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日程１ 開会の宣告 

 

（東島教育長） 

 それでは、これより佐賀市教育委員会２月定例会を開きます。 

 先ほどは総合教育会議が開かれておりましたけれども、やはりコロナウイルスへの対

応、感染症への対応というのは今後、日々私ども注意をしていきながら対応策を適切に

誤らないようにしていかなければいけないだろうと、そう思っているところです。学事

課のほうから、これへの対応について１つの方向性は示してもらいましたけれども、国

のほうが今話合いがなされているということで、これも踏まえながら、今日の昼は文科

大臣が記者会見していました。学校での子どもたちの体温測定のこともチラッと言って

いたでしょう。一日二度ほど計れとか、そんなこともチラッと聞いたような気がするん

ですが、今後、非常に厳しい状況になるのか、あるいはピークを過ぎて下火になってい

くのか、非常に予測のつかないところでございますので、それぞれ皆さん方一日一日、

この動きについては敏感に情報をキャッチしていただきたいと思うところでございま

す。 

 本日は、６人中６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、提出議案のうち第２５号議案、第２６号議案及び第２７

号につきましては、教育委員会会議規則により非公開とするべき案件でございますの

で、これらの議案を非公開とさせていただきます。さらに審議の順番というのも当然変

わってまいりますので、日程６、その他の後にしたいと思うところです。よろしいでし

ょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 そういうことで、本日の教育委員会を進めさせていただきます。 

 それでは早速ですが、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、会議録の報告、よろしくお願いします。 

 

（志波教育総務課副課長兼総務係長） 

 １月２８日の定例教育委員会の会議録につきましては、２月２０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） 

 会議録の報告は終わりましたけれども、報告内容に質疑はございませんでしょうか。

ないということで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、異議がないようでございます。報告のとおり承認をいたします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（東島教育長） 

 それでは、日程３、教育長報告に移らせていただきます。 

 ペーパーが１枚、そして皆さん方のお手元に理事会のほうの意見交換の資料が載って

いるように思いますが、早速この１枚のペーパーに沿って説明をさせていただきます。 

 まず１点目ですが、令和元年度九州都市教育長協議会第２回理事会を佐賀でいたしま

した。九州各県及び沖縄県の理事、代表２名が佐賀市に集いまして会議を開いたわけで
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ございますけれども、その中で、意見交換として３本の教育課題について、それぞれの

市の状況について意見を出していただいて、共通理解を図ったところでございます。こ

れについては、ここにかいつまんで書いておりますけれども、１つは、支援が必要な子

どもに教育委員会がどう関わっていくのかという問題でございました。これは支援が必

要というのは、児童虐待とか不登校とか体罰とかいじめ、貧困、ひとり親家庭、そうい

うことで、子どもを取り巻く家庭環境の複雑・多岐化、これは教育委員会だけの対応で

は難しい状況にあるということで、どういうふうに連携を図りながら対策をとっていく

かということでございました。そういう中で、詳しくは意見交換の各市のまとめの中に

書いてありますけれども、いずれの市もやはり教育だけでは対応できないということ

で、福祉関係の部署、あるいは関係諸機関、あるいは防災部署との連携を図りながら具

体的に対策を講じているというものでございました。その中身については、冊子のほう

をご覧いただきたいと思います。また、これから先の子どもへの支援については、スク

ールソーシャルワーカーとか福祉士とか保健師といった専門職、これはやはり欠かせな

い条件であろうということで、各市においては、こういう方たちの配置というのもちら

ほらなされてきているようでもございました。 

 ２点目、成人年齢の引下げに伴う成人式の在り方についてでございましたが、この件

については、令和４年度からの成人年齢引下げに伴う成人式の対象年齢をどうするの

か、実施時期をいつするのか、名称等はどうするのかという意見交換を行いました。と

ころが、全市が二十歳でやるという一応の方向でございますけれども、ただ、将来的に

は対象者及び保護者にアンケートを実施して方針を決定したいというところもござい

ました。そういうことで、社会教育委員会、あるいは教育委員会等の議論を経て、議会

への説明も必要ではないだろうかという意見もあったところでもございました。こうい

うことで、今後成人式の在り方については、まだまだ議論がなされるという雰囲気でご

ざいました。 

 ３点目、夜間中学の設置についてでございますけれども、来年度以降、北九州市にお

いては自主夜間学級に補助金を出して夜間中学校として設置の方向に行くと。大牟田市

では開校する予定でもあるということでございましたけれども、ほとんどの市は県の動

きと非常に連動しているということですね。例えば、仮に佐賀市で作った場合でも、佐

賀市の子どもたち、卒業生だけを受け入れるわけではないということになりましょうか

ら、やはり県がリーダーシップを取って各市町と調整を図っていって、この夜間中学の

設置に向けた意見交換をしていく必要があろうということではないかなと。もう現に長

崎もそれは既に組織立てられてやっていく方向にあるそうでございます。 

 以上、１点目です。 

 ２点目、第２回佐賀市教育委員会・佐賀市ＰＴＡ協議会との研修会、これについては

合同研修会ですが、実は、私も次の会議のためにどうしても途中で出なければいけなく

なりましたので、結果的なものについては十分掌握をしておりません。ただ、今回ＳＮ

Ｓの問題、教師の働き方改革の現状、中学校の校則について意見交換がなされたと聞い

ておりますので、教育委員の皆様方にはご参加いただいておりますので、後でお聞かせ

いただければと思います。 

 ３点目、第３回Ｗ・Ｋ・Ｏジャパンアスリートカップ統心會表敬訪問がございました。

これは空手なんですが、思斉館の小学部１年の渕元さんを中心に来庁されて、優勝の報

告がなされました。ここに書いているように、小学校１年生ですが、チャンピオンにな

ったということですね。地区を勝ち抜いて全国のチャンピオンになったということでご

ざいました。ここに書いているように、大変練習が楽しいということで、めきめき上達

をして将来が楽しみだと思ったところでございました。 

 ４点目、佐賀市学校版環境ＩＳＯ表彰式、これは毎年度、環境部と一緒になって取組

みをさせてもらっておりますが、今年度も全小中学校で「環境にやさしい学校づくり」

ということで取り組んでいただきました。その中で、高木瀬小学校が優秀賞ということ

で表彰式に出向きました。いずこの学校も、この学校版環境ＩＳＯで「環境にやさしい
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学校づくり」に努力をしております。 

