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日程１ 開会の宣告 

 

（東島教育長） 

 皆さんこんにちは。今日は本当に春のような陽気というよりも、夏に近いような陽気

でございます。佐賀地方も桜が開花したということで、城内を通って来るんですが、開

花したという１日前からもう開花していましたね。ですから、佐賀城公園のほうが早い

のかなと思ったところでした。 

 今日は子どもたち、登校日でございました。それも修了式、そして先生方の人事異動

が公表になりまして、子どもたちとのお別れ式、こういうものが今日はなされていたと

思います。途中、校長先生とお会いしたものですから、話をしておりましたら、今日は

いつになく子どもたちが来るのが早かったと。やはり子どもたちも満を持して早く学校

へ行きたいという気持ちになったんだろうなと、そんな思いをしたところでもございま

した。 

 それでは、これより佐賀市教育委員会３月定例会を開きます。 

 本日は、６名中、堤委員さんが今県の会議があっておりまして、長引いているという

ことで、向こうが終わり次第お見えになりますが、現状で５名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、配付をしております日程のとおりお願いしたいと思って

おりましたけれども、日程５の中に報告事項というのがございますが、１件案件を加え

させていただきたいと思います。これは今日資料が配られていると思いますが、公立認

定こども園整備事業について、これは保育幼稚園課の分でございます。これを追加して

本日の議案としたいと思っておりますけれども、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、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、会議録の報告を求めます。どうぞ、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） 

 ２月２５日の定例教育委員会の会議録につきましては、３月１９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） 

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

ないですかね。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようでございますので、会議録については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、教育長報告となっておりますけれども、特に報告したいという行

事等はございませんが、毎日がコロナ対応ということで、１３日に佐賀県内で、佐賀市

内で感染者が判明して以来、５回の本部会議が開かれました。そういう中で、毎日がそ

の対応、判断というふうになっておったところでございますけれども、本当にこのコロ

ナの影響というのは大きいものがございまして、オリンピックもどうなるのか分からな
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いと。恐らく終息には今年一年はかかるだろうという専門家もいらっしゃいますし、そ

れ以上かもしれません。 

 そういう中で、佐賀県・佐賀市は、感染者はいるけれども、感染の拡大はあまりない

ようだということで、子どもたちの部活動も明日からは解禁をすると決定をしていると

ころでございます。しかも、今から新年度、令和２年度に向けての通常の学校活動、教

育活動のために準備をしていくわけでございますけれども、世界的に見ても、全国的に

見ても、非常に危険な状況にあるということは間違いないですね。 

 今日も最新資料を見てきましたら、昨日よりも国内で３９名増えていましたかね。国

外では昨日よりも４万７４５名増えていると。非常に危機的状況であって、オーバーシ

ュートの可能性がなきにしもあらずと。オーバーシュートとかパンデミックとか、こう

いう言葉がぼんぼん出てきますが、オーバーシュートは、もともと有価証券の株価の関

係でよく使われていましたね。極端に基準を超えたときにはオーバーシュートというふ

うに言っていたと、私もずっと昔ですけど記憶をしておりましたが、なかなか難しいな

と思いまして。いずれにしても、早くこれが片づいてほしいということを祈るばかりで

ございます。これからもクラスターが発生しないように、国が言っていますように、換

気の悪い密閉空間、それから多くの人が集まる密集状態、そして近距離での会話や発声、

この３つの条件がそろったら非常に危険だと言われていますが、私はこれは１つがあっ

ただけでも危険だと思っています。ですから、学校のほうにもこの３つがそろわないよ

うに、なおかつできるだけこの３つの条件がないようにしたいという思いがありますの

で、今後、そういう形で取り組んでいければと思っています。 

 多分今日、文部科学省は学校再開ガイドラインをもう出しているようですね。県のほ

うまで来ているかどうか分かりません。臨時休業のガイドラインも多分今日出ていると

思います。もう間もなく佐賀にも着くだろうと思っていますけれども。 

 そういう中で、３週間ほど学校を休業しておりましたが、子どもたちの学習状況がど

うかということで、学校教育課を通して調査をしていただきました。そうしたところが、

こちらが思っていた以上の状態でなかった。ということは、かなり学習が終わりに近づ

いていたということが言えます。中学３年生は当然、未学習な面はございませんでした。

小学校６年生は、大体３月はほとんどまとめの時期でございまして、これまた数時間、

学校によって四、五時間というところはありましたが、ほとんど影響はないと見ました。

小学校は低学年の１年生、２年生が平均で４時間程度、３年生以上が大体８時間程度の

遅れがあると。これは平均で学校によって開きがございます。ですから、この程度を見

ておくと、取り戻す機会を与えてやれば十分だと。それから、中学校が平均で十五、六

時間と。ですから、来年度４月６日の始業式以降の１週間でもって、このいわゆる前学

年の未学習の部分を学習してから新年度に入るという形をとりたいと考えているとこ

ろです。 

 それでは、話が長くなりました。今後もコロナ感染の状況によって学校教育が左右さ

れないように、うまく収まってくれればということを願いながら報告といたしたいと思

います。 

 それでは、特に質問はないですよね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑がないようでございますので、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） 

 それでは、日程４の提出議案についてでございますが、まず第３０号議案『佐賀市教

育委員会組織規則の一部を改正する規則』について、教育総務課から説明をお願いしま

す。 
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（王丸教育総務課教育政策係長） 

 第３０号議案『佐賀市教育委員会組織規則の一部を改正する規則』について、ご説明

をいたします。別冊の議案等資料の１ページ、２ページに新旧対照表をつけております

ので、併せてご覧いただきたいと思います。 

 今回の改正は、今年４月１日からの組織改編によるものでございます。議案等資料の

２ページの下線の部分になりますけれども、左側、現行の社会教育課の「子どもへのま

なざし運動推進室、子ども・若者支援係」を、右側ですけれども「子どもへのまなざし

運動・若者支援推進室」とする内容でございます。現在、子どもへのまなざし運動推進

室では、職員４名、再任用職員１名で子どもへのまなざし運動や地域学校協働活動、成

人式、青少年諸団体との連絡に関する業務を行っております。また、子ども・若者支援

係では、職員２名で青少年の健全育成や非行防止に関する業務などを行っております。

これらの業務には関連する部分も多く、２つの係を統合することで効率的・効果的に業

務を遂行できるように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） 

 今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。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第３０号議案『佐賀市教育委員会組織規則の一部を改正す

