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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 少し定刻よりも早いですが、きょうは１５時３０分から市長と教育委員と語る会が予

定されておりますので、始めたいと思います。 

 この教育委員会、きょうは３時２０分に終了ということにしたいと思いますので、説

明等簡潔にご協力のほどよろしくお願いします。 

 では、これより佐賀市教育委員会２月の定例会を開催したいと思います。 

 本日の日程につきましては、配付いたしております日程のとおりでございますが、若

干報告がありますけれども、よろしくお願いします。 

 本日は６人中６人の委員が出席しておりますので、適法に委員会が成立しておりま

す。 

 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 

 

（委員長） 

 日程の２の会議録の報告を求めます。 

 

（教育総務課副課長兼総務係長） 

 １月２６日の定例教育委員会の会議録につきましては、２月１１日に皆様のほうに配

付いたしておりますとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 目を通していただきまして、何か修正なりありましたら。はい、どうぞ。 

 

（Ｃ委員） 

 ７ページですけど、私の発言の６行目に「上り旗（のぼりばた）」と発音は同じなん

ですが、漢字がこうではなくて、「幟」は、こっちを書いていただきたい。 

 

（教育総務課副課長兼総務係長） 

 はい、わかりました。 

 

（委員長） 

 ほかございませんか。よろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と言う者あり〕 

 では、承認といたします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（委員長） 

 では、次に、日程３の教育長の報告を求めます。よろしくお願いします。 

 

（教育長） 

 きょうは議題が多いということですので、ペーパーをお配りしておりますので、それ

にかえさせていただきたいと思いますが、幾つかお話を申し上げます。 

 まず１点目が、学校問題解決サポート事業「専門家チーム」の会議がございました。 

 これは、昨年から立ち上げて事業として行っているわけですが、この中の事業には５

つございますけれども、特に学校に対するいろいろな諸課題、これを学校だけでは対応
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できないという状況の中にもあるということも現実でございます。そういう視点から、

専門家の方々の意見を聞いたり、あるいはご指導を受けながら、教育委員会と連携をし

て対応に当たると、そういう目的でこれは設置されているわけですが、非常にそれぞれ

の事業内容が機能をしておりまして、それをいわゆる全体を包むという視点からこのチ

ームの会議がございました。これは非常に機能をしてきているなということを実感して

きておりますし、今後もまた、これは非常に必要になってくるということも感じたとこ

ろでございます。 

 それから、２点目は、「学校版環境ＩＳＯ認証式」。 

 きょう思斉中学校に行きましたが、合計４校認証をいたしました。各学校では、身近

な、足元から実践できる、そういう視点で各学校の子どもたちが共通の目標を掲げて実

践をしております。やはり環境に関する取り組みというのは、小さいうちから習慣化を

していかなければならないと、そういうふうに思っておりますし、先般行われました環

境にやさしい市民の集い、これは５０回目を迎えたということで、佐賀市の環境都市宣

言というのが行われました。そういう意味合いから、やはり全市挙げてこの環境問題に

ついては取り組んでいかなければならないということを考えましたし、また、来年度以

降も形が変わっても、この環境に対する意識を高めて、具体的な実践力を持った子ども

たちを育てていくということは、私どもの取り組みの中でも大きな柱ではないかなと、

そういうふうに思っております。これが２点目です。 

 ３点目は、「私立幼稚園・公立保育所訪問」。 

 私立幼稚園、それから公立保育所、これは時間の許す限り回らせていただきました。

私が感じたのは、園長や所長が非常に子どもの育ちに対して、愛情を持って園運営をや

っていらっしゃる。その姿が説明や、あるいは園経営方針の中に織り込まれているとい

うことが非常にうれしゅうございました。それと同時に、これは義務教育の教職員が一

つは参考にしなければならないなと思ったのが、ゼロ歳児から５歳児、年長さんまでお

りますけれども、それぞれの子どもたちが各担任の先生方に、絶対の信頼を寄せている。

この姿が見てとれたんですね。つまり、子どもたちの表情にしろ、行動にしろ、先生の

信頼を受けて動いていると。そういうふうな空気を感じました。そして、先生方が常に

子どもの目線で物を考えていらっしゃるし、支援をしていらっしゃる。これはややもす

ると、子どもが大きくなるにつれて、子どもと大人という感覚の目線でずれが生じると

ころに一つの言うならば考える視点を与えているなというふうに思っております。これ

が３点目でございます。 

 それから、４点目は、次ページのほうに書いておりますが、「中学校の部活動のあり

かた検討委員会」、これの第２回目を先般開かせていただきました。 

 そこで確認されたことをメモに残しておりますので、ごらんいただいて、佐賀市の部

活動がこういう方向で共通理解をして動くということについてご理解いただきたいと

思います。 

 次ですが、つい先日、「第２回校長・公民館長交流会」を開きました。 

 特に公民館は、社会教育の拠点である。学校教育と社会教育という、私どもが言って

いる横軸をつなぐという視点から、公民館の活動というものは大きなポイントを目指す

ものでございます。そういう視点で鍋島校区、思斉校区，それから嘉瀬校区では学校支

援地域本部、この事業についての報告がございまして、次年度の学校、縦軸と横軸をど

のように、その織りなし方をしていくのか、その計画がかなったように思います。本年

度の反省を踏まえて、次年度にはさらに充実していくものであろうと、そういうふうに

考えております。 

 非常にかいつまんで申し上げましたが、以上で報告にかえさせていただきます。 

 

（委員長） 

 何か特にご質問とかありますでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 なければ、これで教育長からの報告を終わりにしたいと思います。 

 次の議題に入ります。その前に何か。はい、どうぞ。 

 

（教育総務課長） 

 前回の勉強会のときに、奨学金の支給条例規則の改正について、この委員会において、

提出しますということでお話ししておりましたが、国会でも今現在審議中でもあります

し、それから、支給しないという方向性でお話ししておったかと思いますが、それが一

部に、そういう処置をとっていいかというふうな疑義も、市長部局の文書法性課のほう

から疑義が示されましたので、もう少し内部で検討してから、そういった形で検討した

上で提出したいと思っております。 

 

（委員長） 

 高校の授業料の無償化に伴うものですよね。 

 

（教育総務課長） 

 はい。 

 

（委員長） 

 ということですので、よろしくお願いします。 

 

日程第４ 提出議案 

 

（委員長） 

 では、議題に入りたいと思います。 

 第３３号議案『中学校給食の新規実施に伴う給食費の設定について』の説明を学事課

からお願いします。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 それでは、１ページになります。第３３号議案『中学校給食の新規実施に伴う給食費

の設定について』でございます。 

 これまで給食が実施されていない１１の中学校のうち、松梅中学校につきましては、

春日小学校との親子方式による食缶での完全給食、旧市内８校及び大和中、東与賀中に

つきましては、選択性弁当方式による給食を２２年９月から実施することにしておりま

す。 

 実施に当たりまして、給食費、いわゆる保護者負担分を決定する必要がございますの

で、提案するものでございます。 

 まず、３ページをお願いいたします。 

 松梅中学校の給食について説明をいたします。松梅中学校区及び大和中学校区内の小

学校の給食費は一番上にありますけれども、年間徴収額は４万１，８００円というふう

になっております。給食の実施回数を年間１８０回といたしますと、１食単価は２３３

円となり、内訳は主食費５９円９６銭、牛乳費４３円５９銭、副食費１２９円４５円と

いうふうになります。このうち主食費を中学生に置きかえた場合、６５円１８銭という

ふうになります。 

 中学生の必要栄養所要量は、小学校と比較いたしますと、約１．３３倍というふうに

なりますけれども、主食費は小学生５９円９６銭に対しまして、中学生は６５円１８銭

となり、１．１倍というふうになっております。牛乳費は、小・中学生とも４３円５９

銭というふうに同額となっております。 

 そこで、副食費に注目いたしまして、パターン１から３を示しておりますけれども、

近年、主食費及び牛乳費についても値上げが行われておりまして、結果として副食費へ
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の使用できる費用が削減されるということになってまいります。 