 ５点目、教育委員視察研修、これは皆様方も研修を一緒に参加をされましたので割愛

をさせていただきますが、公民館を拠点とした外国人との交流促進、それから、コミュ

ニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進、それぞれ福岡の東区、春日市教育

委員会を訪問させていただいて学んできたところでございます。そして、佐賀市で生か

せる部分は生かしていきたいと考えたところです。 

 ６点目、令和元年度の研究発表会、これは本庄小学校でございましたが、佐賀市内に

は本庄小学校、西与賀小学校、そして城西中学校と佐賀大学の教育学部代用附属校がご

ざいます。その研究公開がなされたところでございますが、とりわけ本庄小は昭和23年

から代用附属ということで、県内はもとより全国からも高い評価を受けておりまして、

教育界を常に牽引しているということで、実績を持った学校でございます。今年度も授

業、分科会ということを中心にしながら、新しい学習指導要領に沿った研究公開がなさ

れたところです。 

 ７点目、令和元年度第３５回佐賀市青少年健全育成推進大会・第１２回子どもへのま

なざし運動推進大会がございました。これにつきましては、参加をされておりましたの

で割愛をさせていただきます。 

 以上、報告といたします。 

 質問等ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑がないようでございますので、これで報告を終わりにしたいと思います。 

 

日程４ 提出議案 

 

（東島教育長） 

 続きまして、日程４、提出議案でありますけれども、まず、第２２号議案『第４次佐

賀市教育振興基本計画について』、教育総務課のほうから説明をお願いします。 

 

（宮崎教育部副部長兼教育総務課長） 

 私のほうから説明をさせていただきます。資料１ページをご覧ください。第２２号議

案『第４次佐賀市教育振興基本計画について』でございます。これは佐賀市教育委員会

教育長に対する事務委任規則第２条第１号の規定に基づき、議案を提出するものでござ

います。 

 別冊の定例教育委員会議案等資料をご覧ください。こちら１枚めくっていただきます

とＡ３のカラーの紙が、先ほど差し替えが配られたかと思います。カラーの資料、これ

が計画の概要版に当たるものです。その次のページに実施計画の体系図ということでつ

けております。また、計画全体を別冊の冊子の形でお配りをしているところでございま

す。計画の内容につきましては、１１月の教育委員研修会で説明をしたところでござい

ます。また、先ほどの総合教育会議の中でも説明があっていますので、また改めてここ

で説明ということはいたしませんけれども、１１月の研修会での説明の後、１２月２３

日から１月２４日までパブリックコメントを行ったところでございます。結果としまし

ては、意見の提出がありませんでしたので、その後、最終調整を事務局のほうで行って、

本日案として提出をしているところでございます。ご承認をいただけましたら、今年度

中に冊子として印刷をするというふうに考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 ありがとうございました。この差し替え分はどこが違っているんですか。 

 

（宮崎教育部副部長兼教育総務課長） 
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 Ａ３の資料の左上のあたりの、緑色の帯の「施策の展開」というところの下に書かれ

ている文言が前のままになっていたようですので、そこが変わっています。 

 

（王丸教育総務課教育政策係長） 

 「佐賀市教育委員会では」という行のところ、昔の情報が誤って載ってしまっており

ましたので、ここを正しい形に改めております。 

 

（東島教育長） 

 お分かりでしょうかね。 

 

（宮崎教育部副部長兼教育総務課長） 

 皆さんの資料についているのは、「佐賀市教育委員会では、基本目標に掲げる『市民

としての責任と自覚を持ち、さがを創る』云々」となっていますが、正しくはそこのか

ぎ括弧が「ふるさと『さが』を協働でつくる個性と創造性に富む人づくり」であり、そ

こら辺が前の計画のものが間違って書かれていたようで、申し訳ございません。 

 

（東島教育長） 

 第２次までのものになっていたんですね。 

 

（宮崎教育部副部長兼教育総務課長） 

 そうです、はい。 

 

（東島教育長） 

 よろしゅうございますかね。それでは、何か質問ございませんでしょうか。これまで

にも説明が数回なされておりますので、よろしゅうございますかね。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようでございます。第２２号議案『第４次佐賀市教育振興基本計画につい

て』は、原案のとおり承認いたします。 

 続きまして、第２３号議案『佐賀市少年育成委員設置規則を廃止する規則』について、

社会教育課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、２ページをお願いいたします。第２３号議案『佐賀市少年育成委員設置規

