造づくりですね。やはり、後になればなるほど公民館も機能的につくられるなと

いうことを痛切に感じたところでございました。特にこれは立地上での問題ということ

だけでもないと思うんですが、災害時の対応のためのシャワー室、マンホールトイレ、

雨水タンク、屋外用ガス供給口の設置。それから屋根には太陽光発電装置ということで、

本当に災害時も想定して避難所として十分機能するような、そういうつくりになってい

ると考えたところでございました。今後は松梅地区の皆さん方が、憩いの場、学習の場、

その拠点として活用されていくのではないかなと期待をしたところでございます。 

 ３点目は、５月７日でしたけれども、佐賀市退職校長会定期総会がございました。佐

賀市の退職校長会は本当に大きくて、２７６名の退職校長が在籍しております。大きな

組織でありますので、これを私は利用しない手はないといつも思っていて、教育長にな

りたてのころは退職校長会に出向いていって、何とか力を貸してくれということをお願

いしたこともありまして、いくらか中に入ってきていただきましたが、今定着している

のは日新小学校で放課後の課外補充授業と言うんでしょうか、あれを退職校長会が引き

受けてやってくれております。ただ、退職校長会も皆さん若いです。本当に若いですか

ら、まだまだ７０代ははな垂れ小僧で、私が中に入れば一番若造になります。この退職

校長会で「近くの学校へ行きましょう」というチラシを作っておりましたが、実は退職

校長会だけに配られていたものですから、現職校長は知りませんでした。そこで前回の

校長会の折に、増し刷りをして校長さんたちにお配りをして、積極的に利用しようよと、

利用しない手はないよということで話をしたところでございました。豊富な経験のもと

にいろんな知識、ノウハウを蓄えている校長ＯＢでございますので、積極的に活用した

いなと、そう思ったところでございました。 

 資料の裏に行きまして、本年度の大隈祭です。今年度は、本当に趣向を凝らした大隈

祭になりました。明治維新１５０年ということもありまして、その記念すべき年の催し

ということで、新たなことが幾つか盛り込まれておりました。あいにくとこの日は雨模

様でございました。どうなるのかなと、外でできるのかなと思ったんですが、もう準備

万端、テントをきれいに張って雨で濡れないように会場設営がなされておりました。オ

ープニングセレモニーでは、北原香菜子さんによる曲目「大隈重信侯」の薩摩琵琶演奏

で式典が始まりましたけれども、例年のごとく大隈スピーチコンテストの入賞作品のス
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ピーチがありました。それから早稲田大学の廣木先生による「大隈重信にとっての歴史

認識」ということで、大隈が井伊直弼をどう捉えていたかを中心に話がありました。非

常に興味深い記念講演でありました。それから、早稲田大学の応援部が、応援歌「紺碧

の空」と校歌を１５０年記念のために大隈重信侯の銅像に向かって奉納をしますという

ことで、奉納演舞がございました。そして、いつものように佐賀の八賢人おもてなし隊

による寸劇もございました。外は雨でしたが、内のほうは例年になく熱のこもった催し

になったところでございました。 

 ５点目は、これは先ほど申し上げました一関市での全国都市教育長協議会の総会・研

究大会ですが、この大会の資料は整理することができませんでした。きのうから勤務に

ついておりますものですから、これは後もって必要な部分については報告を差し上げた

いと思ったところでございます。 

 以上、私の報告にかえさせていただきます。質問がありましたら質問を受けたいと思

います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問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 

 

（東島教育長） 

 続きまして、日程４の提出議案について協議をしていきたいと思います。 

 第２号議案『佐賀市立小中学校の適正配置に係る北山東部小学校に関する佐賀市教育

委員会方針について』、教育総務課から説明をお願いします。 

 

（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 それでは、私のほうから説明します。１ページのほうをお願いいたします。第２号議

