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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 皆さんこんにちは。急に寒くなりまして、何か本当にきょうは晩秋か初冬というよう

な感じになりました。これより佐賀市教育委員会１０月の定例会を始めたいと思いま

す。 

 秋になりまして、いろいろな行事がたくさん催されております。きょうも私たち、金

泉中学校で教育委員全員が試食ということで、給食を食べてきました。本当においしい

給食を提供してもらってありがたく思っております。 

 また、緊急に市町村の教育委員会が招集されまして、県の教育委員会から学力向上を

喫緊のテーマとして取り組むよう、県の教育長直々の指示がありました。学校教育課を

中心に、多分、そういうことに取り組むことになっていくと思いますけれども、どうぞ

皆さんご協力のほどよろしくお願いします。 

 また、西与賀の公民館が落成しました。本当にいい公民館ができて、地元の方も本当

に皆さん喜んでいただいて、社会教育課の方々、本当にご苦労さまでございました。 

 それでは、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進めたい

と思いますが、よろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、本日は６名中６名の委員が出席しておりますので、適法に教育委員会が成立し

ております。 

 それでは、本日の日程に入ります。 

 

日程２ 会議録の報告 

 

（委員長） 

 日程２の会議録の報告を求めます。 

 

（教育総務課副課長） 

 ９月２８日の教育委員会の会議録につきましては、１０月２２日に各委員さんのほう

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。 

 

（委員長） 

 皆様どうでしょうか、目を通していただきまして、訂正なりございますか。 

 

（Ａ委員） 

 ６ページですが、私の発言の下から３行目、「説明いただいたかもわかえいませんけ

ど」となっている字句の修正をお願いします。「わかりませんけど」と、「えい」を「り」

というふうに修正をお願いします。 

 

（委員長） 

 その部分の訂正をお願いいたします。 

 ほかございませんか。よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、会議録の報告は、一部修正して承認ということにいたします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（委員長） 