則を廃止する規則』についてでございます。説明につきましては、別冊の議案等資料の

３ページの「少年育成委員の任用の取扱いについて（変更点）」の資料で説明させてい

ただきます。 

 最初に、廃止に至った経緯の概要でございますが、平成２９年に地方公務員法の改正

により会計年度任用職員制度が創設され、令和２年４月に同制度へ移行するに当たり、

同法第３条第３項第３号の特別職非常勤職員の要件が厳格化され、専門的な知識経験等

に基づき、調査、診断等の事務を行う者に限定されたところでございます。現在、少年

育成委員は、佐賀市少年育成委員設置規則により特別職非常勤職員として設置し、教育

委員会から委嘱状を交付しておりますが、法改正により特別職非常勤職員に該当しなく

なるため、現行の少年育成委員の規則を廃止するに至ったところでございます。 

 なお、少年育成委員の各地域における街頭巡回指導等の職務は非常に重要と考えてお

りますので、令和２年度以降につきましては、新たに要綱を設け「有償ボランティア」

としての少年育成委員を設置する予定で、職務内容、実質的な処遇につきましては従来

と変更しない方針としております。制度上の変更点についてでございますが、網かけ部

分が主な変更点になりますけれども、身分、根拠規程は先ほど申し上げたとおりで、表

に記載しているとおりでございます。委嘱状につきましては、現在、教育委員会の承認
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を受け、教育委員会名で委嘱状を交付しておりますが、変更後は教育委員会に諮らず、

教育長名で委嘱状を交付いたします。あわせて委任状についても変更後は教育長名で交

付をいたします。任期、職務内容、勤務時間等につきましては、従来と変更はございま

せん。守秘義務につきましても、これまでと同様、要綱に規定をします。報酬等ですが、

佐賀市報酬及び費用弁償支給条例の適用外となりますが、従来の月額報酬５，６３０円

と同額を謝礼として支給することとしております。災害補償ですが、議会の議員、その

他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例による補償から民間の傷害保険への加入

による補償で対応いたします。最後に感謝状ですが、現行、感謝状贈呈内規第２条第２

号に該当するもの、これは非常勤職員として１０年以上在籍後退任した者で、勤務成績

が優秀だったものに該当された少年育成委員に感謝状を贈呈しておりますが、変更後の

令和２年４月１日以降は、少年育成委員は内規の非常勤職員に該当しなくなるため、感

謝状贈呈内規の改正につきまして検討しているところでございます。 

 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が、質問ございませんか。どうぞ。 

 

（片岡委員） 

 先ほどの災害補償の点ですけれども、災害補償の点で、変更後は傷害保険への加入に

よる補償ということですけれども、保険料は市が負担するという理解でよろしいでしょ

うか。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 市のほうで予算計上をしております。 

 

（片岡委員） 

 水準もこの条例による補償と同程度でしょうか。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい。同程度の傷害保険が１人約８００円でありましたので、それに加入する形で予

算計上しているところでございます。 

 

（片岡委員） 

 分かりました。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。感謝状贈呈の内規の改正を検討中ということになりますが、

これはこれまでの特別職非常勤職員としての少年育成委員、この分も勘案しながらい

く。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 そうですね。これに準じるような形で、基本的には適用する方向の中で検討をしてい

きたいというふうに思っております。 

 

（東島教育長） 

 結局、令和２年４月１日からは一斉にスタートするわけでしょう。ところが、その前

の分の実績がありますよね。この分をどう見るかというところなんですよね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 
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 基本的には、今現在の少年育成委員につきましては、要綱の特例といいますか、８月

１日に例年であればしておりますので、７月３１日までは適正な任期というふうにみな

す形にしております。そういう中で、感謝状につきましても、やはり業務の内容が変わ

っておりませんので、適用する方向で検討をしていきたいと思っております。 

 

（東島教育長） 

 ありがとうございます。ほかに質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようでございますので、第２３号議案『佐賀市少年育成委員設置規則を廃

止する規則』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２４号議案『第２次佐賀市スポーツ推進計画について』、まず教育総

務課のほうから説明をお願いいたします。 

 

（志波教育総務課副課長兼総務係長） 

 事務局のほうから第２４号議案についてご説明をいたします。まず別冊の議案資料の

５ページをお開きください。５ページのほうにスポーツ基本法の第十条を掲載しており

ますが、まず第１項に、市町村の教育委員会は、スポーツ基本計画、これは国の計画に

なりますけれども、これを参酌して、その地方の実情に即したスポーツ推進計画を定め

るよう努めると規定をされております。ただ、佐賀市では、平成３０年度から学校にお

ける体育に関する事務を除くスポーツに関する事務については、教育委員会ではなくて

市長部局の地域振興部で執行しておりますので、この第１項の中の括弧書きに規定があ

りますけれども、いわゆる特定地方公共団体に該当いたします。その場合、スポーツ推

進計画も教育委員会ではなくて、市長が定めるということになります。 

 次に、スポーツ基本法第１０条第２項、資料で言いますと下線を引いている部分です

けれども、特定地方公共団体の長がスポーツ推進計画を定め、又はこれを変更しようと

するときは、あらかじめ、教育委員会の意見を聞かなければならないと定めております。

このたび、市長部局が第２次スポーツ推進計画を定めるに当たりまして、このスポーツ

基本法の第１０条第２項に基づく意見の照会がございました。これが前のページの４ペ

ージに掲載をしております文書、佐賀市長から教育委員会宛ての文書でありまして、こ

の意見の照会に対して、教育委員会として回答する必要がございます。 

 まず教育総務課からの説明は以上です。 

 

（東島教育長） 

 引き続いて、『第２次佐賀市スポーツ推進計画について』、策定の経緯、概要、これに

ついてスポーツ振興課のほうから説明をお願いします。 

 

（稲富地域振興部スポーツ振興課長） 

 スポーツ振興課でございます。お手元のほうにとじた分で「第２次佐賀市スポーツ推

進計画（案）」という冊子をお配りしております。ただ、これは先ほどと一緒で、１１

月１２日に開催しました教育委員会の研修会でご説明した内容と同じでございます。そ

の後、議会のほうに内容的に研究会のほうで報告をしまして、また１２月２３日から１

月２４日までのパブリックコメントのほうの意見募集をいたしまして、両方とも意見は

ございませんということでございました。 

 今回、この教育委員会に諮りまして、その後、審議会のほうに報告して、最終的に微

調整をしまして計画作成という段取りということになるところでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 それでは、再度教育総務課のほう説明をお願いします。 
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（志波教育総務課副課長兼総務係長） 