案『佐賀市立小中学校の適正配置に係る北山東部小学校に関する佐賀市教育委員会方針

について』、佐賀市立北山東部小学校の今後のあり方について定める必要がございます

ので、この案を提出するものでございます。 

 次の２ページをお願いいたします。今回、北山東部小学校に関しまして、この２ペー

ジ目の方針のとおりに定めたいと思っておりますので、ご審議をお願いしたいと思いま

す。この方針につきましては、平成２２年８月に決定いたしました教育委員会方針を踏

まえつつ、北山東部小学校に限定した方針として、あらためて定めるものでございます。

これまでの経過といたしましては、市の教育委員会で平成２２年８月に「佐賀市立小中

学校適正配置に関する佐賀市教育委員会方針」を決定し、小規模校の課題を緩和するた

めの施策を講じてまいりました。この方針の中で、北山東部小学校については児童数が

減尐しており、近隣の小学校との統合を行うこととし、経過確認期間を設けてその状況

を確認してまいったところでございます。本年２月の教育委員会の研修会におきまし

て、同校の児童数や今後の児童数の推移等をお示しした上で、まずは在校生の保護者、

それから児童、それから校区内の未就学児童の保護者に対しましてアンケートを実施す

ることといたしました。そして、このアンケートにつきましては、また３月、４月にも

研修会で説明を行っておりますけれども、３月末にアンケートの結果を対象の方々に送

付いたしているところです。また、方針に基づきまして、学校運営上の課題とか山村留

学の効果など、学校長及び山村留学の実行委員会のほうに聞き取りを行ってきておりま

す。 

 まず、アンケートの結果でございますが、在校生の保護者については、小規模校だか

ら困ったとか不安だという回答はなく、小規模校だから先生の目が行き届いてきめ細や

かな指導がなされているなど、学校に現在課題等はなく、学校存続の意見というような

回答を得ているところでございます。児童に対してのアンケートにつきましても、学校、

授業、地域に関して良好な回答がなされておりました。また、校区内の未就学の保護者
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のアンケート結果につきましては、山村留学に対しての不安は一部にあるものの、学校