 今後も値上げが予想される中で、副食費についても値上げが続いておりまして、松梅

中学校の給食費につきましては、諸富中及び芙蓉中と同じパターン３の年額５万６００

円、月額４，６００円にしたいというふうに考えております。 

 そこで、４ページをお願いいたします。 

 給食を実施している各学校の給食費を添付しております。見ていただけばおわかりと

思いますけれども、川副中学校の場合は、給食費が他の学校に比べて安くなっておりま

すけれども、給食センターでの炊飯によるものでございます。したがいまして、委託炊

飯と比較いたしますと、１食当たり３５円ほど安くなっているところでございます。 

 委託炊飯をしていないところは、中学校では川副中学校、小学校では川副中学校校区

内の小学校と東与賀小学校でございます。 

思斉中学校の場合は、年間の実施回数が１８８回でございますので、実施回数で算出

いたしますと、１食単価は２８７円というふうになってまいります。 

 それから、２ページに戻っていただきたいと思います。 

 選択性弁当方式実行による給食費の設定でございますけれども、選択性弁当方式の場

合は、必ずしも全員が毎月注文するとは限りませんので、毎月注文をとり、給食を提供

することになりますけれども、１食当たりの給食費を設定する必要がございます。この

給食費の設定に当たりましては、給食の内容に違いがあることを注視する必要がござい

ます。つまり、通常食缶方式では、主食１品に副食１ないし２品に汁物１品が主なスタ

イルというふうになっておりますけれども、弁当方式では、容器の形状から、主食１品、

副食１容器に２ないし３品に汁物１品、もしくは主食１品に副食２容器に３ないし４品

というパターンになります。このことから、食缶方式に比べまして、副食の品数が多く、

その分、材料費が多くかかります。また、食缶方式では、めん類の提供が月に２ないし

３回行われ、食材費が安く済みますけれども、選択性弁当方式ではランチボックスでの

提供になりますので、膨張が見込まれますめん類の提供が非常に困難となります。その

ために、この部分での食材費が食缶方式に比べ高くなるということになっております。 

 以上のことから、選択性弁当方式の学校におきましては、１食単価を松梅中学校より

も１０円高い２５０円にしたいというふうに考えております。 

 詳細については、この前の勉強会の折に説明したとおりでございます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 一応説明がございました。何かご質問なり、あるいは意見なりありましたらどうぞ。

勉強会でも多く勉強をしたところですから。 

 それでは、私からいいですか。これを決定して、そして学校とか保護者にもどういう

ふうな感じで、いつぐらいから伝えればいいか、手続はどういうふうになるのでしょう

か。そこも教えていただけますか。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 この中学校給食につきましては、既に保護者の説明会の折に、給食費の設定につきま

しては約２５０円という説明はしております。改めて４月以降に各申し込み等の説明が

要りますので、そのときに改めて説明をするということにしております。 

 

（委員長） 

 そのあらかじめ説明をしたときの感触、反応はどうだったですか。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 別に意見はございませんでした。 
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（委員長） 

 ございませんでしたか。はい。というようなことで、何かご質問は。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、承認といたします。 

 では、次の議題に移りたいと思います。 

 第３４号議案『佐賀市次世代育成支援行動計画（案）について』の説明をこども課よ

りお願いいたします。どうぞ。 

 

（こども教育部副理事兼こども課長） 

 では、別冊で佐賀市次世代育成支援行動計画（案）をつけておりますので、これを見

ていただきたいと思います。 

 まず、初めにですけれども、この計画につきましては、少子化の進行に歯どめをかけ、

子どもたちが健やかに成長し、だれでもが安心して子育てができる地域社会づくりを推

進することを目的といたしまして、この計画を策定したところでございます。ご審議を

お願いいたします。 

 この計画の策定に当たりましては、１３人の外部委員による地域協議会を設置いたし

まして、行動計画の策定につきまして７回の審議をお願いいたしまして、きょう提出し

ております最終案を取りまとめたところでございます。 

 なお、昨年の１２月の定例教育委員会の中で、この計画案についてご説明をいたしま

したけれども、そのときに、３８ページになりますけれども、「子どもの生きる力をは

ぐくむ環境の充実」の成果指標と目標値につきましてご指摘を受けましたので、この部

分を訂正を行っております。この訂正を行った上で１２月２８日からことしの２月３日

までパブリックコメントを実施いたしました結果、市民からのご意見はございませんで

した。 

 それでは、計画の内容につきましてご説明をいたします。 

 まず、１ページから５ページまでが第１章でございまして、計画の策定に当たっては

ということでございまして、内容的には計画策定の背景と趣旨、それから計画の位置づ

け、策定の方法、策定の期間、これは平成２２年度から２６年度までの５カ年計画でご

ざいます。それと、ニーズ調査を実施しておりますけれども、この概要等について記載

をしております。 

 次に、６ページからが第２章になります。第２章では、人口構成の推移、出生数の推

移、合計特殊出生率の推移、それからまた、未婚率の状況、女性の就労状況の推移と本

市の子どもや子育てを取り巻く状況につきまして記載をしております。これが２章が６

ページから１３ページでございます。 

 １４ページから２６ページまでの第３章では、この計画を策定するに当たり、実施を

いたしましたニーズ調査からの本市の子どもや子育てを取り巻く課題につきまして、６

つの視点、これは地域における子育て支援、子どもをはぐくむ環境、支援が必要な子ど

もや家庭等のことにつきまして記載をしております。 

 続きまして、第４章の計画の基本的な考え、これは２７ページからになりますけれど

も、この中で、２７ページから２８ページに次世代育成支援を進めていく上での共通の

考え方としての基本的な９つの視点について述べております。 

 ２９ページには、計画の基本理念、基本目標、そして、３０ページから３１ページに

は基本理念、基本目標の実現に向けて、総合的な施策の展開を図るための６つの基本施

策、基本事業についての記載をしております。 

 なお、この計画は平成１７年から２１年までの前期計画に引き続きます後期計画であ

りますので、計画の骨子、骨格となる基本理念、基本目標につきましては、前期計画の

基本理念、基本目標を踏襲しております。 

 続きまして、３３ページから４３ページが第５章となります。 

 これは施策の具体的な取り組みでございまして、基本理念の実現に向けての重点的な
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取り組み、それと、６つの基本施策に沿った具体的なそれぞれの取り組みについて記載

をしております。 

 また、後期計画では、基本事業ごとに成果指標と目標値設定をいたしております。毎

年アンケート調査を行い、事業が効果を上げているかどうかを検証していく手だてにし

ていくこととしております。 

 ３８ページを見ていただきたいと思います。 

 １２月の教育委員会で指摘を受けました点の修正箇所でございますけれども、基本施

策の成果指標と目標値の一番上の部分でございますけれども、保育所や幼稚園の保育内

容に満足している保護者の割合、これは前回は４０％としておりましたけれども、これ

を８０％に変えております。 

 それから、２つ飛んで一番下になりますけれども、家庭教育や地域での活動を通して

児童の成長に合った豊かな心や体力が身についていると感じている保護者の割合、これ

を７０％ということで設定をしております。 

 これは、前回は子供の成長に合った力（学力、体力、社会性等）が身についていると

感じている保護者の割合ということで、これを４０％としておりましたけれども、これ

は学力等も入っておりまして、非常に広範になっておりましたので、文面も変えまして、

評価内容に絞って今申し上げました内容に変えているところでございます。 

 続きまして、第６章、最後の章でございますけれども、これは４９ページからでござ

いますが、計画の推進体制について述べております。 

 今回の計画では、毎年度行動計画の実施状況を把握し、次世代育成支援対策地域協議

会に報告し、事業が適切に行われているかどうかの点検をして、この計画を推進してい

きたいというふうに考えております。 

 最後が資料編としております。６つの基本施策ごとの個別事業と、その内容について

記載をしておるところでございます。 

 計画の内容につきましては、以上でございます。 

 

（委員長） 

 こども課から説明していただきました。何か質問なり、あるいは意見なりどうぞ。こ

れも勉強会で随分といろいろ審議を進めていった経緯はありますけれども。何か、はい、

どうぞ。 

 