 またこちらから改めまして、議案について説明をいたします。 

 今度は議案の冊子の４ページ目をご覧ください。先ほど議案資料の４ページに市長か

らの意見の照会の文書、市長からの文書がありましたが、これに対する回答の案を提案

させていただいております。先ほどスポーツ振興課から説明のあった計画（案）に対し

まして、教育委員会としては、異議はありませんという内容で議案を作成しております。 

 説明は以上です。 

 

（東島教育長） 

 先ほどスポーツ振興課のほうから、その計画の策定経緯、概要等について、研修会も

含めて説明があっております。また、教育総務課からは、この件については異議がない

という回答案を示しているところでございますが、皆さん方のほうから質問、あるいは

意見ございませんでしょうか。大丈夫ですかね、前回の研修会の折にこれを出されてお

りますので。 

 それでは、異議がないということでよろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 第２４号議案『第２次佐賀市スポーツ推進計画について』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、報告事項のほうに移らせてもらいます。「令和元年度佐賀市成人

式アンケート集約結果について」、社会教育課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） 

 ８ページをお願いいたします。先月の定例教育委員会におきまして、今年度の成人式

参加者数等の報告をさせていただきました。今年度は住民基本台帳登録人口２，４０５

名の中で、参加者数が１，９４７名と８０．９％の参加者数でございました。本日は、

その成人式におきましてとりましたアンケートの集計結果をご報告させていただきま

す。このアンケートにつきましては、平成２９年度から同じ内容としておりまして、質

問１に居住地について、質問２、「子どもへのまなざし運動」を知っていますか、問３、

佐賀市が好きですか、質問４、成人式の開催会場の統一について、以上の４項目をアン

ケート集計しております。 

 質問１の参加者の居住地の状況ですが、市内居住が約６０％であり、市外居住が約４

０％でございました。参加者の現在の状況ですが、学生が昨年と同様約５７％で、社会

人が約４０％でございました。 

 質問２と３につきましては、教育振興基本計画の成果指標としてそれぞれ一般市民と

市内の小中学生に対してアンケートをとっているところでございます。集計結果を比較

してみますと、質問２、まなざし運動の認知度は、一般市民の３６．１％と比べて、新

成人が２３．０％と１３．１ポイント低い結果で、子どもへのまなざし運動の周知啓発

がまだまだ必要と感じたところでございます。 

 質問３、佐賀市が好きですかの問いにつきましては、小中学生の８９．６％に対して、

新成人が９４．１％と４．５ポイント上回っており、子どもへのまなざし運動がスター

トして１２年間、地域の皆様が中心となって運動を推進してきた結果ではないかと思っ

ております。 

 質問４の現状の旧市町村ごとの８会場での開催に関する問いにつきましては、約８

４％が現状の分散開催を支持し、約１５％が１会場に集約したほうがよいとの回答でご
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ざいました。それぞれの回答の主な意見も記載しておりますのでご参照ください。アン

ケート結果につきましては、今後のまなざし運動の展開と成人年齢引下げに伴います成

人式の在り方検討に生かしていきたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 ありがとうございました。質問ございませんでしょうか。よろしいですかね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問がないようでございますので、この件については終了いたします。 

 

 続きまして、「令和元年度２月補正について」、担当課のほうから説明をお願いします

が、教育総務課、学校教育課、学事課、文化振興課の順でお願いをします。どうぞ。 

 

（宮崎教育部副部長兼教育総務課長） 

 それでは、資料は９ページのほうになります。まず、教育総務課分を説明いたします。 

 歳出の欄をご覧ください。上から行きますが、教育事務嘱託員経費６２０万円の減額

ですが、学校事務や図書館の嘱託職員が育休等を取得したことで、報酬及び社会保険料

が減額になったものでございます。 

 その下の一般経費８５万円の減ですが、日々雇用職員の勤務日数の減と繁忙期に雇用

するために措置をしていました予算を執行する必要がなかったことによるものでござ

います。 

 その下から、一般職の人件費が５つ続きます。これは正規職員の人件費でございまし

て、決算見込みにより各費目の給料、職員手当、共済費の減額などを行うものでござい

ます。 

 その下の施設改修費、小学校費の計画修繕１２０万円減額しております。これはブロ

ック塀の安全対策を平成３０年度から行っておりますけれども、内部調査が必要な箇所

が予定より少なくなったことによって減額を行うものでございます。 

 次に、巨勢小学校仮設校舎設置経費１２０万円ほどの減額になっております。巨勢小

学校は、ご案内のように児童数が増加して教室が不足しておりまして、今年度から仮設

校舎を設置しまして、そちらのほうで教室不足の解消に至っておりますけれども、減額

は入札減によるものと、設置時期が本来４月の予定でしたが、７月に遅れたということ

で、リース料が減額となったものでございます。 

 次の諸富南小学校大規模改造事業１億５，１００万円の減額です。これは平成２８年

度から今年度まで継続事業で行っておりまして、今年度が最終年度となりますので、設

計管理委託料や工事請負費の入札減に伴って減額をするものでございます。 

 その下の施設改修費、中学校費の計画修繕約１３０万円の減額ですが、これは先ほど

小学校のところでご説明をしたのと内容は一緒でございまして、ブロック塀の内部調査

の箇所数が予定より少なくなったものでございます。 

 次の北川副小学校、東与賀小学校、春日小学校の大規模改造事業でございますが、北

川副小学校は屋内運動場、東与賀小、春日小は校舎の大規模改造事業を今年度から継続

事業で行っているところでございまして、今回、歳入のところにあります学校施設環境

改善交付金というのが追加で交付をされる見込みとなりましたので、本来であれば、令

和２年度に予算化する予定であったものを、一部交付金相当額を今年度に前倒しして予

算措置をしているものでございます。 

 次の１０ページをお願いします。若楠小学校と本庄小学校の屋外トイレの整備でござ

います。こちらも本来、令和２年度に予算計上の予定でございましたが、同じように国

の交付金が追加交付される見込みとなりましたので、今年度に前倒しをして予算措置を

しているところでございます。 

 教育総務課は以上です。 
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（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 続きまして、学校教育課分でございます。全て今回は減額の補正をお願いしていると

