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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

皆さんこんにちは、定刻を過ぎましたので、ただ今より、２月の定例会を開催させて

いただきます。そして、また今日は「市長と語る会」が、後刻予定されておりますから、

３０分早く定例会を開催させていただきたいということで、早めにきていただきまし

た。また、今日は小中学校施設の在り方検討委員会の委員長がゲストでお見えいただい

て、我々に中間報告をしていただくようになっております。どうかよろしくお願いしま

す。 

今日は 6 人中、6 人の委員が出席をいたしておりますので、適法に委員会が成立をい

たします。では、今日の日程２の会議録の報告をお願いいたします。 

 

日程２ 会議録の報告 

 

【会議録の承認】 

 

（教育総務副課長兼総務係長）  

１月２７日の教育委員会の会議録につきましては、２月２０日に委員の方に配布して

おりますとおりでごさいます。よろしくお願いいたします。   

 

（委員長） 

何かご質問あればどうぞ。はい、どうぞ。 

 

（Ｂ委員） 

５ページですが、恐れ多くも山下委員長となっております。それともう一箇所ですが、

１５ページです。私の下から二番目のところですけど「・・東与賀に行かせていただき

ました。」にして下さい。そこで私が発言したところの下から２行目、看護士の士を教

師の師に書き直していただければと思います。 

 

（委員長） 

他にございませんか。１７ページの私のところですが、下の行「・・少し厳粛なうち

に目覚めないうちに、・・」とちょっと呂律が回りすぎて、すみませんがそこを削除し

ていただければと思います。要するに朝のうちに厳粛にしたいということです。よろし

いでしょうか。 

 

（委員長） 

他にございませんでしょうか。では、承認ということで次に進ませていただきます。 

では、次に日程３教育長報告ということでよろしくお願いします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（教育長） 

 では、急いで５点にわたって報告させてもらいます。 

１つ目は、「まなざし運動」関係でございます。２月１７日に推進委員会を行いまし

た。推進委員長である秀島市長の出席のもとに２１年度の方針ということで大きく３点

を確認しております。今年度も広報活動に力を入れてきたわけですが、来年度も引き続

き広報活動を重視していくとうことで、平成２１年度方針の一つ目は、広報活動の充実

ということで確認しました。具体的には、写真、フォトコンテストといいまして、まな

ざし親子、或いは人と人等々でまなざしという場面にふさわしい写真を募集しまして、
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カメラのファインダーを通したまなざしを地域・家庭にみられる姿を集めてコンストし

ましょうとこういうことでございます。このコンテストですとか或いは広報ビデオを作

りましてぶんぶんテレビで放映していただくとか、或いは、テーマソングができており

ますので、これの普及活動を図るですとか、秋に推進大会を開いて、その中でコンテス

ト等の表彰式を行うなど、いろんなことをしながら更に広報活動に力を入れたいという

のが一つ目でございました。 

２つ目は、情報の収集と発信の強化ということで、１０名のリポーターを募集して、

あちこちで草の根的に動き出しております「まなざし運動」の取材をし、広報誌を作成

していきましょうと。こんなことも来年度の方針にしております。 

３つ目は、子どもの声を大人へ届ける機会の提供といいまして、子どもの率直な意見

を聞く機会を様々な場で設けて、もっともっと子どもの声を取り出していこうというこ

とも来年度の方針の３番目に入れてあります。昨年度もＰＴＡの研修等で子どもの参加

のもとに会を開いたわけですが、子どもの声を直接聞く機会を色々な場所で設けていき

たいというようなことを方針として、この 3点を進めていきましょうということで話合

いました。その他、現状報告、課題等々についても話し合ったところですが、ただ今の

２１年度方針としてこの 3点を確認しましたということをここでは紹介いたします。 

 次は、この後、中間報告のまとめができて、委員長から諮問に対する答申ということ

が行われるわけですが、小中学校施設の在り方委員会の件であります。２月１８日に中

間答申の文案を検討いたしました。そして今日、答申ということですが、昨日、文教福

祉委員会の勉強会で、中間答申の概要説明を行いました。中間答申ということで、それ

ほどのご質問はなかったわけですが、ある議員の方からは、過小規模校に対しまして、

対策として具体的に統廃合というのはあるのかとういうような質問がありました。私の

方から統廃合或いは特認校制度或いは合同授業などがあると、対策の中の一つに統廃合

があるというのも言わせてもらいました。また今後、状況によっては、分校化というの

も選択肢としてあるというのも思っております。具体的には本日の中間答申を受けまし

て、４月以降、協議に入るということになっております。文教福祉委員会の勉強会で、

施設の在り方検討委員会の説明をしたという報告でございます。 

また、この文教福祉委員会では、図書館サービス計画案についても説明をいたしまし

た。いろいろなご意見がでました。私の受け止め方としましては、南部地区、特に川副

地区の扱いをどうするということに関心が高かったように思います。あの計画の中身に

は、この南部地区については状況等に応じながら検討していきますという文面がありま

す。この辺が具体的にどういうことなのかということの質問がございました。『検討し

ていく』という答弁で終わっております。それから感想として、要するに西与賀公民館

への図書館分室の件でございましたけれども、作らないための理由付けのような計画で

はないかというような意見、感想がありました。また同時に今の財政的な面から見れば

これ以上分館・分室を作るのは困難なことは分かるという発言もありました。そこで、

では図書館サービスをどのように市内全域に張り巡らしていくのかと。このサービス計

画というのを、もう少し分かりやすく書いていったらよいのではないかというような意

見が出たと、私はこのように受け止めました。文教福祉委員会で図書館サービスの計画

案について説明し、そのような意見が出されたというようなことも報告させていただき

ます。 

それから大きく３点目ですが、佐賀市人権総合学習というのが行われております。こ

れは同和地域の子どもたちを、今までは、その地域の子どもを対象に学習をしていたん

ですが、今年度からは広く人権総合学習としまして、多くの子どもたちと共に開放学習

や或いは教科学習の補充といったものをしていきましょうという学習会でございます。

それの閉校式が２月２１日にありました。学習会の参加者は小学校で１３名、中学校で

５名おりますが、当日は１１名が参加して、修了書をお渡ししたところです。市内全校

の校長、教頭、それから支援教員、そして運動団体の支部長と支部委員の方々の出席の

もとに行いました。この学習会は開放学習といういじめを許さない、差別を許さない、
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そういった歴史的な部落問題史、部落史の学習や強い心を育てるようなそういう学習、