る規則』、これは原案のとおり承認をいたします。 

 続きまして、第３１号議案『佐賀市立学校における学校運営協議会の設置等に関する

規則の一部を改正する規則』について、教育総務課から説明をお願いします。 

 

（王丸教育総務課教育政策係長） 

 第３１号議案についてご説明をいたします。平成２９年５月１７日に公布されました

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律、こちらが今年の４月１日から施行

されることにより、規則の設置根拠となっている地方行政の組織及び運営に関する法律

の条番号が改められるため、今回条ずれに対応して規則改正を行うものでございます。

それ以外、中身につきましては、今回の法改正による学校運営協議会の規則に影響はご

ざいません。参考までに別冊の議案等資料の３ページに新旧対照表と引用元の法令を掲

載しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。 

 説明は以上です。 

 

（東島教育長） 

 今説明ありましたけれども、これは質問ございませんでしょうか。条項が変わったと

いうことで、特にないですかね。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、第３１号議案『佐賀市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規

則の一部を改正する規則』、これは原案のとおり承認をいたします。 

 続きまして、第３２号議案『佐賀市立小中学校の管理運営に関する規則の一部を改正

する規則』について、学校教育課のほう説明をお願いいたします。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 定例教育委員会資料の３ページ、それから議案等資料の７ページのほうをご覧くださ

い。佐賀市立小中学校の管理運営に関する規則の改正でございます。 

 経緯としましては、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

の一部を改正する法律というのが令和元年１２月に公布をされました。その中でありま

したのが、１年単位の変形労働時間制の適用、それから業務量の適切な管理等に関する

指針の策定ということでございました。これを受けまして、佐賀市立小中学校の管理運



 4 

営に関する規則の一部を改正いたしまして、適切な教職員の業務量の管理等を行ってい

きたいというふうに思っております。 

 ３ページのほうです。第３２号議案で３ページのほうに全文を載せておりますが、「第

４８条の次に次の１条を加える。」というところで書いております。第４８条の２とし

まして、読み上げますと、「教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与

等に関する特別措置法第２条に規定する教育職員の健康及び福祉の確保を図ることに

より学校教育の水準の維持向上に資するよう、学校の教育職員が業務を行う時間から所

定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職

員の業務量の適切な管理を行う。」というところで、１箇月において４５時間、１年に

ついて３６０時間という上限が設けられております。 

 ただ、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加

等に伴い、一時的または突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合に

は、この前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除

いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務

量の適切な管理を行うというところで、どんなに突発的事項が起こっても１か月につい

ては８０時間、１年については７２０時間、１年のうち１箇月において所定の勤務時間

以外の時間において、４５時間を超えて業務を行う月数については６箇月というところ

で定められて、これを規則に加えたいというところでございます。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 今、管理運営に関する規則の一部を改正する規則についての説明がありましたけれど

も、何か質問等ございませんでしょうか。よろしゅうございますかね。 

    〔「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ので、第３２号議案『佐賀市立小中学校の管

理運営に関する規則の一部を改正する規則』、これは原案のとおり承認をいたします。 

 それでは、次に第３３号議案『佐賀市教育委員会事務専決規則の一部を改正する規則』

について、まず教育総務課のほうから説明をお願いします。 

 

（志波教育総務課副課長兼総務係長） 

 それでは、私のほうから説明をいたします。議案については５ページをご覧ください。

一番下のほうに提案理由とありますけれども、こちらにありますとおり、この議案につ

きましては幼稚園園長及び公民館長が令和２年４月１日から会計年度任用職員に移行

するということに伴いまして、幼稚園園長、それと公民館長の権限について改めるもの

であります。なぜこの改正が必要になるかであるとか、改正によってどうなるかといっ

た具体的なことにつきましては、この後、公民館長については公民館支援課から、幼稚

園園長につきましては保育幼稚園課のほうからそれぞれ説明をしていただきたいと思

いますけれども、この２つの改正が１つになった、この規則の本文の説明のみ教育総務

課で行わさせていただきます。 

 それでは、議案資料の１４ページをまずお開きください。こちらに新旧対照表を掲載

しております。事務専決規則の新旧対照表ですけれども、まず第４条の改正が行われて

おりますが、ここは教育委員会事務局職員のうち、課長等の職員の専決事項を定めてい

る箇所であります。ここから公民館長と幼稚園の園長を削っております。第４条の左手

のほうには「公民館長及び幼稚園園長」という言葉がありますけれども、右手のほうに

なりますと、それが削られているということになります。このことによりまして、公民

館長と幼稚園の園長につきましては、この規則で言うところの課長等の職員と同等の権

限は持たないことになります。従来はこの「課長等」の中に含まれていたわけですけれ

ども、そこから削ったということで、まず課長等ではなくなっているという形になりま

す。 
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 そして、先ほど説明したのは第４条の本文のほうですけれども、共通事項というとこ

ろですね。これは課長等に共通する事務専決事項を定めた条項です。こちらのほうに「幼

稚園園長」という記載があったんですけれども、これを削っているということになりま

す。 

 少し飛びまして、１６ページをご覧ください。１６ページの左手のほうをご覧いただ

きますと、網かけがあるところがありますけれども、公民館長と幼稚園園長に関する専

決事項というのが、それぞれ２つと３つ挙げられておりますが、これを右手のほうの改

正後は削っております。こういった改正によりまして、公民館長と幼稚園園長は、課長

等に相当する権限というのは持たないという改正内容になります。 

 そして、１６ページから１７ページにかけまして、右手のほうの改正後の条項を見ま

すと、第５条として新たに「公民館長の専決事項」という条項を追加しております。第

４条における課長等の専決事項とは別に、第５条に新たに「公民館長の専決事項」を追

加しております。 

 なお、「幼稚園園長」につきましては第４条から削りましたけれども、新たな規定と

いうのは定めておりません。 

 それと、この規則改正の施行日につきましては、会計年度任用職員に移行する日付に

合わせまして、令和２年４月１日からとしております。 

 教育総務課からの説明は以上です。 

 