に対して肯定的な意見が多くを占めております。一方で、北山東部小学校の今後のあり

方については、「学校存続」、「近隣の学校との統合検討」、「存続、統合、どちらでもよ

い」というような意見に分かれておりました。また、学校長への聞き取りでは、尐人数

ならではの対策を講じており、教育効果は非常に上がっている。また、学校運営上これ

までのやり方やノウハウも蓄積されており、困り感や過小規模であるから何もできない

ということは全く感じられない。一方で、学校運営は山村留学加配や完全複式加配が成

立している状況にあり、これまで同様に加配が必要、というような意見でございました。

また、山村留学実行委員会の聞き取りにつきましては、留学生の受け皿の確保には大変

苦慮をされているようです。実行委員会としては、山村留学制度自体も保護者の意見が

最も重要という認識であり、地元の子どもたちのために保護者が続けてほしいというこ

とであれば続けていきたいということでした。このため、山村留学制度を継続できるか

が学校存続の大きなポイントになっていると考えられます。 

 以上のような状況を踏まえまして、２ページ目の方針をお示ししているところでござ

います。具体的な内容といたしましては、近隣の小学校との統合を行うことは変更あり

ませんが、その実施については、平成３０年度から平成３２年度までの３年間経過確認

期間を置く。３年後の将来予測及びその時点での現状により、次の①から④のいずれか

の状況が認められる場合、もしくは確かに予測できる場合は、直ちに統合準備に入るも

のとするとしております。①過小規模にかかる課題及びその影響が、学校運営において

発現する。これは学年ごとに全く児童がいない学年が複数できて複式学級が組めない、

加配される先生が減るといったことで、学校運営そのものに影響が出る場合です。②過

小規模による児童及び保護者の「不安」「不満」等が発現する。これは過小規模化で本

当に大丈夫かという不安や不満が保護者や児童から出てくる場合です。③その後の予測

で、山村留学児童を除く更なる児童数の減が予想される。これは山村留学以外の地元の

子が減り留学生が多くを占める状況は、佐賀市立学校として存続が危ぶまれるといった

場合になるかと思います。それから④山村留学による効果が期待できない状況が発現す

る。現在は山村留学で課題が軽減できておりますけれども、山村留学が減ったり受け入

れが厳しい状況が出たりすれば課題解消が難しくなる。そういった場合を想定しており

ます。また、経過確認期間中であっても、①から④の状況が認められる場合には、直ち

に統合のための準備に入るものとします。最後に、経過確認期間後もさらに期間を延長

する場合には２年以内として、その都度①から④の経過の確認をしたいというふうに考

えております。 

 以上、ご提案申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 『佐賀市立小中学校の適正配置に係る北山東部小学校に関する教育委員会方針につい

て』でございますが、質問はございませんか。 

 「３年後に行う将来予測及びその時点での現状により」の「その時点」というのはい

つの時点を指していますか。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 ３年後です。 

 

（東島教育長） 

 ３年後でしょう。３年後の将来予測、これはわかる。でも、その間においても①から

④までの事象が生じたときには直ちに統合の準備に入りますよと、つまり３年待たずし

て入りますよということをうたっておったと思ったんですが。はい、どうぞ。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 
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 方針の後ろから２段落目の中に「ただし書き」としてあります。経過確認期間中であ

っても、上記の状況が認められる場合には準備に入りますということで、この部分は今

までのとおり入れ込んでいる状況です。 

 

（東島教育長） 

 はい、わかりました。ほかにありませんか。非常に北山東部地区の皆さん方にとって

は敏感に反応される中身でございますので、何か文言でも、あるいは内容等でも疑問等

があればお出しいただきたいと思います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それから、延長期間は状況に応じ２年以内とするというのも、前も２年以内でしたか。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 質問はないということでございますので、第２号議案『佐賀市立小中学校の適正配置

に係る北山東部小学校に関する佐賀市教育委員会方針について』は、原案のとおり承認

をいたします。 

 それでは、次に第３号議案『佐賀市社会教育委員の委嘱について』、社会教育課から

説明をお願いします。どうぞ。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 私のほうから説明させていただきます。資料３ページをお願いいたします。第３号議

案『佐賀市社会教育委員の委嘱について』でございます。 

 社会教育委員につきましては、社会教育法第１５条におきまして、「都道府県及び市

町村に社会教育委員を置くことができる。」とされており、「社会教育委員は、教育委員

会が委嘱する。」と定められております。また、佐賀市社会教育委員条例第３条におき

まして、「委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行

う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。」と定めております。 

 別冊の定例教育委員会議案等資料の１ページに掲載しております名簿のとおり、現在

社会教育委員は１３名でございまして、今回一番上の佐賀市小中学校長会からの委員

は、前委員が永野委員で嘉瀬小学校の校長先生でありましたけれども、退職に伴い新た

な委員の推薦がありましたので、この案を本日の教育委員会にお諮りするものでござい

ます。 

 具体的には恐れ入りますが、教育委員会資料の４ページにお戻りいただきまして、新

たに委嘱する委員は権藤順子氏、現在本庄小学校の校長であられます。解任する委員は

永野篤子氏でございます。 

 なお、新たな委員につきましては、５月２３日付で委嘱しまして、任期としましては、

佐賀市社会教育委員条例第４条第１項の規定により、前任の委員の残任期間であります

平成３１年１０月３１日までということになります。 

 説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 今説明がありましたけれども、質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 特にないようでございますので、第３号議案『佐賀市社会教育委員の委嘱について』

は、原案のとおり承認をいたします。 

 それでは続きまして、第４号議案『佐賀市尐年育成委員の委嘱について』、これも社

会教育課のほうから説明をお願いします。 
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（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 資料の５ページ、６ページをお願いいたします。第４号議案『佐賀市尐年育成委員の