それにいわゆる学校の教科の補充、そういうもので合計４０回年間でやっています。そ

れから小中合同で５回、開校式・閉校式で２回、合計４７回の学習会でございます。  

２１年度も同様な形でやることにしております。これはあくまで希望参加というもの

で、今年度から取り組んでいるものでございます。 

次は、キャリア教育発表会について報告いたします。２月１９日に「キャリア教育発

表会」というものを行いました。発表した学校は、小学校で循誘小、勧興小、神野小、

中学校が城南中、芙蓉中、金泉中、高等学校が佐賀商業高校ですが、どういう発表かと

いいますと、鳳雛塾というのがございます。これは佐賀銀行の職員が出向しまして佐賀

大学内に事務局を作りまして、企業家精神を学ぶということで学校教育の一環として、

主に総合的な学習の時間の中で、このキャリア教育をやっております。中学生は、今回

発表した３校とも職場体験の発表をしました。小学校はそれぞれの学校が市内で、駅前

ですとか、或いはアーケードのところですとか、そういうところでキッズマートといい

まして、一連の販売体験をしておりますけども、この学習から学んだことということで

の発表でした。これは、佐賀市が誇る取り組みの一つだと思っておりますが、小学生は、

先ず銀行からお金を借りてきます。その借りてきたお金で品物の仕入れをします。仕入

れは農家に直接行ったり、或いはお店に行って買ってきます。それを値段付けをして、

出店をして、販売をして、その収支決算をして、その中から借りた額を銀行に返してと

いうこと、そして、利益が出た場合は、それで学校の花壇の球根を買うですとかいろい

ろなところに還元しましょうという一連の取組です。その中で仕入れの仕方、販売の仕

方、こういう商売の難しさ、楽しさ、こういうことを学んでいくものでございます。私

は時間の都合で、小学校１校の発表しか聞けなかったんですが、本当に生き生きとして

おりまして、自分達のやっている事にすごい自信をもっている小学校５年生の発表の姿

を見て、感動をしたところでございます。 

 最後に、お手元にこのプリントがあるかと思いますが、教育委員会佐賀県連絡協議会

（県地連）及び佐賀県市町教育長連合会というものの会合です。これは、例年この時期

に、これは２月１０日にあったんですが、２１年度の教職員の配当基準を決めるもので

ございます。来年度は、何人の先生方を配置しますと。この会をもって決めるわけでご

ざいます。３ページを見ていただきますと、２１年度の小中学校教職員定数案の案の文

字を斜線で消させてもらっていますが、校長は、小中合わせて２５７人で、教諭等の中

には、教頭と主幹教諭が入っております。それが４６２０人、養護教諭、事務職員、栄

養職員で合計５５２０人。これが佐賀県の小中学校教諭の数ですというように決められ

ました。 

そして、次の４ページを見ていただきますと、校長は２５７人、一般教諭ですが、一

般配当が３９００人、その他の配当で７２０人、合計先程言いました４６２０人と、こ

のような内訳になります。最後５ページを見て下さい。この配当基準ですが、例えば一

番左の数字１・２・３・４～ときますが、１２のところを見ますと、小学校１２学級の

学校は校長が 1人、教頭・教諭で１４人、養護教諭 1人、事務職員 1人合計１７人。こ

の学校が佐賀県内で４校あります。ですから、そこに配当される先生は、６８人です。

その一覧表でございます。これを見ていただくとお分かりの通り、３学級から１２学級

までは学級数プラス 1人の担任外の先生が割り振られています。１３学級から２６学級

まではプラス２の教諭が、２７学級以上はプラス３の教諭の先生が担任外に入って来る

と。小学校の例ですがそのようになっています。右の方を足し算していきますと何人に

なるという表でございます。一応、このような表を教育長会と教育委員さんの会で確認

をしていきます。ところが、これが全部必要な定数なんですが、この人数が全て本務者

ではまかなえない。この中に、定数内講師としまして、講師採用で入るものがあります。

そういうところにこの難しさがあるわけですが、一応この数が佐賀県の必要な正規の数

です。この教員の数の３分の１の給与が国から、３分の２が県のお金でまかなわれると

いうことです。例年このように確認をして、今、人事異動の最中でございますが、これ
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にともなって教員が決まってくるということでございます。 

少し長くなってしまいました。これがこの 1ヶ月の主なことですが、最後に別件で一

つだけ報告させてもらいます。高等学校入学支援金の補助金、例の１５万円の補助金の

件でございますが、現在までに電話の問い合わせ、或いは直接こちらに見えた方等で 

７１件の来庁・電話・相談がありました。その内、申請書の提出が２件、うち 1件は交

付決定済、もう 1件が審査中ということでございます。市のホームページへのアクセス

は、５５７件にのぼっております。以上でございます。 

 

（委員長） 

今、教育長の方から６点プラス１点のご報告がありましたけど、皆様方何かありまし

たらご質問をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 

日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

では、議案に移りたいと思います。第３１号議案 佐賀市教育基本計画（後期）につ

いてということで、よろしくお願いします。 

 

（教育総務課副課長兼教育政策係長） 

 教育総務課でございます。佐賀市教育基本計画については、パブリックコメントの手

続きを終えましたので、議案の審議をお願いしたいと思います。２ページ目をお願いい

たします。パブリックコメントを昨年の１２月２６日から１月３０日までのほぼ１ヶ月

間で行いまして意見提出者が４人、意見数にしまして５件の意見が出されております。

うち３件については、改正案の訂正を行いまして、後の２件については市の考え方を述

べるとういう形で対応させていただきたいと思います。２ページ目の改正案の訂正のと

ころです。 

１点目が、現在の計画と比べて大幅に変更した理由が書いていないという指摘でござ

いました。現在の計画は１８年３月に策定したものでございますけれども、これ以降に

作られました国の教育振興基本計画ですとか、佐賀市のマスタープラン総合計画に基づ

いて見直しましたという記述を加えております。但し、ここで１点修正案の修正でござ

いますけれども、昨日小学校、中学校の校長会の理事会に、これを提案したところ１点

指摘がございました。５行目です。「第一次佐賀市総合計画」を参考にということで、

修正案にしておりましたけれども、佐賀市の総合計画というのは教育基本計画の親計

画、上位計画であるというところで、もう少し基準にしたとかこれをベースにといった

内容の記述の方が正しいのではないかという指摘を受けました。ということで、「第一

次佐賀市総合計画」を基にという形に変えたいと思います。通して読んでみます。『改

訂にあたっては、当初の佐賀市教育基本計画で定めた基本方針は残しつつ、国の「教育

振興基本計画」や佐賀市のまちづくりの指針となる「第一次佐賀市総合計画」を基に、

これまでの基本方針や施策体系、重点プロジェクトを見直しました。以上を踏まえ、・・』

という形に修正をしたいと思います。 

次に２点目です。生涯学習の定義についてのご意見です。生涯学習の定義として、修

正前「自学学習のみならず」という文言でしておりましたけれども、この自学学習とい

うのが単語としてわかりにくい、一般的ではないのではないかという指摘がございまし

た。その後、国の中央教育審議会から出された答申などを調べますと、生涯学習の定義

について、各個人が行う組織的ではない学習のことを「自学自習」と明記をされていま

したので、これに合わせまして自学自習のみならず、ということに修正をしたいと思い

ます。 

３点目です。３ページの上の方ですけれども、「基本事業５ 心の教育の推進」のと

ころですけれども意見としまして、人権教育や同和教育の記載も入れた方がいいんじゃ
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ないかという意見が出ております。これを受けまして、修正案ですけれども読み上げま

す。『子どもたちが生命の尊さや価値を知り、お互いの存在を尊重できるよう、人権教

育をはじめとする心の教育を推進していきます。』ということに修正をしております。 

以下２点、ご意見とそれに対する市の考え方です。意見としまして、経済的に苦しい

家庭や 1人親の家庭などへの細やかな支援が必要ではないかということ。それと行政総

ぐるみで事業の展開をお願いしたいという意見でございます。これに対して右側に市の

考え方を書いています。子育て支援の重点プロジェクトⅤですけれども、そこに「次世

代育成支援行動計画」を挙げております。この行動計画は教育委員会のみならず全庁的

な体制のもとで、子どもの育成と子育て家庭への支援に当たることとしております。そ

れも平成２１年度に見直しを行う予定でございます。併せて、ひとり親家庭への支援を

より効果的に展開するために、「ひとり親家庭等総合支援計画」を現在策定中でありま

して、両計画を基に総合的な子育て支援策を展開していきますという市の考えを表した

いと思っております。その下です。重点プロジェクト取り組み内容についてのご意見で

す。取り組み内容が一言でいうと、具体性に欠けるとういうご意見です。「周知」「啓発」

「推進」「充実」とあるけれどもどういう状態であればそれが徹底したことになるのか

わからない。このような計画で「業務評価」ができるのかというご意見でございます。

これについては右側で表しております。重点プロジェクトは年度毎に重点プロジェクト

の詳しい実施計画を作成するようにしております。その中に「周知」「啓発」「推進」「充

実」の具体的な方法についても記載をして、３ヶ月毎に進捗管理を行いますということ

です。「業務評価」については、年度毎に目標値を掲げて、年度末に重点プロジェクト

の自己評価、それから外部委員からなる第三者評価を行って、業務評価を行っていきま

すということにしております。この考えで議決をいただきましたら、ホームページに公

開しますとともに意見者の方には、この内容で送付をしたいと考えております。よろし

くお願いします。 

 

（委員長） 

ただ今、「佐賀市の教育基本計画」についてのパブリックコメントに基づく改修案と

ういうことで、説明がありましたけども、何かご意見ありましたらどうぞお願いします。 

では、今の修正案に沿いまして承認ということで進ませていただきます。次に第３２

号議案 佐賀市スポーツ振興基本計画についてということでお願いします。 

 