（東島教育長） 

 それでは、先ほど説明がありましたように、公民館長、幼稚園園長についての専決権

の問題でございますので、改正する理由、あるいは改正後のこと、こういうことについ

ては担当課のほうから説明を受けたいと思います。公民館支援課お願いします。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 それでは、公民館支援課から規則の改正理由、改正内容などについて説明をいたしま

す。 

 今、教育総務課から説明がありましたとおり、令和２年度から公民館長を会計年度任

用職員として任用することになります。これに伴いまして、公民館長に今付与している

専決事項の一部を見直す必要があることから、所要の改正を行うものでございます。 

 議案等資料の１８ページをお願いいたします。まず、社会教育法第２７条第２項にお

いては、「公民館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、

所属職員を監督する。」とされており、この規定に基づきまして、佐賀市教育委員会事

務専決規則において、公民館長が専決できる事項を規定していたところでございます。 

 一方、来年度から開始される会計年度任用職員制度では、資料の中ほどに総務省が作

成した事務処理マニュアルを抜粋して載せておりますけれども、アンダーラインの部分

ですね。管理職には、原則として会計年度任用職員の任用は想定されていないものとさ

れております。これはどういうことかといいますと、特に管理職は、常勤の職員を任用

すべきという見解から、この管理職相当の職に当たっては、会計年度任用職員はなじま

ないというものが総務省の見解でございます。この一見相反する規定の取扱をどうしよ

うかということで、法制担当部署、総務法制課とも協議を行いまして、今回一定の整理

を行いました。 

 社会教育法の規定では、先ほど言いましたように、公民館長の身分いかんにかかわら

ず、公民館運営に関する監督権を有しているとされております。ただ、それはあくまで

公民館の運営に限定されるものであるため、公民館運営に直接的に該当するものは引き

続き公民館長の専決事項とし、直接的に該当しないもの、これは公民館支援課長に専決

権を引き上げることとしております。 

 資料１９ページをお願いいたします。佐賀市教育委員会の専決規則第４条で申し上げ

ますと、共通事項の第４項から第７項、ここの所属職員の服務に関する事項などにつき
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ましては、専決権を課長に引き上げて、それ以外のものは引き続き公民館長の専決事項

として整理をしたところでございます。矢印の下の部分、改正案でございますが、今回、

公民館長の専決事項として、第１項から第３項までを規定しております。第１項と第２

項は変更ありませんけれども、それ以外の公民館における事務の調整、簡易な文書の収

受や送付などの事務的な処理につきましては、第３項の教育長が指示する事項の中に含

むことと整理をしているものでございます。今回、公民館職員の服務関係につきまして

は、専決事項を課長に引き上げておりますが、それぞれの館における直接監督者として

の権限は引き続き残るものであると考えておりまして、現場における必要な指示命令は

従来どおり行っていただきたいと考えております。 

 公民館長の説明は以上です。 

 

（東島教育長） 

 それでは、保育幼稚園課のほうお願いします。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 

 それでは、保育幼稚園課から説明をさせていただきたいと思います。それでは、議案

資料の一番最後のページ、２０ページをお願いいたします。 

 ２０ページに今回の幼稚園長の専決権の廃止についての理由等を上げさせていただ

いております。先ほど公民館支援課長からもご説明いたしましたとおり、今回、会計年

度任用職員制度が導入されることに伴いまして、その権限等を精査いたしてまいりまし

た。現在、本庄幼稚園の園長につきましては、小学校の校長のＯＢを嘱託職員として任

用しているものでございます。現在嘱託職員の身分が来年度は会計年度任用職員となり

ますが、先ほどの説明にもございましたとおり、会計年度任用職員には管理職の想定が

ないことから、現在の幼稚園園長の専決事項を学校教育課長に引き上げるものでござい

ます。 

 なお、対応といたしましては、資料の１６ページをご覧いただきたいと思います。こ

れが新旧対照表になっておりまして、下のほうが現行制度、上のほうが新しい制度とい

うことで、幼稚園園長の権限が３つございます。まず１つ目が、所属職員の超過勤務に

関すること。２つ目が所属職員の勤務及び職務に専念する義務の免除の承認並びに休暇

の承認に関すること。いわゆる服務の承認に関することでございます。それから、３つ

目としては教育長が指示する事項ということになっております。これらのことにつきま

しては、これまで嘱託職員である幼稚園園長の権限ということで、課長と同等の権限を

有しておりましたが、先ほどの説明のとおり、会計年度任用職員は、管理職は想定され

ないという総務省の見解が出ております。このため、園長の権限に属している３つの権

限を学校教育課長に権限を引き上げるということでございます。 

 なぜ学校教育課長に権限を引き上げるかという根拠でございますけれども、２０ペー

ジの下の表をご覧いただきたいと思います。 

 現在、市立幼稚園の管理運営に関することにつきましては、教育委員会の権限に属す

る事務の事務委任に関する規則におきまして、私ども子育て支援部の保育幼稚園課がほ

とんどの業務を事務補助執行という形で対応をさせていただいているところでござい

ます。しかしながら、地方教育行政の組織及び運営に関する法律などにおいて、人事に

関することにつきましては、組織改編の当時、教育委員会の事務という並びもございま

して、教育委員会に残すということで当時議論を終結させていただいたところでござい

ます。このため、人事に関することにつきましては、補助執行する子育て支援部の業務

とはせず、教育委員会の業務として対応させていただいているところでございます。こ

のため、学校教育課長の業務に今回引き上げるものでございます。その他の業務につき

ましては、引き続き子育て支援部のほうで対応させていただくものでございます。 

 説明は以上でございます。 
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（東島教育長） 

 今説明がありましたけれども、質問ございませんでしょうか。 

 幼稚園の人事は学校教育課長に。これまでもずっとそうだったの。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 