 次に、日程３の教育長の報告を求めます。 
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（教育長） 

 それでは、別資料を用意しておりますので、それに基づいて報告をいたします。 

 まず１点目が、早稲田・佐賀２１世紀子どもプロジェクト第４回大隈重信スピーチコ

ンテスト、これが１０月２日に最終審査が市立図書館でございました。 

 第１次審査を通過した１０名の中学生がこのコンテストに臨んだわけですが、どの主

張、内容も、中学生らしい感性で、大隈重信について学んだことをみずからの目標達成、

あるいは生き方につなげて実践しようという意欲にあふれる内容でございました。特

に、スピーチでしたので、その話し方、抑揚、間の取り方、発音、音量、実に中学生と

いえども、すばらしいテクニックを披露してくれまして、ぜひ皆さん方にお聞きいただ

きたかったなと思うぐらいの話ぶりでございました。 

 その中で、最優秀賞、それから優秀賞２点決まったものでございます。 

 強く思ったのが、やはり先人、先達に学ぶということは、子どもたちの大志を抱かせ

る、大きな基になるということを思いました。ぜひこの七賢人にまつわる学習というの

は、非常に大事だなというふうな思いをしてこの会議に臨んだわけでございました。 

 ２点目が、“かわそえ佐賀田園の郷ギャラリー”というのがオープンしました。 

 これは１０月４日から開場になりましたけれども、支所の利活用の一環ということ

で、川副には、非常に日本的にもすぐれた４名の洋画家がこの地から出ていらっしゃい

まして、田原輝先生、深川善次先生、吉田進一先生、大隈武夫先生という４名の洋画家

の作品が３階を中心に展示をされております。もちろん、これまでにも４名の洋画家の

作品展示のみならず、市民の美術活動、芸術活動の場も用意されているということで、

私は個人的には、ちょっとした美術館よりも勝るというふうな思いで見させていただき

ました。 

 そういうことで、ぜひ川副支所のほうに出向いていただいて、この４名の洋画家の作

品はもとより、市民の方の芸術活動もあわせてごらんいただければいいなと思います。

特に今、文化芸術振興計画を策定中でございますので、そういう面も考えますと、やは

り佐賀市の文化の振興、あるいは文化の質の向上という面でも大きな原動力になるので

はないかなというふうに思っております。 

 ３点目は、佐賀県市町教育委員会連合会というのがございますが、この中で各市の教

育委員長、それに教育長の役員合計２５名ばかり、佐賀市で現地研修をいたしました。 

 昨今、非常に興味深い佐野常民館、それから三重津の海軍所跡、そして先ほどのかわ

そえ佐賀田園の郷ギャラリー、こういうところの視察を行いまして、佐賀市の歴史、文

化、伝統というのを教育委員長さん方に現地研修の中でお話を申し上げたところでござ

います。これが１０月５日でした。 

 次に、「松梅の教育を考える会」、これが１０月５日に発足をされまして、第１回の会

合に私も参りました。このことについては、小中一貫連携教育を進めている中で、その

小中一貫教育という視点から、松梅小中学校については地域の皆さん方の意見を聞きな

がら松梅の教育をどのようにしていくかということで進めていこうと、きのうおととい

ですか、２回目が行われているはずです。いよいよもって地域とともに歩む学校の教育

というのがいま一歩進んできたということが言えるんじゃないかと思っています。 

 ５点目です。九州都市教育長協議会理事会、総会並びに研究大会がありましたが、こ

れにつきましては、主任視学官の田中幸一さんがお見えになりまして、いろいろお話を

なさいました。後に資料をつけております。これにつきましては、特に学習指導要領の

改訂に向けての観点をコンパクトにまとめてございます。 

 １ページ目は「生きる力」とは何ぞやということで、図示しております。これは７ペ

ージに載っています。それから、今回の学習指導要領の改訂の主旨。そして次のページ

には、授業時数に関する考え方、それから幼稚園教育要領等についての改訂のポイント。

こういうことで、若干の資料を差し上げておりますので、ごらんいただきたいと思いま

すが、ただ、１５ページに、全面実施に向けて各学校・各教育委員会に求められること

ということで、１５、１６ページのほうには教育委員会の、言うならば役割を文部科学
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省として示しております。こういうところで私どもも動いていく必要があるのではない

かなというふうに思っていますので、あとでご一読いただきたいと思います。 

 あとは研究大会の中では、阿蘇市と合志市の教育委員会の取り組みの発表がございま

した。内容的には、佐賀市教育委員会が行っているものと似たところが随分とございま

す。そういうことで、かいつまんで要点のみを挙げさせていただいております。 

 それから、６点目に西与賀公民館の落成式が１０月１７日にありました。これについ

ては、さきほど委員長が触れられましたが、思ったことは、公民館が地域の拠点として、

非常に皆さん公民館というものに対しては意識が高くて熱望されているというのを肌

で感じてまいりました。後の祝賀会の中でもいろんな方とお話をさせていただいて、公

民館に寄せる期待というのは大きいものでございました。そういう面からは、やはり公

民館のこれからの活動のあり方というのは、地域再生に向けて大きな拠点、中心になる

のではないかなというふうな思いをしております。 

 それから７点目が、１０月２２日に思斉館の記念碑の除幕式がございました。いよい

よ隣接校小中一貫教育が始まった思斉館ですが、ここもまた地域の思いが強いなあとい

うのを肌で感じました。学校が今回、小中一貫校としてシンボルマークをつくりました

が、それを記念として碑にしております。これには、多く地域の思いが刻まれておりま

すので、いつか思斉館の学校訪問等をなさる際には、ぜひこの記念碑をごらんいただけ

ればというふうに思います。 

 以上、簡単ですけれども、報告とします。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。 

 今の報告に何かご質問なり、あるいは追加を求めるなり、何かございましたらお願い

します。いかがですか、よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、よろしいということです。ご苦労さまでございました。 

 

日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

 では、引き続きまして、日程４の議題に入りたいと思います。 

 第２４号議案『佐賀市立小学校及び中学校通学区域審議会委員の委嘱・任命につい

て』、学事課より説明をお願いします。 

 

（こども教育部副長兼学事課長） 

 それでは、資料の１ページをお願いいたします。 

 第２４号議案『佐賀市立小学校及び中学校通学区域審議会委員の委嘱・任命について』

ということで、審議会委員の任期が満了になりますことから、今回提出をさせていただ

いております。 

 ２ページに、新たな審議委員さんの名簿を挙げております。 

 審議委員につきましては、学識経験者、ＰＴＡの代表、保護者の代表、それから子ど

も会代表、自治会等地域の代表、それから学校関係者、教育委員会からは学校教育課長

ということで構成をいたしております。 

 任期につきましては２年間、平成２２年１１月１日から２４年１０月３１日までとい

たしております。１５名で構成をいたしております。 

 ３ページ目には審議会の条例を挙げておりますので、参考にしていただければと思い

ます。よろしくお願いします。 
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（委員長） 

 今、説明がありましたが、何かご質問なり、ご確認なり審議をお願いします。 

 

（Ｂ委員） 

 これが平成１７年１０月１日からということで活動をされていると思いますが、内容

として通学区域の直接云々とありますけど、今までその辺が変更になった点とかござい

ますでしょうか。 

 

（こども教育部副長兼学事課長） 

 ここ数年は、隣接校選択制とか特認校制の導入についてご審議をいただいておりま

す。これまでの審議決定事項ですけれども、１８年度４月から、新１年生を対象に旧佐

賀市内で隣接校選択制、それから特認校制度を導入しております。 

 １９年度４月からは、２年生年から６年生までの転入及び転居の児童について隣接校

選択制、特認校制を取り入れるということになっております。 

 それから、１９年度からは合併をしておりました北部の大和、富士、三瀬、それから

諸富、こちらのほうで旧佐賀市内と同じように特認校制を導入いたしております。 

 それから、平成２１年度の１１月には、これまで一件審査で旧市内のみで行っており

ました部活動による通学校の変更を、１１月の会議の中で全市域に拡大するということ

でご審議をいただいております。 

 以上のような流れとなっております。 

 

（委員長） 

 よろしいですか、ほかに何かございますか。 

 この南部地域の町村合併について、今後新たな何か検討するとかいうことはないです

ね。 

 

