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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月定例会を開きます。 

 何か一気に春めいてまいりましたけれども、今週末土日が牛尾梅林の梅まつりですよ

ね。先々週に私は行ってきましたが、二分から三分咲きで、それでも人はものすごく多

かったです。今度の土日はピークをやや過ぎたぐらいかな、なんて思っておりますが、

どうぞ行ってみられてはどうでしょうか。学校のほうもあと１か月ということで、卒業

式・修了式を迎えることになります。しかも、この季節になりますとマスクマンが多く

なりまして、聞いてみますと、９割は花粉症ということです。あと１割から返ってきた

答えは、花粉症並びに風邪ですと、こういうふうに言われていましたが、一年度の最後

の月になります。ひとつ体を十分いたわって次年度に備えていただきたいなと思ってお

ります。 

 それでは、委員会に入っていきますが、きょうは小川委員からは欠席の連絡が入って

おります。片岡委員が少しおくれて来るということでございますので、６人中現在４名、

最終的には５名になると思いますけれども、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、配付のとおりと考えておりますけれども、提出議案のう

ち第２８号議案につきましては、教育委員会会議規則により非公開とすべき案件でござ

いますので、第２８号議案を非公開とさせていただきたいと思います。よろしゅうござ

いますでしょうか。 

    〔「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 会議録の報告 

 

（東島教育長） 

 日程２の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） 

 １月２２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。 

 

（東島教育長） 

 会議録の報告が終わりましたが、報告内容に質問等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、議事録は報告のとおり承認をするということにいたしま

す。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（東島教育長） 

 それでは、日程３、教育長報告をいたします。 

 別紙の私の資料を出していただきたいと思いますが、きょうはボリュームがあります

ので、かいつまんで要点のみを申し上げたいと思います。 

 まず１点目は、第４０回佐賀市人権・同和教育研究大会、これを１月２９日に行いま

した。２つの会場に分かれての発表でございましたが、佐賀市の人権・同和教育につき

ましては、佐賀市人権・同和教育研究会という教職員組織に委託をした研究会をやって

おります。つまり、人権・同和教育研究会が１年間の研究計画を立てて、それを各学校
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におろして、各学校同じ共通テーマで実践をしていくという組織的な研究でございま

す。そのことの中身については、この人権・同和教育の目標からこのたびの研究実践報

告４点書いておりますけれども、何と言っても佐賀市の人権・同和教育は非常に私は質

が高いというふうに思っております。それは、やはり佐賀市人権・同和教育研究会とい

う組織を核にして研究の積み上げを図っていることです。つまり、単年度で１つの完結

を見ますけれども、ずっと積み上げていっているということですね。それが今回は４０

回目の発表でしたので、４０年間続いているということになります。佐賀市の教職員と

いうのは１，４００名近くおりますけれども、それぞれが共通の課題意識を持って各学

校で組織研究に取り組んでおります。これが強みなんですね。そして、こうやって１年

に一度成果発表会をすることによって各学校に成果を広げていっているということに

なろうかと思います。そういう人権・同和教育研究大会です。 

 次のページ、２ページのほうになりますが、九州都市教育長協議会の理事会がござい

ました。これにつきましては、皆様方のお手元に意見交換会の資料をお配りしていると

思います。今回議論になったことは、新しい教育課程の中にありますプログラミング教

育についての環境整備、これが１つ話題となりました。それから、学校管理職の魅力を

伝える。つまりこれはどういうことかと言いますと、今、管理職になり手がいない──

いないというよりも、教職員が管理職に魅力を感じていない。一昔前までは、我も我も

で手を挙げて管理職になろうと皆さんやっていたんですが、今は管理職になろうと思っ

ている人が、意識が低くなってきているので、管理職の魅力をどう伝えていくかという

ことが議論となりました。それから、３点目が学校の業務改善、これは働き方改革に準

じてということになります。４点目が公務支援システムの導入状況、５点目が小中学校

における英語外部検定について、このことが議論となりましたけれども、これは後でお

読みいただきたいと思いますが、特にプログラミング教育につきましては、新たな取り

組みでございます。しかもハード整備というのが当然そこには伴ってまいりますので、

ここら辺のところは各市の状況についてお読みいただければと思っております。 

 それから、教職員の管理職についてということでございますが、管理職志向が薄いと

いう中で、佐賀県は別です。佐賀県は管理職志向は高いです。上がる人は極めて少ない

ということになりますから、それが健全なのかどうかは別にしても、そういうことで佐

賀県の意識は健全だと思っております。なぜ管理職志向をしないかという理由を探って

みたら、１つは勤務時間が長い。特に教頭は長い。今でこそ働き方改革で短くなってき

ていますけれども、昔は非常に長かった。朝早く来て夜遅くまでと、みんな帰るまでい

ないといけないという勤務時間の問題。それから、常に行政と職員の板挟みになってい

たと。これは歴史的経緯があるわけでございます。それから、管理職そのものが本当に

魅力ある仕事であると感じているかということ、教頭、校長が自分の仕事が非常に魅力

がある仕事なんだ、やりがいのある仕事なんだということを管理職自身が自覚をしてや

るべきじゃないかというのが最終的な答えだったろうと私は思っていますが、そのた

め、それぞれ教職員が工夫をして勉強会をしているということでございました。 

 それから、３点目の業務改善、これについては特に学校閉庁と部活動休養、このこと

が話題として挙げられてきているし、業務負担の平準化という視点もあったようでござ

います。 

 次に、４点目の公務支援システムの導入、それから小中学校の英語外部検定、これに

ついての議論は、十分に時間がなくて深まりませんでしたので、あと実態についてこれ

をお読みいただいておけばと思います。 

 以上、２点目はこれで終わりにします。 

 ３点目ですが、これは平成３０年度の学校版環境ＩＳＯ活動表彰式です。神野小学校

が今年度の最優秀賞に輝きました。神野小学校の取り組みというのは、環境委員会を環

境リーダーとして全校のＩＳＯ活動をまとめる役割を果たしておりますし、多くの委員

会が役割分担して取り組んでいるというところに非常に特徴がございます。例えば、給

食委員会は残さないという視点から、残菜を出さない、それを統計グラフにしたり、あ
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るいは環境ＩＳＯの視点からそれを取り上げたりしていると。つまり、いろんな委員会

が環境ＩＳＯの活動を行っているということです。それから、先生方も同じような子ど

もたちと一緒になった取り組みをやっているということですね。こういうことで最優秀

賞の評価になったんだろうと思います。それから、あそこは４年生でしたか、神野公園

の清掃、それから神野公園の花壇のお世話、こういうものをやっております。こういう

ことも非常に地域への──地域に出かけての環境活動ということですね。こういうこと

がありまして最優秀賞に輝いたということです。 

 それから、４点目は佐賀市市民総参加子ども育成運動推進委員会の合同分科会、これ

は教育委員も推進委員でありますので、割愛させていただきます。 

 ５点目、本庄小学校研究発表会が８日にございました。吉村委員は保護者ということ

であって、教育委員と保護者の両方の立場から来ていただきました。ご存じのとおり、

佐賀大学教育学部の代用附属校でございます。そういうことで、大学の先生方と教職員

は連携をして研究を毎年やって、毎年発表しております。その発表も教育界の先をにら

んで常にやっておりますし、今回の場合には、教育課程が再来年から新しくなりますが、

それをにらんだ研究でございました。私も全ての先生方の授業を見させていただきまし

たし、分科会も顔を出させてもらいましたが、やはりプログラミング教育とか教科道徳、

それから教科英語、これにはやっぱり分科会の参加も多かったですね。特にプログラミ

ング教育のほうにも入って意見を聞いておりましたけれども、大学の先生もまじって、

大学の先生というのは佐大の先生じゃなくて、ほかの大学の先生もまじって意見を言っ

ていただいておりました。そういうことで、非常に白熱した議論が交わされたというこ

とです。 

 ６点目、これは子どもへのまなざし運動推進大会、１１回目ということになっており

ますけれども、今回、これまでの表彰、それから事例発表に加えて、１０年という１つ

の区切りもあって、第２ステージに行くために、よしのがり牟田さんがコーディネート

をされて話がありました。そういう中で、やはりこれから先どういうふうに取り組んで

いくのかということでの将来展望を出していただいたような気がしております。特に第

２ステージに入るわけでありますが、今回、大人の行動指針が改められました。今の時

代にマッチした行動指針になっております。そういうことを踏まえながらのこれからの

運動展開になるだろうと考えております。これが６点目です。 

 ７点目が人権総合学習の閉講式、これはつい先日の土曜日に行いました。１年間４０

回ぐらいの人権学習及び教科学習と。子どもたちは１年を通して本当に成長したなと。

特に私が感心したのは、この人権総合学習で子どもたちの感想の中に人権について考え

る機会があったと。人権というのを今まで考えたことがなかったと。でも、この学習会

に入ってきて、この人権というのがどういうものか、この人権を尊重するというのはど

ういうことなのかというのがよくわかってきたと。そして自分も、その人権を尊重する、

人権を大事にした人とのつながりを持ちたいという、そんな感想を６年生の子どもが言

ってくれました。そういうことを考えてみると、この人権総合学習が成果を見ているな

ということを感じたところでした。 

 以上です。 

 それでは、今私がかいつまんで話したところで質問はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、次に進みたいと思います。 