（スポーツ振興課長） 

佐賀市スポーツ振興基本計画につきましては、別綴じになっておりますけれども、そ

の前に計画・策定の考え方等について、説明をさせていただきます。これまで４月の定

例教育委員会で基本計画策定の概要説明を行いました。それと１０月の教育委員会の勉

強会とか１２月の定例教育委員会で基本計画案についてご説明をいたしております。そ

れからこの基本計画はなぜ策定するのかといいますと、まずスポーツ振興法で「策定を

しなさい」と明記されております。そしてその時には、「国とか県の基本計画を参考に

してそれぞれの市の実態に即した内容にしなさい」というふうになっております。そう

いうことで今まではスポーツ振興基本計画はありませんでしたけれども、今回作成する

ものでございます。それと策定をする前に、先ず実態を把握する必要がございましたの

で、１９年度に佐賀市体育指導委員の方に協力をしていただきまして、スポーツに関す

るアンケート調査を実施をしております。標本は１０００名です。１０００名からアン

ケートをとっておりますので、その集計結果は、統計的にも信頼性は相当高いと考えて

おります。そういうことで現状と課題を把握して目標を設定して具体的な方向性を示す

という構成になっております。それから、アンケート結果で特徴的なものを紹介します

と、「スポーツはしていなくてもスポーツの重要性は理解している」と、そういう人が

たくさんいらっしゃいました。それでなぜスポーツをしないかというと「忙しい」「や

りたいけれどもきっかけがない」そういう答えがたくさんありました。ですから、スポ
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ーツ人口を増やすためには、“きっかけづくり”が非常に重要になってまいります。そ

のようなことから手軽にスポーツができるよう総合型地域スポーツクラブの設立や支

援をしていきたいと考えております。それと旧佐賀市内には、各校区に公民館が一つず

つありますけれども、公民館での生涯学習活動と連携しながら、軽スポーツを取り入れ

た内容を推進していきたいと考えています。このようなことをベースに基本計画が策定

をされております。 

内容につきましては久保係長がご説明します。 

 

（スポーツ振興課スポーツ係長） 

それでは、内容について説明をさせていただきます。平成１９年度から２０年度につ

きまして、スポーツ振興審議会を５回開催し、『佐賀市スポーツ振興基本計画』（答申案）

を策定したものでございます。パブリックコメントを１１月１４日から１２月１５日ま

で１ヶ月間行い２月５日に佐賀市スポーツ振興審議会より佐賀市教育委員会に答申を

いただき本日の定例教育委員会に議案提出をさせていただきました。『佐賀市スポーツ

振興基本計画』案につきまして内容を述べさせていただきます。 

先ず、１ページをお願いいたします。１ページには佐賀市スポーツ振興基本計画策定

に当たってということで策定の趣旨、計画の位置付け、計画の期間、スポーツ振興の基

本理念を書いております。計画の期間としましては、平成２１年度から平成２６年度ま

での６年間としております。次に２ページをお願いいたします。 

２ページにはスポーツ振興基本計画の目標、施策の柱を記載しております。スポーツ

振興の目標としましては、日常的に週１回以上、運動・スポーツをしている市民の割合

を４８．５％から５５％に引き上げる事を目標としています。スポーツ振興の施策の柱

については、３つの基本施策を定めております。１番目の柱としまして生涯スポーツの

推進、２番目の柱としまして競技スポーツの推進、３番目の柱としましては、スポーツ

施設の整備と活用の３本柱で計画を進めていくことにしています。３ページには、スポ

ーツ振興の施策体系図を記載しております。内容につきましては、目標・基本施策・具

体的施策・具体的取組みを体系図にしております。 

次に４ページです。４ぺージから１１ページにつきましては、生涯スポーツの推進に

ついて５つの具体的施策を設け、現状と課題・目標・具体的取組みを記載しております。

次に１２ぺージから１５ぺージにつきましては、２番目の柱の競技スポーツの推進とい

うことで４つの具体的施策を設け、現状と課題・目標・具体的取組みを記載しておりま

す。 

次に１６ぺージから１９ページにつきましては、スポーツ施設の整備と活用に４つの

具体的施策を設け、現状と課題・目標・具体的取組みを記載しております。以上が佐賀

市スポーツ振興基本計画の内容でございます。 

今後のスケジュールにつきましては、３月の文教福祉委員研究会におきまして、報告

する予定です。また、３月中に佐賀市スポーツ振興基本計画書を作成したいというふう

に思っております。印刷につきましては、６００冊を予定しております。内容につきま

しては、庁内の各課・議会・体育協会・体育指導委員・他市町・公民館に配布をしたい

というふうに考えております。以上でございます。 

 

（委員長） 

今、『佐賀市スポーツ振興基本計画』についてということで、ご説明ありました。何

か質問ありませんでしょうか。ご承知のように２回に分けて勉強会の時にご説明いただ

きましたから、ほぼ理解はしていると思いますけど。パブリックコメントは何件かあっ

たんですか。 

（スポーツ振興課スポーツ係長） 

 いいえ、ございませんでした。別の件で、「体協との関係はどうなるか」という質問

ははありましたけど、内容についての質問はありませんでした。 
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（委員長） 

よろしいですか。では承認ということで進めさせていただきます。 

 

５ 報告事項 

 

（委員長） 

では、５番目の報告事項ということ、まず第一番目の佐賀市立小・中学校施設の在り

方委員会の中間報告というこで、大変お忙しい中、委員長がお見えいただいています。

ご報告をよろしくお願いいたします。 

  

（小中学校施設の在り方検討委員会委員長） 

それでは、皆様のお手元の資料の５ページ以下をご覧下さい。この委員会の委員長を

お引き受けさせていただいて、辞令を交付した後に第２回目の時に松梅小学校の中山間

地の教育の現状と課題ということで視察・ヒヤリングをさせていただきました。小・中

学校の学校規模ということで佐賀市は市町村合併ということで、スケールメリットを目

指してやってきたわけですけど、なお中山間地方における人口減少、少子化の波が一向

に止まらないという状況の中で、現場を担当されている先生方はいろいろと創意工夫さ

れている中でご苦労されているという現状を実態把握し伝えたいということで、松梅小

学校を視察させていただきました。その際に、いわゆる過小規模校ということで、それ

が問題になるわけですけれども、小学校・中学校それぞれに問題を抱えておりますが、

複式学級といった場合には、小学校の場合には４０人が基準になるわけですけれども 

１６人以下の場合には、２つの学年をあわせたクラス編成ということで、複式学級を編

成するということになるわけですけど、松梅小学校の場合には、２年、３年或いは４年、

５年というところで、この複式学級を採用されています。トータルの小学生の児童生徒

数でも４７名という非常に、いわゆる国の学級編成での、生徒の規模の４０名とほとん

ど変わらない。北山校の場合にも３９名ですし、また北山東部の学校小学校の場合には

生徒数は若干１４名という、そういう過小規模校の深刻な問題を抱えてるという状況の

中で、ではどういうふうにすればより望ましい施設規模・適正規模にすることができる

のだろうかということで５回にわたって検討してまいりました。その結果をまとめたも

のであります。 

それでは「はじめに」をご覧いただきたいと思います。ここでは、諮問を受けている

ということで、特に少子高齢化、高度情報化、都市化などの中で、心豊かに逞しく生き

る子ども達の教育のために教育環境はいかにあるべきかということを問題意識を持っ

て取り組んでいます。その後少しデータをご紹介しますが、佐賀市の人口の推移をみま

しても２０５０年には３０％ダウンしていきます。そういった人口推計がみられます。

従って児童生徒数も減少していくという推移であります。それから８ページにつきまし

ても、やはり児童生徒の減小は避けられない。９ページのところで、学校の規模も同じ

ように漸減傾向は避けられないということであります。小学校の場合を見ましても、特

に６～１１学級に段々なっていくという傾向が、２０１４年に向けてそういう学級が増

えていくという傾向が見られます。同時に中学校の場合には、いわゆる大規模校として

の２５学級以上のクラスが減少するということも予測されているわけでございます。そ

ういう状況の中で、１０ページにありますが、現在学校小規模校でどんな問題があるの

だろうかということで、現場を預かっている先生方のヒヤリングをいたしまして、利

点・課題をリストアップしまとめたものであります。詳細につきましては、割愛させて

いただきますので、ご覧いただきたいと思います。そういう状況の中で私達が考えたこ

とは、主としては次の３点でございます。１２ページをご覧いただきたいと思います。

小・中学校施設の在り方に関する基本的な考え方として、３点、つまり学校規模に関す

る基準をどう考えるか、ある程度望ましい基準というのがあるのではないだろうかとい

うことです。もちろんそれに下回る場合と上回る場合をどうするか、グレーゾーンをど
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ういうふうに取り扱えばいいのかというふうなことで、ある程度の基準を考えました。