（こども教育部副長兼学事課長） 

 もう既にされています。 

 

（委員長） 

 されているわけですね。 

 ほかに何かございますか。何かご質問ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、この議案については原案のとおり承認といたします。 

 次に、第２５号議案『本庄幼稚園における給食及び預かり保育の実施について』、こ

ども課より説明をお願いします。 

 

（こども課長） 

 資料４ページ、第２５号議案であります『本庄幼稚園における給食及び預かり保育の

実施について』です。 

 平成２０年から本庄幼稚園におきまして試行しております給食と預かり保育でござ

いますけれども、平成２３年度から本格実施をしたいというところでご提案させていた

だいております。 

 次の５ページをお願いします。 

 本庄幼稚園は唯一の公立幼稚園として、市の幼児教育の中心的な役割を担いまして、

平成２０年から２２年度までは本庄小学校との幼小一貫教育研究の指定を受けて、新た

な接続期教育の検証が進められております。 

 また、もう一方では保育ニーズの多様化や少子化に伴い、入園児は減少傾向にあり、

積極的な園児獲得により公立幼稚園の役割を確保する必要がありました。これに伴っ
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て、給食及び預かり保育についても平成２０年、２１年、２年間の試行を行っていると

ころであります。この１年半の試行の内容、あとアンケート調査の結果を踏まえまして、

給食と預かりの平成２３年度から本格実施に向けた方針を提案させていただいており

ます。 

 まず、平成２１年度の実施内容であります。 

 給食につきましては、５歳児のみを対象としておりました。一応、本庄小学校に隣接

しておりますので、本庄小学校の給食室でつくりました給食を提供いただきまして、本

庄小学校のふれあいルームで５歳児さんが食事をしております。１、２学期は弁当との

選択制を行いまして、３学期につきましては、５歳児さん全員、完全給食という形にし

ました。１食１７０円、平成２１年度の小学生たちが２４０円ですので、大体７割程度

の料金設定をしております。 

 ただ、預かり保育につきましては、降園時間、大体２時以降から１８時まで実施をし

ています。正規職員１名、日日雇用職員１名の保育士２名で対応しています。 

料金としましては、通年、一時利用を３００円、あと緊急の一日利用及び長期休業中

の１日５００円、長期休業中の緊急につきましては７００円で設定をしております。 

 平成２１年度の実績でありますけれども、５歳児を対象に選択制としました１、２学

期につきましては、１学期が平均、一日当たり９名、２学期につきましては一日当たり

１３名の利用があっております。 

 また、完全給食にしました３学期につきましては、５歳児の８３％、２５名が利用し

ております。残る５名につきましてはアレルギーとか、あと佐大教育学部の留学生の方

が利用される幼稚園でありますので、その留学生の宗教上の理由によりまして、５名の

方はお弁当を持参されています。 

 預かり保育につきましては、この平成２１年度、１年延べ利用数７８３名、１日平均

約３.３名でありました。ただ、平成２２年度におきましては、その１日平均につきま

しては、約７名のご利用をいただいております。 

 保育料収入につきましては、平成２１年度が２８万３,０００円、平成２２年度につ

きましては、もう既に利用が幾らかふえていますので、現在２３万７,０００円の収入

になっております。 

 次ページをお願いします。それに伴いまして園児のほうですけれども、平成１９年５

月１日の段階で９８名、平成２０年度におきましては８５名、平成２１年度が８７名、

そして今年度につきましては、５月１日で１０９名の児童をお預かりしております。 

 今年度の実施内容につきましては、年長児につきましては、１学期から完全給食を行

っています。ただ、アレルギー、あるいは宗教上の理由につきましては、お弁当で結構

ですということにしています。 

 また、年中、年少につきましては、弁当との選択制を実施しました。９月の時点につ

きましては、４歳児さんが１０名、３歳児さんが７名の利用であります。 

 あと、預かり保育につきましては、料金のほうを一律にしまして、通常の教育日につ

きましては３００円、長期休業日につきましては５００円の設定をしています。本年度

は全園児の約半数の６２名が利用をしております。また、その理由としましては、就労

支援が約３４％の２１名、あとその他の学校行事、あるいはご父兄のご都合によるもの

等が４１名の利用理由になっています。 

 あとは、９月１０日に実施しましたアンケート結果でありますが、全園児の７０.９％

に当たる７８名から回収をさせてもらいました。 

 まず、給食を利用した感想として、これは保護者のほうからですけれども、８ページ

のほうのアンケート結果です。問３のところです。７８％の保護者の方が「良かった」

という回答であります。また、否定的なご意見としては１名あっております。 

 あと、利用した子どもたちの感想として、これが９ページの問４になりますけれども、

「良かった」というのが５１％、「普通」も合わせて８１％が問題なく子どもたちも食

べている状況だと思います。「悪かった」と回答した３名の方につきましては、好き嫌
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い、あと友達が弁当を食べていたから弁当がよかったという子どもたちの感想でありま