 

日程４ 提出議案 

 

（東島教育長） 

 それでは、日程４の提出議案でございます。 

 まず、第２４号議案『消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整備に関す

る条例』について、説明をお願いします。 
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（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 私のほうから、まず教育総務課のほうから議案の概要について説明を申し上げます。

それから、関連する部署からそれぞれ個別に説明をしたいというふうに考えておりま

す。 

 まず、議案の１ページをごらんください。第２４号議案の提案理由につきましては、

消費税率及び地方消費税率の改定に伴いまして、条例で定める施設の使用料などの改定

をする必要があるために提案をするものでございます。 

 別冊に議案資料を用意しておりますけれども、その１ページをお開きください。 

 上のほうの表でございますけれども、消費税につきましては、現行が８％、内訳とし

まして、消費税が６．３％、地方消費税が１．７％となっております。これがことしの

１０月１日から１０％になりますが、内訳としまして、消費税が７．８％、地方消費税

が２．２％となります。そこで今回、文化会館や公民館など、教育委員会が所管します

施設や教育施設の使用料等について消費税相当額の引き上げを行います。基本的には現

行の金額を１．０８で割り戻しまして、これに１．１を掛けてというふうな算定の仕方

で整理をしております。ただし、増税分が１０円に満たない場合については切り捨てて

据え置きとしておりますので、全ての料金が上がるということではございません。今回

改正の対象となる条例は、そこの下の表に書いておりますとおり、教育委員会関連で７

つとなります。 

 それでは、また議案のほうに戻ってもらってよろしいでしょうか。２ページから５ペ

ージにかけて掲載している条例によりまして、７つの条例を一括して改正する形態をと

っております。具体的に申し上げますと、この条例には第１条から第７条までの規定が

ございますが、第１条が文化会館条例、第２条で佐賀市公民館条例というふうに１条ご

とに条例を改正する形態をとっております。 

 なお、この条例の本体では、それぞれの条例がどこがどのように変更されたのかが非

常にわかりにくくなっておりますので、先ほどの別冊の議案資料の２ページから１１ペ

ージにかけまして、それぞれ条例で定める料金表の新旧対照表を掲載しています。下線

のある数字が今回変更になる部分ですので、それをごらんいただきたいというふうに思

います。 

 最後に、改正の時期としましては、また議案のほうに戻るんですけれども、５ページ

をごらんいただきますと、末尾の附則のところに「１ 施行期日」とありますとおり、

消費税の改定時期にあわせまして、ことしの１０月１日に施行し、７つの条例が改正さ

れることになります。また、厳密にどの時期から増額して徴収をするかということにつ

きましては、附則２の「経過措置」におきまして、１０月１日以降の施設使用の許可に

係る使用料について適用することとしております。いわゆる許可日を基準としまして、

消費税が１０％になるかならないかということになります。 

 全体的な説明については以上ですので、引き続きまして、文化振興課、公民館支援課、

図書館、社会教育課の順番で所管する施設の説明をさせていただきます。 

 私のほうからは以上です。 

 

（東島教育長） 

 では、文化振興課から説明をお願いします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 文化振興課所管の施設としましては、文化会館と肥前国庁跡歴史公園、東与賀文化ホ

ール、この３つになります。 

 別冊の議案等資料の２ページから新旧対照表が載っております。こちらのほうをごら

んいただきたいと思います。 

 まず、文化会館関係、２ページと３ページにこの新旧対照表が載っておりまして、ホ
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ール等の使用料になります。改正後（案）のほうでご説明をします。基本的な考え方は

先ほど話がありましたが、現行の料金を１．０８で割って１．１を掛けるというやり方

で改正後の金額を積算しておりますが、ちょっと文化会館については特殊な部分があり

まして、改正後（案）のほうを見ていただきたいんですけれども、区分のところを見て

いただくと、時間の区分というのが左のほうから、午前９時から正午まで、午後１時か

ら午後５時まで、午後６時から午後１０時までというふうになっていまして、この３つ

までは先ほどの計算式で使用料を出しますけれども、その次から３つは、１つずつ計算

をするのではなくて、例えば、午前９時から午後５時までの金額は、一番左の午前９時

から正午までの金額と、その右側の午後１時から午後５時までの金額を足した額という

ように計算をしております。また、大ホールのところを見ていただきますと、入場料の

額によって３つの区分に分かれています。これにつきましても、一番上にある入場料を

徴収しない場合及び入場料の最高額が５００円以下の場合、これが基本使用料となりま

すけれども、その下の区分の５００円を超え２，０００円以下のところは基本料金の２

倍の額、さらにその下の２，０００円を超えるというところは基本料金の３倍になるよ

うに計算をしております。 

 ３ページの附属施設使用料については、入場料による区分がありませんで、時間の区

分の部分だけ先ほど説明したような計算の方法で新しい金額を決めております。これに

よりまして、文化会館は一番少ないところで第３練習室の９時から正午までの使用料が

１０円引き上げ、一番高いところは大ホールの午前９時から午後１０時まで、終日借り

る場合で、入場料が２，０００円を超えるところについては１万４３０円の引き上げと

なります。 

 次に、８ページに飛んでいただいてよろしいでしょうか。８ページの一番下のところ

ですね。④のところに肥前国庁跡歴史公園条例があります。使用料としましては、南門

前の多目的広場ですが、これはルールどおりの計算で１．０８で割って１．１を掛ける

という方法です。１日使用する場合は３０円、半日使用の場合は１０円の引き上げとな

ります。 

 次の９ページ、⑤東与賀文化ホール条例ですが、こちらは先ほどの文化会館と同じ計

算方法となりまして、一番少ないところで１０円の引き上げ、多いところで９３０円の

引き上げになっております。──すみません、同じと言いましたけれども、入場料のと

ころが、基本料金が入場料を徴収しない場合及び入場料の最高額が５００円以下の場

合、これが基本料金ですが、その下の５００円を超え２，０００円以下の場合は基本料

金の１．５倍、その下の入場料の最高額が２，０００円を超える場合は２倍というよう

な計算式になっております。 

 なお、文化会館と東与賀文化ホールにつきましては、この条例以外に舞台や音響や照

明設備の使用料が規則のほうに定められておりますので、そちらの使用料につきまして

も消費税増税分を上乗せする形となりますので、別途規則改正を行う予定になっていま

す。 

 文化振興課分は以上になります。 

 

（東島教育長） 

 それでは、次は佐賀市公民館条例のほうの説明をどうぞお願いします。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 続いて、②の佐賀市公民館条例の説明です。３ページから８ページまでございますが、

この使用料につきましては、市外の方が利用されるときの使用料になります。全部ルー

ルどおり計算をして影響のあるものを値上げすると。ほぼ全ての公民館に該当するもの

といたしましては、大広間だったり集会室だったり大会議室だったり、呼び名はさまざ

まですけれども、一番広い部屋ですね。これが現行７２０円から７３０円に上がると。 

 それで、特殊なものといたしまして、６ページをごらんください。諸富町公民館、こ
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ちらにはもっと広い講堂という部屋がありますけれども、こちらのほうが現行１，０２