ころでございます。各種大会出場補助経費、これは全国大会、九州大会等に各学校が部

活動のほうで出場するというようなところで、今回、見込みよりも九州大会、全国大会

へ出場校が少なかったことによる決算見込みによる減額でございます。 

 それから、支援指導員派遣事業でございますが、これは例えば、学級崩壊状態にある

ようなところにベテランの教員を地域で配置をしまして、立て直しを図るというところ

でございますが、今回のところはそういったところがなかったというところでの決算見

込みによる減額でございます。 

 特別支援教育推進事業でございます。これも減額ですけれども、これは生活指導員の

配置がなかなかできなかったところによる未採用分の期間の分の減額でございます。 

 発達障がい児相談室運営事業、これも指導員の未採用期間がございましたので、その

分の決算見込みによる減額でございます。 

 山村留学助成事業、ふるさと学習支援事業、これにつきましても決算見込みによる減

額、バス借上料等の減額でございます。 

 教育用情報機器整備費、ＩＣＴ教育環境維持管理費、これにつきましては、パソコン

教室のパソコンの更新費でございますとか、プログラミング教育用パソコンの導入に係

る入札残による減額ということになります。 

 以上でございます。 

 

（百﨑学事課長） 

 続きまして、１１ページをお願いいたします。学事課分でございます。小学校費の管

理運営費ですが、電気使用料の決算見込みによる減額で１，５００万円を減額しており

ます。 

 その次の小学校費の就学援助費でございますが、当初１億４，０００万円ほど予算措

置をしておりましたけれども、こちらも決算見込みにより５７０万円を減額するもので

ございます。 

 その次の中学校費の就学援助費も同様に、当初予算で１億１，１００万円程度を予算

措置しておりましたけれども、決算見込みにより４００万円を減額するものでございま

す。就学援助費につきましては、いずれも認定率のほうが前年に比べまして若干下がっ

たのが要因ではないかと考えております。 

 それから、その次の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、令

和２年度の当初で予定をしておりました学校給食施設整備事業につきまして、国の学校

施設環境改善交付金が追加交付される見込みとなりましたので、循誘小学校給食室の交

付金相当額の工事請負費５，８８３万７，０００円を前倒ししまして補正をするもので

ございます。 

 以上でございます。 

 

（横田文化振興課長） 

 続きまして、文化振興課分です。まず、東与賀文化ホール改修事業でございます。こ

ちらは、今年度舞台音響設備改修、非常用発電機更新工事などを行いまして、それらの

入札減などにより減額するものでございます。それに伴い、歳入の文化施設整備事業債

も減額しております。 

 その下、与賀神社楼門等保存修理事業は、所有者へ経費の一部を平成３０年度から今

年度までの２カ年で補助を行う予定としておりましたけれども、耐震補強工事の工法変

更などによりまして、令和２年度までの工期の延長となりました。そのため、今年度の

予算の一部を減額し、再度来年度の令和２年度に差額を計上することになったものでご

ざいます。 
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 その下、市内遺跡（国庫）分経費は、民間の開発に伴う市内遺跡の確認調査につきま

して、調査件数が当初予定より少なくなる見込みであるということで減額するものでご

ざいます。それに伴いまして、歳入の国、県の埋蔵文化財発掘調査事業費補助金も減額

しております。 

 その下、世界遺産関連（単独）分経費は、三重津海軍所跡の発掘調査におきまして、

当初想定より遺構密度が低かったことに伴い、調査面積が当初予定より少なくなる見込

みであることで減額するものでございます。 

 その下、緊急発掘等調査費（民間）分経費は、市内で実施される民間開発に伴い、本

発掘調査を行うもので、調査件数が当初予定を下回る見込みとなったことにより調査経

費を減額するものでございます。それに伴い、歳入の埋蔵文化財発掘調査受託事業収入

を同額減額しております。 

 説明は以上です。 

 

（東島教育長） 

 ２月補正について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。特

にないでしょうかね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問がないようでございますので、この件については終了いたします。 

 続きまして、「令和２年度当初予算について」、それぞれ各課のほうから順次説明をお

願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

（宮崎教育部副部長兼教育総務課長） 

 それでは、資料１２ページのほうをお開きください。１２ページの下から半分、教育

総務課分です。 

 まず１つ目、コミュニティ・スクール推進事業です。４６万５，０００円の予算とな

っております。この事業は、学校、地域が抱える課題を地域ぐるみで考えて解決し、地

域とともにある学校を目指す事業で、令和２年度は既に学校運営協議会が設置されてい

る富士校、松梅校、西与賀小学校が事業の提案をされていますので、それぞれの学校の

活動支援と新規の設置校分ということで予算措置をしております。 

 ２番目の学校校舎整備事業でございます。予算は９，６００万円です。佐賀市内の一

部の学校では児童数が増加しておりまして、また、特別支援学級も増えていますので、

教室が不足の状況になっております。今回の予算の対象は、春日北小学校と兵庫小学校

で、春日北小学校は今年度設計を行っておりますが、木造平屋で２教室分の増築を予定

しております。来年度が工事ということになります。兵庫小学校は教室だけではなくて、

学級数の増加に伴って職員室も手狭になっておりますので、職員室を拡張するととも

に、こちらも木造平屋で増築をして３教室分と、職員室拡張のために更衣室を増築棟の

ほうに移動させることとしております。来年度は設計の予算を計上しております。 

 以上でございます。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 続きまして、１３ページ、学校教育課分でございます。３番目、学力の向上と学習指