す。 

 また、利用していない方につきまして、給食を利用していない理由をお聞きしたのが

９ページの問５であります。３、４歳児さんの保護者２８名と５歳児さん２名から回答

を得ています。「今は弁当を作ってあげたい」とか「本人の希望」、あるいは「園に慣れ

てから」、あるいは「アレルギー・宗教上の理由」ということで、利用されていない理

由が２３件ありました。また、「金銭的な問題」で利用していないというのが３件です。

あと４名さんが批判的な意見ということで、「５歳になっても弁当を作ってあげたい」、

あるいは「給食はなかなか見ばえが悪い」とか「おいしそうじゃない」というご意見を

いただいているような状態です。 

 次に、預かり保育の利用につきましては、資料の１１ぺージのほうで問８です。利用

された感想、あるいはご希望のことを聞かせてもらっていますけれども、３９名の方か

ら回答いただきまして、うち３３名は「とても助かっている」、「子どもが喜んでいます」、

「また利用したいです」という肯定的なご意見をいただいています。 

 また、ほかの要望としましては、「もっと安くしてほしい」、「おやつの準備」、あるい

は「ひらがなのおけいこや絵本の読み聞かせなどをして欲しい」というご希望があって

います。 

 あと、利用をされていない理由、３１名中２８名からの回答がありまして、これが問

９であります。「必要が無い」というのが１７名、特に本庄幼稚園は保護者の方が祖父

母と同居世帯が多いというところもあると思います。あと、「今は必要がないが、今後

利用してみたい」という方が７名、またほかに「利用料金が高い」というのが２名であ

りました。 

 給食につきましては、調査においてもよい評価をされたのではないかと考えておりま

す。また、幼稚園としても、小学校への給食のスムーズな移行をすると。そのためにも

ぜひ年長さんの給食については必要なものと位置づけをしております。 

 また、預かりにつきましても、２年目の利用がふえており、制度としても定着をした

感があります。利用される理由としましても、就労ばかりではなくて保護者のいろんな

事情により利用されております。したがいまして、就労支援ばかりではなくて、子育て

支援の一つの方法として、どこの市立幼稚園でも行われている延長保育、預かり保育に

つきましては、平成２３年以降も継続したいという方針であります。 

 平成２３年度の具体的な案でありますけれども、まず給食につきましては平成２２年

度同様の案でいきたいと思っております。年長児さんにつきましては完全給食、あと年

中児さんは弁当と。ただ、年少児さんにつきましては、基本的には原則弁当でいきたい

という考えでおります。また、預かりにつきましても平成２２年度同様で実施をしたい

という方針を持っております。 

 特に、学校の給食メニューと同じということで、ニンジンとかジャガイモ、あるいは

具材の大きさとか熱いもの、あるいは空揚げ類が年中児さんとか年少児さんに合ったも

のかという心配も一方ではあったのでありますけれども、平成２１年度の３、４歳児さ

んの選択制の試行の中でも、子どもたちの食べる状況とか、あるいはまた弁当の内容の

ほうも園のほうでも様子を見てもらっています。園としましても、年中、年長児さんへ

の給食の提供も支障はないという見解を持っております。 

 県内でも唐津、小城市の公立２園、あるいは佐世保の私立幼稚園でも同じような形で

年中、年少児さんに給食を提供されている状態であります。ただ、年少児さんはやはり

保護者の弁当をつくってあげたいというご希望はかなり高いということでもあります

し、また園としましても、幼児期の母親の弁当も必要だという立場の中で、年少児につ

きましては、原則弁当という方針を今出しております。 

 以上、私のほうからの説明であります。 
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（委員長） 

 丁寧な説明がありました。何か今の議案について、審議をお願いいたします。 

 

（Ｃ委員） 

 通常の降園時間は何時にされていらっしゃいますか。 

 

（こども課長） 

 午後２時です。預かりのほうも当然２時以降、６時までするんですけど、大体実質的

には６時まで預かりは少ないようです。大体５時過ぎにお迎えには来られる状態がほと

んどのようです。 

 

（Ａ委員） 

 年中児、年少児さんの弁当との選択制が平成２２年度実施されておりますが、いただ

く場所というのは、やっぱりふれあいルームなんでしょうか。普通の保育室でいただい

ておりますか。 

 

（こども課長） 

 年中、年少児さんは弁当選択制でありますので、この分についてはふれあいルームで

はなく保育室のほうで、もう幼稚園のほうでほかの子どもさんと一緒に食べてもらって

います。 

 

（Ａ委員） 

 私もそのほうがいいなと思いましたので、それでお聞きしました。 

 

（Ｂ委員） 

 預かり保育の件で、保育料収入が平成２１年度２８万３，９００円で、平成２２年度

は２３万７，５００円ということです。わかる分で結構です。これに対する直接経費と

いうものはどれくらいという、アバウトな数字でも構いませんがわかりますか。 

 預かり保育の保育料とかで、人件費は算出できると思いますが、小さいことを言えば、

高いと思っている方が若干名でもいらっしゃるということですから、適当と思われてい

る方も高いほうだと思っておられる人たちもいると思えるわけですよね。 

 預かり保育の保育料とかで、経費とその保育料のつじつまが合えばいいですけど、そ

の辺を預ける親御さんがどういうふうにとらえているかがわかりませんので。 

 