０円から１０円値上げの１，０３０円、それから、その下の春日公民館ですが、下のほ

うに美術工芸室と視聴覚室、それぞれ現行８２０円から８３０円に。さらに、７ページ

に行きまして富士公民館、こちらのほう多目的ホールということで、こちらはもっと諸

富町の公民館よりさらに広いホールがございますけれども、こちらのほうの使用料１，

５４０円から２０円値上げの１，５６０円ということになります。冒頭申し上げました

ように、市外の方が利用される場合のみ適用する使用料ですので、市民サービスに影響

はないというふうに考えております。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 図書館条例のほうお願いします。 

 

（江頭図書館長） 

 続きまして、図書館です。議案等資料は８ページになります。③の部分です。図書館

では、本館の２階にある多目的ホールを有料で貸し出しておりますので、この使用料を

改定するものです。使用料につきましては、新旧対照表のとおりでございますけれども、

図書館も同様に現行の使用料を１．０８で割り戻して、１．１０を掛けるという計算式

で計算をして、改定後の使用料を算出しているところです。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 では、社会教育課お願いします。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 それでは、議案等資料の１０ページをお願いいたします。佐賀市星空学習館に関係す

るものでございます。別表の中の一番上の段落の、多目的ホール、この一般部分の市外

者が利用される場合につきまして、７２０円から７３０円、１０円値上げをするという

ものでございます。ルールどおりでございます。 

 １１ページに行きまして、佐賀市青少年センター関係でございますけれども、一番上

の多目的室の全室使用の市外者が利用される場合に７２０円から７３０円と１０円値

上げることと、大会議室の全室利用の市外者が利用される場合に７２０円から７３０円

に値上げするものでございます。 

 また、一番下から２つ、音楽練習室１、２、これを青少年以外の方が利用される場合、

それぞれ１，０２０円から１，０３０円に１０円値上げをするというものでございます。

ルールに基づいた値上げでございます。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 それぞれ改正条例の説明がございましたけれども、質問ございませんでしょうか。 

消費税に関連したものでございますので、特にはないですね。 

    〔「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、第２４号議案『消費税率及び地方消費税率の改定

に伴う関係条例の整備に関する条例』は、原案どおりに承認をいたします。 

 次に、第２５号議案『佐賀市公民館条例施行規則の一部を改正する規則』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） 

 ６ページ、第２５号議案でございます。佐賀市公民館条例施行規則の一部、これは館
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長の任期になります。現在「２年」でありますが、これを「１年」に改めるというもの

でございます。 

 説明は議案等資料の１２ページと１３ページをごらんください。１２ページには新旧

対照表を載せております。先ほど申し上げましたように、第２条の部分、公民館の館長

の任期、現在「２年」を「１年」とするものでございます。その理由といたしましては、

１３ページに「会計年度任用職員制度について」という資料を載せておりますが、平成

３２年４月、平成３２年度からこの会計年度任用職員制度が導入される予定でございま

す。結論から申し上げますと、現在の公民館長を会計年度任用職員に移行したいという

ふうに考えております。 

 会計年度任用職員制度の概要について、資料に基づいて説明をいたします。背景とし

ては３点ございます。佐賀市に限らず、全国的に地方公務員の臨時非常勤職員の総数が

増加傾向にあると。ただ、そういった職員も行政の重要な担い手となっていると。それ

から、これらの臨時非常勤職員の任用に関する取り扱いが一部法で定める任用制度の趣

旨に沿わない運用が見られるので、今回国のほうで統一的に見直しましょうというよう

な部分が背景としてございます。 

 次に、法改正の趣旨というところをごらんください。まず１点目、特別職非常勤職員

及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化とありますけれども、今の公民館長は特別職非

常勤職員ということで任用をしております。ただ、この特別職非常勤職員がここにあり

ますように、知識経験等に基づき助言、調査、診断等を行うものに限定されるというこ

とで、より厳格化されるということになり、例えて言うならば審議会の委員、そういっ

た方々に限られるということになります。 

 下のイメージ図をごらんいただきたいと思いますが、左側が現行で、先ほど言いまし

たように、特別職非常勤職員の中に公民館長が今含まれております。その改正後、どう

なるかというと、特別職非常勤職員として残りはしますけれども、先ほど言いましたよ

うにより厳格化されるので、ここには公民館長は該当しないと。なので、一番下の会計

年度任用職員のほうに公民館長は移行するということで今考えております。この名前の

とおり会計年度任用ですので、任期は１年となることから、今回規則の改正をお願いす

るものでございます。ただ、本人が希望すれば再任が２回まで可能と。最長３年間継続

して雇用できるというような制度、これは佐賀市として会計年度任用職員制度を現在そ

ういうふうに考えているということでございます。さらに、その３年過ぎた後も公募に

連続して応募することも可能ということで、現在、人事課のほうで佐賀市全体の制度設

計を詰めているところでありますけれども、公民館長独自で少し調整をする部分も今後

出てこようかと思っております。先日、公民館長会でも意見交換会を実施して、素朴な

疑問だったり意見、要望等をお聞きしたところでございます。どこまで現場の意見、要

望を反映できるかどうかは、今後人事課等と調整を要しますけれども、今の制度、仕組

み、運用がまるっきり変わるということはないと。現場が混乱することは避けたいとい

うふうに考えておりますので、その辺、念頭に置いて今後調整は図っていきたいと思っ

ております。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 今、説明がございましたけれども、質問ございませんでしょうか。 

 この施行規則はいつから施行するんですか。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 ４月１日からです。 

 

（東島教育長） 

 ３１年度の４月１日から。すると１年早くということですか。 
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（村上地域振興部公民館支援課長） 

 ３２年４月１日に会計年度任用職員に移行しますので、３１年度４月に辞令を交付す

る館長の任期は１年間になりますので、そこも踏まえて今のタイミングで規則の改正

を。 

 

（東島教育長） 

 そうか、そうしないと２年間でしたからね。わかりました。 

 

（片岡委員） 

 先ほど公民館長さんと意見交換をしたというお話があったんですけれど、どのような

意見が出たのか、差し支えない範囲で教えていただけますか。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 そもそも、まだ佐賀市の制度自体が固まっているわけでもありませんし、館長会でも

この資料を使っての説明でしたので、なかなか館長さん、我々もそうですけれども、具

体的なイメージを描き切れていない部分が多うございます。その中で、先ほど説明しま

したけれども、１年限りで終わりなのかとかいうような質問ですね。それから、何か、

例えば、賃金の面ですとか、そういったところで何か大きく変わるのかとか、そういっ

たところが多かったかなと思います。それに対して、わかる範囲で、どこまで答えるべ

きか、答えていいのかというのは、そのときの判断に迷ったところもありましたけれど

も、現段階では先ほど言ったように１年限りではありませんよと、希望すれば最長３年

までは、当然何がしかの選考は、評価はしなければいけませんけれども、希望すれば最

長３年間は公募によらず継続することが可能ですと。連続して新たに一般公募と同じよ

うな形で募集されていいですよと。それと、待遇の面につきましては、人事課のほうで

どういうふうにするかと具体的にまだ決まっておりませんでしたので、ちょっとそこは

現時点では何ともお答えできませんというふうなことで答弁をしたところでございま

す。 

 

（片岡委員） 

 ありがとうございました。 

 

（東島教育長） 

 よろしゅうございますか。ほかに質問ございませんか。 

 これまでは２年で公募にしないといけなかったですかね。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 まずスタートは公募ですよね。公募で再任用されたら任期が２年でしたので２年経

過、２年経過したら本人の希望で１回だけ再任ができました。そこは面接等をして問題

なければさらに２年ということで、一般的には４年サイクルで回していたというのが現

状でございます。 

 

（東島教育長） 

 今度は３年サイクルになるということですね。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 そうですね、はい。 

 

（東島教育長） 
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 質問ございませんか。はい、どうぞ。 

 

（堤委員） 

 先ほどの説明で２年、２年となっていたのが、１年の３回となるということは、現在

の館長さんで１年短くまた続けようというときは公募に手を挙げないといけなくなる

人がいるかと思うんですが、そういう方々から何かご意見とかは。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 移行する際は、用意ドンではなくて、残りの残任期間を少し考慮して、全部公募とい

う形だと現場も混乱しますし、３年に一遍３２人一気に変わるということにもなります

ので、ちょっとそこは残りの任期の期間がある館長については少し経過措置ということ

で設けたいなというふうには思っております。 

 

（東島教育長） 

 よろしいですか。 

 

（堤委員） 

 はい、わかりました。 

 