（Ｄ委員） 

 今言われた分で、目標値がある程度どの項目にも設定されていますけど、これを見る

限りでは数字は見えるんです。数字の裏に隠れた意味がわからないわけです。どうして

１００じゃないといけないのか、なぜ、例えば、基本政策の成果指標と目標値はしょっ

ぱなでいけば８０％という２６年度の目標が出ていますけど、どういうマイナス２０％

があるという状況が、これの数字を見るだけではわかりませんので、こういう目標値を

設定される場合は、できればその裏に隠れた減の部分の意味がわかる資料を添付してい

ただければ納得しやすいと思いますけど。 

 

（委員長） 

 いかがですか。 

 

（こども教育部副理事兼こども課長） 

 理想はすべて１００％が適当かと思います。しかしながら、今言われた部分で申し上

げますと、保育所でも保育内容について保護者からのアンケート等をとっております。

そういう実態から申しましても、７５％とかそのくらいの保護者の方が評価をしていた

だいているというのが現状でございます。そういうところから、目標値につきましては、

ある程度は５年後に達成できる数値を掲げたというのが実態でございます。説明になっ
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ていないかもわかりませんけれども。 

 

（委員長） 

 私のほうから意見をいいますと、調査も保護者の方に、市民の方にするんですけれど

も、どこが今の現状でやっぱり足らないと思っているかですね。あるいは、こういうこ

とをもっとしてほしいという意見があれば、そこら辺を資料としてつけていただくと、

パーセントだけじゃなくて、ああ、こういう内容をやっぱり今後は充実していかないと

いけないかなというようなことがわかりやすいと思いますので、そこら辺のこと、今後

のことを含めまして、市民の意見がこの場に反映されるような資料をよろしくお願いし

たいと思います。 

 

（こども教育部副理事兼こども課長） 

 この計画のアンケート調査をするに当たりましては、来年度から予算を組んでアンケ

ート調査をいたしますけれども、その中でも、自由記載と申しますか、そういう部分も

設けまして、実際生の声を出していただくというふうな方法を取りたいと思います。 

 

（委員長） 

 はい、よろしくお願いします。 

 ほか何かございますか。 

 ちょっと質問ですが、済みません、これは私がわからないものですから、資料編で２

の特定保育事業と５のトワイライトステイ事業というのが、棒印で全然現状値もないし

目標値もない、そういうふうになっていますが、そういうないのにも、やっぱりこうい

うふうな項目は入れないといけないんですか、そこら辺どうですか。 

 

（こども教育部副理事兼こども課長） 

 １から１２番については、国がこの事業名を指定しております。そういうことで、本

市では２番と５番については取り組んでいないということで、これはあらかじめ決まっ

た様式がありますので、そういう形で取り組んでいます。 

 

（委員長） 

 だから、ないのはないで、もういいわけですね。 

 

（こども教育部副理事兼こども課長） 

 はい。 

 

（委員長） 

 これは今後、やっぱり年次計画というか、これから後の計画でそういうのも準備しな

いといけないというようなことは考えなくていいですね。今、とりあえず２６年はしな

いですけれども、その後の、それはもういいですね。いや、もしもそういうことまで含

めて、この棒印がやっぱりない、あるほうに向かうほうがいいわけでしょう。 

 

（こども教育部副理事兼こども課長） 

 そうですね、メニューとしては当然あります。しかしながら、これは全国すべての市

町を対象としておりますし、県もですけれども、そういうことで、地域性とかそこら辺

のこともありますので、佐賀市としては、ここ５年とか１０年で、１０年後はわかりま

せんけど、５年間はこのことについて取り組んでいくということです。 

 

（委員長） 

 ５年間はこういうことでですね。 
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 ほかに何か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、承認といたします。 

 では、続きまして、３５号議案『佐賀市立公民館等施設整備計画について』の説明を

社会教育課、お願いいたします。 

 

（社会教育課参事兼副課長兼庶務係長） 

 社会教育課でございます。資料は８ページになります。 

 第３５号議案『佐賀市立公民館等施設整備計画について』ご説明いたします。 

 資料は２０ページのほうをお開きいただきたいと思います。 

 公民館等施設整備計画につきましては、ことしの１月５日から２月４日までパブリッ

クコメントを行い、その結果につきましては、今月８日の勉強会で報告をしたところで

ございます。その後、１２日に議会のほうにも報告しましたが、その中で、もう少し丁

寧に市の考え方等を説明すべきではないかといったような意見もありましたので、市の

考え方を一部修正いたしております。 

 パブリックコメントの結果につきましては勉強会の折に説明しておりますので、今回

は修正した部分だけご説明いたします。 

 この考え方で議決をいただきましたら、ホームページに公開をいたしますとともに、

意見者についてはこのように回答をお送りしたいと思います。 

 なお、９ページから１９ページに最終案を載せておりますが、これにつきましても、

昨年の１０月の定例教育委員会、それから、１２月１４日の勉強会の折に一部修正もご

ざいましたので、その折に説明をしておりまして、その後変更はありませんので、きょ

うは説明を省略させていただきます。 

 それで、２０ページの３番の意見なんですが、これは広間の収容人数を２００人規模

としてほしいという意見につきましては、右のほうに考え方を書いておりますが、床面

積１５０から１７０平方メートルを標準としていると、それのみ答えておりましたが、

これでは収容人数等がわからないということから、５行目以降に２００人以上での利用

回数が極端に少ないことや、建物の利用効率を勘案し、１５０人程度の収容規模であれ

ば特に大きな支障はないと判断している。椅子、机を使わずに利用すれば２００人程度

は収容できるというように、集会室の面積を決めた理由などを追加記載しました。 

 それから、２２ページをお願いいたします。 

 ２２ページの１２番の中で、コミュニティーセンターは佐賀市で初めての施設という

一番最初に、１２番の１行目に書いてありますが、本市にはコミュニティーセンター条

例に基づきまして、４つのコミュニティーセンターが既にありますので、既に設置をし

ておりまして、生涯学習活動、それから、地域活動等に利用されておりますので、右の

ほうの市の考え方のところの最後の４行にその旨を記載いたしました。 

 以上のとおり、佐賀市立公民館等施設整備計画案に対する意見につきましては、市の

考え方を述べるという形で対応したいと思いますので、最終案のとおりご提案をいたし

ます。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 説明がありました。何か質問とか意見ございましたら、はい、どうぞ。 

 

（Ｃ委員） 

 ２点ちょっと教えていただきたいんですけれども、１１ページに東与賀と久保田に農

村環境改善センターというのがございますが、これは従来、どういう役割、機能という
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か、果たしてきたものでしょうか。 

 

（社会教育課参事兼副課長兼庶務係長） 

 実は東与賀につきましては、公民館の事業は農村環境改善センターのほうでほとんど

行われています。公民館という施設はありますが、そこはほとんど事業には使われてお

りませんので、広間があるくらいで実質的な公民館というのは、この改善センターで今

までも行われておりました。 

 

（Ｃ委員） 

 久保田のほうも同じですよね。 

 

（社会教育部長） 

 東与賀の教育課から答えたほうがいいのではないか。東与賀のほうで今までの改善セ

ンターの流れをちょっと説明してほしい。（「改善センターがどうしてつくられたのか、

どういう役割を持っていたのかということを」と呼ぶ者あり） 

 

（東与賀教育課長） 

 農水省の農村総合整備モデル事業で昭和５３年に建設されております。それで、当初

から教育委員会が中に入って事務室として利用していたというようなことで、現在も私

たち教育課のほうが入っておりますけれども、建設当時から、建物自体は農水省の補助

事業ですけれども、教育委員会が中で執務をしていたというような状況でございます。 

 利用状況につきましても、本日２１年度の事業報告をさせていただきますけれども、

５２ページ中ほどに社会教育施設の管理運営ということで、改善センターと公民館の利

用状況について記載しております。見ていただければわかりますけれども、昨年の１２

月末現在ですが、改善センターにおきましては８４１回１万８,３２８名の利用、公民

館につきましては、３５回の回数で５３９名ということで、これは改善センターが詰ま

っているときに公民館をやむなく利用するというような状況でございまして、ほとんど

改善センターが公民館的役割を果たしているというのが現状でございます。 

 以上です。 

 