（こども課長） 

 経費としましては、やはり人件費で賃金です。これが時間給の方が、月額約９万円で

すので、年間で約１２０万円でございます。あと人件費につきましては、あと正規職員

分が加わります。あと備品関係がありますが、ほとんどがこの人件費と考えております。 

 ただ、私どもも試行するときには、ほかの私立幼稚園を見ても、大体全園児の３割程

度はご利用いただいている状況があったものですから、ちょっと保育料収入としまして

は、若干予想外に低かったのは実際あります。ただ、１年目、２年目ということで、制

度的にはかなり定着したという意味では明らかに利用者もあった。また園からも結構全

面的に協力し、あと料金体系も２年目につきましては、ある程度改定したものですから、

そういう意味では利用者としては幾らか使いやすいような状態になったのかなとは思

っております。 

 

（Ｂ委員） 

 それでも高いと思われている人がいるということは事実ですので、その辺を実際これ

だけかかっていますという説明で納得していただければ、それでも預けようかと言われ
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る人が出てくるかもしれませんので、できればその辺をお願いいたします。 

 

（委員長） 

 ちょっと私のほうからも質問です。 

 園児数が平成２１年度は８７名だったですね。それがことしは１０９名に、２２名も

多くなっているんですね。それはやはりこういう預かり保育なり給食なり、そういうよ

うなことをやったことの要因がやっぱりあるのか、ないのか、そこら辺の分析というん

ですか、それをちょっと今どう思っているかというのが１つですね。 

 それから、この給食をしたことによって、幼保小の連携の仕方が本当にそれについて

効果があるようかどうかですね。要するに幼稚園でこういう給食をしたことが小学校に

行っての給食指導などに、やっぱり連続性が生まれスムーズにいくとか、そういうよう

なことがどうなるのかということを検討はどうかということが１つですね。 

 もう１つ、受け入れる小学校側からして、どういうように問題点があるとか、やっぱ

りいいとか悪いとか、小学校側から見てどんなふうな意見を持っているか、そこら辺の

ことがわかっていれば説明をしていただけませんか。 

 

（こども課長） 

 １点目の、ふえた原因に、この給食、預かりが幾らか影響していたかどうかという話

ですが、１１ページ、問１０番あたりの答え、本庄幼稚園を選ばれた理由としての選択

肢として出しています。１から８。６と７が預かりと給食を上げているんですけど、ご

らんになっていただくように、６と７を上げられた方はほとんど４番目、高くても２位、

６番で選択された方でも４位が８名、５位が９名、７番、預かり給食を理由として上げ

られたのが、一番多い方が５位で１１名で次が６名ということで、全体的に給食、預か

りがあったからこの本庄幼稚園に来たよと、１番、２番、３番の理由として上げられて

いることは、確かにほとんどない状態であると思います。 

 ただ、もう一方では、やはり４位、５位に上げるからにおいては、やはり保育者、保

護者のニーズの中でもやはりこれもあったほうがいいというところがあったのかなと

思っています。 

 もう一方で、幼稚園のほうからも、かなりこの給食、預かりについても、保護者に対

して地域の中でも宣伝いただいたというところも、かなりこの数がふえた理由がもう１

つあるのかなとは思っています。ただ、直接的な影響といったら、幾らかあっただろう

というところは評価をしているところであります。 

 またもう一方で、幼保小連携の効果でありますけれども、確かに幼稚園のほうから聞

く中でも、子どもさん、一番最初５歳児さんが全然食べられない方が数名おられる中で、

やっぱり半年たったらかなりもうなれられて、給食をおいしいおいしいという形になっ

たというところも聞いております。そのときはやはり小学校１年生に上がったときの給

食に対する子どもたちのなれといいますか、給食に対する関心といいますか、そこの点

では、かなり１年間かけて再三給食を実施していますので、そういう意味ではかなりい

い方向になっているかなと思っています。 

 また、あと小学校のご意見になりますけど、校長先生と１回少しお話しさせていただ

いた中では、支障ないといいますか、当然子どもたち、高学年とのふれあいルームの中

での交流もあっていますし、また栄養士の先生も「これは本当にいいですね」という話

は聞かせていただいていますので、そういうのは私たちとしても小学校としてもいい方

向、いいご意見、感想をいただいたかなと思っております。 

 

（委員長） 

 小学校側から見て、負担だというようなことはないですね。 
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（こども課長） 

 特に私たちがちょっと心配したのは、給食室の負担というところももう一方では考え

たんですけど、一応それは事前に給食の先生たちとも、この１年半の中での反省点とい

いますか、そこで１回話をさせていただきました。ただ、全体的に、今やはり８０食ぐ

らいが限度かなというのは、正直なところご意見はいただいています。ですから、今実

質的には７０食実施していますので、あと１０食ぐらいしかちょっと余裕がないという

ところが、もう一方で問題点、課題としてあります。 

 

（委員長） 

 ほかに何かありますか。 

 

（Ｄ委員） 

 済みません、ちょっと質問です。 

 アンケートの中で「おやつを準備してほしい」という意見があったということですが、

おやつは今持参なんですよね。おやつの内容を統一しないと、先生たちが負担じゃない

かなという気もしたんですけど、おやつ持参で特に今のところ問題ないですかね。 

 