（東島教育長） 

 ほかに質問ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでございますので、第２５号議案『佐賀市公民館条例施行規則の一部を改正

する規則』、原案どおり承認してよろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 原案どおりに承認をいたします。 

 それでは、続きまして第２６号議案『通学区域の変更について』、学事課のほうから

説明をお願いします。 

 

（百﨑学事課長） 

 ７ページ、第２６号議案『通学区域の変更について』でございます。 

 この件につきましては、昨年１２月の定例教育委員会においてお諮りをしました佐賀

市立小学校及び中学校通学区域審議会委員の任命議案の際にご説明をいたしましたが、

平松北自治会の区域の通学区域を西与賀小学校から日新小学校に、城西中学校から昭栄

中学校に変更するものでございます。平松北自治会の区域は、８ページの地図に斜線で

示した区域でございます。施行期日は平成３１年４月１日としております。ここで議案

等資料の１４ページをお願いいたします。 

 この通学区域の変更につきましては、佐賀市立小学校及び中学校通学区域審議会条例

の規定に基づきまして、佐賀市教育委員会から佐賀市立小学校及び中学校通学区域審議

会へ諮問を行い、平成３１年１月３０日に審議され、平松北自治会の区域の通学区域を

変更することが望ましいとの答申をいただいております。変更すべき理由としまして

は、「２ 変更理由」に記載がありますとおり、昨年４月１日から所属自治会長会を日

新校区へ変更していること。小学校区と自治会校区は、同じほうが学校活動が円滑に推

進できること。それから、子ども会や体育行事は既に以前から日新小学校校区内で活動

をされてきたこと。日新小学校に通った住民が多いことから、避難場所も日新小学校が

最良と思われることとなっております。 

 説明につきましては以上でございます。 

 

（東島教育長） 



 10 

 今の通学区域の変更について質問ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしゅうございますかね。異議はないでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 第２６号議案『通学区域の変更について』は、原案どおりに承認をいたします。 

 次に、第２７号議案『佐賀市子どもの読書活動推進計画の策定について』、図書館の

ほうから説明をお願いします。 

 

（江頭図書館長） 

 それでは、第２７号議案『佐賀市子どもの読書活動推進計画の策定について』、説明

をいたします。 

 資料は９ページをお願いいたします。佐賀市の子どもたちが読書に親しみ、生涯にわ

たって続く読書習慣を身につけることを目的といたしまして、関係いたします保健福祉

部の健康づくり課、それから学校教育課、それと図書館で計画の策定作業を進めてまい

りましたけれども、計画案がまとまりましたので議案として提出するものでございま

す。 

 なお、資料の１１ページ以降に計画書を載せておりますけれども、この内容につきま

しては、昨年１０月の定例教育委員会で説明をしておりますので、ここでは主に１０月

以降の策定の事務手続とパブリックコメントの状況、それと計画の修正部分について説

明をいたします。 

 まず、１０月の教育委員会以降の事務手続でございますけれども、議会説明といたし

ましては、昨年１２月に文教福祉委員研修会で説明をいたしました。続いて、年末から

１カ月間パブリックコメントを実施いたしまして、市民や関係団体からの意見を募集し

ております。その後、市議会からの意見やパブリックコメントの意見などを踏まえまし

て、計画書を一部修正いたしまして、今月の１５日ですけれども、図書館の諮問機関で

あります佐賀市図書館協議会において承認をいただいたところでございます。 

 次に、パブリックコメントの結果についてご説明をいたします。 

 別冊の議案等資料の１５ページをお願いいたします。 

 この１５ページですけれども、申しわけありません、説明に入ります前に誤字の訂正

がありますのでお願いいたします。１５ページ左側のご意見の欄ですけれども、①の３

行目です。最初に「広い」という文字がありますけれども、これは捨てる、拾うの「拾

い」という文字のほうが正しいので修正をお願いいたします。申しわけございませんで

した。 

 パブリックコメントですけれども、昨年の１２月２６日から先月の２５日までの１か

月間意見を募集いたしまして、３名の方から１０件のご意見をいただいております。ご

意見とそれに対する市の考え方につきましては、１５ページから１９ページまでに記載

をしておりますけれども、大まかに分けてご説明をいたしますと、計画の策定方法や数

値目標についてのご意見や質問が３件ございました。それから、図書館や健康づくり課

が実施しているサービスの充実を求める意見、これが２件ございました。それから、事

業実施のために予算措置を明らかにすべきという意見も１件ございました。それと、関

係部署の連携強化が必要との意見が４件ございまして、特に乳幼児期から就学前児童に

かかわる部署の連携と取り組みを望むご意見をいただいたところでございます。 

 最後に、計画書の修正箇所についてご説明をいたします。 

 教育委員会資料にもう一度戻っていただきまして、１７ページをお願いいたします。 

 第４章です。第４章では子どもの読書活動計画推進のための環境整備といたしまし

て、今後の考え方を記載しております。このたびのパブリックコメントで乳幼児の時期

から就学前児童までの取り組みを求めるご意見もありましたことから、この１７ページ

で網かけをしております１項、修学前の整備、これを網かけした部分を全て新たに追加

記入をしております。(1)乳幼児セミナーにおける取り組みでは、現在、健康づくり課
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が実施しております３～６ヶ月セミナーにおいて「赤ちゃんの絵本ガイドブック」を配

布しておりますけれども、今後は図書館職員もこのセミナーに参加をいたしまして、読

み語りの大切さを伝えていくことにかかわることといたしました。また、(2)の保育園

等への働きかけといたしまして、市内の保育園、幼稚園、認定こども園などに対し、図

書館のイベント情報を積極的に提供いたしまして、市立図書館の利用を働きかけるとと

もに、保育園、幼稚園などからの読書に関する相談に応じることを記載しております。 

 続きまして、資料の２１ページをお願いいたします。こちら、第５章の１項です。１

項では、子どもを読書好きにするための今後の取り組みを記載しておりますけれども、

次の２２ページになります。修正前は(5)までの記載で学校図書館の取り組みの記載が

ございませんでしたけれども、今回(6)、網かけをしている部分ですけれども、学校図

書館の活用の推進という項目を新たに追加いたしまして、クラスでの利用時間を設定し

て図書館の活用の推進と一斉読書活動や読書週間の取り組みを充実することを記載し

ております。 

 また、計画の推進にはボランティアの皆さんの協力が不可欠であるということのご指

摘もありましたので、(7)に、これも網かけ部分ですけれども、ボランティアの協力及

び連携という項目を新たに追加しております。 

 最後に２３ページです。第６章計画の数値目標です。こちらでは、計画の進捗管理と

目標達成のため数値目標を掲げております。このうち、学校教育課の目標値につきまし

ては、昨年議会に説明した際には、この項目ではなくて１日３０分以上読書をする子ど

もの割合というものを指標の項目にしておりましたけれども、議会のほうからも達成の

目標が低いこともありまして、何もしないで達成できるだろうという値ではなくて、努

力の跡が見られるような高い目標値にすべきというふうなご指摘もございました。この

ため、もう一度検討いたしまして、項目自体をここに掲げておりますように、２と３の

部分ですけれども、新たな指標に変更いたしまして、２０２３年度の目標値を設定した

ところです。佐賀市子どもの読書活動推進計画の策定についての説明は以上でございま

す。 

 

（東島教育長） 

 今説明がございました。特にパブリックコメントを受けての改められた部分を中心に

説明がありましたけれども、委員の皆さん方から質問はございませんでしょうか。はい、

どうぞ。 

 

（片岡委員） 

 直接関係ないかもしれないんですけれど、このブックスタートが平成１４年から始ま

って１７年で廃止をしているということなんですけれど、具体的にどんな制度でなぜ廃

止になったのかを教えていただけますか。 

 

（江頭図書館長） 

 この事業は健康づくり課の所管で詳しくはありませんけれども、私の知っている範囲

でお答えします。 

 このブックスタートですけれども、平成１４年度から始めておりました。内容につい

ては、本そのものを、本を選んで佐賀市の子ども、ある一定の年齢の方全てにお配りす

るというようなやり方だったんですね。これを１４年度から１７年度まで行ったんです

けれども、１７年度限りで廃止をしております。廃止の理由としては、やはり経済的負

担も大きかったことも１つの要因だと思っております。その後、健康づくり課では、そ

のやり方を少し変えまして、同じく以前からやっていた３～６か月セミナーというのが

あります。実はこれは、そういったセミナーを受けたいという希望者の方を対象に行っ

ているセミナーです。ここに来ていただいた方に対して、今度は本ではなくて、５００

円の絵本購入補助券というのをお配りされております。ただ、その購入券を持ってわざ
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わざ買いに行くのではなくて、そこに呉服元町にあります「ピピン」という子どもの絵

