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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 こんにちは。定刻になりましたので、これより佐賀市教育委員会の１１月定例会を開

会いたします。 

 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。 

 本日の日程につきましては、配付しております日程のとおりに進めたいと思います

が、いかがでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これより本日の日程に入ります。 

 

日程２ 会議録の承認 

 

（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） 

 １０月２５日に開催されました定例教育委員会の会議録につきましては、１１月１８

日に配付しておりますとおりでございます。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 委員の皆様、目を通していただいて何か訂正、修正などありましたらおねがいします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、会議録は承認といたします。 

 

日程３ 教育長の報告 

 

（委員長） 

 次に、日程３の教育長の報告を求めます。 

 

（教育長） 

 まず、きのうは適応指導教室くすの実の参観、Ｄ先生のハンドベルの指導で私たちも、

子どもたちと一緒に授業を受けたという感じで非常になごやかな雰囲気で進んだこと

を大変喜ばしく思いました。また、青少年センターの施設の視察、あるいはその事業の

説明等が宗課長のほうからありまして、青少年センターの事業について、また理解が深

まったんじゃないかと思っております。教育委員会内にあるいろんな施設や部署につい

ては、やはり年間計画的に足を運んで理解を深めていくことが必要なのかなということ

を改めて感じたところでございました。 

 それでは、まず１点目、道徳検証授業ということについてです。 

 これは巨勢小学校で行いましたが、先般、「どがんね 古賀常次郎詳伝」というのを

佐賀市に限らず、県下各学校４０冊ずつの寄贈がございました。これはかなり分厚い本

でございましたが、これを道徳の中でどう生かすかということで、道徳部会にプロジェ

クトを組んでいただきまして、授業案ができないかどうか検討を今していただいている

ところです。ほぼ８割ができ上がっておりまして、その検証として巨勢小学校で行いま

した。 

 当然ながら、中身の厚い本ですので、どこか切り取りを入れないと、授業の素材とし

てはむずかしいと思います。そこで大きく３つ、①４年間定時制高校を皆勤をしたと、
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ここの部分に視点を当てる資料づくり、それと②緩まないねじを発見したという、その