（こども課長） 

 一応保護者の方々のご意見の中でも、おやつの統一とかいう部分では、ちょっと承っ

てはおりません。 

 

（Ｄ委員） 

 よく幼稚園とか視察に行くと、おやつをちょっと試食させてもらいますが、あれを子

どもたちが全部一々持ってきているのを配るということになると、先生たちが大変じゃ

ないかなと思うんです。幼稚園で用意して配ったほうがいいのではないかなと思うんで

すけど。 

 

（こども課長） 

 もちろん、もともとおやつ代も公費では負担できていないもので、例えば、保護者か

ら徴収して一括して購入というところも、もう一方では方法としては確かにあると思い

ます。そこら辺再度園とも協議ができるとは思います。 

 

（Ｄ委員） 

 ぜひ聞いてみてください。 

 

（Ｂ委員） 

 園児の平成２１年度から２２年度に対して約２０名の増になっていますが、近隣の私

立とかの幼稚園、保育園とかの状態はどの程度の増になっているのかどうかわかります

か。 

 

（こども課長） 

 確かに近隣のふたば幼稚園さんもありますし、あと西与賀のほうもある。個別的には

済みません、今ちょっと確認をしておりません。 

 

（Ｂ委員） 

 こういう対策がなされてふえたものか、それとも団地造成、住宅地の増加に伴う人口

の増に対して自然と子どもがふえたのかがわからないことには、これも減るという可能

性を秘めた数字だと思うんですよ。ふえたからといって楽観視していていいかというこ

と、その辺がありますので、もしよかったらよそを見ていただいて、ここがふえたなら、
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どこか減ると思うんです。みんながふえていたらそういう現象だと思います。その辺の

データ収集、データ解析もしながら進めていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 

（委員長） 

 こども課で佐賀市の保育園、幼稚園の就学児童数というのは把握しているわけでしょ

う。例年、毎年こういうような推移をしている。Ａという幼稚園、あるいはＢという保

育園ではこういうような推移をしているというデータはあるわけですね。 

 

（こども課長） 

 はい。あります。 

 

（委員長） 

 こういうところの視点からの検討も少し加えて、今後していただればと思います。 

 

（こども教育部長） 

 多少幼稚園児がふえているということがございます。これは全体的に満年齢で３歳児

に満たない２歳児の途中というんですか、そういう入園者がふえたということで、全体

的に幼稚園児が増加している傾向にあるというふうには聞いております。 

 それともう１つは、幼稚園の経営上の問題から、幼稚園の預かり保育というふうなこ

とが相当進みまして、全体的には幼稚園は園児がふえているというふうに認識をしてい

るところでございますが、各園のここ二、三年の傾向等については、先ほどＢ委員から

ご指摘があったような分析を加える必要があるのじゃないかと思っております。特に本

庄幼稚園、今後の園児の増減の傾向を知るためにも、そこらあたりを見る必要があると

いうふうに思っております。 

 

（Ｃ委員） 

 定員というのは設けられているんですか。 

 

（こども課長） 

 １３５名が定員であります。 

 

（Ｄ委員） 

 どこも幼稚園は定員割れしているところがほとんどですよね。逆に安い公立幼稚園

に、どーっと子どもが集まると、周りの幼稚園からは、何か言われることがありますか。 

 

（Ａ委員） 

 今、認定こども園ができていますから、それで一生懸命取り組んでいます。 

 

（委員長） 

 政権が変わりまして、民主党になったからこども園へ向けての動きがどうも加速しそ

うな、幼保一元というので、認定こども園への動きがこれから加速するようなことにな

っていくんじゃないかなという見通しが少しありますけれども、そこら辺の検討もぜひ

こども課、よろしくお願いしたいと思います。 

 

（Ａ委員） 

 もう１ついいですか。預かり保育をしていただいている先生の研修というのはどうな

っているんでしょうか。ここに要望として「ひらがなのおけいこ」、これはもう通常の

保育ではなく、少し行き過ぎているかなと思いましたが、そこら辺の研修、預かり保育
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担当の先生の研修とかは何かされているんでしょうか。 

 

（こども課長） 

 対外的な研修は確かに参加はされていない状態です。ただ、園内研修は当然されてお

りますので、その中の分では、すべてにおいてではないですけれども、ケース・バイ・

ケースで実施されています。 

 

（Ａ委員） 

 わかりました。 

 

（古賀委員長） 

 幼児教育は本当に大切なことですから、子育て支援を含めて子どもをどういうふうに

育てていくかというのは大きなテーマですので、佐賀では本当一生懸命やっているとい

うことですね。地域の方にも説明責任をきちっとしていきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いします。 

 それでは、この第２５号議案については、原案のとおり承認いたします。 

 

日程５ 協議事項 

 

（委員長） 

 次に、日程５の協議事項に入ります。 

 「公民館運営の一部地域委託の在り方について」、社会教育課から説明をお願いしま

す。 

 