それから単に基準だけではなくて、学校というのは地域社会、地域住民にとって非常に

重要な象徴的な施設であるわけですので、施設と地域住民との関係、そして何よりも児

童生徒にとってその学校というものがどういう意味を持っているんだろうかというふ

うななことを様々な視点から検討いたしました。その検討の結果でありますが、１２ペ

ージの下のところに前提条件として、１学級当りの児童・生徒数を４０人とすると。こ

れは国の基準でありますが、これについては、一部では佐賀県において、小学校１年生

では３５人学級を考えている場合もあるんですが、一応ここでは４０名という数値を前

提として、それに伴ってどういう問題が、望ましい基準づくりとなるだろうか。その場

合、我々が考えましたのは、少なくとも複式学級が抱えている問題、それからクラス編

成が最低同学年でできる基準が必要ではないだろうかというふうなことを考慮いたし

まして１５ページにあります学校規模に関する基準としまして小学校としては１２学

級から２４学級、中学校に関しましては、９学級から１８学級が望ましいのではないで

しょうかという数値目標を掲げました。 

しかし、これにつきましては、先程も申しましたように１６ページにありますが、通

学に関する様々な考え方、特に児童生徒にとっては、通学の距離、通学の時間なども総

合的に考える必要があるだろうし、児童生徒の保護者の送迎に関しても特に中山間地に

おいては起伏もあって大変だろうというふうなことで、時間問題や距離以上に子どもの

疲労の問題とかいろいろ考えて、総合的な視点から考える必要があるのではないかとい

うふうに思います。 

また３番目のところで地域住民との関係も総合的に考える必要があるだろうという

ふうなことでありまして、最後に１７ページのところでありますが、留意点といたしま

して、総合的な判断をしていくということで、一定程度の結論を導き出しました。しか

し、個別の事例に関しましては、４月以降の委員会で検討するということで、今回は、

あくまでも中間報告ということで一定程度の基準づくりが望ましい方向性・基本的な方

針等について検討を進めてまいりましたので、今後更に、より個別の事例について見当

していきたいと思っております。以上です。 

 

（委員長） 

ありがとうございました。今の報告に対しまして、委員の皆様から質問等あればお願

いしましす。私も一番最初の諮問の時に出させていただいて、各委員の皆様方が、本当

に過小の所からも来られているし、過大の佐賀市の中心の所からも来られているという

ことでなかなかこのメンバーの中で意見をまとめるのは、方向性を探るのは大変難しい

だろうなと。もしかしたら、いろんな意見を併記されるような、こういう事もあった、

ああいう事もあったということで、なかなかまとめるのが難しいのではないかなという

ような予測をされたわけですけども、委員長さんとして大規模校から小規模校まであり

ますが、今のところ中間でこのへんが一番理想かというところで検討されておりますけ

れど、そこらへんのいろいろな委員さんの意見に対するご苦労された事に対して、何か

ご配慮がありましたらお聞かせいただければと思います。 

 

（小中学校施設の在り方検討委員会委員長） 

まさに、今おっしゃられた通りでですね。本当に多種多様でそれぞれの立場、地域の

代表とかいうこともありまして、意見が錯綜してなかなかまとまりにくいということで

すけども、あくまでも私達の基本的なスタンスとしては、児童生徒、子ども達にとって

のより望ましい環境とは何かという視点で考えていくべきではないかと。もちろんそれ

にとりましては父兄、地域住民の立場、地域全体にとっての公共施設、学校施設の必要

性ということは当然考えられると思いますけれども、やはり子どもの教育という視点に

たってできるだけ合意をとっていきたいというふうに思っています。そして、地域とい

う概念も既存の小学校区の今までと違って時代、歴史、環境は変化しているわけですか
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ら、そういった環境変化に対応できるような施設の在り方、そういった大所高所に立っ

た変化なども考えていくということで子どもの立場と時代の流れの変化ということに

対応するような施設の在り方を検討していきたいと思っております。 

 

（委員長） 

他にございませんか。はい、どうぞ。 

 

（Ａ委員） 

時代が変われば、基準づくりをどういうふうな内容にするか検討せざるを得ないんで

すが、生きてる人間からすると自分たちが住んでいる所がどんどん変わっていくと、地

域という視点の文化というのがどうなるか、やはり危機感を抱かざるを得ない状況がこ

れからどんどん強まっていくのではないだろうかと思うんですが。子どもは減るわけで

すが、減った中でもその地域に住んでいる人間が自分が住んでいる所で子どもを育てた

い。一番大きなテーマはやはり地域という問題をどんなふうに私達を含めて考えていく

かということが、一番の問題点はそこではないだろうかと思いますが、委員長としては

そこらへんのことについて、どう思われるか、今後の受け止め方というか考え方という

のを聞かせてください。 

 

（小中学校施設の在り方検討委員会委員長） 

地域という概念、コミュニティという概念の意味内容が少し変容変化しつつあるので

はないかと思います。ですから昔は、確かにの交通の問題とか歩いていけるとか目に見

えるとか範囲とか声が届く範囲とか小さな地域社会でよかったわけですけれども、今日

の交通社会ですとかということを考えると、やはりその地域の概念も子どもにとっても

少しですね、まあ世界の流れもそうですね。グローバル化とかそういう流れの中で子ど

もにとっての地域の概念というのもですね、もう少し変わっていってもいいのではない

かと、もちろんそれが必ずしも統合ありきというのを前提としない範囲でですね、ある

程度の規模の拡大化、地域の拡大化ということも考慮の範囲に入ってもいいのではない

か。もちろんそれについて、あくまでも子どもが通学の時間、距離の問題ということを

最大限配慮しながら、その地域のスケールというか規模を拡大していく中で、子どもが

ある程度の仲間作りとか、リレイション作りとか新しい友達を限られた範囲で上がって

いくのではなくて、そのクラスが編成ができる中で子どもにとって、ある程度刺激的な

仲間作りといいますかそういうことも必要ではないだろうかと。そういう意味では、地

域という概念をももう少し拡大していってもいいのではないかと私個人は思っており

ます。 

 

（委員長） 

ありがとうございます。他にございませんか。はい、どうぞ。 

 

（Ｂ委員） 

 質問ではございませんけど、私が感じたことなんですが、複式学級の授業を見せてい

ただく機会がありまして、見たんですけども、子ども達がかわいそうだなと思いました。

均等の教育がこれで受けられているんだろうかと。これで確かな学力がつくのかなと感

じました。やはり確かな学力がつく教育環境へ移行すべきかなと思ったところです。地

域との関係は非常に大切だと思います。その文書の中にありますように、「何らかの方

策を講ずる必要がある」と書いてありますけど、私は複式学級をどうにかして子ども達

にとってよりよいといいますか、（複式学級は）まあいいかもしれませんが、２学年ま

たがってひとりの先生が教えているあの状況を見た時は、そういうことを感じました。 
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（委員長） 

他にございませんか。はい、どうぞ。 

 

（Ｃ委員） 

やはり交通網による生活圏の拡大、そこらへんでどうしても格差がでてくるのは仕方

ない事だと思うんですよ。ただ子ども達が親になった時に思うこととして、地域と違っ

た言葉で、故郷というのが、生まれたところだというのも思いますので、時代の流れの

一言でこう流れていくのではなく、その時は、それは仕方ないと納得して生活が変わっ

たりする分には、こういうことで今のかたちにになったんだよというのは、伝えていく

ことはできると思いますので、その辺も考えていただきたいなと思います。 

 

（委員長） 

いいですか。まあいずれにしてもまだ中間ということで、これからが一番難しいと思

いますが、検討をどうかひとつよろしくお願いします。 

では、次に移らせていただきます。３月の補正予算についてということでお願いいたし

ます。 

 