導の充実というところですけれども、いよいよ４月から新学習指導要領が小学校のほう

で全面実施となります。その場合の生きて働く知識・技能の習得、思考力・判断力・表

現力の育成を図るとともに、学習意欲の向上や学習習慣の確立、基礎学力の定着、創造

性豊かな子どもの育成に努めるというところでございます。この中には、１１を超える

事業がございまして、その中で、主なものとしましては、例えば、プログラミング教育

の推進事業、これは児童生徒へプログラミング的思考を育むための学習用端末の整備更

新、こういったものでございますとか、研究指定校委嘱事業、計画的に学校への研究委

嘱を行い、今日的課題の解決に向けた取組を行い公開する。それから外国語指導助手派
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遣事業、ＡＬＴの派遣事業でございますとか、日本語指導支援事業、こういったものが

ございます。 

 ４番目、いじめや問題行動対策の充実というふうになっております。いじめや問題行

動など、教育現場における様々な問題に対しまして、専門チームによる相談体制の充実

を図るとともに、早期発見・早期対応により一人一人に応じて的確かつきめ細かに対応

するというふうにしております。専門チームと申しますのは、学校問題解決サポート事

業専門チームといいまして、医師、弁護士、警察官、学識経験者等から成るメンバーで

構成されるものでございます。 

 それから、５番目、不登校等の対策の充実というところでございますが、不登校が年々

増加している傾向にございますけれども、学校への登校ができなくなった児童生徒につ

いて、学校、家庭、地域、関係機関が連携しまして、個別や小集団での相談、指導など

に取り組み、学校復帰に向けた支援や多様な学びの提供に努めるというところでござい

まして、ここには適応指導教室「くすの実」でございますとか、あるいは不登校児童生

徒の家庭にサポート相談員を派遣する。こういった事業が含まれております。それから、

スクールカウンセラーの配置、こういうふうな事業もここに含まれております。 

 それから、６番目、特別支援教室の充実、特別な支援を必要とする子どもたちが円滑

に学校生活を送れるように教育環境を整えるというところでございますが、ここには生

活指導員の配置、それから特別支援学級支援員の配置、それから発達障がい児相談室運

営事業、ひまわり相談室と言いますが、ここの運営費等が含まれております。 

 以上でございます。 

 

（百﨑学事課長） 

 続きまして、資料の１４ページをお願いいたします。７の学校給食施設整備事業でご

ざいます。これは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に、

平成２５年度から令和２年度までの予定で、全体計画に沿って整備を進めているもので

ございます。令和２年度の予算では、循誘小学校の改築、それから川副学校給食センタ

ーの改修工事、それと若楠小学校及び嘉瀬小学校の旧給食室の解体工事を予定しており

ます。 

 以上でございます。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 その下から社会教育課分です。８番の子どもへのまなざし運動分です。予算額としま

しては約３８０万円でございます。概要につきましては、見直しを図りました「大人の

行動指針」の具体的な取組方法につきまして、市民総参加子ども育成運動推進委員会の

中で検討を行ってまいりました。引き続き、この行動指針の周知を図っていきたいとい

うふうに思っております。また、推進委員会の中で、高校生に対する取組の重要性につ

いても意見がございましたので、この分についても来年度実施をしていきたいというふ

うに思います。これまでの事業は継続しつつ、インターネットやＳＮＳの活用を図りな

がら、周知徹底をさらに努めていくというところでございます。 

 ９番目の佐野常民記念館展示室改修事業、予算約２，２６０万円でございます。この

分につきましては、明治日本の産業革命遺産の構成資産である三重津海軍所跡のガイダ

ンス施設を佐野常民記念館の１階部分に改修整備することに併せまして、２階の佐野常

民の展示室及び日本赤十字コーナーのリニューアルを行うものでございます。平成３０

年度に基本設計、今年度実施設計と業者選定をしたところでございます。令和２年度に

つきましては、昨年９月補正で債務負担行為、令和３年度までの債務負担行為として７，

５３４万１，０００円の承認をいただいておりますので、令和２年度につきましては、

上限額の約３割の先ほどの金額を計上いたしまして、展示設備の改修、具体的な改修内

容に入っていきたいというふうに思っております。 

 １０番目の地域学校協働活動推進事業でございます。予算的には約３８万円でござい
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ます。概要としましては、地域と学校が連携・協働して学校の教育に係る支援活動を行

うということで、地域学校協働活動を支援していきたいと思います。国庫補助、県費補

助の関係でコミュニティ・スクールの設置校を対象に、いろいろ先生方が替わっても安

定的に継続できるように、地域と学校をつなぐ「地域学校協働活動推進員」を配置し、

地域と学校の協働活動の推進を図っていきたいというふうに考えております。 

 社会教育課は以上でございます。 

 