本のお店がありますけれども、そこに委託をしておりますけれども、そこからもこうい

った本がいいんじゃないかという本も集めていらっしゃって、説明をして５００円の補

助券を使って本を購入していただくというふうなやり方に今は変わっているところで

ございます。私たちの取り組みとしては、そのセミナーの中でもう一つ、子どもの絵本

ガイドブックというのを図書館が独自でつくっております。それは３年ごとに改訂をし

てありますけれども、こういったものもセミナーでは配付をして、読書の大切さ、読み

語りの大切さというのは伝えていたところなんですけれども、そういったブックスター

トの復活とか、この事業の充実を求める声は多かったものですから、今回の修正では、

私たち今ガイドブックを提供するだけではなくて、今度からはそこに出向いて少し保護

者の方とのかかわりをふやしていこうというふうに考えているところです。 

 

（片岡委員） 

 どうもありがとうございました。 

 

（東島教育長） 

 ほかに質問ありませんか。よろしいですか。はい、どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 すばらしい推進計画だと思います。直接関係ないかもしれませんけれども、２０１８

年の子どもたちの学力調査で、新聞を読む子と読まない子でそこに正答率の差があると

いうのは皆さん方も記憶にあると思うんですが、新聞を読むこともこの読書活動という

ことになるのか、その辺のつながりはどう捉えてあるんでしょうか。 

 それから、２３ページの目標値、数値目標まで掲げて非常に詳細にわたってプランニ

ングされていますが、例えば、おじいちゃん、おばあちゃんがよく本を読むよとか、保

護者がいつも本読んでいるよという、そういう環境が非常に大きく影響すると思うんで

す。ですから、この１から４項目の目標値はありますけれども、家庭でどう保護者が本

を読んでいるのかということについては、いかがでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 今の件、特に家庭の読書環境整備という視点から、親が、あるいは家族が本を本当に

読んでいるかという、非常に視点として大事な視点ではあります。これが盛り込めるか

どうか検討を、どういうふうにするかは別にして。 

 

（江頭図書館長） 

 まず２点目のご指摘の子どもに限らず、その周囲の方が本をどれだけ読んでいるか、

それがどのように推移しているかという把握ですけれども、私が把握している中では、

そういったアンケートですとか集計は持ち合わせていないと思います。今持っているの

は、図書館の全体の来館者数ですとか貸出数、そういったものは持っているんですけれ

ども、そういったものですね。来館者アンケートだととれませんけれども、今後の何か

のアンケートとか指標作成のときに参考にさせていただければと思います。 

 それから、もう１点目の新聞を読む、読まないが学力テストの結果に大きく反映され

ているということですけれども、すみません、これも私勉強不足で初めて聞いたところ

でございますけれども、新聞を読んでいるというところの状況調査は多分持っていない

と思います。今のところですね。 

 

（東島教育長） 

 それは、市立図書館よりも学校図書館、学校図書館には新聞を整備しなさいと、これ

はもう義務化されています。だから、少なくとも今学校の図書館には２社以上の新聞を
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置かなければいけないとなっていますので、今置いているんですよ。ですから、ここら

辺は学校図書館の整備の中にうたうとすればうたってもいいでしょう。 

 

（伊東委員） 

 そのときのデータがちょっと私もうろ覚えですけれども、毎日何らかの形で読むとい

う子が７％だったと思います。それと読まないというのが６０％ぐらいだったと思いま

す。 

 この読書活動推進というのは、今スマホが中心になっているなかで非常に大事な取り

組みだと思いますので、後の中間のチェック、そして目標値にどう到達していくのか。

その辺がないと、いくらすばらしいプランニングだって効果出ませんので。逆に今先ほ

どの７％の常に本を読む子が、先ほどの新聞とイコールじゃないでしょうけれども、例

えば、２０％ぐらいよく本を読むよとか、この数字が９０％が９５％になるとか、そう

いう努力をしていただきたいなというふうに思いますので。今すぐ回答できないでしょ

うから、努力目標にしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（東島教育長） 

 よろしいですか。はい、どうぞ。 

 

（吉村委員） 

 質問ではなく希望ですけれども、子どもが読書好きになるためにということで、やは

りブックスタートはとても大事だったと思うんですね。５００円の割引券はもちろんい

いと思うんですけど、その子にこの絵本というプレゼントが全員あるということは本当

に意味があるので、子どもたちは同じ本を何度も何度も繰り返して読むという中ですご

く心が成長する部分もあるので、できればまた復活できるような可能性があればしてい

ただきたいなと思うのが１点です。 

 それから、各校区で活動している親子のサークルというのがあるので、幼稚園、保育

園に入る前の親子へ、例えば、市立図書館の方や分館の方が絵本の読み語りをしに来て

いただけると、親子でそういう時間を過ごす心地よさ、親も読んでもらうと気持ちいい

なということがわかると子どもへも伝え、読もうと思うと思うんですよね。それから、

小さい子どもでも、１歳前の子どもでも絵本をすごく一生懸命見ます。──という姿を

見ると親も気づかされる部分があるので、そういう小さい子どもたちへの活動もしてい

ただけたらなということを感じます。それから、児童クラブなんかで読めたら、もしか

したら心穏やかにする時間がとれるんじゃないかなということを感じています。 

 あと最後に、この定例教育委員会のほうの２０ページに「こどもの読書週間」に合わ

せたイベントということで、「ポップバルーンをとばそう！」ということが書いてあり

ますけど、感想文や感想画だとちょっと難しいなと感じる子どもたちでも、本の紹介と

いうところだと取り組みやすいかなっていうのを最近感じています。これは一人でも絵

本や本の魅力を伝えるということで取り組みやすいし、グループでも使えるかなと思う

ので、そういう、これは無記名で簡単な感じでのイベントだと思うんですけれども、学

校で、例えば、夏休みの宿題の自由研究の一つにでもあると取り組みやすいかなという

ことを感じています。 

 

（東島教育長） 

 今のところは、ページを教えてください。 

 

（吉村委員） 

 ２０ページです。２０ページの５番の(1)に「こどもの読書週間」に合わせたイベン

トとありますので。 
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（東島教育長） 

 江頭館長、よろしいですか。 

 

（江頭図書館長） 

 私が聞き漏らした分は、また担当からでも答えさせていただきますけれども、まず最

初にブックスタートの件ですね。これはもう確かに以前取り組んでいて、今廃止をして

しまったということで、実は議会などでも復活を望む質問なども多くあっておりますけ

れども、そして、パブリックコメントのほうにも今回その復活というか、ブックスター

トをぜひというようなご意見もいただいたところです。 

 議案等資料の１６ページになりますけれども、ただ、健康づくり課としては、このブ

ックスタートをまた復活するとか、復活を検討するというところまでの回答には至って

おりません。今の回答では、さっき私申し上げました健康づくり課が主体ですけれども、

そのセミナーのほうですね。これも５００円の補助券の普及というところでやっていき

たいというふうな回答をしているところでございます。 

 私たちもこの状況を聞いたところ、２０％ですかね、そんなに半分もいっていなかっ

たんですね。参加者が市民の数からすると。ただ、制度的にはあってもったいないもの

ですから、少しでも参加していただく、そして少しでも補助金を使っていただくという

ところで、私たちもできれば次年度からそのセミナーに入って周知、絵本の大切さ、読

み語りの大切さというところは訴えていきたいというふうに思っているところでござ

います。 

 それから、親子で読書に親しむような機会を設けてほしいということのご意見です

ね。図書館の取り組みで申し上げますと、図書館の本館では毎週１回ずつ乳幼児を対象

とした、それからある程度上の、３歳とか就学前のお子さんを対象に読み語りは行って

いるところです。ただ、本館の活動で言うと、まだまだ人的な問題もあって地域に出て

行くというところまでやっておりませんけれども、これもパブリックコメントで回答を

しておりますけれども、ただ分館、あるいは分室ですね、ここについてはそこの受け持

ちの小学校区のほうに出向いていってのお話などもやっておりますし、周辺の保育園な

どにも出向いているという実績を少しずつ持っております。 

 今回、私たちここに書いておりますのは、出て行くというところまではまだまだクリ

アする段階、高いですけれども、本館で言いますと、周辺に保育園、幼稚園もあります

ので、こういったおはなし会のイベントなど、こういったものの周知をして、ぜひ来て

いただきたい、使っていただきたいと、そういった取り組みをやっていきたいというふ

うに思っているところでございます。 

 それから、読書活動のイベントですけれども、これもちょっと書き切れないところが

あったんですけれども、実は、実績としては春の読書週間、秋の読書週間、目的として

は図書館を利用していただきたい、本をもっと借りていただきたいということで、いろ

んなイベントは実施しておりますし、分館、分室もそれぞれに趣向を凝らして地域の住

民の方に対してのイベントはやっているところでございます。 

 