（教育総務課副課長兼教育政策係長） 

はい。資料２１ページでございます。３月の議会に上程しております教育委員会の中

の補正予算について、ご説明をしたいと思います。各課毎に説明をいたします。 

先ず、教育総務課です。歳出の項で説明します。今年度最後の議会ということで、職

員人件費をはじめといたしまして決算見込みによる減額がほとんどでございます。それ

以外についてですけども、上から３行目です。富士町育英資金貸与事業というのを挙げ

ております。４２万円の減額ですけども、これは合併の時の経過処置の事業でございま

して、平成２０年度までの事業でございます。今年度対象者の方１名だったんですけど

も転居されたことにより、対象外となりまして減額となっております。 

そして２行飛びまして、神野小学校と鍋島小学校の屋内運動場の改築事業でございま

す。この分増額と減額が複層してますけども、不要額としましては、兵庫小学校が文化

財の調査が不要になったことによる減額が５００万、それから資材高騰等による工事費

の増額が１３００万程度ということで、差し引きの８００万程度の増額となっておりま

す。鍋島の分につきましてが、文化財調査がこれも不要になっておりますが、減額が  

２０００万、これに対しまして資材高騰等による工事費の増額が５５０万程度というこ

とで差し引きがご覧の通りの減額になっております。 

１行飛びます。芙蓉小学校の改築事業でございます。これも同様に文化財調査が減額

となっておりますことと、もう一つ、この事業は２０年度と２１年度の継続事業となっ

ておりまして、工事の進捗によりまして、年度の割合が変更いたしました。９4００万

程度の工事請負費が、次年度へ予算の組み替えとなっておりますことでの減額でござい

ます。以下、工事の入札残、決算見込みによる減額となっております。教育総務課は以

上でございます。 

 

（学校教育課長） 

続いて、学校教育課の分を申し上げたいと思います。まず、一番上のスクールアドバ

イザー活用事業で決算見込みによる減額が３００万程でております。これにつきまして

は、当初、スクールアドバイザーを８人ということで予算を組んでおりましたけども、

県からの配置の方が７．５人分ということで、いわゆる０．５人分の減額をしておりま

す。それに伴ってもう一つは、アドバイザーの先生方を福岡や久留米の方から考えてお

りましたけれども、半数を佐賀市内で採用できたための給与減少等が不要額ということ

で、３００万円ほどの減額となっております。 

二つ目の不登校対策事業につきましては、国の事業である子どもと親の相談員等活用
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調査研究事業の廃止に伴う予算計上分の減額でございます。それから、三つ目の心身障

害児等対応事業の５７万程の減額につきましては、これは生活指導員の社会保険料・労

災保険料等の決算見込みによる減額でございます。 

それから、その次の支援派遣事業につきましては、当初２人分を予定しておりました

けれど、これが決算見込みによる不要額ということで２５０万程の減額でございます。

現在、川副中と高木瀬小の方に支援指導員を派遣しております。それから「オンリーワ

ン」のさが体験活動支援事業で７９０万程の減額をしておりますけれども、これは県の

補助金額の変更に伴う事業費の減額ということでございます。昨年度が小学校が１０万

５０００円、中学校が９万円の計画でございましたけど、本年度は小・中とも６万   

５０００円ということでの支援事業となっております。以上でございます。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

学事課の分でございます。先ず始めに、教職員用情報機器整備事業の金額でございま

すが、この事業といいますのは教師用パソコン１人１台体制を図るものでございます。

この導入に際しましては、未然に情報漏えいを防止するなどシステムによるセキュリテ

ィ対策を行いまして先生方の持ち帰り業務の問題解消を図るモデル校での利用法につ

いての研修を行うというものでございました。減額の理由でございますけれども、シス

テム構築の終了が２１年５月末になるということから当該年度分のリース料を減額す

るものでございます。遅れた理由でございますけれども、年度内に稼動しない理由につ

きましては、セキュリティ対策を高めたシステムを構築する必要がございまして、また

専門的な知識を必要とすることもありまして、整備方針を決定するに時間を要したとこ

とによるものでございます。それから学齢簿・就学援助システム整備経費による減額で

ございますが、これはシステム導入にともないます入札減でございます。それから施設

管理費の小学校・中学校費でございます。これは警備委託や電気設備の補習点検そうい

った業務委託の入札減によるものでございます。それから中学校給食の施設整備事業の

減額でございますけれども、これにつきましては、設計業務等の入札減によるものでご

ざいます。学事課は以上です。 

 

（こども教育部副理事兼こども課長） 

続きまして、こども課の方から説明をいたします。児童クラブ運営経費でございます

が、２２００万円の減額。これは大きく２つの理由がございます。１点目が賃金の減額

１２００万円、これは昨年の７月から平日の時間延長、それから長期休業中の完全実施

をしたことでございますけれども、当初見込んでおりました数から大幅に利用者が減り

ました。そういうことで指導員の賃金を減額するというものです。もう１点は工事請負

費の１０００万円の減額でございますが、これは時間延長に伴いまして児童クラブの施

設の整備を行うものでございまして、主に空調施設の整備また電気設備等を行ったとこ

ろでございますが、空調等の入札残それから電気工事の見直し等によりまして１０００

万円の減額が発生したものです。次に延長保育ですけれど、これは私立保育園で実施し

ております延長保育でございますが、決算見込みによるものです。３番目の障害児保育

経費、これは私立保育園で障害児を受け入れている保育園に対しての一部補助でござい

ますけれども、この決算見込みによる減額です。それから４番目の私立保育園整備助成

経費１億３７００万円ほどの額ですけれども、これは城北保育園の園舎を改築をいたし

ます。それに対する助成費でございます。これは国の一次補正によるものでございまし

て、２１年度へ繰越を行って建築を行います。それから市外母子生活支援施設措置費 

１６０万円、これは配偶者からの暴力等から保護するため被害者を母子生活支援施設に

入所させた措置費でございますけれども、決算見込みによる減でございます。次にエス

プラッツ子育て支援センター管理経費３３０万程度の減でございますが、支援センター

の所長を嘱託職で対応することで予算化をしておりましたけど正規職員を配置したた

め約２０９万円の減、そしてもう１点は、エスプラッツの床の共有の部分でございます
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けれども、使用料ということで予算提示をしておりましたけれども、管理組合の支払い

が不要となりましたので減額するのもです。次に８番目としまして、幼稚園就園奨励費

約９７０万ですけども、これは決算見込みによるものです。９番目の私立幼稚園特別支

援教育奨励費補助経費、これは私立幼稚園で障害児を受け入れるという所に対する経費

の一部補助でございます。これも決算見込みによる減額です。最後ですけれど、私立幼

稚園預かり保育推進事業、これは幼稚園就園を奨励する保育にかける児童の私立保育園

の就園を促進する目的でやっておりますけれども、これも決算見込みにより減額するも

のです。以上でございます。 

 

（社会教育課副課長） 

続いて、社会教育課の方から報告をいたします。自治公民館建設補助事業１４０万ほ

ど減額ですが、これは各地区の自治公民館建設に関わる建設補助でございまして、建物

を作った場合は、建設費の２０％、３００万を限度に補助をしているものですが、当初

の計画では７館から申請があっておりました。この内、蓮池の西名公民館では今年度の

建設が困難ということで、この分を来年度に回す分でございます。次に、一般管理運営

費、これは一般的な公民館の維持管理をする費用ですが、決算見込みによりまして減額

しております。次に富士生涯学習センターの４５０万程の減額につきましては、昨年の

８月にオープンをしたものですが、当初は、費用の見積もりが正確にできませんでした

ので、最大限に見積もっていたということで結果的に決算によれば燃料費等が３００万

円の不要額が生じるということ。それから保守点検の業務委託も計上をしておりました

けれど、これも新築後１年間の保障期間があるということでそういった保守点検費用が

不要であったということで１５０万の減額あわせて４５０万の減額です。佐野常民記念

館については、これは清掃業務委託料の入札減による金額です。それから富士生涯学習

センター建設事業につきましては、これは１８年度からの継続事業で本年度が最終年度

となっておりまして最終的な建設費の決算見込みによる減額です。それと三瀬公民館に

つきましては、歳出は変更ありませんけど、歳入の財源の組み替えになります。当初は

合併特例債を財源としておりましたが、より有利な過疎債、その下の方にありますけど

６６４０万ほど過疎債に切り替えたために歳入の組み替えを行うというものでござい

ます。過疎債が充当率１００％。要するに１００％借金するという意味で、特例債の  

９５％に対して５％有利ということでございます。以上でございます。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