（教育長） 

 ちょっと１点確認をお願いします。 

 社会教育施設としてつくられた農村環境改善センター、この設置の目的というのはど

うところにあったのでしょうか。 

 

（久保田教育課長） 

 済みません、久保田ですけど、久保田も改善センターがありますけれども、農村の生

活環境の改善とか、集会所的な意味合いでつくられた施設でございます。久保田のほう

も集会室とか、あと視聴覚室、それから、調理室までございます。料理の講習会とかそ

の辺も含めた農村の生活改善のための施設としてつくられております。 

 久保田のほうも東与賀と同じで改善センターのほうが公民館的役割を全面的に果た

しております。 

 以上です。 

 

（教育長） 

 普通、公民館事業とこの目的とを見たときには、これはもうきちんと重なっていくわ

けですね。 
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（久保田教育課長） 

 そうですね。 

 

（教育長） 

 そういうふうに考えてよかですね。 

 

（久保田教育課長） 

 はい。 

 

（委員長） 

 いわゆる地域をもっと活性化せよという目的は一緒で、農業とか水産があるからそこ

は国の予算の農水省からお金を出しますよというようなニュアンスが強いようなんで

すか。 

 

（Ｃ委員） 

 ここにありましたように、将来的にはやっぱり公民館と農村環境改善センターを一緒

にするという、最近はそういう計画があられるんですかね。 

 

（社会教育課参事兼副課長兼庶務係長） 

 改善センターの隣に公民館というのがありまして、その公民館はもう大分古くなって

います。それが使えなくなったらそのまま取り壊して、実質的に改善センターの中に公

民館を持ってきて、そこで公民館の位置を決め直すべきかなというふうには考えており

ます。 

 

（Ｃ委員） 

 わかりました。もう１点いいですか。２２ページですけど、さっき説明になりました、

「なお、本市には、日新、西与賀、富士南部及び富士北部の４つのコミュニティセンタ

ーがあり、」というふうに書いておりますが、日新は日新公民館のほかに何かこういう

コミュニティセンターがあるということですかね。この辺がちょっと私はわからなかっ

たのですが。 

 

（社会教育課長） 

 公民館の北隣に大広間がありますけれども、そこがコミュニティセンターといいま

す。補助金の出所でそんなふうに分けています。 

 

（Ｃ委員長） 

 ああ、そうですか。じゃあ、西与賀もそういうことですかね。 

 

（社会教育課長） 

 西与賀のコミュニティセンターは、天体望遠鏡を備えた施設があります。 

 

（Ｃ委員長） 

 それは別にあるわけですね。わかりました。どうしてかなと思って、ちょっと不思議

に思っていました。 

 

（委員長） 

 金の出どころによって、コミュニティセンターと言ったり、地域の農業何とか改善セ

ンターと言ったり、どうも公民館は公民館としてのお金のルートがあって、そういうふ

うに使っているんでしょう。目的は、すべて地域の人の、地域社会の社会教育の充実と
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いうか、そういうような地域の方がいろいろ自分でコミュニケーションをとったり、集

まったり、いろんな行事をしたり、そういうことによって地域を活性化しなさいという

目的でしょう。 

 

（こども教育部長） 

 コミュニティセンターですとか、いわゆる農業改善センターとかというのは、目的が

結構多目的になっていて、公民館という場合には、いわゆる社会教育事業ということで

の目的があるわけですが、それ以外のものにも使われるような建物を、それを便宜上、

公民館として使っているというのが、今の実態ではないかなと思います。 

 

（Ｃ委員） 

 わかりました。ありがとうございました。 

 

（Ｄ委員） 

 １ついいですか。ちょっと流れを教えていただきたいんですけど、整備計画が最終案

として賛成を得た後に予算を結局積み上げていくという流れになっていくんですかね。 

 

（社会教育課惨事兼副課長兼庶務係長） 

 はい、整備計画に基づいて建設を進めていくというふうになりますので、整備計画を

認めていただいてからということになります。 

 

（Ｄ委員） 

 それから予算となる、整備計画ということですね。建物をつくった場合は、その後の

維持管理にどうしても必要になって、また、お金が要るようになると思いますので、十

分な計画を練って、予算のほうを使っていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

（委員長） 

 教育委員会でもこういうふうにいろいろわからないところがあるから確認していっ

ているのですが、市民の方はもっとわからないでおられるものだから、そういう意味で

は、丁寧にやっぱり説明をよろしくお願いしますということです。 

 一応、では、第35号議案、原案のとおり承認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〕 

 では、承認といたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（委員長） 

 では、次に日程５の報告に入りたいと思います。 

 まず１番目に、「３月補正予算について」、各所管課から説明をよろしくお願いしま

す。 

 

（教育総務課長） 

 ２３ページをお願いします。 

 まず、こども教育部の教育総務課の部分からご説明をいたします。 

 歳入でマイナス３億１，０００万円ほどです。それから、歳出のほうでマイナス４億

１，０００万円ほどを出しております。 

 まず、歳出のほうからいきますと、ほとんどが３月の決算見込みによる減額ですとか、

工事関係の入札残による減額ということでの補正を行っております。 
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 ただ、この中で上から４つ目、小学校施設管理費の３００万円ほどですが、これは春

日北小学校の敷地内に、これは造成するときに、里道ですとか、公有水面というのがご

ざいましたけれども、これを現在埋め立てをしたり、付け替えをしたりして、現在グラ

ウンドとして、学校用地として使っておりますが、これの国からの移管手続が、当時、

大和町時代から国有財産の移管手続が済んでおりませんでしたので、今回、国のほうか

らそういった里道、公有水面を買い取ること、それから、これまでの使用料を支払うと

いうことで協議が調いましたので、３００万円ほどの予算をお願いしているところで

す。 

 歳入につきましては、先ほど申しました決算見込みによる減額ですとか、工事の入札

残による減額に伴う、それに充てておりました国庫補助金等の減額でございます。 

 教育総務課は以上です。 

 

（委員長） 

 学校教育課お願いします。 

 

（こども教育部長） 

 ちょっと来ておりませんので、後ほど行います。済みません。 

 

（委員長） 

 学事課お願いします。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 教職員用情報整備事業でございますが、約１４６万７，０００円の減額補正でござい

ます。これにつきましては、先生方の校務パソコンの１人１台体制を図るべき、現在モ

デル校での実施を行っております。 

 情報機器のリース料として、２０年度から２５年度まで債務負担行為として予算計上

しているわけでございますけれども、入札減による減額補正でございます。 

 それから、管理運営費、これは小・中学校ございますけれども、２９０万円と、中学

校の１５０万円の減額補正でございますけれども、これは児童・生徒用机、いすの入札

減による減額でございます。 

 それから、施設管理費、小学校２８０万円、中学校１２０万円の減額補正でございま

すけれども、これは警備業務を初めとする施設管理委託業務の入札減による減額でござ

います。 

 それから、教育振興費、電子黒板を活用した教育に関する調査研究費４２０万円の減

額補正でございます。 

 これは国からの委託事業でございまして、調査研究するに当たりまして、必要な機器、

いわゆる電子黒板機能付きデジタルテレビを整備し、電子黒板の効果的な利用法などを

研究するものでございます。 

 これは全国でモデル校が設置されておりまして、佐賀県では鍋島小学校と太良町立大

浦中学校が選ばれております。 

 今回の調査研究に当たりまして、小・中学校ともに、大規模校が多く希望したために、

国の予算額を大きく上回る結果になりまして、提出された事業計画の金額の上限が設定

されたことによる減額でございます。当初は１，９２０万円、これが１，５００万円に

減額されたものでございます。 

 それから、中学校給食施設整備事業への５，５０２万９，０００円の減額補正でござ

いますけれども、これは中学校給食センターの建設工事につきましては、２１、２２年

度の継続事業で取り組んでいるところでございますけれども、建設工事５，４５２万３，

０００円は、入札減によるものでございます。 

 また、工事管理費５０万６，０００円は、建設工事の変更に伴いまして、今年度の年
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割り額を減額するものでございます。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 こども課から説明をお願いします。 