（横田文化振興課長） 

 続きまして、１５ページをお願いいたします。１１番の文化会館施設改修事業２億７，

９００万円程度でございます。来年度の改修内容といたしまして、屋根アスファルト笠

木防水及び外壁補修工事でございます。文化会館のこちらの工事が令和３年度までかか

りまして、全体として大体３億４，４００万円程度かかる見込みでございます。来年度

は工事の前金相当の約１億３，６００万円を計上しているところでございます。それ以

外で大ホールの電動吊物、音響設備、調光卓更新工事などを予定しております。 

 その下、１２番の地域文化財総合活用推進事業でございます。こちらは市内の指定無

形民族文化財の保存会の代表者などで構成されます佐賀市文化財総合活用推進事業実

行委員会が国の補助金を受けて実施する映像記録作成事業に対し補助を行うものでご

ざいます。来年度は３行事分作成する予定としております。 

 その下、１３番、東名遺跡ガイダンス（埋蔵文化財センター）整備事業です。来年度

はガイダンス施設の建設場所を決定したいと考えておりますので、用地の測量経費と不

動産鑑定評価の経費を計上しております。 

 その下、１４番、ＳＡＧＡサンライズパーク関連整備事業です。県が実施しておりま

すＳＡＧＡサンライズパークの整備に併せ、佐賀市の文化会館を整備するものでござい

ます。県が整備するペデストリアンデッキを文化会館２階部分へ接続するための実施設

計、文化会館西側の入り口付近にロータリーを整備するための実施設計、それと文化会

館の西側広場を改修するための実施設計の経費を計上しております。 

 

（江頭図書館長） 

 続きまして、図書館です。資料は１６ページをお願いいたします。１５番の第３次佐

賀市立図書館サービス計画の策定ですけれども、図書館サービス計画は、佐賀市総合計

画と佐賀市教育振興基本計画を上位計画といたしまして、市立図書館を運営していく上

で指針となるものでございます。計画の改定は５年ごとに行っておりますけれども、現

在の第２次図書館サービス計画が令和２年度で満了となりますことから、新たに令和３

年度から７年度までの計画を策定して、サービスの改善と新たなサービスの創出に取り

組みたいと考えているところでございます。計画の策定に当たりましては、前回と同様

に図書館の司書によるワークショップなどを開催するとともに、図書館が毎年実施して

おります利用者アンケート、それから、計画策定のための市民アンケートを実施するこ

とで市民ニーズを把握いたします。予算が計画書作成のための消耗品費のみと少なくな

っておりますけれども、これにつきましては、１，２００人を対象とした市民アンケー

ト調査を昨年済ませていることもございます。実施したアンケート調査の結果を分析い

たしまして、図書館サービス計画の改定に反映させていきたいと考えております。 

 次に、１６番、子どもの読書活動推進事業をお願いいたします。この事業は、昨年４

月に策定いたしました「佐賀市子どもの読書活動推進計画」に基づき、子どもたちが学

校、家庭及び地域において意欲的に読書に親しみ、生涯にわたって続く読書習慣を身に

つけることができる環境づくりのため、庁内関係各課とボランティアグループなどと連

携協力しながら推進していくものです。計画の期間は、今年度から令和４年度までの５

カ年間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してまいります。令

和２年度は新たな取組といたしまして、乳幼児セミナーにおける取組と子ども司書講座

を予定しております。乳幼児セミナーにおける取組ですけれども、健康づくり課が実施
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しております「３～６ヶ月セミナー」の会場では、絵本の販売とその購入補助が行われ

ております。これまでは図書館が作成いたしました絵本のガイドブックの配布を健康づ

くり課にお願いしておりましたけれども、令和２年度からは絵本や読み語りのよさを実

感してもらうため、図書館職員もこのセミナーに参加をいたしまして、実際に読み語り

や絵本の紹介を行うこととしております。また、子ども司書講座につきましては、今年

度北九州市と武雄市の子ども司書講座を視察した結果を踏まえまして、学校と連携した

講座の開催に向けて準備を進めているところでございます。令和２年度は、まずは小学

生を対象とした講座を開催したいと考えております。 

 説明は以上です。 

 

（東島教育長） 

 それぞれの課から１６の事業についての予算計上説明がございました。とりわけ１０

番、１６番は新規となっておりますので、皆さん方のほうから質問等ありましたらお受

けしたいと思います。お尋ねになりたい方はございませんか。どうぞ。 

 

（片岡委員） 

 １４番のＳＡＧＡサンライズパークの関連事業なんですけれども、これを実施するタ

イミングとしては、このサンライズパークの整備がある程度進んだところで佐賀市も文

化会館の整備に着手するというイメージでよろしいんでしょうか。何かニュースで入札

がなかったみたいなニュースを見たりもしているので、時期についてお尋ねです。 

 

（東島教育長） 

 今の質問、どうぞ。 

 

（横田文化振興課長） 

 ＳＡＧＡサンライズパークのアリーナが国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会

に併せて整備しておりますので、令和５年までには完成しなければいけないという部分

がございますので、そちらの工事と連携しながら、並行して文化会館側も改修をしてい

かなければならないものですから、令和５年度前までにはこららも整備を終わりたいと

調整を図っているところでございます。 

 

（東島教育長） 

 今の説明でよろしゅうございますか。どうぞ。 

 

（片岡委員） 

 県のアリーナとは別業者を佐賀市は佐賀市で決めて整備をしていくという理解でよ

ろいしいですか。 

 

（横田文化振興課長） 

 整備内容によって、例えば、ペデストリアンデッキとかロータリー整備とかは県と同

じ事業者がいいということで、県に委託して実施というケースもございますので、県に

委託する分、それと佐賀市が直接発注する分というのが出てくることを今想定している

ところでございます。 

 

（片岡委員） 

 分かりました。ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 一体的整備というふうになっていますから、連動して出てきて、発注関係で佐賀市が
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するという部分もあると。 

 

（横田文化振興課長） 

 そうですね、佐賀市だけでする分と県に委託する分というのがあるということを今想

定しております。 

 

（東島教育長） 

 ほかに質問ございませんか。どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 これは意見ですけれども、１番の教育総務課のコミュニティ・スクール、これは学校