委嘱について』でございます。 

 尐年育成委員につきましては、佐賀市尐年育成委員設置規則に基づきまして、各校区

に配置をしておりますけれども、循誘校区におきまして、平成２９年１０月１日から１

名の欠員が生じております。今回その補充として循誘公民館長から適任者の推薦があり

ましたので、佐賀市尐年育成委員設置規則第２条第１項の規定により、６ページに記載

しております角田満子氏に対して委員の委嘱を行うことについてお諮りするものでご

ざいます。 

 なお、委嘱につきましては、月額報酬の関係もございまして、平成３０年６月１日付

で行い、任期につきましては、同規則第２条第２項の規定により前任者の残任期間とな

っておりますので、他の委員と同じ平成３０年７月３１日までということになります。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 今の説明に関して質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問はないようでございますので、第４号議案『佐賀市尐年育成委員の委嘱について』

は、原案のとおり承認をいたします。 

 続きまして、第５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、公民

館支援課から説明をお願いします。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 公民館支援課長の村上です。よろしくお願いします。資料７ページをごらんください。

第５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。 

 改正理由でございますが、佐賀市立若楠公民館及び佐賀市立大詫間公民館の改築に伴

いまして、改めて公民館の位置、各部屋の使用料を定める必要がございますので、所要

の改正を行うものでございます。 

 ８ページをごらんください。改正の内容についてでございますが、まず条例の第２条

第１項に定める若楠公民館の位置、これを現行の「若楠二丁目１番１号」から「若楠二

丁目１３番１号」に改めるとしております。 

 なお、大詫間公民館につきましては、改築後も現在の地番が敷地面積の大半を占める

ことから、位置の変更は生じません。 

 次に、第７条関係の別表、これは市外の利用者の使用料を定めているものでございま

すが、この使用料につきましては、部屋の広さが５０平方メートルまでが３００円、 

５１平方メートルから１００平方メートルまでが５１０円、１０１平方メートル以上が

７２０円と基本的な方針を定めております。これに基づきまして各部屋の使用料、大会

議室が全室利用で７２０円、２分の１利用で４１０円、中会議室、小会議室、和室が 

３００円、調理実習室が、これは若楠公民館と大詫間公民館で部屋の広さが違いますの

で、若楠公民館が５１０円、大詫間公民館が３００円となります。 

 なお、別紙の議案等資料の２ページから３ページに付近の見取図と各室の使用料を平

面図に載せておりますので、ご参照いただければと思います。また、この条例の施行期

日でございますが、今後、若楠公民館が８月末、大詫間公民館が９月末の建築工事の完

了を予定しております。その後、外構工事や備品購入、こういった開館の準備となりま

すので、具体的に供用開始日が決まりましたら、改めて教育委員会の規則で施行期日を

定めたいと考えているところでございます。 

 なお、資料の９ページ以降は条例の改正案を記載しておりますので、ごらんいただき

たいと思います。 
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 説明は以上です。よろしくお願いします。 

 

（東島教育長） 

 『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例』について説明がありましたが、質問はご

ざいませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 特別にないようでございますので、第５号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する

条例』につきましては、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、日程５の報告事項に入りたいと思います。 

 「平成３０年度６月補正予算について」、担当課からの説明をお願いいたしますが、

学校教育課、学事課の順に説明をお願いいたします。 

 

（吉田学校教育課参事） 

 それでは、学校教育課吉田のほうから説明させていただきます。 

 国、県からの研究指定校委嘱事業ということで、６月補正に２０８万円を計上させて

いただいております。これは国・県からの研究指定校が、当初予算のときにはまだ確定

をしておりませんでしたので、６月補正に上げさせていただくものになります。歳入に

ついては、全額、国・県からの委託料で賄うものになっております。内容としましては、

県からの委託ということで、児童生徒の活用力向上研究指定事業、城北中、高木瀬小、

若楠小に各２５万円で計７５万円。それと教育課程の指定ということで兵庫小に２０万

円、英語教育の指定ということで昭栄中に２０万円。それと国からの委託ですけれども、

公立学校における帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業、こちらは神野

小学校、本庄小学校、成章中に各２０万円で計６０万円。最後に国及び県からの委託と

いうことで、人権教育研究指定事業として日新小学校に３３万円です。この内訳は、国

から１８万円、県から１５万円ということになっております。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 学事課のほう続けてお願いします。 