 任命とか任免とか、その辺は全部学校教育課でされておりました。 

 

（東島教育長） 

 任免のほうはね。実務的な……。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 

 実務的なものは全て私どものほうでさせていただいております。 

 

（東島教育長） 

 そうしないと分かりづらいだろうなと思いながら。分かりました。ほかにございませ

んか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問もないようでございますので、異議がないということで、第３３号議案『佐賀市

教育委員会事務専決規則の一部を改正する規則』、これは原案のとおり承認いたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（東島教育長） 

 それでは、引き続いて日程５、報告事項のほうに移りたいと思います。 

 まず、報告事項１「大詫間小学校運営協議会の設置について」、これについては教育

総務課のほうから説明をお願いします。 

 

（王丸教育総務課教育政策係長） 

 資料の６ページからになります。お願いいたします。大詫間小学校学校運営協議会、

コミュニティ・スクールの設置についてのご報告でございます。こちらは新設となって

おります。 

 大詫間小学校は、全校児童４１名の小規模な学校でございますけれども、今年度は学

校の教育目標である「未来を切り拓き、主体的に行動する児童の育成」のもと、基本方

針の１つに「チーム大詫間～児童、教職員、保護者、地域の“人の協働システム”づく

り～」を掲げて、学校と地域とが連携、協働した教育活動を推進してきております。さ

らに今年度は、社会教育課が学校に地域教育コーディネーターを１名配置しており、年

間を通じて地域と学校をつなぐ役割を担っていただいております。 

 ６ページの表にありますとおり、右側のほうですけれども、米作りや海苔摘み体験、

手すき海苔体験、さらには地域の浮立の行事への参加など、多くの地域の方々に関わっ

ていただくことで、子どもたちは豊かな体験を積み、ふるさとを誇りに思い愛着を持つ

心情などを育んでいるところでございます。 

 １ページ飛ばしまして、資料の８ページをお願いいたします。ページの中ほどの４、

学校運営協議会設置についてというところでございます。 

 先ほどもご説明いたしましたとおり、大詫間小学校では既に子どもたちの健全育成や

地域の持続、発展といった共通の目標を目指して、地域と学校が協働して教育活動を始

められており、地域の教育に対する意識も非常に高いものがあります。その一方で、学

校と地域の各団体が行事ごとに話し合う機会はありますが、それぞれの団体がどのよう

に学校とつながりを持っているかという情報の共有は不十分な一面が現状ではござい

ます。よって、行事の統合や精選を図る余地があると思われます。 
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 先日、学校運営協議会の設置に向けて、地域や保護者の代表の方にお集まりいただき

話合いを持ちましたけれども、その中でも、近々の方々からは、学校、保護者、地域で

話し合う場の必要性がある旨のご意見をいただいております。このように、学校、保護

者、地域が当事者意識を持って、学校や地域の課題を共有し熟議を重ねていくことによ

り、大詫間小学校が行っている豊かな地域の教育活動を育みたい子ども像、学校像を共

有して実施することが可能となり、学校と地域が教育力を相互に高めて、子どもたちの

豊かな学びと育ちの創造を図れると考えております。 

 そこで、佐賀市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則第２条に定める

目標を達成できるものと判断いたしまして、本年４月１日付で大詫間小学校に学校運営

協議会を設置したいと考えております。設置の期間は３年間としたいと考えておりま

す。 

 なお、現在のところ予定しております学校運営協議会の委員につきましては、８ペー

ジの上の表のとおり、各地域の活動をされていらっしゃる方々を予定しているところで

す。また、ページ１枚戻っていただきまして、７ページでございますけれども、令和２

年度については、表にありますとおり、学校運営協議会を年６回程度開催し、１年間の

学校行事を進めていく計画をされているところです。 

 今回の大詫間小学校への学校運営協議会の設置により、市内のコミュニティ・スクー

ルの設置校は、赤松小、北川副小、城南中、松梅小の小・中学部、西与賀小、富士校の

小・中学部に続いて９校目ということになります。コミュニティ・スクールにつきまし

ては、令和２年度からの第４次佐賀市教育振興基本計画においても重点的に設置を推進

していくということにしておりまして、担当課といたしましては、今後も設置校の支援

と併せて新規の設置に向けた準備に対する支援も引き続き行いたいと考えております。 

 大詫間小学校学校運営協議会の設置についてのご報告は以上になります。 

 

（東島教育長） 

 今報告ございました。９校目、小中学校で見れば、法令的に見れば。 

 

（王丸教育総務課教育政策係長） 

 設置の協議会としては７つ目ですね。設置学校としては小中で１つというところがあ

りますので９校目と。 

 

（東島教育長） 

 今報告ありましたが、質問ございませんでしょうか。特にないですかね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 来年度、重点的にこの事業を進めていくということにしておりますので、大詫間小学

校がコミュニティ・スクールに来年度からなるということでございます。 

 それでは、１番の報告はこれで終わりにしたいと思います。 

 それでは、２点目の報告事項でございますが、２点目は「西与賀小学校運営協議会の

再設置について」、これも教育総務課お願いします。 

 

（王丸教育総務課教育政策係長） 

 続きまして、資料９ページをお願いいたします。西与賀小学校の学校運営協議会につ

きましては、今年度末で３年間の設置期間が終了いたします。これまでの取組について

の評価と令和２年４月からの再設置についてご報告をいたしたいと思います。 

 西与賀小学校では、平成２９年４月に学校運営協議会を設置しており、今年度は大学

教授などの学識経験者、公民館やまちづくり協議会などの地域代表の方、また、保護者

代表、学校職員の計１２名に委員に就任していただいております。めくっていただいて

１０ページに写真を何点か載せておりますけれども、今年度は、「自ら学び、共に生き

る西与賀っ子の育成」を学校の教育目標に掲げて、教師、学校運営協議会の委員が参加
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するコミュニティ・スクール研修会や、保護者、地域を対象にしたコミュニティ・スク