（東島教育長） 

 特に吉村委員のおっしゃった読み語りにしても、親子に対して読み語りをする。つま

り、子どもだけだったら子どもだけが、そこの場の雰囲気とそのよさというのは子ども

にしかわからないけれども、親を啓発していくという視点から、親子に対して、それか

ら、できたら修学前のところに出かけていってと、いわゆるこちらのほうから出かけて

いってという視点がありましたので、ここら辺は図書館の現状を踏まえながら、そうい

う視点を頭に置いてこれを展開していただくといいなと思います。 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これについては承認をしてよろしゅうございますか。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第２７号議案『佐賀市子どもの読書活動推進計画の策定に

ついて』、原案どおりに承認いたします。 

 次に、２８号議案は、これは非公開の案件でございますので、後もって取り扱いをさ

せていただきます。 

 

日程５ 報告事項 

 

（東島教育長） 

 それでは、日程５、報告事項に移ります。 

 「教育長及び教育委員と社会教育委員との意見交換会について」、社会教育課のほう

から説明をお願いします。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 それでは、２８ページをお願いいたします。「教育長及び教育委員と社会教育委員と

の意見交換会について」でございますけれども、この件につきましては、２月１２日の

教育委員研修会の中で、実施方法等について教育委員の皆様からご意見をいただきまし

た。そのご意見等に基づきまして、実施方法を整理いたしましたので、整理をした部分

を中心に報告をさせていただきます。 

 お手元の資料の２番目の日程でございますけれども、平成３１年３月２６日火曜日の

１３時３０分から１５時まで、９０分を予定としたいと思っております。場所につきま

してはこの場所、４番、議題につきましては３つ、「青少年に関する問題について」、「学

校と地域の関わりについて」、「地域と家庭教育・公民館の関わりについて」、これは変

わっておりません。その次の５番目に、会の中身としまして会次第をつけておりますけ

れども、教育委員会の事務局主催ということで、教育部長のほうから挨拶をいたしまし

て、各委員の自己紹介、教育長・教育委員の順番でいきたいというふうに思っておりま

す。３番目の意見交換としまして３議題ございますので、今のところ各議題２５分ぐら

いで３議題というところで、まずは社会教育委員の皆様からご意見をいただき、次に教

育長・教育委員のほうからのご意見をいただきまして、簡単なまとめという形で３テー

マまで実施をしたいと思います。参考に前回の教育委員研修会で堤委員のほうからご発

言いただきました県の状況を載せております。 

 ６番目の今後のスケジュールでございますけれども、大変申しわけございません。訂

正をお願いいたします。下から２行目、「（教育委員には社会教育委員の意見等に対す

る意見・質問様式添付⇒３／２５回収）」と書いておりますが、この件につきましては

削除をお願いいたします。 

 本日、定例教育委員会で実施方法を説明した後に、各種データにつきましても今お手

元に、現段階でうちのほうが集められる部分で参考資料ということでご配付をしており

ます。「青少年に関する問題について」は、資料１として青少年センターの利用実績、

平成１５年度から２９年度、平成２９年度こども・若者支援事業実績を資料２として添

付しております。２番目の「学校と地域の関わりについて」は、平成２９年度放課後子

ども教室の事業実施実績についてということで、資料３として配付しております。３番

目の「地域と家庭教育・公民館の関わりについて」につきましては、平成２９年度の佐

賀市立公民館事業実践集「きんしゃい みんしゃい してみんしゃい」を資料４という

形で、データということで配付をしております。改めて社会教育委員のほうから意見を

集約したいと思っておりますので、このデータとあわせて意見集約要旨を配付をし、３

月１２日ごろ、社会教育委員から意見集約用紙と、この時に社会教育委員の意見に関す

るデータがありましたらあわせて回収をします。それを事務局のほうで整理いたしまし

て、３月１９日ごろ、教育委員の皆様、社会教育委員のほうに送付をしたいと思ってお

ります。先ほど削除した分につきましては、最初、教育委員の皆様にも意見をいただこ
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うかと思っておりましたが、基本的には今回は社会教育委員の意見を中心にしたいと思

っており、社会教育委員の意見を集約しましたものを皆様方に事前に配付いたしますの

で、大変申しわけございませんが、それぞれご意見がある場合はまとめておいていただ

いて、意見交換会の中で発言をお願いをしたいと思っております。このような形で３月

２６日の意見交換会に臨みたいと考えております。 

 先ほどご説明しました参考資料につきましては、私どもが考えられる部分の課題をそ

れぞれ資料に囲みの形で書いておりますので、ご参考にしていただければと思います。 

 この件に関しての説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 ３月の社会教育委員との意見交換会の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。 

 クリップどめのデータ資料があるのと、この公民館の実践資料と。それと、あと後日

社会教育委員さん方の考え、あるいは意見等が整理されて送付されると。それについて

教育委員としてどういうふうに思うかというのを事前に自分の考えを持っておいてい

ただきたいということです。よろしゅうございますでしょうか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 じゃ、質問はないということでいいですかね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 この件については、これで終わりにしたいと思います。 

 続きまして、「平成３０年度２月補正予算について」、担当課のほうから説明をお願い

いたします。 

 

（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 そうしましたら、教育総務課のほうから、一番左側のほうに課名を書いております。

２９ページになります。 

 それでは、歳入の欄と歳出の欄とございますけれども、基本的には歳出によりまして、

説明します。その財源であるのが歳入のほうになりますので、歳出に伴って歳入のとこ

ろが補助金とか市債が動いております。 

 では、歳出のところを順番に説明をしていきたいというふうに思います。 

 まず一番最初の教育事務嘱託員経費ですが、これは学校に配置しております学校事務

嘱託員さん約１３０人おりますけれども、その分の嘱託の経費について決算見込みによ

る減額でございます。いわゆるこの時期は決算を見込ますので、不用額について落とし

てまいりますので、約２３０万円を減額するものです。 

 その下、建築技術嘱託員については、教育総務課に建築技術の嘱託員がおりますけれ

ども、その分についての不用額です。 

 それから、その次の一般経費につきましては、教育総務課で所管しております日日雇

用職員の賃金が主に減額となっておりますので、ここで減額をさせていただいていま

す。 

 その次の一般経費は、欠員等代替職員分ということで、職員が病休、産休とかになっ

た場合についての賃金でございますけれども、これについても不用額が３９０万円出て

おります。 

 引き続きまして、空調機整備費、小学校費ですけれども、これはエアコンの設置が平

成３０年度で全ての小学校のほうにつきますので、その際の委託料、工事費の入札残に

よる不用額の削減となっております。 

 それから、その下の北川副小学校屋内運動場大規模改造事業、いわゆる屋内運動場は

体育館です。北川副の体育館が老朽化しておりますので、その分についての設計をいた

しましたけれども、その設計上の減額と、それから国の補助金が今回前倒しで、本当は

３１年度の工事なんですけれども、３０年度分として国の補助金がつきましたので、そ
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の分に見合う１，１００万円分を今回補正で上げておりますので、トータルで９８０万