（社会教育課長） 

 公民館運営の在り方について検討していただくため、公民館運営検討委員会を設置し

たいと考えております。検討委員会の設置目的につきましてはここに書いております

が、公民館運営のあり方、地域委託のあり方を検討していただくということです。 

 検討期間は１年にしております。 

 検討委員のメンバーにつきましては、ここに書いておるとおり、学識経験者、社会教

育関係団体等の代表者など、全部で８名を予定しております。 

 任期につきましては、右のほうに設置要綱をつけておりますが、第５条で任期は１年

というふうに決めております。 

 ただいま人選をしているところでありまして、人選が済めば、決定次第ご報告をいた

します。 

 それと、１４ページに検討委員会へ諮問する内容を上げさせていただいております。

これは諮問書案ですが、諮問内容につきましては、今後の公民館運営システムのあり方

について検討くださいということです。 

 諮問理由としましては、先ほど申し上げましたように、適正な公民館運営を行うため

ご審議を賜りたいということで、諮問をお願いしたいと思います。 

 まだメンバーは決めておりませんが、第１回目の会議を１１月に考えておりますの

で、そのときに諮問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） 

 説明は一応終わりましたが、何かご質問、ご意見はございますか。非常に重要なテー

マだったと思います。社会のシステムがどんどん変わっていっている中で、本当に佐賀

市における公民館運営をどういうふうに進めていくかという、こういうような骨子を本

当に練ってもらうための組織になるのではないか、検討委員会になるんじゃないかと思
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います。何かご意見をお願いします。 

 私からもちょっと、公民館と合併したことによってコミュニティーセンターとか、い

ろんなことがありますけれども、佐賀市全体としての公民館活動のあり方に旧佐賀市だ

けじゃなくって、新しい新佐賀市になっての取り組みを新たにつくっていかないといけ

ないと思うんですね。そうすると、コミュニティーセンターみたいなこととか、いろん

なことも含めての大きな共通する柱をぜひ検討していただきたい。私からの要望です。 

 

（Ｄ委員） 

 本当にうまく活用して地域の財産としてきちんと機能しているというのが市民に見

えるようにしていかないといけないんじゃないかなって思います。 

 

（Ｂ委員） 

 これも佐賀市全体に、ぼーんとかぶせるものでしょう。 

 

（委員長） 

 そこら辺はまだ明確じゃないんじゃないですか。 

 

（Ｂ委員） 

 どうしてもこれだけ地域性があるところは、そこの特徴を生かして一本化の組織、管

理できる体制をつくるのではなく、この体制だったらちゃんと管理できるというところ

も、逆に地域からのこういう体制でやりますと。でも、管理はこれだったらできるなと

いう、その辺のやりとりとかはされる余地は考えてありますか。 

 

（社会教育課長） 

 委員長さんも同じことをおっしゃいましたけど、市全体として、委員長さんとしては

統一的な取り扱いを別の方面で検討したほうがいいんじゃないかということです。 

 地域地域でばらばらにしていいのかという問題もあって、確かに選択肢の１つとして

はそういうのも考えられます。検討委員会の中で、そこは十分に検討をいただいていい

のかなというふうに思いますが、とりあえずは旧市全体としてまとめてこういう形態に

していますので、それをまた地域独自にいろんな形にできるのかなと言えば、非常にち

ょっと難しいのかなというふうには思います。 

 

（委員長） 

 私とすれば、２１世紀における生涯教育とか、あるいは地域教育とか、地域挙げての

文化性を高めていくような拠点に、この公民館、あるいはコミュニティーセンター等々

がですね、社会教育活動が大きく介入してくると思うんですよ。そうすると、旧佐賀市

ではこうだ、新佐賀市に、合併したもとのまちではこうだというようなことが将来的に

はないほうがやはり佐賀全体でこういうようなことをやろうよという方向が出てきや

すいと思いますので、ぜひ佐賀市が一本にまとまり、次への大きなバックボーンとなる

ようにしましょうというようなところまで、ぜひ検討していただくようなことを願いし

たいと私は思っております。 

 

（社会教育課長） 

 はい、わかりました。 

 

（委員長） 

 ほか何かございますか。 
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（Ｂ委員） 

 考え方は一緒だと思うんです。どうしても地域で人口密度、人の数が違いがあるじゃ

ないですか。同じことを同じように振ったら、無理がいくところが絶対出てくるんです

よ。その辺まで考慮したことをプランとして上げていただきたいと思います。 

 

（社会教育課長） 

 はい、わかりました。地域性をいかに生かしていくのかというのも重要なポイントだ

と思います。 

 

（Ｃ委員） 

 それにも関連するんですけど、公民館長さんの代表はお一人で十分ですかね。公民館

長さんも含めて、この検討委員の中では代表になるんでしょう。 

 

（社会教育課長） 

 公民館長を入れたのは、公民館の運営に精通しているということで、特にここに入れ

たいのは、委託前と後を経験しているような館長さんに入ってもらえれば、大体市内の

状況というのがおわかりになりますので、そういう点からいろんな意見を出してもらい

たいということで、１人にしております。１人で大丈夫だと思います。 

 

（委員長） 

 これは、社会教育課のメンバーは入らないのですか。例えば、他の検討委員会では教

育課長とかが入ったりするじゃないですか。 

 