ールの体験事業、また、子どもたちが公民館の行事や夏祭りなどの地域の行事にボラン

ティアで参加する「にっしーボランティア活動」など、学校運営協議会の場で協議をし、

ビジョンを共有して連携、協働した取組を進めているところでございます。 

 これまでの取組についての評価といたしまして、資料の９ページ、１０ページに３つ

の視点に基づく調査結果ということで載せております。 

 １つ目は、「保護者、地域の学校への関心は高まったか」という視点でございます。

９ページの上のグラフをご覧ください。まず、学校活動をサポートするボランティアの

登録数についてです。地域の方々には、コミュニティ・スクールを設置する以前から学

校行事や学習活動のよき理解者として、また応援団として関わっていただいておりまし

たが、西与賀コミュニティの組織体制づくりを進めるため、平成３０年度からボランテ

ィアを登録制としております。今年度は地域の方以外にも佐賀大学の学生ボランティア

など計２２５名の方に登録していただいており、学校児童の学習意欲向上に寄与してい

ただいております。また、学校フリー参観デーには右のほうですけれども、保護者以外

にも地域の住民の方が多数ご参加をいただいております。このことからも、地域の学校

への関心は高いことがうかがえます。 

 ２点目は、「学校と地域の連携は高まったか」という視点でございます。９ページの

下の表になりますけれども、保護者アンケートの結果を載せてございます。「学校の教

育活動は地域と関わって展開されている」、「よくあてはまる」、「だいたいあてはまる」

という方ですね。また、その右ですけれども、「学校は開かれている」と感じる。「十分

達成している」、「おおむね達成している」というところの回答割合がそれぞれ９５％と

いうことで大変高い水準となっております。アンケートの自由記述の中でも、地域の

方々と接することで、子どもたちの心の成長を感じるといったような意見もあっていた

ところでございます。 

 ページが変わりまして、１０ページですけれども、こちらは同じ「学校と地域の連携

は深まったか」という視点を教師の側から捉えたアンケートになっております。こちら

については、「地域の人的物的環境を活用しながら実践している」、また、「地域の行事

に参加するよう促している」という質問とともに、「とてもそう思う」という回答の割

合がこちらは年々増加していることが見て取れます。こちらについては、コミュニテ

ィ・スクールを設置したことで地域とともに学ぶ教育環境づくりが充実し、教師側の意

識も変容してきているのではないかということがうかがえると思います。写真も幾つか

付いていますけれども、ボランティアの方が子どもたちと関わっている姿、また子ども

たちが逆に地域に出て行ってボランティア活動をしているといったり、また勉強の場と

いうことで、コミュニティ・スクールの研修会等を催している様子を写真で載せていま

す。 

 最後の３つ目の視点は、「地域住民の意識は高まったか」という視点でございます。

西与賀小学校では、今年度初めて７月と１０月の２回、保護者、地域住民向けにコミュ

ニティ・スクール体験授業ということで実施をされております。これは実際の授業の様

子を地域の方、保護者の方に体験してもらおうということで、好評につき２回開催した

取組と伺っておりますけれども、実際に参加された方からの評価もすごく高いというと

ころで、もう一つは育成すべき資質・能力というのを学校と地域、保護者が共有するこ

とにもつながる取組というところで、地域住民の意識啓発にも役立っているものと考え

ております。 

 最後に、１１ページをお願いいたします。先ほど来ご報告いたしましたとおり、西与

賀小学校学校運営協議会の取組は大変良好な活動状況が認められております。一方で、

課題として上げるならば、働き方改革の視点からも、育成を目指す資質・能力をより明

確にすることにより、学校行事の精選であったり、地域行事等との統合など、教育過程

の見直しを図ることは可能ではないかと。そういった必要があるのではないかというこ

とであったり、新たな学校運営協議会の委員の選定、運営資金の集め方、保護者意識の
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さらなる向上というのが会の中では課題として上げられております。これらの課題は学

校運営協議会が設置されたからこそ明確となってきた課題であると考えているところ

でございます。これまでの３年間のコミュニティ・スクールの取組が地域と学校に着実

に根付いていることから、来年度から３年間の学校運営協議会の再設置を行い、引き続

き課題解決に向けた取組を進め、地域とともにある学校の実現を目指していただきたい

と考えております。 

 「西与賀小学校学校運営協議会の再設置について」の報告は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 西与賀小学校のコミュニティ・スクールの再設置ということでございますけれども、

質問ございませんでしょうか。特にないですかね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

（東島教育長） 

 法令上での設置校の数をもう一回教えてくれないですか。 

 

（王丸教育総務課教育政策係長） 

 設置校ですね。はい、分かりました。 

 

（東島教育長） 

 もう一回、きちんと小学校、中学校の数を押さえておきたいので。 

 

（王丸教育総務課教育政策係長） 

 大詫間小学校を含めてということで、次年度の体制になりますけれども、赤松小学校、

北川副小学校、城南中学校の３校です。松梅校の小学部、中学部、西与賀小学校、今回

再設置の報告を上げております。それと平成３０年度から設置をしております富士校の

小学部、中学部、令和２年度から大詫間小学校が加わって９校、設置数としては７つと

いうことですね。 

 

（東島教育長） 

 ９校７つですね。 

 

（王丸教育総務課教育政策係長） 

 はい。 

 

（伊東委員） 

 ちょっとよろしいですか。 

 

（東島教育長） 

 どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 今聞いていると、すばらしい試みで実践されていると思いますけれども、実際に教職

員の方の負担が大きく増えそうな感じがするんですが、その辺はどうなんでしょうか。 

 

（王丸教育総務課教育政策係長） 

 実際取り組まれている中では、確かに地域の方との関わりが増えますので、端的に業

務量としてはその点増えることにはなりますけれども、ただ、どうしても学校としては、

そういう地域で豊かな体験活動をしたいといっても、なかなか思うすべがなかったとこ
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ろを、集まる場ができることで、そこは地域側で何とかするよということで考えていた