円の増額となっております。 

 続きまして、春日小学校、東与賀小学校につきましては、これは校舎の大規模改造事

業の設計料の入札残等による減額です。 

 それから、日新小学校、西与賀小学校、北川副小学校、本庄小学校、次のページに参

りまして、新栄小学校、若楠小学校につきましては、今工事を進めておりますけれども、

その分の入札残等による減額補正をいたすものでございます。 

 その次の施設改修費でございますけれども、それにつきましては、中学校の計画修繕

で校舎の外部改修、プールの改修工事等を行いまして、その分についての入札残等によ

る減額をするものです。これにつきましては金額は入っておりませんけれども、国のほ

うから補助金が３３０万円入ってまいりましたので、財源の組み替えを行うものです。

ですから、歳出の金額については変更ございません。 

 それから、その次の一般人件費ですけれども、主に社会教育課の正規職員の給料です

けれども、決算の見込みによる減額でございます。 

 教育総務課からは以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 続いて、学校教育課お願いします。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 学校教育課分でございます。３０ページの中ほどになります。学校教育課分の一番上

の教職員用情報機器整備費とございますが、これは教職員が使用するパソコン等の老朽

化に伴いましての入れかえに伴う、その入札残の減額でございます。 

 その下、スクールカウンセラー活用事業でございますが、これも各学校にスクールカ

ウンセラーを配置しておりますけれども、それの報償費が県の補助金のほうの減額に伴

いましての決算見込みによる減額でございます。 

 学校問題解決サポート事業につきましては、これは学校教育課に配置予定であった嘱

託職員ですけれども、これが平成２９年度末におやめになられた後、適当な人材が見つ

からずに配置ができなかった分による、その分の減額でございます。 

 支援指導員派遣事業と申しますのは、これは例えば、学級崩壊に近いような状況があ

ったときに、そこの支援を行うための市費で教職員を雇用しまして、そこに配置をする

というものでございますが、今年度はそれの必要がございませんでしたので、そこの決

算見込みによる減額ということになります。 

 特別支援教育推進事業につきましては、生活指導員という名称で呼んでおりますが、

各学校の通常学級に在籍する障がい等を持つ支援の必要な子どもたちの支援を行うた

めに各学校に配置しております生活指導員が今年度定数に満たない、雇用ができなかっ

た分ということで、その分の残ということになっております。 

 ふるさと学習支援事業につきましては、佐賀のよさを子どもたちに知ってもらおうと

いうことで、小学４年生と６年生につきまして、それぞれ見学コースを設けまして、佐

賀市内の歴史的な価値のあるところを回ったりするものでございますが、それのバスの

借上料の決算見込みによる減額の分です。 

 ＩＣＴ教育環境維持管理事業につきましては、これは小学校の電子黒板が各教室にご

ざいますが、それに付随しておりますパソコン等の入れかえによる入札残による減額で

ございます。 

 学校図書システム整備費につきましては、学校図書館のシステムの入れかえを行いま

したけれども、それの決算見込みによる減額ということになります。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 
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 学事課のほうお願いします。 

 

（百﨑学事課長） 

 続きまして、学事課分でございます。ページのほうは３１ページになります。 

 まず、学校給食施設整備事業１億３，９６０万円の増額でございますけれども、こち

らのほうは先日ご説明をいたしました若楠小学校の給食室でごみが発見されたことに

よりまして工事が中断している関係でございます。今回、埋設ごみが発見されたことに

よりまして、周辺への影響調査や保護者説明会を経まして、土壌を入れかえまして工事

再開をすることとしております。当初見込んでおりました給食室工事の経費に加えまし

て、主に廃棄物等の処理に１億２，０００万円、そのほか、給食室の防水対策といった

安全対策その他に約３，０００万円ほど経費がかかることとなります。今年度、同じ事

業内で執行しない残予算を充てても不足する分、１億３，９６０万円を増額補正として

おります。また、今年中に工事完了ができないために来年度へ繰り越しをお願いしてお

ります。 

 次の学校管理費（小学校費）１，９００万円の増額でございますけれども、こちらの

ほうは決算見込みによる小学校の電気使用料の増額でございます。 

 次の学校管理費（中学校費）につきましては、決算見込みによります中学校の電気使

用料３９０万円の増額と、上下水道使用料３００万円の減額による補正でございます。

小学校、中学校いずれも電気使用料につきましては、夏の猛暑が影響しているものと考

えております。 

 次の各種健康診断等実施経費７０万円の減額につきましては、決算見込みによります

教職員健康診断等の減額補正でございます。 

 次の食育・食環境推進事業２０５万３，０００円の減額につきましては、今年度４月

に県費栄養職員１名減の可能性があったことから、そのかわりといたしまして、市費嘱

託栄養職員１名を配置するための予算措置をしておりましたけれども、結果的に１名減

がなかったために嘱託員報酬１名分の経費を減額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） 

 文化振興課です。歳出の欄をごらんください。今回は決算見込みによる減額となって

おります。 

 まず文化会館施設改修事業ですけれども、今年度中ホールの舞台床機構の改修、照明

の改修、トイレの改修等を行いまして、委託料については自家設計で対応したことによ

る支出額の減で２００万円、工事請負費については、入札残によって１，４２０万円を

減額します。 

 その下の緊急発掘等調査費（民間）分経費ですが、これは市内で行われる民間の開発

に伴って本発掘調査を行う事業ですが、調査の面積が当初の予定を下回る見込みとなっ

たために、発掘作業員の賃金を約５５０万円と、遺跡測量・図化などの委託料を約３３

０万円減額いたします。 

 なお、この事業は全額開発事業者の負担となっておりますので、歳出と同額を歳入か

らも減額するということになっております。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 それぞれ補正予算の説明をいただきましたけれども、質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 それでは、補正予算につきましては、これで終了とさせていただきます。 

 続きまして、「平成３１年度当初予算について」、担当課のほう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、３２ページの一番最初になります。校舎・屋内運動場大規模改造事業、教

育総務課分でございます。予算といたしまして、総額で５億５，０００万円になります

が、経年による老朽化が著しい校舎及び体育館を大規模改造することによりまして、教

育環境の改善、建物の耐久性を保持して、児童・教職員及びその他施設利用者の安全確

保を行います。先ほど少し申し上げましたけれども、北川副小学校の体育館について大

規模改造の工事を行います。工期は、平成３１年から３２年度ということで、総事業費

としまして２億１，０００万円、それから、春日小学校の校舎の、これについては大規

模改造工事を行いますが、これにつきましては３１年から３３年度の継続事業となって

おります。これにつきましては、約１４億６，０００万円の総事業費というふうになっ

ています。それから、東与賀小学校、これも校舎の大規模改造ですが、春日小と同じく

３１年から３３年度までの事業で、１１億２，０００万円の工事費用となっております。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 続けてどうぞ、学校教育課。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 新学習指導要領実施に向けた学習指導の充実と、非常に大きなところでございます

が、全体として５億７，０００万円程度の予算をお願いしているところでございます。

小学校が平成３２年度、中学校は平成ではなくなると思いますが、３３年度から新学習

指導要領が全面実施をされると。それに向かいまして、平成３０年度からもう既に移行

期間に入っております。そこで行われておりますような主体的、対話的で深い学びとか、

こういった新しい学びに対応するための事業等となっております。 

 主なものを申し上げますと、先ほどもありました教職員用情報機器の整備、これが１

億２，０００万円程度、それから英語指導助手の派遣事業、ＡＬＴですね、これの派遣

事業が５，１００万円程度、それから、研究指定校の委託事業が１９３万円程度、それ

から、プログラミング教育が始まってまいりますので、そのプログラミング教育に使用

しますタブレットパソコン等の整備にも３，３００万円程度を予定しております。 

 それから、続きまして、次の特別支援教育の推進でございます。こちらのほうにつき

ましては、先ほどもありましたけれども、特別支援教育の推進事業、生活指導員等の配

置、それから、発達障がい児相談室運営事業、東与賀にあります「ひまわり相談室」と

いう名称で呼んでおりますが、そこの運営事業、それから、特別支援学級に在籍する子

どもたちに、大体３人に１台程度のタブレットパソコンを配備しまして、そこで教育に

役立てるというところも見ております。そこを１億９，０００万円程度でお願いをして

おるところでございます。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 学事課のほうお願いします。 

 

（百﨑学事課長） 

 学校給食施設整備事業でございます。学校給食衛生管理基準に基づきまして、衛生面

での整備を図るため、平成２５年度から３２年度までの計画で学校給食施設の整備をし

ておりますが、平成３１年度、主に嘉瀬小学校及び富士学校給食センターの改築と循誘
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小学校給食室及び川副学校給食センターの設計を行います。改築に５億３，５００万円、