続きまして、文化振興課でございます。兵庫北土地区画（民間）分経費ということで

１０００万円の減額をすることになっております。これは兵庫北土地区画整備事業に伴

う埋蔵文化財の発掘調査経費の減額でございます。兵庫北土地区画整備に伴う発掘調査

につきましては平成２０年度の発掘調査事業量が確定しましたのでそれに伴いまして

事業費が減少しております。それで今回、減額補正を行います。以上です。 

 

（図書館長） 

続きまして、図書館費です。歳入の方で１７，０６６千円の増になっています。これ

につきましては、富士館を昨年オープンしました。富士館とあと三瀬館が今年の夏にオ

ープンする予定ですけども、その部分に対して、図書資料整備費を計上しております。

その分を一般財源で計上しておりましたが、合併推進体制整備費国庫補助金という補助

の対象となりましたので、これとの組み替えを行っております。それと、歳出の方で、

１，３７４千円の富士館の図書ネットワークシステム用に光ファイバーを構築しており

ます。当初、１０メガの固定で措置していましたが、１０メガ程度の下位ランクの回線

が空いておりましたので、それに変更して減額がでたものです。以上です。 
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（委員長） 

以上が３月の補正予算についてということでございます。よろしいでしょうか。何か

ご質問ありましたらどうぞ。 

ないようでしたら、次に進ませていただきます。三番目の緊急雇用創出事業及び地域

活性化・生活対策臨時交付金事業についてということでお願いします。 

 

（教育総務課副課長兼教育政策係長） 

次も予算説明でございます。国の緊急雇用対策それから地域活性化対策の交付金に伴

う事業でございます。こらも３月議会で来年度予算として上程されるものでございま

す。 

先ずは、教育総務課からでございます。学校図書館整備事業として１，８０４千円あ

げております。資料といたしまして、２３ぺージの方に資料をおつけしております。項

目の４番目に事業の目的・概要を書いております。合併により導入いたしました学校図

書館システムに旧町村時の図書を新規に登録し、データ整備を行うための日々雇用職員

２名分の賃金でございます。 

 

（学校教育課長） 

続きまして、学校教育課でございます。大きく３本の事業をお願いしようと考えてお

ります。先ずはスクールソーシャルワーカー活用事業でございます。現在、県から１名

のスクールソーシャルワーカーが措置されておりますけれども、佐賀市内の小・中学校

の不登校・問題行動等が多いという中で、いわゆる子ども達の教育環境というのを改善

していくということで、スクールソーシャルワーカーが家庭に入っていきながら、子ど

も達のいろいろな環境の改善を図るということで効果があるということで来年の緊急

雇用を使いまして、新たに３名のソーシャルワーカーを導入して、不登校或いは問題行

動の改善に寄与していきたいというふうに考えております。 

二つ目は、教育研究所運営事業いわゆる内容的にはキャリア教育の推進ということ

で、資料としては、２５ページの方に挙げております。現在、佐賀市中心部の中学校  

１６校、小学校４校で、中学校の方では、職場体験、そして小学校はキッズマートとい

うことでキャリア教育を実施しております。これを平成２１年度は、全ての中学校で、

職場体験を実施していきたいと考えております。そのためには、今の鳳雛塾の方に委託

をして、いろいろ企業との連絡、学校と企業との連絡調整等をしていただいております

けど、ここにお１人、学校と企業との連絡調整なり、或いは新たに職場体験をするため

の企業の開発等をしていただくような方をお願いしたいということで、予算として、 

１６５万円程予定をしております。 

それから三つ目が２６ページでございますけど、学習支援員事業ということで現在小

学校の方に子どもの育成指導員ということで子ども達の悩み相談相手等に、５校にほの

ぼの育成指導員がおりますが、これを新たに学習支援事業ということで、小・中学校に

１２名のほのぼの育成指導員と同様な方という形で新たに導入したいと考えている事

業でございます。そして子ども達の不登校をいち早く早期発見してそうならないよう

に、事前に防ぐというような事業を考えております。１９００万円程予定をしておりま

す。以上でございます。 

 

（社会教育課副課長） 

続きまして、２７ページの社会教育課の分ですが、金立教育キャンプ場内整備事業で

す。これは、テントサイトが３０基ございますが、この周辺の排水溝の整備を行って、

利用者の顧客サービスの充実を図りたいということです。利用が近年大変伸びておりま

して、平成１８年度から平成１９年度までの利用者数の伸びというのが約４割、そして

今年度につきましても１月現在までで、３割近くの利用者数増ということになっており

ますので、こういった利用者増に対して、サービスを向上したいと考えております。事
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業の内容としては、委託事業で整備を行うものです。これの人件費が参考の９番に書い

てありますけども２５５万円程を使います。７名を雇用する予定です。以上です。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

続きまして、文化振興課です。埋蔵文化財出土遺物再整理事業を行うものでございま

す。これは、今回この地域雇用創出期間ということで埋蔵文化財の出土遺物再整理事業

を行うものです。詳細は２８ページに記載しておりますけれども、旧川副町、旧久保田

町の倉庫に保管されている出土遺物約５００箱程度を一定の基準に従って再整理して

迅速な検索ができるようにするものです。委託料で５３０万を計上しております。以上

です。 

 

（図書館長） 

続きまして、図書館です。２９ページをお願いします。図書館資料整理事業というこ

とで５，４１７千円をお願いしています。これは市立図書館が８～１２年を経過しまし

て、古くなった図書資料というのが、かなりの数になっています。大体本館で約５０万

冊程貯蔵しておりますけど、その中でも破損本等が増えております。そういう部分の修

理等を行っていただく、それとまた収集した資料等の整理も行っていただきたいという

ことと、それから１日だいだい本館で８０００冊から１００００冊の貸し出しと返却を

行っております。これの返却された部分の配架作業等もかなり窮屈になっておりますの

で、そちらの方の作業も行っていただくことにしておりまして、６月で６人としており

ますけれども、大体１日３名を年間通じてということでトータルで５，４１７千円を見

込んでおります。以上です。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

それでは、地域活性化・生活対策臨時交付金について、学事課の方です。資料は３０

～３１ページになります。ご承知の通り、２０１１年度７月２４日からアナログ放送か

らデジタル放送に変わるわけでございますが、学校でのデジタルテレビに対応したテレ

ビ機器等の設備に要する経費でございます。詳細については、３０ページ３１ページに

書いてある通りでございます。以上でございます。 

 

（委員長） 

はい、こども課。 

 

（こども教育部副理事兼こども課長） 

３２ページに城北保育園の園舎改築と書いておりますが、これは誤りでございますの

で、このページは削除をお願いいたします。 

 

（社会教育課副課長） 

続きまして、３３ページですが、４公民館等の耐震診断調査を行うものです。耐震診

断を行っていないのが全部１１館ありますが、今回は鉄筋コンクリート作りの二階建て

の施設を調査の対象としたものです。次のページをお願いいたします。３４ページです。

地上デジタル化対応ということで、公民館にデジタルテレビ等を置くものでございま

す。テレビの購入費として、全館、富士生涯学習センターにはもう既に置いております

ので、それ以外の３３館についてテレビを置くものです。後は、アンテナ受信をされて

いる館については、アンテナ購入も同時に行います。以上です。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

２２ページに戻っていただいて、文化振興課の文化館施設改修事業 1億円でございま

す。これは、今回の臨時交付金を活用しまして、佐賀市文化会館大ホールの舞台照明設
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備、調光基盤の取り替え工事を行うものです。詳細は、３５ページに記載しております

けれども、大ホールの照明をコントロールする調光基盤というのがありますが、文化会

館が建設されて２０年が経過しておりまして、施設の経年劣化が進んでおり、今後の多

種多様な行事への対応がだんだん難しくなってきていることから、今回設備の更新を行

うというものでございます。以上です。 

 