（社会教育課長） 

 もちろん事務局としては社会教育課が持ちますので、このメンバーには入る予定でお

ります。 

 

（委員長） 

 ほかに何かございますか。 

 

（委員長） 

 この地区公民館の在り方が社会のニーズに、要するに歴史が進んでいく中で急激にこ

れからまた変わっていくと思うんですよね。だから、ぜひ十分な審議を検討を丁寧にし

ていただいて、説明したことを市民の方にやっぱりいろいろまたぜひ情報提供していた

だいて、意見を多く聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（Ａ委員） 

 附則の施行日はいつになっていますか。 

 

（委員長） 

 これも後でまた出るんでしょう、これはきょうは、（「委員の名簿でしょうか」と呼ぶ

者あり）いやいや違います。１３ページの要綱の附則の日にちなどは、きょうは決めな

くていいのですか。 

 

（社会教育課長） 

 はい、済みません。きょう承認いただきましたら、きょうの日付で施行となります。 

 

（委員長） 

 きょうの日付ですね。 
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（社会教育課長） 

 はい。 

 

（委員長） 

 では、よろしいですか。この要綱案は、きょうの日付で承認と、よろしいですか。 

    〔「異議なし」と言う者あり〕 

 では、きょうの日にちで要綱案は承認します。 

 

日程６ 報告事項 

 

（委員長） 

 それでは、次の報告事項に入りたいと思います。 

 

（教育総務課長） 

 それでは、資料の１５ページ、１６ページです。 

 １６ページのほうをごらんください。 

 佐賀市奨学金条例施行規則を廃止する規則です。 

 これは８月２４日の定例教育委員会で、佐賀市奨学金条例を廃止するということで委

員さん方のご承認をいただきまして、９月の定例市議会のほうで正式に条例を廃止する

と、来年４月１日をもって廃止するということになりました。それを受けまして、その

条例に基づきます施行規則も来年４月１日をもって廃止するという内容のものです。効

力を条例の廃止に伴って失いますので、一応報告という形で、きょう上げさせていただ

いております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 よろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と言う者あり〕 

 続きまして「平成２２年度佐賀市成人式について」の説明を青少年課お願いします。 

 

（青少年課長） 

 いよいよ年明け早々には成人式ということで、本当に１年早いものです。 

この成人式につきましては、今年の３月議会におきまして、統一開催に向けていこうと

いうことでいろいろ議論がございまして、委員の皆様方にも大変ご迷惑をおかけしたと

ころでございます。 

 成人式の統一開催については、市長の答弁でもありましたように、しっかりと各関係

町村からのご意見を伺って、今後の方向性を考えていきたいと思っています。 

 早速ですけれども、来年の成人式につきましては、該当者が平成２年４月２日から平

成３年の４月１日までということで、成人の日の前日、平成２３年１月９日日曜日、成

人式を開催するということで予定をしております。それで、今日は委員の皆様方にお願

いがありますのは、実は佐賀会場につきましては例年どおり市長のほうが出席をいたし

ますけれども、あとの会場につきまして各委員の皆様方にお願いをしたいと思っており

ます。そこで市長の祝辞の代読ということになりますので、よろしくお願いいたします。 

 基本的には、ことし行かれた会場とは別の会場をということで各委員さんには、その

お願いについてはまた後日、各委員さんのほうにはこちらのほうで決めさせていただき

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 各委員さんには今度１月９日というところで、この日につきましては済みませんが、

予定を入れておいていただきたいということで今日はお願いでございました。 
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（委員長） 

 そういうことで、平成２２年度の佐賀市成人式についての説明及び予告でした。 

 それから、社会教育課から、私の手元にあるのは「佐賀市立川上コミュニティセンタ

ー所長について」の資料があります。これについて説明をお願いします。 

 

（社会教育課長） 

 追加で報告いたします。 

 川上コミュニティセンターにつきましては、来月、１１月６日にオープンをいたしま

す。その前にセンターの所長を川上校区から公募をいたしました。この所長というのが

身分的な取り扱いについては嘱託職員になりまして、公民館長とは違いますが、内容的

には公民館長的な仕事もしますので、報告をしております。 

 川上校区から６名応募がありまして、選考結果、○○○○さんに決定いたしました。

任期は１１月１日から来年３月３１日まで。嘱託職員でありますので、任期は１年とい

うことになります。お仕事としては、ここに書いているとおり、社会教育の講座等もし

ていただく予定です。この方は、下のほうに集落内史跡調査とか保存対策、冊子出版等

とかありますが、退職後、農業の傍らこういう地域の歴史というのを熱心に研究されて

おりまして、それも東山田という地域の方々と一緒に、こういう冊子を、今ここに持っ

てきておりますけど、つくられております。老人会とか婦人会とか、そういう方々の意

見を聞きながら、地域の歴史を残したいということで、こういう本も出版、編集をされ

ている方です。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 何か質問はありますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいですか。このコミュニティセンターの所長についての件は了解ということで

よろしくお願いいたします。 

 ほかに何かありますでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 この後、人事のことについて非公開で開催いたしますので、関係者だけお残りくださ

い。 

 では、きょうの教育委員会はこれで終わりにいたします。どうもご苦労さまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