 

（こども教育部副理事兼こども課長） 

 それでは、最初のほう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、これは児童クラブの運営にかかる経費でござい

まして、決算見込みによる減額をいたしております。 

 次の障害児保育経費ですけれども、これは障がい児の受け入れを行っております保育

園に対する補助金でございます。これは受け入れがふえたということで増額をしており

ます。 

 次に、認定こども園事業助成経費でございますが、これは幼稚園型の認定こども園の

保育機能の部分への補助を行っております。これは減額でございます。 

 続きまして、助産施設収容措置費でございますが、これは助産施設において入園、分

娩をする妊産婦に対する措置費でございます。これを減額をしております。 

 続きまして、市外母子生活支援施設措置費でございますが、これは市外の母子生活支

援施設へ入所する母子に対する措置費、これも減額でございます。 

 それから、私立幼稚園特別支援教育奨励費補助経費でございますが、これは障がい児

の受け入れを行っている私立の幼稚園への補助でございます。これは障がい児の受け入

れが多かったということで増額の補正をしております。 

 最後の私立幼稚園預かり保育推進事業、これは預かり保育を行っている私立の幼稚園

に対する補助でございます。実績がふえたということで増額をしております。 

 左側の歳入でございますが、今申しましたおのおのの事業費の増減による補助金の増

減分でございます。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 次は、社会教育課、どうぞ。 

 

（社会教育課長） 

 ２４ページをお願いします。 

 自治公民館建設補助事業５００万円の減は、他の交付を受けたため減額したもので

す。 

 その下の３つにつきましては、それぞれの施設にかかわる光熱費などの決算見込み残

です。 

 三瀬公民館建設事業は、３，０００万円ほどの残ですが、これは三瀬公民館の工事完

了によるものの残額でございます。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 文化振興課、よろしくお願いします。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 まず、一番上の市民会館・文化会館管理運営委託事業で約６００万円減額しています。

これは、佐賀市から財団法人佐賀市文化振興財団に職員を派遣しておりますけれども、

当初、課長級の職員を予定しておりましたが、嘱託員職員というふうになったため、人

件費の差額分の減額です。 
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 それから、次の文化会館駐車場整備事業で３００万円減額、これは入札残でございま

す。 

 それから、３番目、埋蔵文化財発掘調査経費で８４０万円の減額ですが、これは現在、

世界遺産関連で三重津海軍所跡を発掘しておりますけれども、発掘調査後の、あそこに

ございます佐野記念公園の復旧費ですが、調査が２２年度、２３年度とも発掘調査する

ということになりましたので、２３年度以降に復旧をするということで、この分は減額

補正をするものです。 

 それから、その下の新県立病院建設に伴う発掘調査費用で８９６万円減額しておりま

す。これは、嘉瀬町に建設を予定されている県立病院予定地の発掘調査面積が確定した

ということで、その分、発掘調査費を減額するものです。 

 それから、その次の兵庫北土地区画整理事業も、同じく発掘調査面積が確定したとい

うことに伴う調査費の減額です。 

 それから、民間開発に伴う埋蔵文化財、これも同じように、当初想定したよりも民間

開発費が少なかったといったことで調査面積が確定したことによる減額でございます。 

 さらには、先ほど申しました歳出に伴う減額分を調整したものでございます。 

 

（委員長） 

 では、図書館、よろしくお願いします。 

 

（図書館長） 

 それでは、図書館から申します。 

 歳入で１，１６１万円の増、それと歳出で４７９万７，０００円の減です。 

 まず、歳入ですけれども、１，３８０万円増が入っております。これは一昨年と昨年

にそれぞれ富士館、分館ですね。図書館の富士館と、それから三瀬館を開設をいたしま

したけれども、ここに図書資料を購入をしております。これを当初は市単独の一般財源

で対応をしておりましたけれども、ここにあるように、市町村合併推進体制整備補助金、

国庫補助金が入っておりますので、それとの振り替えになっております。 

 それと、あと、歳出で４７９万７，０００円は、本年度、太陽光発電システムの整備

を行っておりますけれども、この入札残による減です。 

 それと、歳入のほうの２１９万円も、これに伴う国庫補助金の減ということになって

おります。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 スポーツ振興課、お願いします。 

 

（スポーツ振興課長） 

 スポーツパーク川副下水道接続事業について、５１８万６，０００円の減額を計上し

ております。 

 これは、決算見込による調査設計委託料の不要額を減額補正するものであります。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 続きまして、地域活性化・きめ細かな臨時交付金についての説明を教育総務課からお

願いします。 

 

（教育総務課長） 

 国の政権交代以降、経済対策として地域活性化・きめ細かな臨時交付金というのがつ

くられております。その中で、教育総務課といたしましては、小学校、中学校で経年の
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劣化によりまして、外壁等が落下するおそれのあるような学校の補修改修工事を行うこ

ととしております。 

 小学校では、嘉瀬小学校、中学校では、城東中、昭栄中を考えております。合わせて

９，６００万円ちょうどです。 

 これに充当しますこの臨時交付金が合わせて８，６５４万９，０００円ということで

ございます。 

 

（委員長） 

 学事課お願いします。 

 

（こども教育部副長兼学事課長） 

 その下の学校管理運営費、小・中学校一緒でございますけれども、省エネルギー事業

でございます。 

 これは、各学校にデマンド監視装置、いわゆる使用中の電力と設定電力、これは現在

使用しているのが５０であれば、それを料金を引き下げるために４０で設定するという

設定電力比較判断をいたしまして、表示警告を行う装置を設営することによって、基本

料金の低減に努めるものでございます。 

 電気料につきましては、基本料金と電力量、料金等の合算額というふうになりますけ

れども、基本料金の算定交付金となります契約電力は、このデマンドメーターで測定し

た過去１年間の最大需要電力、いわゆるデマンド値を抑制することで基本料金を低減す

るものでございます。 

 つまり、今月のデマンド値が過去１１カ月間のデマンド値よりも高ければ、その値が

今月の契約電力というふうに計算されます。逆に低ければ、過去１１カ月間で最大のデ

マンド値がそのまま今月の契約電力というふうに計算されるわけでございます。 

 １キロ当たり基本料金が約１，９５３円でございますので、仮に毎月の電力量を１０

キロワット削減いたしますと、年間１９万９，０００円の基本料金の削減というふうに

なるわけでございます。 

 対象校でございますけれども、デマンド監視装置をつけることで契約電力を１０キロ

ワット程度の削減が可能な小学校１４校と中学校６校に取り付けることにしておりま

す。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 こども課、よろしくお願いします。 

 

（こども教育部副理事） 

 成章保育所整備経費でございますが、これは老朽化をしております水道管の改修を行

うものであります。 

 次に、幼稚園費の施設改修費でございますけれども、老朽化をいたしました本庄幼稚

園の園舎、屋根の部分の塗装改修工事を行うものです。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 社会教育課、お願いします。 

 

（社会教育課長） 

 地域活性化・きめ細やかな臨時交付金を利用しまして、公民館の空調施設設備の更新

工事、また下水道接続工事などを行います。 

 また、諸富町公民館の増築工事にかかわる費用を充てています。５，３００万円ほど
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上げておりますが、９分の８の補助事業でございます。 

 

（委員長） 

 文化振興課、お願いします。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 文化会館空調設備更新事業で、約１，０００万円の補正をしております。これは文化

会館の事務室等のパッケージ型空調機器が、経年劣化により更新時期が来ているため、

今回の経済対策を活用して更新するものでございます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 次、スポーツ振興課ですね。 

 