 

（百﨑学事課長） 

 続きまして、６月補正予算、学事課分につきましてご説明いたします。 

 資料１１ページの中ほどに記載をしております、学校給食施設整備事業にかかります

歳入予算についての補正でございます。歳入欄の学校施設環境改善交付金１，６８４万

４，０００円を計上しております。これは国の補助金でございまして、今年度若楠小学

校給食室の改築工事が採択をされましたので、合併特例事業債を減額いたしまして、財

源の組み替えをするものでございます。歳出予算の変更はございません。以上でござい

ます。 

 

（東島教育長） 

 それぞれに説明がありましたけれども、質問ございませんか。どうぞ、お願いします。 

 

（伊東委員） 

 ちょっと教えてほしいんですが、国からの委託ということで、公立学校における帰

国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業とありました。この帰国児童生徒の
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状況、そして外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業というのは、具体的にどう

いうものなんでしょうか。それと神野小学校、本庄小学校、成章中学校に決定された背

景はどうなんでしょうか。それから、外国人児童生徒等の３校の状況、例えば、神野小

学校に何名対象者がいるのか、そういった点をよければ教えてください。 

 

（吉田学校教育課参事） 

 子どもたちの中で日本語が話せないというような子どもたち対して、普段とは別の教

室で指導をするということで、きめ細かな支援ということになるんですけれども、神野

小、本庄小、成章中の３校に限定しているのは、そこに、この事業に当たる先生を、加

配ということで特別に配置しているということになっております。昨年度までは、中学

校はなくて神野小、本庄小だけだったんですけれども、今年度から中学校もということ

で成章中のほうになっております。そして、神野小、本庄小、成章中だけではなくて、

ここに加配された先生方が各学校を回って指導をするということになっております。で

すから、神野小に何人いるとかそういうことではなくて、佐賀市内の小学校にそういう

生徒さんたちがいた場合に、例えば拠点校となる神野小学校に配置された先生が、市内

の小学校等を回って指導をするということになっております。 

 

（伊東委員） 

 きょうは回答は要りませんが、前回の研修会でも、私のほうから外国人の子どもたち

の実態調査を要請しているんです。今から外国人の子どもたちというのは増える傾向に

あるはずですし、こういう支援というのは大事ですので。 

 ぜひその辺の具体的な背景と予算の配分を詳しく説明してほしいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 

（東島教育長） 

 この佐賀市内の小中学校に在籍する日本語ができない外国籍の子ども、あるいは帰国

子女もおります。日本国籍であるけれども話せないという子がおりますから、その実態

把握と、それに対してこの特別配置をされている３校３名の先生がどういうふうに計画

を持って回って指導しているのか。それから国の言葉は、英語だけじゃないですね。特

に東南アジア系が多いですから、そこら辺のことも踏まえて実態を調査して、この次の

研修会で提示をしてほしいと思います。 

 

（吉田学校教育課参事） 

 わかりました。 

 

（伊東委員） 

 日本の子どもたちにとっても、文化的な面とかで、その子どもたちが来るためにプラ

スになる要素もあると思うんです。それに指導の仕方によっては、外国の子どもたちが

非常におおらかに日本で生活をするということになると思いますので、ぜひ前向きな取

り組みをお願いしたいと思います。 

 

（東島教育長） 

 ほかに質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでございますので、報告事項についてはこれで終わりたいと思います。 

 

日程６ その他 

 

（東島教育長） 
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 日程６に参ります。その他です。先ほど申し上げました「成章保育所・本庄幼稚園の

施設のあり方について」は後で報告いたしますが、その前に報告することはないですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、冒頭申し上げましたように「成章保育所・本庄幼稚園の施設のあ

り方について」の報告です。これは佐賀市教育委員会会議規則第１３条第２号に規定す

る教育予算その他議会の議決を経るべき案件になりますので、非公開とさせていただき

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これ以降につきましては非公開といたしますので、申しわけございません

けれども、関係部署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３時２６分 

 

 