運営協議会制度ですよね。地域とともにある学校という捉え方をすると、ちょっと推進

が遅いんじゃないかなという気がします。今のところを参考に、今後新設予定というこ

とですけれども、４６万５，０００円ぐらいで新設が何校になるのか分かりませんが、

ぜひもっとコミュニティ・スクールそのものの推進の取組を強化してほしいと。ですか

ら、今回はよしとしても、次のステップとして今の倍ぐらいまでするには何年かかるの

か、３年かかるのか１年かかるのか。ですから、４６万５，０００円を逆に数倍でも増

やしてもらって、コミュニティ・スクールの目的も考えると、地域、学校との連携では

非常に必要ですので、これについて今後検討してほしいと思います。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 どうぞ。 

 

（宮崎教育部副部長兼教育総務課長） 

 ちょっと私の説明がまずかったかも分かりませんが、今回４校というふうに書いてお

ります中で、富士、松梅、西与賀小学校は既に学校運営協議会があるところですね。い

ろんな事業をされますので、それを支援するということで予算化をしていまして、もう

一つが、新設予定というのがまだどこと決まってはいないんですけれども、新規はこれ

だけです。それで、コミュニティ・スクールの推進ということに関しては、先ほど説明

をした教育振興基本計画の中で数値目標として上がっております。現在８校ですが、そ

れを令和６年度１４校にするという目標がございますので、当然それを目指して取組を

進めてまいるわけでございますが、今回、特に説明はありませんでしたが、１４ページ

の１０番、地域学校協働活動推進事業、社会教育課ですね、こちらのほうとも連携をと

りながら進めていくことになります。なかなか難しいんですけれど、まだまだ地域の理

解というのが十分ではなくて、よく議会などでも、コミュニティ・スクールとかまた作

ると非常に負担がかかるというふうなお話があったり、ちょっとまちづくり協議会と混

同をされていたり、いろんなことがありますので、あまり一方的に進めるというよりは、

地域の理解を得ながらやっていく必要が、丁寧に説明をしながらやっていく必要がある

と思っていますが、ちょっと私どもで今考えているのは、社会教育課のほうで地域教育

コーディネーターを設置されている学校などがありますので、そういったところが地域

との連携の素地があるということで、そういうところを中心に進めて、丁寧に進めてい

きたいと。数値目標はぜひ達成をしたいというふうに思っているところです。 

 

（東島教育長） 

 どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 ありがとうございました。せんだって、文科省で行われた教育委員会の研修会の中で、
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佐賀市よりも小さな市ですけど、全ての校区にコミュニティ・スクールを導入している

という例もありましたので、できるだけ多くの校区がコミュニティ・スクールを採用し

て、その効果を出すと。それは運営とか持っていくまでは、かなりの労力が要ると思い

ますが、やった後の効果を考えると、ぜひ前向きに実施をしてほしいと思います。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんか。どうぞ。 

 

（吉村委員） 

 １６番の子どもの読書活動推進事業に関して、健康づくり課及びボランティアグルー

プ等との連携、協力をしながらということになっているんですけど、そのボランティア

グループというと、どういったグループがあるのかなというのをちょっとお聞きしたい

なと思います。学校ごとに、全校じゃないかもしれないんですけど、おはなし会という

ふうなものがあるので、そういうところが含まれているのかどうかと思ったので教えて

ください。 

 

（東島教育長） 

 それでは、ボランティアグループというのはどういうものかと。 

 

（江頭図書館長） 

 今、委員おっしゃられたとおり、特にボランティアグループでは読み語りをされてい

るグループが数多くあります。活動としては、今言われたように学校の空き時間を利用

して読み聞かせをされたり、それから、図書館関係では、図書館の本館ですとか、幾つ

かの分館に読み聞かせのコーナーを持っておりますけれども、私どもが直接読み語りも

することもありますし、そこの場所にグループの方に来ていただいて読み語りをしてい

ただくようなこともしております。それから、子ども相手ではなくて、これは図書館の

本館ですけれども、目の不自由な方とか、そういった方が来られて、その方に土曜、日

曜、それから祭日ですけれども、本や新聞などを読んで差し上げるようなサービスもボ

ランティアの方にしていただいているところです。 

 

（東島教育長） 

 よろしゅうございますか。どうぞ。 

 

（吉村委員） 

 ありがとうございました。学校のおはなし会なども一生懸命いい活動をされているの

になかなか次の担い手がというようなことも聞いていたので、応援していただけるとあ

りがたいなと思いました。ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 各校区のボランティア、いわゆる読み語りのボランティアの支援ですね。ほかにござ

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、当初予算については終わりにしたいと思います。 

 それでは、次、その他ということになりますが、その他ございませんか。どうぞ。 

 

（吉村委員） 

 一番初めのところにあった第４次佐賀市教育振興基本計画の中で、誤字かなと思う部

分があったので、５４ページをお開きください。５４ページの下のほうに四角で囲んで
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あるところに米印があって、「平成３０年度」かなと思うんですけれども、片仮名が入

っていたので、すみません、一応。 

 

（宮崎教育部副部長兼教育総務課長） 

 見つけていただいてありがとうございます。修正をします。申し訳ございません。 

 

（東島教育長） 

 本当ですね。これは修正をしていただくということで、ありがとうございました。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、先立って日程確認のときに説明をさせていただきましたけれど

も、第２５号議案と第２６号議案及び第２７号議案につきましては、佐賀市教育委員会

会議規則第１５条の規定により非公開の案件でございますので、非公開としたいと思い

ます。ご異議ございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これから以降は非公開といたしますので、関係部署以外の方はご退室をお

願いいたします。 

 

〔非公開〕 

 

 終了時間 午後４時２７分 

 

 