（スポーツ振興課長） 

 学校体育施設地域開放用施設整備事業に８２０万円の増額補正を計上しています。 

 現在、佐賀市内に学校体育施設開放にかかる社会体育用の夜間照明、ナイターですけ

れども、夜間照明を設置している小学校が結構あります。そのうちの１つである嘉瀬小

学校のグラウンドがホームベースからライト方向の打球の方向に県道があり、ナイター

を使用して社会体育活動、ソフトボールとかサッカーですけれども──のボールが、県

道側に出る場合があります。以前から課題でありました。今回、財源的な対応が可能と

なったために、防球ネットを１０メートルの高さに増設するための工事関係の経費の補

正をお願いするものであります。 

 予算費目別には、調査設計委託料に７０万円、工事請負費に７５０万円で合計８２０

万円であります。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 あとは学校教育課はどうですか。 

 

（こども教育部長） 

 今、ちょっと課長以外の参事を呼ぶようにいっております。 

 

（委員長） 

 では、今までのところで何か質問はありますか。ないですか。 

 一応報告を聞いたということで了解ということでよろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と言う者あり〕 

 そしたら、そういうことで承認といたします。 

 続きまして、「平成２２年度教育委員会の新規事業及び重点事業について」、説明を受

けていきたいと思います。学校教育課が来られたら、また学校教育課の説明を聞きます

ので。では、よろしくお願いします。 

 学事課からお願いします。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 諸富中学校生徒用木製机椅子整備事業７５６万円でございます。これは諸富中学校の

新校舎完成に合わせまして、諸富家具事業者の技術力のＰＲとキャリア教育等との連携

を図りながら、生徒の地元に対する理解、愛着心をはぐくむため、県産材を利用し、市

内で生産した木製教室用机椅子の整備を図るものでございます。 

 以上でございます。 
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（委員長） 

 今度は重点事項ですが、教育総務課、よろしくお願いします。 

 

（教育総務課長） 

 教育総務課は２点挙げております。 

 まず１点目、子どもへのまなざし運動です。これは来年度３年目に入りますが、引き

続き重点事業として市民への周知啓発を行っていくとともに、家庭、地域、企業、学校

等の取り組みの推進と相互の連携を図っていきたいと考えております。予算額は５５０

万円ほどで、これは今年度と余り変わらない金額でございます。 

 それから、２点目の第二次佐賀市教育基本計画策定ですが、これは現在行っておりま

す平成１８年度に策定をいたしました第一次教育基本計画が２２年度で期間を終了い

たします。そのため、２３年度からの佐賀市の教育施策を推進していくための方向性を

定める第二次の基本計画を策定する経費で９０万円ほど考えております。 

 まなざしの分で、申しおくれましたけれども、支援企業の目標値を５００社と掲げて

おりましたが、現在のところ４９２社までいっておりまして、多分今年度中には５００

社達成できるかというようなところまで来ております。 

 

（委員長） 

 こども課お願いします。 

 

（教育部副理事兼こども課長） 

 ４番目ですけれども、放課後児童クラブ運営事業でございます。これは留守家庭児童

の放課後の居場所となっております。そういう意味で指導員の指導力の向上、あるいは

また児童個別の指導の充実を図るというのは非常に重要なことであります。今年度も取

り組んできておりますけれども、来年度は現在１人おります嘱託員を２人にふやしまし

て、なお一層の充実を図っていきたいというふうに考えております。 

 それからまた、児童クラブの児童数がふえてきておりまして、大規模化の解消にも引

き続き取り組みをしていきたいと今思っております。そういう意味で、ハード面、ソフ

ト面でのさらなる充実を図っていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

（こども教育部長） 

 委員長、申しわけございません。２３ページに戻っていただいて、学校教育課のほう

から説明をさせます。 

 

（委員長） 

 歳入歳出の予算のほうで学校教育課から説明をお願いします。 

 

（学校教育課長） 

 すみません、おくれました。学校教育課でございます。 

 ２３ページ、学校教育課の分でございます。 

 ３月補正におきまして、入りの分は左の４項目上げておりますが、出の分です。歳出

の分では、スクールアドバイザー活用事業で約１３０万円の減額。これはスクールカウ

ンセラーの緊急対応の分が今回、見込みよりも少なかったものです。緊急対応というの

は、とんでもない事案、事件が発生した場合、子どもへの対応が必要なスクールカウン

セラー、アドバイザーを派遣しますが、この件数が予定よりも大幅に少なかったという

ことです。 

 次は、不登校対策事業です。これについては、太鼓の購入を行って、くすのみで太鼓

の練習活動によって、不登校からの立ち直り等を行う一助とするという事業を入れてお
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りましたけれども、入札残がありまして、１００万円減額です。 

 「オンリーワン」のさが体験活動支援事業、これにつきましては、県費裏づけによる

ものですけれども、県のほうが事業廃止するということで、これが昨年度の後半に決定

いたしましたので、佐賀市としては当初に上げたままにしておりました。これを全額減

額いたします。 

 それから、山村留学、これにつきましても、見込みを予定していた人数を下回ったと

いうことで、留学生の数の減ということで５８万円の減額です。 

 研究指定校委嘱につきましても、これも県からの委嘱が２０年度、単年度の事業で打

ち切りということで減額です。 

 学校職員安全衛生管理事業、これも各学校に管理の医者がいらっしゃいますが、この

医者を招いての会議等を行うんですけれども、学校によっては医者の都合で参加できな

かったということで、謝金等の減額でございます。 

 あと、スクールソーシャルワーカー活用事業、学習支援員活用事業、これにつきまし

ても、丸々１年雇用をしようと思いましたけれども、４月に募集をかけて、面接試験等

を行ってから現場に派遣ということでしたので、丸々１年の派遣ではございませんでし

たので、そこに上げておりますような８７万円、あるいは１６０万円の減額となってお

ります。 

 以上が３月補正の分ですが、もう１つございまして、２５ページでございます。 

 ２５ページ一番下の学校教育課分、緊急雇用創出基金事業費補助金でございます。歳

出の分にＩＴサポートコーディネーターと訪問支援スタッフ活用事業を上げておりま

す。ＩＴサポートのコーディネーター、これは不登校等での引きこもりなどの児童生徒

への支援に活躍していただく先生ですが、１名配置、また、ＩＴサポートも不登校対応

ということでの訪問支援スタッフを３名。これにつきましては、４月に募集をかけてい

たのではもう遅いので、４月の頭から入っていただくためには３月中に面接試験を行い

まして、人員を決定します。４月の頭から業務に携わるためには、もう今年度から経費

計上ということで、債務負担行為を立てて、３月補正でお願いをしているところでござ

います。 

 次が２６ページでございます。 

 先ほど申し上げましたＩＴサポートコーディネーター、引きこもりの児童生徒にイン

ターネット等を活用しながら、学習指導、あるいはメール配信等での心のケア等も進め

ながら行う専門の指導員でございます。１名です。それから、訪問支援のスタッフ３名

ということで上げております。 

 なお、このサポートコーディネーター及び訪問支援スタッフは、ＮＰＯのＳＳＦ、ス

チューデントサポートフェイスというＮＰＯがございます。そちらのほうに、研修を受

けた専門職員に委託をする予定でございます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 重点事項の説明をお願いします。 

 

（学校教育課長） 

 重点事業です。 

 学校問題解決サポート体制の充実ということで、いよいよ来年３年目に入りますが、

学校へのさまざまなクレーム、あるいは学校、児童・生徒の問題行動等の発生等に、学

校だけでなく教育委員会も含めて、また専門家、心理学者、弁護士、警察、大学の先生

方等々にご協力をいただきながらサポート体制を充実するために、６５０万円の経費を

お願いしているところです。 

 以上でございます。 
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（委員長） 

 以上、説明をしていただきました。何かご意見、あるいはその補足のところで。はい、

どうぞ。 

 

（Ａ委員） 

 質問なんですが、学校教育の新規事業の訪問支援スタッフ活用事業についてなんです

が、ＮＰＯのスチューデントサポートフェイスというのは、どちらにある、どのような

組織なんでしょうか。 

 

（委員長） 

 白山の池松の２軒隣です。谷口さんという若者が運営していまして、もともとは家庭

教師型の、要するに子どもへの支援をやっていたんですが、引きこもりとか、それから

ニート、そういうようなことまで含めて今事業を行っていて、家庭訪問をして、そうい

うで援助をしております。 

 