だいたりというところがありますので、学校現場としては、負担感というよりやはり子

どもたちに与える影響から効果が高いというふうな判断をされていた次第であります。 

 

（伊東委員） 

 特に１１ページにあるように、働き方改革の視点から云々ということがうたわれてい

ますけれども、無理にするのは簡単です。ですが、そういう中で効果が出ないと働き方

改革そのものが無意味になってきますので、その辺をどうするかが学校側と地域との連

携でしょうし、前の会議でも言ったように、ぜひ全ての学校にコミュニティ・スクール

が設置されるよう計画してほしいと思いますけれども、逆に負担が単純に増えていくと

学校側としては嫌いますので、その辺が非常に難しいし、いわば投資対効果の問題でし

ょうから、その辺についても、市の教育委員会のほうからいろいろな指導をしながら運

営をしていただければなと思います。 

 

（東島教育長） 

 報告事項２、これを終わりにしたいと思います。 

 では、報告事項３「学校給食費について」、学事課のほうお願いします。 

 

（百﨑学事課長） 

 資料のほうは最終の１２ページになります。令和２年度の「学校給食費について」報

告いたします。 

 

 １の自校方式と中部学校給食センターを除きます各学校給食センターの給食費でご

ざいます。年間の給食費につきましては、一食単価に実施回数を乗じて算出いたします。

一食当たりの単価につきましては、小学校２３５円、中学校２７０円で、今年度と変更

ありません。２の中部学校給食センターにつきましては、同じく一食単価に給食実施回

数により算定いたしますが、こちらも一食当たりの単価は今年度と同じ２５０円と変更

ありません。 

 なお、中部の分につきましては、牛乳代は含まれておりません。中部学校給食の受配

校につきましては、資料に記載しております中学校１０校でございます。 

 ３のミルク給食につきましては、年間の給食費は、牛乳の単価に実施回数、ミカン果

汁単価に実施回数をそれぞれ掛けて算出いたします。令和２年度は、牛乳単価が１．９

４円上昇しておりますが、ミカン果汁につきましては前年度と同額でございます。牛乳

単価につきましては、佐賀県農林水産部畜産課から、また、ミカン果汁単価につきまし

ては、佐賀県学校給食会から令和２年度の単価について通知があっておりまして、その

価格での提供となります。 

 令和２年度の学校給食費につきましての報告は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 学校給食費について、何か質問ございませんか。今は国も県も全く補助はないですよ

ね。 

 

（百﨑学事課長） 

 補助はありません。前はミカン果汁については補助がありましたけれども、それにつ

いてはもうなくなっております。 

 

（東島教育長） 

 前は牛乳も補助がありました。牛乳とミカンでしたけれども、今は全くないですね。

この牛乳の金額は高いんですか安いんですか。 
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（百﨑学事課長） 

 年々金額は、微増ですけれども、高くなってきています。 

 

（東島教育長） 

 高くなってきていますね。いや、一食単価が二百数十円の少ない金額で牛乳が５１円

７９銭、ミカンが４４円２８銭となっていますからね。大体ミカン果汁は補助を出すか

らということで導入したんです。ところが、いつの間にか補助が消えてしまった。 

 何か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３点終わりにしたいと思いますが、最後に冒頭で申し上

げました本日の追加報告事項でございますけれども、「公立認定こども園整備事業につ

ついて」、保育幼稚園課から説明をお願いします。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 

 それでは、本日追加ということで、公立認定こども園の整備事業についてご説明をさ

せていただきたいと思います。資料に基づいて説明をさせていただきます。 

 これまでの経過というところで、私どものほうで平成２９年４月から認定こども園化

の検討を開始しており、これまで教育委員会へは２回説明をさせていただいておりま

す。まず、平成２９年９月１２日、私どもがこの認定こども園化の検討に入ったのが、

本庄幼稚園が昭和５３年の建設、そして成章保育所が昭和４８年の建築ということで、

既にもう４０年以上経過した建物ということで、相当老朽化しておりましたので、両施

設とも建て替えの検討時期に来ておりました。他市の公立の幼稚園、保育園でも、時代

の流れといたしましては、幼稚園と保育園を合体させた認定こども園化が進められてい

るということもございまして、私どもも認定こども園化を進める検討をしてきたところ

でございます。そうしまして、平成２９年９月１２日に両施設の在り方について検討し

ていくということでご報告をし、平成３０年５月２２日の教育委員会におきまして、両

施設を統合し、現本庄幼稚園の敷地において認定こども園化を進めていくということで

の方針説明をさせていただいていたところでございます。 

 しかしながら、成章保育所の保護者から、在園児の卒園時までは延期をしてほしいと

いう要望がありました。また、現地での建て替えなどが本当にできるかなど、内容を再

度検討する期間が必要ということで、設置時期を平成３５年４月に予定を立て直しまし

て、その後検討をしてきたところでございました。そして、園の機能についてもう一回

十分検討するということで、公立の保育所、幼稚園の園長、保育幼稚園課の監督職によ

る検討会議を開いてまいりました。そうして、昨年の８月１９日に３点確認できた事項

がございます。まず１点目は、公立園としてのどういった機能が必要かといったことを

考えたときに、先進的な取組をする園、障がい児の受入れをする園、子育て支援機能を

持つ園、そして本庄小学校との幼保小連携をといった機能が必要があるということ。そ

して２点目は、スペースの拡充についてです。本庄幼稚園の駐車場は現在１０台弱です

が、保育所として３０台程度の駐車場へ拡充する必要があるのではないか。また、職員

数も増えてまいりますので、職員室や職員休憩室といった職員用のスペースの拡充が必

要ではないかということ。そして、３点目が園舎の形状でございます。全面南向きの東

西に長い園舎がベストで、昨今の猛暑対応もあり、教室は北側で園庭に向かい、テラス

兼廊下が南側に張り出したような施設ということで設けてはどうかというふうな形で

結論づけたところでございます。 

そして、このような園機能を考えたところ、私どもの施設の方向性としては、(2)で

示すように、大きく３点となります。 

 まず１点目の現本庄幼稚園敷地での建て替えということにつきましては、障がい児等

を受け入れる施設ということであれば平家建て、バリアフリーの観点から言えば平家建
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てで東西に長い園舎がいいということになると、現園舎では難しいこと。それから、仮