設計に３４７万５，０００円を計上しております。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 社会教育課お願いします。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 市民総参加子ども育成運動経費、いわゆるまなざし運動の経費、約９３０万円でござ

います。内容につきましては、例年と変わらないところがございますけれども、全ての

大人が子どもの育成に関心を持ち、かつ、主体的に関わる社会、「子どもへのまなざし

“１００％”のまち」の実現を目指し、市民総参加での子どもの育成運動を推進すると

いうことで、３１年度におきましては、平成３０年度に教育委員の皆様にも分科会等で

ご審議いただきました大人の行動指針の見直しをしておりますので、その辺を含めた新

規啓発パンフレットを作成して、市報・ホームページ等による周知と、新たに設定した

行動指針への取り組みを進めていきたいと思っております。特に、まなざしアンケート

で結果が低かった家庭における取り組みを意識した活動をしていきたいというふうに

思います。あわせて、マスコットキャラクター「まなざし君」を持っておりますので、

子どもたち、大人の皆さんを含めて集まる学校行事、地域行事等で運動の周知を図って

いきたいというふうに思っております。 

 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） 

 ３４ページから３５ページの上半分まで文化振興課、７事業で非常に多うございます

が、３４ページについては既存事業、３５ページの３事業が新規事業というふうになっ

ております。 

 まず３４ページからですが、東名遺跡の利活用の推進、予算額は２，５７０万円です。

東名遺跡は平成２８年度に史跡に指定をされておりまして、従来から行っております出

前授業や企画展、体験学習などの事業を３１年度も継続して行っていきます。また、遺

跡の保存状態を確認するモニタリング調査や史跡の維持管理を行うための費用、さらに

今年度から行っております史跡整備の基本計画策定を来年度も引き続き行いますので、

その費用を計上しております。 

 その下の幕末産業遺産の保存活用の推進、予算は４，４８０万円です。事業概要とし

て、大きいところは三重津海軍所跡の発掘調査、文献調査等の費用で、これで約４，０

００万円になります。精煉方跡の発掘調査については今年度に引き続き行うこととして

おりまして、もう一つ、佐賀市が取得しました精煉方跡の西側の土地がありますが、そ

の一部を駐車場として仮整備をする費用を計上しております。 

 続きまして、無形民俗文化財の保存継承支援事業、予算額は約２３０万円です。佐賀

市には、指定の無形民俗文化財１２件ございますが、少子・高齢化等によって社会構造

が変化していることや、人々の価値観の変化などによって継承が難しくなっているとい

う現状がありまして、行政としても何らかの支援をということで、支援のあり方の見直

しを行ってきました。そこで、来年度から保存会への補助金の交付のほうを変更するこ

とにしております。後継者育成につながる取り組みについては、上乗せして補助するこ

ととしました。また、あわせてパンフレットの作成やホームページでの情報発信と側面

からの支援を行っていくための費用でございます。 

 次に、佐賀市民芸術祭開催事業です。来年度で７回目となる芸術祭を開催するため、



 21 

実行委員会への補助金として１，２００万円の予算を計上しております。来年度の芸術

祭は１１月８日から１０日までの３日間となっております。 

 では、３５ページをお願いします。 

 文化振興基本計画策定経費、新規事業になります。予算は１１６万円です。現計画で

ある第二次の計画の終期が平成３２年度となっておりまして、三次計画の策定は３２年

度を中心に行うことになりますが、パブリックコメントや計画書の印刷なども考える

と、１年間では非常に厳しいスケジュールになりますので、３１年度中にアンケート調

査を実施しておくための所要の経費を計上しているところでございます。 

 次の高伝寺御位牌所保存修理事業、これも新規事業です。予算額は３８３万円になり

ます。高伝寺の御位牌所は市の指定文化財になっておりますが、昨年の７月の豪雨災害

によってしっくい壁の一部が崩落をしておりまして、内壁も含め、しっくいの劣化が激

しい部分の補修がなされますので、高伝寺さんに対して補助金を交付するということ

で、総事業費が７６７万円ですが、２分の１を高伝寺さんに補助いたします。 

 最後に、香椎神社四脚門保存修理事業でございます。これも新規事業で予算額は９９

万円でございます。香椎神社の四脚門は、久保田町にあります県指定の重要文化財です。

このたび、四脚門の屋根の瓦のずれやしっくいのはがれなどを修繕することになってお

ります。総事業費は３１７万円で、県が８分の３を補助します。残りの８分の５を市と

所有者が負担をすることになりますので、市からは９９万円の補助をするものです。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 図書館お願いします。 

 

（江頭図書館長） 

 ３５ページ、下のほうですけれども、子どもの読書活動推進事業をお願いいたします。

こちらは議案でご審議をいただきました子どもの読書活動推進計画を進めるための事

業に具体的に取りかかるものでございます。計画の期間が来年度から２０２３年度まで

の５カ年となっておりますので、計画に記載している事業を順次実施をしてまいりま

す。資料に予算額を記入しておりませんけれども、平成３１年度は計画の策定が予算要

求の時期に間に合わなかったこともございますので、経常経費の範囲で事業を行うこと

になりますけれども、まず子どもの年齢に応じた「おすすめ本リスト」というものを作

成いたします。リストは就学前向け、小学校の低学年向け、中学年向け、高学年向けの

４種類を作成しますけれども、児童館と児童センターに設置をいたしまして、子どもた

ちが読書への興味を持つように働きかけをいたします。また、小・中・高校生などを対

象とした司書講座というものを予定しております。この実施に向けまして、先進地の取

り組みを調査するなど準備に取りかかりたいと思っております。 

 さらに、先ほど少し説明いたしましたけれども、就学前の子どもたちへの取り組みで

すけれども、健康づくり課との事業の連携強化を図るとともに、保育園、幼稚園などに

対しては図書館を利用してもらえるよう読み語りやイベントなどの情報を提供してま

いります。 

 なお、今後の予定・目標につきましては、２年目以降に予定している事業となります。 

 続きまして、３６ページをお願いいたします。 

 市立図書館久保田館開設事業です。こちらは新たな事業となりますけれども、このた

び、移転整備されます久保田支所と公民館の合築施設の１階に図書館の分館を開設する

予定でございますので、この準備に取りかかります。経費は予算額で１，９００万円程

度を計上しております。主な経費といたしましては、嘱託員２名の報酬、それから図書

資料の購入費用などを計上しております。 

 事業内容は、司書資格を持つ嘱託職員を雇用いたしまして、図書およそ７，０００冊

とＤＶＤ、ＣＤといった視聴覚資料について、その選定、発注、受け入れ作業を計画的
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に行ってまいります。また、年度の後半には開館に向けた広報活動なども行う予定でご

ざいます。 

 説明は以上です。 

 

（東島教育長） 

 では、平成３１年度当初予算の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。よろしゅうございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、質問がないようですので、この件についての報告は終わりにしたいと思い

ます。 

 

日程６ その他 

 

（東島教育長） 

 それでは、日程６、その他の項目に移りたいと思います。学校教育課のほう説明をお

願いします。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 それでは、失礼いたします。平成３０年度の退職者に係る佐賀市教育委員会感謝状贈

呈式のご案内ということで、委員の皆様にお配りをしておるところです。日時としまし

て、３月２９日金曜日の１３時３０分から、ここ大財別館の４階会議室のほうで行いた

いと思っております。 

 ２枚目の資料のほうに、退職教職員の感謝状贈呈についてということで、その対象等

につきまして、それから対象者の名簿等も一緒に合わせてお入れしております。該当の

者が本年度は６９名を予定しております。教職員ですね、校長、教頭、それから教諭、

指導教諭、主幹教諭、それから養護教諭、事務主幹等になります。もしよろしければ委

員さんのご出席をお願いできればと思っているところでございます。よろしくお願いい

たします。 

 

（東島教育長） 

 それでは、退職者感謝状贈呈式は７０名近い方を対象に行われますので、ご都合のつ

かれる方は出席をお願いしたいと思います。 

 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、先ほど日程確認のときに説明をいたしました第２８号議案、「佐

賀市教育委員会会議規則」で規定する非公開の案件となる教育委員会に属する職員の任

免その他の身分取り扱いに関するものになりますので、非公開としたいということで取

り扱いたいと思いますが、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、これから以降は非公開とさせていただきますので、恐れ入りますが、関係

部署以外の方、報道関係者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３２分 

 

 