（Ａ委員） 

 １つ気づきというか、思ったことなんですが、以前に不登校に関するアンケートとい

うのを拝見させていただいたんですけれど、不登校の理由の部分のアンケートの回答は

不明層というか、不登校の理由、原因というのは、あんまりはっきりしないというケー

スが一番回答として多かったという記憶なんですね。特に、いじめがあるとか、何があ

るという、余り原因についてはっきり答えられないけど、学校には行けないという回答

が一番多かったので、多分、子どもとか親からすると、何で行けないのかわからないけ

ど、とにかく行けないという人がどうも一番多いなという印象だったんですね。それだ

と、どうやって不登校対策をやっていくかというアプローチの仕方が見えないなとい

う、何か手詰まり感を覚えたんですけれども。 

 なので、こういうふうに外部の方に入っていただいて、そういうところで取り組み

等々の結果を、すべてのケースで出していただいて、その中で不登校の原因とかわかれ

ば、それに対してまたどういう改善策を講じていくかというのがはっきりしてくると思

うので、何かそういう、何といいましょうか、取り組みに対して経過と結果を報告とし

て上げていただいて、それをまた検証していくという作業をつけ加えていただきたいな

と思いました。 

 

（学校教育課長） 

 ＮＰＯのほうとは定期的に子どもを中心に置いた情報交換会というのももちろん行

います。それと、子ども一人一人のデータもすべてこちらのほうでつかんでおりまして、

今月の登校状況、あるいは学校には行けないけれども、外出状況とか、エネルギーが少

しずつたまってきているような状況等も把握していきたいと考えております。 

 なかなか原因がわからない場合もありますが、原因がわかれば、その原因を取り除い

てあげる。あるいはそこに改善の手を加えていくということで不登校解消には向かうん

ですが、委員さんがご指摘のよう点も含めて進めていきたいと思います。 

 

（Ａ委員） 

 聞き方は、アンケートの項目が、ちょっと的外れなことをもしかして聞いているのか

しらとも思ったんですけれども。 

 

（学校教育課長） 

 はい。項目の意味を十分に理解されていないのかもしれません。 
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（Ｂ委員） 

 意外と本人がわからないことが出てくる。なぜいけないのか。 

 

（Ａ委員） 

 はたから見ると、こうじゃないかなという理由は、第三者が見るとわかるというケー

スもあると思うんですよ。なので、こういうところのコメントが欲しいなという気がし

ました。 

 

（教育長） 

 課長さん、あの集計のあり方が文科省の分類ですもんね。それで、子どもに聞いたと

きとかいろいろ調査をされたときに、不明でくくってしまっているわけですけど、これ

が三十数％でしたね、一番多いのは。この不明というものの中身を、文科省のくくりじ

ゃなくて、明確にある程度出てくればねと思います。 

 

（学校教育課長） 

 はい、調査段階では不明でも、これは調査後に対応しながら見えてくるものもござい

ます。相談員さん、あるいは訪問員さんの話を聞くうちに、学校の先生とどうこうとい

うよりも、家族のかかわりが実は関係していたようだとか、生育歴の中で見えてくると

いうのもあるんですね。学校の姿だけでちょっとつかめない部分がありますので、そう

いう意味では、やっぱり長くかかわっていく、定期的にかかわっていくということは大

事にしていかなければと思っております。 

 

（Ｃ委員） 

 １つお尋ねします。今、スチューデントサポートフェイスへの委託に切りかえるとい

うことになっていますけど、この理由というのはどういう理由で切りかえられるんです

か。 

 

（学校教育課長） 

 ここのＳＳＦは、専門的な研修を積まれております。もちろん大学等でもそういった

心理学を勉強されたりとかして、資質を持たれた方ですけど、さらにＳＳＦでいわゆる

経験的に研修を積まれたり、プロフェッショナル意識を育てたりしていただいておりま

す。そういう組織ですので、私どもが佐賀市報とかで、あるいはハローワーク等で募集

をかけるというのも１つの手ではございましたけれども、より専門的な方に子どもさん

を見ていただきたいという気持ちもあります。あと経費的なものも正直言うとございま

す。やはり単なる利益団体ではございませんので、そういったところもあります。 

 

（Ｃ委員） 

 ありがとうございました。 

 

 

（委員長） 

 新規事業の社会教育部のほうの続きの説明をお願いしたいと思いますが。 

 

（社会教育課長） 

 ３１ページ、地域一体となっての子どもの育み推進体制支援事業、あわせて３３ペー

ジもごらんください。一定の区域内で何らかの子どもにかかわる組織的な取り組みを行

う、また行っているという地域を支援するもので、公募して３～４校区に委託するとい

うものでございます。 

 以上です。 
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（委員長） 

 続きまして文化振興課お願いします。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 山口家住宅保存修理事業でございます。これは佐賀市川副町大詫間にございます国の

重要文化財である山口家住宅の保存修理を行うものです。 

 山口家住宅は、１９世紀初めごろの農家住宅で、昭和５３年の大改修以来３０年以上

が経過し、経年劣化による傷みが激しいことから、所有者である山口氏が行う保存修理

事業に対し、補助を行うものです。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 青少年課お願いします。 

 

（青少年課長） 

 では、３番目の佐賀市中学生交流事業についてご説明いたします。 

 佐賀市中学生交流事業は、九州都市中学生交流事業の経験を生かして、佐賀市内の中

学生への交流を目的として実施するものです。九州都市中学生交流事業は、今年度まで

九州６都市の中学生が一堂に会して、２泊３日の日程で交流大会を各都市の持ち回りで

１２年の長きにわたって開催してきました。２巡目が終了しましたところで総括いたし

まして、財政的、義務的、事務的な負担の面からも今後当該事業への参加継続は困難と

判断いたしました。 

 このような中で、平成１７年度、１９年度に地域性の異なる町村との２度の合併を行

い、新たな佐賀市がスタートいたしました。未来の佐賀市を担う中学生が一堂に会し、

交流を図り、事業をはぐくむことは意義あることと考え、中学１年、２年生を対象とし、

８０名を募集し、ことしは県の波戸岬少年自然の家で夏休み期間中に実施するもので、

野外活動を通して交流事業を行いたいと計画しております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 図書館お願いします。 

 

（図書館長） 

 それでは、図書館事業ですけれども、図書館省エネ改修事業ということでお願いをし

ています。 

 これは市の施設の省エネ推進の拠点ということで、図書館がなっておりまして、そこ

の消費電力を引き下げることもですけれども、地球温暖化防止に対する市民意識の高揚

を図るということで、今回、来年度お願いをするのは、館内の白熱灯とか、あるいは蛍

光灯を可能な限りＬＥＤ灯にかえまして、省エネ照明に切りかえるということと、あと

窓ガラス等への遮熱フィルムの貼付、それから屋上とか、あるいは外壁に対して断熱塗

装を行う予定にしております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 次は重点事項の説明を社会教育課からお願いします。 

 

（社会教育課長） 

 先ほど３５号議案で説明させていただきました公民館と施設整備計画に沿って、公民

館やコミュニティーセンターを計画的に整備し、地域活動の拠点とするもので、ことし
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は西与賀公民館が開設いたしまして、川上コミュニティーセンターも開館の運びとなり

ます。諸富公民館と川副公民館は、２３年度の完成の予定です。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 文化振興課お願いします。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 文化振興基本計画策定事業でございます。これは総合計画で示されております魅力あ

る文化の醸成、文化芸術活動の振興を踏まえ、市民の声を反映した文化振興基本計画を

策定するものです。 

 次の世界遺産登録推進事業でございます。この事業は、世界遺産暫定一覧表に記載さ

れております「九州山口の近代化産業遺産群」の構成資産として、「三重津海軍所跡」

が記載されたことに伴い、さらなる文献調査、発掘調査を行うものでございます。 

 

（委員長） 

 図書館、お願いします。 

 