に平屋建てとする場合に、仮園舎の設置というのは現地ではできないということ。これ

らのことから、現幼稚園敷地での建て替えは困難というふうに考えたところでございま

す。それから、新たな用地の条件といたしましては、本庄小学校との幼保小連携を継続

してやっていくといった観点と、東西に長い園舎が取れる敷地ということを考えます

と、現在の本庄幼稚園の東側の、本庄公園を挟んで東側の農地がよろしいのではないか

ということが２点目。３点目の現行施設の拡充という意味では、駐車場等の拡充、子育

て支援拠点としての部屋、保健室、クールダウンスペース、職員室の拡充、職員の休憩

室、給食室、給食の搬入口等の拡充が必要ということで考えたところでございます。 

 こういったことを考えて、太字のところで示しております施設の概要といたしまして

は、設置場所は本庄公園東側の農地であること。それから、平家建てで東西に長い園舎、

敷地面積が、現行が３，６００平米ほどでございますので、それから倍以上の敷地にな

りますけれども、８，０００から９，０００平米程度の敷地が必要ではないかというふ

うに考えたところでございます。これに基づきまして、予算を考えたところでございま

すのが、その次のページでございます。 

 まず、私どもが今回、公立認定こども園の整備事業として考えたのは、やはり老朽化

した施設を統合いたしまして、認定こども園を整備化することにより、待機児童の解消

や適切な入所枠の確保を図って、教育・保育環境の充実や児童福祉の向上を目指すもの

でございます。 

 今回、予算で上げさせていただくものが、認定こども園の整備に関わる先ほどの本庄

公園東側の農地の用地取得を考えております。予算規模といたしましては、３の事業費

で示しているところでございますけれども、約７，０００万円を計上させていただいて

いるところでございます。主な内容といたしましては、４の経費の内訳で示したとおり、

土地家屋の購入費、いわゆる用地の購入費ということで６，８００万円を予定している

ところでございます。そのほか、設計委託料や事務費を計上させていただいているとこ

ろでございます。 

 なお、今回整備をいたします内容といたしましては、右側のその他参考となる事項で

示させていただいているところでございます。色抜きをしているところが整備後という

ことで、施設の名称といたしましては、仮称でございますけれども、本庄こども園、施

設の種別といたしましては、教育部分と保育部分、両方とも認可施設でございます幼保

連携型認定こども園、そして所在地は先ほど言いました本庄公園東側ということでござ

います。利用定員につきましては、現在の本庄の園児の数が４３名程度であることを踏

まえて、１号の定員につきましては６０名、２号、３号、いわゆる保育の必要な子ども

の定員につきましては、現在の成章保育所の定員をそのままこちらの７５名としており

ます。 

 なお、開設の年度につきましては、農用地の取得に時間を要するため、当初の予定の

平成３５年、令和５年４月を１年延ばしまして、令和６年の４月と考えているところで

ございます。 

 具体的な用地でございますけれども、３ページの地図を見ていただきたいと思いま

す。地図の左下に本庄小学校、その右側が本庄幼稚園の現在地でございます。そして、

大きく本庄公園がございます。今回、用地取得を目指しておりますのは、この本庄小学

校との幼保小連携を継続していただくためには、できるだけ本庄小学校と隣接地である

こと。それから東西に長い敷地を取れることといった観点から、今、破線で示してある

部分の中で９，０００平米程度を考えておりまして、具体的には、今、破線の部分が１

本道路を挟んで北側と南側に分かれていると思いますけれども、緑ヶ丘と書いてあるほ

うの道路の南側ですね。この部分を今第一候補ということで考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 
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 今の説明に対して質問ございませんでしょうか。どうぞ。 

 

（片岡委員） 

 設置時期の延期について、成章保育所の保護者から在園児の卒園まで延期する声が多

かったためという理由が上がっているんですけれども、このこども園を設置するまでの

間、成章保育所の受入れは継続されるんですか。それともストップするんでしょうか。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 

 今現在、成章保育所の子どもさんたちについては、平成３５年４月というのを目標に

させていただいておりました関係で、３５年４月以降に在園している子どもさんにつき

ましては、本庄のほうに移っていただくということを前提で説明をし、ご納得いただい

た方に入園の申込みをしていただいているところでございます。 

 

（片岡委員） 

 例年と比べて希望者は減っていますか。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 

 成章保育所のほうが年々周りに新しい園もでき、施設も老朽化しているということ

で、横ばい、もしくは減少傾向といったところで、なかなか人数が増えないといったと

ころもございます。 

 

（片岡委員） 

 ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 では、理解を得て今は入園しているということですね。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんか。どうぞ、吉村委員。 

 

（吉村委員） 

 現状課題への対応ということで、駐車場の拡充や職員用スペースの拡充というのが挙

げられていますけれども、恐らくこども園になると、職員数をたくさん確保しないとい

けないのかなと思います。今現在も多分、公立の保育所の先生方はちょっと不足気味な

のかなと。それとゆめ・ぽけっとのほうもなかなか厳しい状態と聞くので、その辺の職

員の確保もですけど、ゆめ・ぽけっとやほかの公立の保育所が大変にならないように、

というのをお願いしたいと思います。 

 

（東島教育長） 

 今の件、どうぞ。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 

 利用定員については、本庄幼稚園の現在の園児数と成章保育所の利用定員を踏まえた

数となっています。したがいまして、正規職員の数については、今の職員がそのまま移

動してくることで対応はできると思っております。 

 ただ、私ども公立保育所、幼稚園は非常勤の先生方を多く雇用して運営してまいりま
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したけれども、今、保育士不足の状況でございまして、非常勤の先生方の確保が非常に