（委員長） 

今、各課よりご説明がありましたけど、基本的なところで私は少し分からないことが

ありまして、どなたかお答えいただければと思います。この緊急雇用創出事業と地域活

性化・生活対策臨時交付金というのは別の物でしょうけど、今回やはり不景気対策とし

てこういうのが出されて、佐賀市全体で金額を決められてそれをそれぞれ教育委員会が

いくら、各課がいくらということで振り分けられたものなのか、そしてその事業の内容

についても、創出事業なら創出しなければならないような事業の内容でないと認定でき

ないとか、どういうふうな選ばれ方をしたのか、全く予算の流れというものがよくわか

らなかったものですから。そこのところをお願いします。 

 

（こども教育部長兼教育総務課長） 

まず、緊急雇用創出事業の方でございますが、これは国の方でこのところ派遣切り、

或いは契約満期による失業の方、雇い止めというのことで失業の方が出ているというこ

とで、今回初めて国の方で行われたということではございません。十数年前だったと思

いますが、同じような制度ができました。この時には、各自治体等が委託の形、或いは

直接雇用する形で、期限を決めて雇用をする場合に、その雇用の費用として国の方から

の助成があるというものでございました。今回の不況に伴いまして、この事業が国全体

で創出をされるということで、佐賀市もこれについて、対応したわけでございます。も

ちろん教育委員会だけではございません。全庁的なものでございますが、教育委員会と

して申請をしたもので、認めてもらったのが、今ご紹介をした事業だということです。

それからもうひとつ、地域活性化・生活対策臨時交付金でございますが、これも今、国

会の方で審議をされておりますが、まだ完全に正案化はされておりません。ただ、国の

方が各自治体に、総額で６０００億円を今回活性化のために交付をするというものでご

ざいまして、このお金が佐賀市全体で約８億円でございます。その８億円の使い道につ

きましては、地域活性化と生活対策に当てなさいということでございますが、ある程度

のメニュー化はされておりますが、非常にその規制は緩やかということで、今後必要に

なるものということで、今回学事課と社会教育課で提案したものが通ったものでござい

ます。また、もう一つもうすでに議案書が配られてはおりますが、この後、２６日に議

案書が配られる分の中に，こども課の分で川副の南保育園に対する園舎の建設補助金、

この部分が盛り込まれることになっています。これは、先程申しました佐賀市に配布さ

れる８億円の中で、約３割程度は、基金に積み立ててよいということになっております

ので、その基金をとりくずす形で事実上は平成２１年度の補助金になりますが、補正予

算の追加で組むというものでございます。以上です。 

 

（委員長） 

認めてくれるところというか認定してくれるところはどこなんですか。国ですか。国

がするんですか。 

 

（こども教育部長兼教育総務課長） 

そうです。 

 

（委員長） 

例えば、こちらから「これはあてはまるだろう」という項目をあげたら、どこがそれ
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を認定してくれるんですか。 

 

（こども教育部長兼教育総務課長） 

県の方です。 

 

（委員長） 

県のほうですか。 

 

（Ｄ委員） 

すみません。ちょっと質問なんですが、緊急雇用創出事業で人件費として計上されて

いる分は,大体全部日々雇用で雇うということなんでしょうか。 

 

（こども教育部長兼教育総務課長） 

直接雇用する部分は、日々雇用という形態になってまいりますが、委託は普通の民間

企業の方に新たに仕事を委託をし、そこの民間企業の方で、この事業のために人を新規

に雇用していただくという条件で行われるものでございます。 

 

（委員長） 

何かありませんか。はい、どうぞ。 

 

（Ａ委員） 

ちょっと私も分からないので、例えば、トヨタで期限前にカットしたとかいうような、

そういうものでも佐賀市の取組みというか、人の採用とかそういうことも含めてこうい

う問題に全部当てはまるんですか。 

 

（こども教育部長兼教育総務課長） 

 現実的には、佐賀市では独自対策というものを、国がこの事業を発表する前に考えて

おりました。そういうことで佐賀市内の特に自動車関連の事業所等が、昨年の９月頃ま

での間に１００人近い雇用の雇い止め等があっておりましたので、そういう方々を対象

にということで出しておりましたが、国の方で全国的に予算をつけてやるということで

ございましたので、この中で佐賀市が独自にやるとは明確には言えません。 

 

（委員長） 

よろしいでしょうか。 

では、次に進みます。４番目の社会体育及び学校体育施設利用の見直しについてとい

うことでお願いします。 

 

（スポーツ振興課管理係長） 

 それでは、社会体育及び学校体育施設利用の見直しについて、ご報告したいと思いま

す。資料の方は３６ページからになります。こちらの利用の見直しにつきましても、先

程議案で提出いたしました佐賀市スポーツ振興計画とともに、平成１９年の７月に、ス

ポーツ振興審議会に諮問をし、２月５日に答申をいただいております。ここに掲載して

いるものにつきましては、その答申をいただいものの写しを掲載しております。それで

は、答申の内容につきまして、具体的にご報告したいと思います。まず、答申につきま

しては、大まかに分けて３点について審議をしていただき答申をいただいております。 

まず１番目が、社会体育施設の使用料等の見直し、２番目が社会体育施設の減免規程

の統一、３番目が学校体育施設の使用料等の統一ということの３点を答申をいただいて

おります。この３点それぞれにつきまして、基本的な考え方や見直しの方向性について

お示しをいただいております。それでは具体的にいきますと、３７ページをご覧いただ
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きたいと思います。まず、この基本計画の見直しにつきまして、諮問を行った背景はど

ういうものがあったかということですけど、平成１７年１０月と１９年１０月に２度の

合併をしております。２度の合併に際して各市町村間の使用料の格差、そして減免規程

の差違、学校体育施設の使用料の徴収に有無があるなど課題・問題点がありました。こ

の課題・問題点につきましては、合併に関わる協議の中で、調整が行われ合併後３年を

目途どに各使用料の見直しを行うということで協議決定をしております。ですから、こ

の協議決定に基づき使用料を見直す事になりまして、諮問を行ったわけでございます。

それでは、具体的に答申の内容についてご説明します。 

まず 1 点目、社会体育施設の使用料等の見直しにつきまして、（１）基本的な考え方

としましては、使用料の見直し方法は、同等の施設の使用料を比較・検討する方法で平

準化することが妥当であるとご意見をいただいております。具体的にどういう方法にな

るかといいますと、３８～３９ページになります。それぞれグラウンドから屋外プール

まで、８つの種類別に施設の検討をいただいております。今回の答申の中では、具体的

な見直し後の料金の金額等については答申はいただいておりません。ただし、それぞれ

の種類別の施設におきまして、見直す方向性や見直す必要がある施設等を、ここにお示

しをいただいているところでございます。具体的にご説明しますと、②の体育館でござ

います。ここでは、スポーツパーク川副体育センターの使用料は見直す必要があるとい

うことでご意見をいただいております。どういうことかといいますと、現在、佐賀勤労

者体育センター、大和勤労者体育センター、川副体育センター、それぞれが雇用促進事

業団で勤労者福祉施設として建設されたもので、建設年度、規模等についても同等の施

設でございます。その使用料を見ますと、例えば、体育館の全面を貸切で 1時間使用し

た場合、佐賀勤労者体育センターは５４０円、大和勤労者体育センターは５２５円、夜

は６３０円、川副体育センターは２００円ということになっています。明らかにこれを

比較しますと、川副の体育センターにつきましては見直しが必要だという意見の内容に

なっております。続きまして、４０ページをご覧いただきたいと思います。 

２点目であります社会体育施設の減免規程の統一ということです。まず、基本的な考え

方としましては、利用の広範囲が減免となるような状態がございます。そういう状態に

つきましては、使用料の規程を形骸化させる恐れがある。それと減免規程については、

政策的な配慮から限定的に設けられるべきものであるという考え方から、減免規程の対

象となる判断基準については、統一的な見直しが必要ですという考え方をいただいてお

ります。具体的な統一方法としましては、旧佐賀市の減免規程を基本的な統一案とする

ことが妥当であるというご意見をいただいております。但し、旧佐賀市の減免規程を統

一案としますと、かなりの利用者に経済的な負担等の影響が出てくる可能性がございま

す。そのため、小・中学生を構成員とする団体につきましては、急激な経済負担となら

ないような配慮が必要であるというのが答申内容になっております。 

続きまして、３点目です。４１ページをご覧いただきたいと思います。学校体育施設

の使用料等の統一です。こちらにつきまして状況を説明しますと、学校のグラウンドに

つきましては市内の全てのグラウンドは、夜間照明を除きまして全て無料となっており

ますけれども、体育館につきましては、現在大和町、川副町、諸富町の３町の体育館で

は使用料を徴収しております。その他の旧佐賀市をはじめ、他の町村では使用料は無料

になっております。ですからこの使用料につきまして、統一をする方法等について答申

をいただいているところであります。基本的な考え方につきましては、学校体育施設の

有効利用やその開放事業の目的等も考慮して検討すべきだという基本的な考え方を示

していただいています。具体的な統一方法としましては、学校のグラウンドは夜間照明

を除きまして現行通り無料にすることが妥当である。体育館につきましても、審議会の

中では、使用電気料の実費相当額を徴収すべきというご意見もありましたけど、最終的

に答申をいただきました内容は、学校体育館につきましても、無料で統一することが妥

当であるというような答申内容をいただいております。それから４２ページの“おわりおわりおわりおわり

にににに““““という中で一番最後のところを見ていただきたいと思います。ここでは、見直しの
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時期につきましてそれぞれ２度の合併では、『合併後３年を目処に使用料を見直す』と