（図書館長） 

 ４番目の市民の図書館利用の推進ということで掲げております。 

 これは平成２０年度に図書館サービス計画をつくっております。その平成２７年度の

目標が利用登録者数７万５，０００人、これは人口比にして３２．３％の利用になるよ

うに設定しておりますけれども、このサービス計画を設定しました平成１９年度末の利

用登録数が４万８，４８０人ほどで、これは人口比の２０％でした。これを来年度は、

この利用率を６万５，０００人、大体人口比で２７．４％まで引き上げるということを

重点事業としてとらえております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 これは予算はないんですね。 

 

（図書館長） 

 はい、これは予算はありません。 

 

（委員長） 

 スポーツ振興課、お願いします。 

 

（スポーツ振興課長） 

 重点事業としてスポーツに親しむ環境づくりの推進を上げております。 

 事業の名称を変更いたしておりますが、内容的にはほぼ同じでありまして、今年度に

引き続きまして日常的に運動やスポーツをしている市民の割合を引き上げていくため

の環境づくりを進めていく計画であります。記載している３つの事業を主に進めていき

たいと思いますが、特にニュースポーツの普及促進については、公民館の生涯学習との

連携とともに、職員による出前講座に力を入れていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。 

 以上、説明がありました。ご質問、ご意見があればどうぞ出してください。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 いいですか。では、そういうことで、以上承認いたします。 

 次に、佐賀市立小中一貫校思斉館の開校についての報告です。教育総務課からお願い

します。 

 

（教育総務課教育政策係長） 

 それでは、説明させていただきます。 

 この４月に校舎隣接型の小中一貫校として思斉小・中学校が開校するわけですけれど

も、ご存じのとおり、表記上は佐賀市立思斉小学校、思斉中学校となっておりまして、

この思斉の一貫校というのは学校法上の取り扱いでございますので、その運用上の取り

決めをまとめておりますので、説明させていただきます。資料の37ページをごらんくだ

さい。 

 運用上ですが、学校名につきましては「佐賀市立小中一貫校思斉館」という名称を用

います。これは久保田の地元からも強い要望がありまして、これを受けまして思斉館と

いう名称を用いたいと思っております。 

 これに伴いまして、佐賀市教育委員会の関係部署などは可能な限り佐賀市立小中一貫

校思斉館を用いるということとしております。 

 そのほか、３番目の管理職等の職務についてでありますが、組織につきましては校長、

教頭以下、教職員の配置などは従前と変わりありません。 

 次の38ページをごらんください。 

 校務分掌並びに職員会議や研修、こういったものにつきましては小中一貫校として、

できる限り必要に応じて小中合同で行うことによりまして、密に連携しながら小中一体

となった学校運営を行うこととしております。 

 次の５番目、文書記号につきましてですが、こちらも思斉館という名称を使いたいと

思っております。その際に、小学校、中学校を区別するために、思斉館小、思斉館中と

いうふうな表記であらわしたいと思っております。 

 それから、６番目、学校予算について。こちらにつきましても従前と同じく小学校費、

中学校費で処理を行っていきますが、小中一貫校ですので、小中で調整を行い、できる

ところは効率的で柔軟な運用ができるようにしていきたいなというふうに考えており

ます。 

 ７番目、その他になりますが、教育課程はもちろん小中合同で作成することになりま

すが、小中の校章及び校歌、こういったものは歴史や思い等もありますので、そのまま

残します。ただし、必要があれば小中合同のシンボルマークや歌、こういったものも作

成の検討をしたいというふうに考えております。 

 その他、ｉｓｃｈｏｏｌとか、それから、ノーツ、ホームページ、こういったネット

関係のシステム、こういったものにつきましては、システム上の制約がありますので、

すぐに完全な形にはなりませんが、よりわかりやすく、効率のよい形へ改良していくよ

うに調整をしていきたいというふうに考えております。 

 一応これはまとめておりますが、また今後運用していく上で、これ以外にも問題等発

生した場合には、その都度学校と教育委員会事務局とで協議して改善していくこととし

ております。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 思斉館という小中学校一貫校になるということでの説明でした。何かご質問、ご意見

ありますか。いいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 そういうことです。ありがとうございました。 

 では、次に移ります。 



  24 

 佐賀市子育て支援施設設置条例施行規則の改正について、こども課よりお願いしま

す。 

 

（こども教育部副理事兼こども課長） 

 ４０、４１ページをお願いいたします。４１ページで説明をいたします。 

 佐賀市子育て支援施設設置条例施行規則の新旧対照表でございますが、これはゆめ・

ぽけっとでございます。ゆめ・ぽけっとは主に家庭で子育て中の親子の居場所として設

置をしたものでございまして、年間３万５，０００人を超す利用者がございますが、さ

らなる利用者をふやしたいというふうなことで、この規則の改正をするところでござい

ます。 

 改正する点でございますが、２条の休館日です。火曜日はこれまで同様ですけれども、

火曜日と、あと、これまでは第３木曜日としておりましたけれども、これを木曜日は開

館をいたしまして、休館とするのは国民の祝日に関する法律に規定する休日、例えば、

その日が土曜日、日曜日に当たる場合は除くということで、平日の祝日を休館日とする、

木曜日にかえて休館日とするということ。 

 それから、３条の利用時間でございますが、これまでは開館日の１０時から午後７時

までとしておりましたけれども、日曜日につきましては５時までとするということにし

たいというふうに考えております。これは日曜日のあとの２時間、午後の５時から７時

というのが非常に利用者も少のうございます。そういう意味で、この時間帯は閉館をし

たいというふうに考えております。 

 ４０ページが溶け込ませた文書でございます。休館日を第３木曜日を、明けて平日の

国民の祝日を休館日とするということと、利用時間が日曜日は５時までとするという改

定をしたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 今の説明でご質問ありますか。これも勉強会で説明を受けたと思います。では、よろ

しいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、そういうことで承認ということで、よろしくお願いします。 

 次の５の各出張所から教育課の事業実績についてのご報告ですが、ちょっと時間が足

らないようですので、次回の３月の教育委員会に、済みません、この報告を回させてい

ただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。ぜひこれだけは何か伝えたいとい

うことがあれば今。済みません、よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、この平成21年度出張所教育課主要な事業実績の報告については３月の教育委員

会で報告するというふうにしたいと思います。 

 その他で、学校教育課から卒業式のことについての予定をお願いします。 

 

（学校教育課長） 

 小学校並びに中学校の卒業式へのご出席については、前回お渡ししましたけど、今回

確定版ということでお願いをしたいと思っております。それぞれ委員の皆様方、また関

係課長さん方にも大変ご迷惑をおかけしますけれども、よろしくお願いしたいと思いま

す。一応これが確定版ということでお願い申し上げます。この件についてはよろしいで

しょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 そして、すみません、もう１点でございます。学校教育課から１つ、大変ご心配、ご

迷惑をおかけしたことをおわびしなければいけません。昨日並びに本日の新聞、ニュー

ス等でも報道されましたように、佐賀市内の中学校におきまして情報漏えいの問題が起

こりました。教諭の不注意によって子どもの情報が入ったＵＳＢメモリ、また答案用紙
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を車の中に置いたままにして買い物を１０分間ほどして、その間に盗難に遭っておりま

す。本当に申しわけございません。 

 実は、昨日はもう校長初め職員が全校生徒に対して事実の報告並びに謝罪をしており

ます。まずはやはり子どもに謝るべきだろうということで。また、昨夜は緊急に役員会

を開きまして対応を検討されております。それと、きょう夜７時半より緊急のＰＴＡ総

会ということで、事実の報告並びに謝罪、そして今後の対応ということで学校側からの

説明が行われます。佐賀市教育委員会のほうからもそれには出席する予定でございま

す。本当にご心配をおかけしましたことをおわびいたします。 

 

（委員長） 

 こういう情報化社会になって、パソコン、インターネットとかこういうふうになると、

どんどんもっと大きな問題を含んでいますので、学校現場での注意喚起を徹底していた

だきますよう、どうぞよろしくお願いします。 

 一応、本日の予定は終了しました。他に、何かありませんか。ないようですので、２

月の定例の教育委員会は、これをもちまして終了にいたしたいと思います。ご苦労さま

でございました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