難しくなっております。ちなみに、私どもが公立保育所で、従来は非常勤職員を５０人

程度雇っておりましたが今はもう２０名弱しか確保できないということで、非常勤の方

については従来の３分の１ぐらいの人数で運用しており、その確保が難しいところでご

ざいます。 

 ただ、今回、会計年度任用職員の制度が行われることになりまして、保育士の処遇改

善といった意味で、年収ベースにいたしますと大体６０万円程度上げさせていただいて

いるところでございます。できるだけそういった処遇改善をしながら非常勤の職員を確

保していきたいと考えております。 

 

（東島教育長） 

 よろしいですか。 

 

（吉村委員） 

 ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 はい、どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 園の機能に関する決定事項ということで、障がい児の受入れする園、非常に大事なこ

とでしょうし、我々も期待するところですけど、先ほどおっしゃったように、保育士の

不足というものもこれは当たり前になっています。そういうところで、障がい児の受入

れをする場合というのは、どういうイメージで運営しようとされているのでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 いいですか。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 

 障がい児の受入れは、公立園がこれまで先進的に担ってきた部分でございます。特に

今回、統合いたします成章保育所は障がい児の受入れを昭和５０年代ぐらいから始め

て、ほかの民間の園にもその技術等を提供していったというふうな施設でございます。

しかしながら、伊東委員がおっしゃったとおり、この障がい児の受入れのためにはやは

りマンパワーが必要でございます。障害児に限らず支援の必要となる子どもにつきまし

ては、やはりマンツーマンとまではいかなくても、臨時の職員でできる限り対応してき

たところでございます。したがいまして、マンパワーをできるだけ確保することによっ

て、障がい児など支援の必要な子どもさんたちを受け入れなければいけないと思ってお

ります。 

 また、昨今の課題に医療的ケア児の受入れがございます。現在はそこまで手が実際届

いていないというところで、民間の園でもなかなか受入れが困難と言われております。

ただ、幼稚園、保育園のほうにどうしても入れたいという保護者の方の要望は年々強ま

っているため、これまでなかった医務室などを設けながら、より良い看護ができるよう

な体制も整えていくことによって、受入れを進めてまいりたいと思っているところでご

ざいます。 

 

（伊東委員） 

 ということは、今までの実績を踏まえた上で強化をしていくということですね。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 
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 はい。 

 

（伊東委員） 

 非常に大切なことですから、ぜひ実施してほしいと思います。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 障がい児受入れには、人の配置と物的環境が必要ですよね。そうしたときに、人員配

置の条件はあるのですか。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 

 人の配置に特別な条件はありませんが、民間園には比較的重度の障がい児１人につき

１０万６，０００円の補助金を支給しています。そういうのは１０万６，０００円分人

手が必要といういわゆる人的経費です。ですから、そういった形で考えていきますと、

重度の障がいを持つ子どもさんが１人いれば１人プラスで考えなければいけないと思

っております。 

 

（東島教育長） 

 特別障がいの子どもさんが３人いれば、１０万６，０００円掛ける３人、それでいい

わけですね。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 物的環境は、同じような部屋の中で一緒に。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 

 そうですね、基本的には同じ部屋でというか。 

 

（東島教育長） 

 例えば、小学校なんかは特別支援学級を別途作りますよね。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 それで交流をしますよね。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 そういう環境は作らないのでしょうか。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 

 そこまではちょっと今回は想定していないところでございますけれども、部屋につき

ましては、できるだけ通常の面積よりも広く取ることによって、環境的に整えていきた

いというふうに思っているところでございます。 
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（東島教育長） 

 クールダウン室は１つの教室の中につくるのか、それとも別個につくるのか。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 

 中につくりたいと思っております。 

 

（東島教育長） 

 教室の中に。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 

 はい。保育所用に小さいクールダウン用品がございますので、そういったものを各部

屋に設置をしていきたいと思います。 

 

（東島教育長） 

 せっかく新しくつくるものだから、その辺は十分検討していたほうがいいと思いま

す。小学校でも、障がい種によって違うんですが、いわゆる知的障がい以外の子どもさ

ん、身体的な障がいとはまた別に、いわゆる精神的な障がい児については、大人数で一

緒にいれない子どももおりますから、そうしたときに、大きい部屋ばかりつくっていた

ら対応ができにくくなることもありますし、クールダウンの部屋も同じ教室内ではなく

て、別の部屋ということも考えざるを得なくなってくると思います。 

 そういうことを考えたら、今後、この建設の中でどうしていくのか、十分検討してお

いたほうがいいと思います。特に障がい児の、支援を要する子どもの積極的受入れとな

っていますから、検討しておいたほうがいいかもしれません。 

 

（伊東委員） 

 当然６，９００万円の中にそこを勘案されていますね。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 

 今回は用地取得だけでございます。建設費は別途です。 

 

（伊東委員） 

 そうですか。事業費は６，９００万円ということになっているので、これは用地買収

だけ。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 

 はい。 

 

（伊東委員） 

 建物は今後ですね。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 

 建物につきましては、今後、私どもも先ほど教育長からもご指摘いただいたような内

容ですね、いろんな意見を踏まえて、我々単独で庁内で設計するものではなく、公募に

よって、我々の意見を踏まえたところでのプロポーザル形式で園舎を設計させたいと考

えています。 

 

（東島教育長） 

 ほかに質問ございませんか。 
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 園庭は、今の本庄幼稚園の園庭よりも広く取れますか。 

 

（大松子育て支援部副部長兼保育幼稚園課長） 

 広く取れます。 

 

（東島教育長） 

 広く取れますね。分かりました。 

 ほかにないでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、報告事項４は、これで終了にしたいと思います。 

 

日程６ その他 

 

（東島教育長） 

 それでは、６点目、その他の項目に移りたいと思いますが、教育委員さん方から何か

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、これで３月定例教育委員会を閉会したいと思います。どうもお疲

れさまでした。 

 

 終了時間 午後３時４２分 

 

 