いうことを協議決定しておりますけど、見直す時期につきましては、２度目の合併から

の３年目、従いまして平成１９年１０月から３年を目処に見直しを行い、平成２３年の

当初から実施することが適当であると答申をいただいております。この答申を受けまし

て、実際に料金改定の具体的な作業に入っていくわけなんですけど、平成２１年度中に

料金改訂案を作成しまして、平成２２年に関係団体等への説明、それから条例改正を経

て、周知期間を設けまして、平成２３年の当初から実施するということで、今後作業を

進めて行きたいと思っております。以上でございます。 

 

（委員長） 

今、説明をいただきました社会体育及び学校施設利用の見直しについて何かご質問ご

ざいませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

（Ｃ委員） 

４１ページの使用料の統一方法で、グラウンドは無料というのは分かりますけど、体

育館等は、昼間と夜は、昼間の照明はいらないと思いますが、夜は照明が必要になって

くると思います。その当りの電気代は無料になった場合はどこから出てるものなのかを

お聞きしたいです。 

 

（スポーツ振興課管理係長） 

体育館の電気使用料につきましては、現在、学事課の方の予算から出ております。 

 

（Ｃ委員） 

学事課の予算ということですが、佐賀市民が使われる時は納税者は納得されると思う

んですけど、佐賀市民以外の税金を払われていない方とかが使用される時も多々あると

思いますけれど、そういう場合学事課の方の予算としてこれに使う事自体はベストなん

でしょうか。 

 

（スポーツ振興課管理係長） 

 厳密にいうと、この学校開放というのは、佐賀市民の活動の場ということで開放して

おりますので、市外の方が使われるというのは、先ず使用について許可できるものかど

うかというところからの問題になってくるかと思います。 

 

（委員長） 

あまり使われてないということでしょう。ほとんど使われてないということでしょ

う。 

 

（スポーツ振興課管理係長） 

実質的にそういうふうに思っていますが。 

 

（委員長） 

学事課からは、何かありませんか。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 料金については、確かに、まずは使用の申請をしていただく、許可をするものですか

ら、許可したものについては、学事課でどういうことはありません。ただ、先ほどお話

ありましたように、もともとは市民に開放するのが目的でございますので、それ以外に

ついてということであれば、使用許可の中で使用料が発生するものではないかと思いま

す。 
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（Ｃ委員） 

 旧佐賀市以外は、南部３町プラス諸富とか三瀬とかは県外に接しているわけですよ。

どうしても県外福岡とかあちらの方は料金的に、自分たちも柔道とかやってますのでい

ろいろな所に行くとか、かかわりがあって道場とかの使用の話をしますけど、どうして

も高いですよね。料金的に安いこちらの方に流れてくるおそれが多々ありますし、来ら

れた時に、地域住民の使用の妨げになっている時もあるわけですよ。こういう見解を出

されるという事は、その辺の調査、どういう人たちがどういう形で使われているかとか

を調査されたとは思いますが。 

 

（スポーツ振興課長） 

今の議論は、学校体育施設の一般開放のことだと思いますけれども、それは原則とし

て旧佐賀市の考え方は、佐賀市民に対して開放するということです。そこで各学校で学

校施設開放運営委員会という組織がありますけれども、まだ組織化されてない所もあり

ますけれども、そこでまず、校区内の利用者の方を優先的に割り振りが決められている

のが現状です。ただ、委員さんがおっしゃるように市外の方も何人かはあると思います

けれども大半は校区内の利用の方が多いです。そしてその校区内の人の使用に支障があ

る場合は、当然市外の人は受け付けるべきではないと思います。それは運営委員会の方

で決められるものでございます。 

 

（委員長） 

旧佐賀市は、それでよろしかったでしょうけど。合併された町村については、いわゆ

る県外と隣接しているから、その選択肢が使われる方にあるということで、今後そのへ

んの支障はないだろうかということを今質問されているんですね。 

 

（Ｃ委員） 

振興計画とかいう形で、スポーツ振興を増やしていこうという方向性ですので、何年

か先にそのへんの財政が圧迫されたりなんかして、またやり直すとかいう状況になるの

もですね。 

 

（委員長） 

川副の支所からお見えになっているでしょうか。今の問題点について、このように決

まった場合、いわゆる隣接の地区からの利用がどれくらいあるだろうとか、そうした場

合に町内の方々の利用の妨げになっているのではないかということは、考えられます

か。 

 

（川副教育課長） 

今言われるように、うちの場合も現状は、市内の方の利用がほとんどですね。 

 

（委員長） 

一緒になった場合、制限はされていますか。隣接のところから来た人と旧市内・新市

内の人たちとの利用者の妨げになっていないかということでは、なっていないというこ

とですね。 

 

（川副教育課長） 

現実はそうですね。 

 

（教育長） 

 北川課長が言われたのは、例えば大川町の人がやりに来ても、佐賀市内の人がいれば

諸富でも、川副でも、優先順位が佐賀市が優先ですよというのが合併した市においても
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通用してますよという前提ですよね。それとも旧佐賀市の１８、１９の中学校だけの話

ですか。 

 

（スポーツ振興課長） 

 まだ、各学校で施設開放運営委員会というのができてない学校もありますが、今後は

全部作っていただいて、基本的な考えといたしましては、学校体育施設の開放について

は原則的に市民に限定する、但し、社会体育施設というのはオープンにするということ

です。 

 

（委員長） 

 じゃそれを、今後徹底して下さいということですね。そうすると、今、Ｃ委員が言わ

れたことが解決しますよね。 

 

（Ｃ委員） 

申請された方も実際住んでいても、実際使っている方は、ほとんどよその方というこ

ともありますので、やはりそのあたりを申請の時ににある程度詳しくされるか、等額制

にするかですね。わけ隔てなく平等性という点から考えれば、そういうことも考えてみ

てください。 

 

（委員長） 

 それでは、このように調整した場合に、今の点よろしく。 

 

（Ｂ委員） 

 減免規程がありますけれども、これは障害者に対して適用されると理解していてよろ

しいでしょうか。小・中学生を構成する団体については経済的負担、それは障害者が使

われるからでしょうか。 

 

（スポーツ振興課管理係長） 

 現在の減免規程の中では、障害者のスポーツ大会については全額免除、それから練習

等については、半額免除というこで、この分については、全市的に統一にして減免規程

を設けています。 

 

（Ｂ委員） 

 ありがとうございました。 

 

（Ａ委員） 

 ついでにいいですか。高齢者の場合も免除になるんですか。 

 

（スポーツ振興課管理係長） 

この減免規程を審議していただく中で、子ども、小・中学生に対しては配慮すべきと

いうご意見をいただいたんですけれど、高齢者についてはどうでしょうかということ

で、ご審議いただいた中で、高齢者については特に配慮する必要はないだろうというご

意見をいただいでいます。 

 

（委員長） 

では、よろしくお願いいたします。 

今日、予定しております案件は、これで終わります。何か、追加の報告がありましたら

よろしくお願いします。 

それでは、これをもちまして２月の定例会を終わります。教育委員の皆様は打ち合せ
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事項がございますので３階の教育委員室にお移り下さい。その後、市長との懇談会を開

催したいと思います。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