当時、世紀の発明という部分に１つスポットを当てると、③に更生保護活動に努力をさ

れているという、この３つに切り口を当てまして資料づくりをして指導をしていくとい

うことで指導案作成にかかっております。 

 今回は、①の４年間定時制高校を皆勤したと、この部分で努力ということに視点を置

いて行いました。今度３０日には中学校で更生保護活動に努力をしている部分にスポッ

トを当てた授業を行ってもらう予定にしております。 

 そういうことで、１月ないし２月の頭ぐらいまでにこの辺りのモデル指導案と、それ

に使用する資料等の整理をして、一つの冊子にしたいというふうに考えております。 

 ２点目は、文部科学省と佐賀市教育委員会の委嘱で、中学校の武道必修化に向けた地

域連携指定実践校、これは川副中学校でございます。 

 １０月２８日でしたが、生徒が意欲的に取り組む武道、特にここでは剣道となぎなた

の２種目を取り入れての授業の充実ということで、地域の指導者を巻き込んでの研究授

業、研究協議会が行われました。その中で武道の持つ基本動作や基本技を身につけると

いうことが１点でございまして、もう１つは、それに伴うところの相手を尊重する態度、

伝統的な行動の仕方を守る、あるいは分担して役割を果たそうとする態度、いわゆる武

道の特性や成り立ち、伝統的な考え方、そういうものから体力向上の視点を据えるとい

うことで、研究の成果としては、非常にいろんなところにこの成果が見て取れる思いが

いたしました。 

 いよいよ来年度からは中学校の武道が必修化になります。そういう意味では、先行的

な実践として佐賀県内の各中学校に参考になったのではないかなと思っております。 

 ３点目は、久米島の教育長を初め、２名の方が佐賀市教育委員会を訪問されました。 

 これは私どもが前回久米島のほうに行きまして、中学生交流をどういう方法で行うの

かということで協議をしてまいりましたが、その協議の詰めを行うために、向こうのほ

うから今度お見えになりました。その中で大体方向としては見えたような気がいたしま

す。 

 佐賀に初めてお見えになったということで、複式学級及び小中一貫としての教育を行

っている松梅小学校の訪問、それから、フューチャースクールの西与賀小の訪問、そし

て、佐賀の特色でありますバルーンの試乗とかシチメンソウ、あるいは佐賀城本丸歴史

館、こういうところを視察していただいて、佐賀のことを理解していただいたというと

ころでございます。 

 ４番目、早稲田大学の表敬訪問ということで出向いてまいりました。 

 これは「早稲田・佐賀２１世紀子どもプロジェクト」事業の報告と本年度の報告のた

めに行ったわけですが、ここに書いておりますように大きく６つの事業を展開しており

ます。 

 ①芙蓉校の早稲田大学訪問。これは、ことし、大震災のために中止になりました。②

大隈重信子ども出前講座。③教職員出前講座。④大隈重信スピーチコンテスト。⑥出前

講座芙蓉校自然科学教室。⑥出前講座フィールドワークということで年々充実をしてき

ております。 

 特に教職員の出前講座についても非常に好評で、去年までは１日やっておりました

が、今年度は２日間やりました。非常に好評だということです。 

 ５点目です。第２回の佐賀県ＩＣＴ利活用推進協議会がございましたが、これは別紙

に掲げておりますので、後でごらんいただきたいと思います。佐賀県の方向性について

書いております。 

 そこで端的に見えてきた課題は、計画的な教職員の研修がまず大事であるということ

です。なかなか笛吹けど踊らずというところがあるということで、研修をどうするかと

いうのが課題である。それから、ＩＣＴ支援員の配置、当然ながら技能を高めていかな

いと活用できないということで、この専門的な立場の支援員が必要であるということ。

それから、電子教科書の整備、これらが上げられました。ただ、やはり各市町とも財政
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的な課題というのが根底にございまして、言うならば、県の方針がどの程度計画どおり

進んでいくのかと危惧する部分がございますが、本年度もう一回、この推進協議会が開

かれますので、年次計画に合わせた各市町の取り組みが必要になってこようかと思って

おります。 

 ６点目は、第５３回の小学校連合音楽会がございました。 

 大きい学校、小さい学校ございますが、それぞれ置かれている地域の特徴を生かした

合奏なり、合唱なりが披露されました。私が、一番感動したのは、北山小学校１年生か

ら６年生までの全部の児童がオペレッタを披露してくれました。そのオペレッタは、い

わゆる創作オペレッタだろうと思いますが、１年から６年までのまとまり、子どもたち

の心のつながりというのを本当に感じることができました。しかも、ピアノ伴奏が校長、

指揮者が教頭ということで、教職員も中に一緒になって劇、オペレッタをしていたとい

うことで意義ある使い方をしているなあということで非常に感心をしたところです。そ

ういう意味からも、こういう市内の子どもたち同士が会して、それぞれが披露し合うと

いうのはとても大事なことだなということを思いながら、連合音楽会に参加したところ

でございました。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 教育長の報告がありましたが、何か質問やご意見などあればおねがいします。よろし

いですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、教育長報告は終わります。 

 

日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

 引き続き、日程４の議題に入ります。 

 最初に、第１９号議案『佐賀市文化財保護審議会委員の任命について』の説明を文化

振興課よりお願いします。（「委員長、その前に一言よろしいでしょうか」と呼ぶ者あ

り）はい。 

 

（教育総務課副課長） 

 事務局からです。大変申しわけございません。第１９号議案の中で、提案者の肩書き

が「委員長」になっていまして、ここを「佐賀市教育長」ということで中身を訂正させ

ていただき、ご承認いただければご審議をおねがいしたいと思います。 

 

（委員長） 

 よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、文化振興課、お願いします。 

 

（文化振興課参事） 

 第１９号議案『佐賀市文化財保護審議会委員の任命について』でございますが、佐賀

市文化財保護審議会委員につきましては、本年１１月末日で、委員の任期が満了するた

め、新たな審議会委員を条例及び規則に基づいて提案するものでございます。 

 次の２ページ目をお願いいたします。 

 ２ページにそれぞれの委員の方々のお名前を記載させていただいております。名簿の

下の段の１人の方が新任の委員ということで、あとの委員は再任ということになりま

す。一番最後に記載しております委員でございますが、新任の建築の分野でございます。
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この建築の分野は九州大学大学院の先生がお引き受けくださっておりましたけれども、

事故に遭われましてお亡くなりになりました。私どもは、佐賀市の歴史的景観、建造物、

指定文化財など、審議する必要がございますので、まずはこの建築の専門の分野の委員

の補充をということで、お亡くなりになりました先生がつくられた機構でございますＮ

ＰＯ法人都市・建築遺産保存支援機構理事の方にお願いしております。 

 任期につきましては、各委員さん２年でございまして、平成２３年１２月１日から平

成２５年１１月３０日までとなっております。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 佐賀市の文化財保護審議会委員の新任と再任ということでございますが、何かご意

見、ご質問などありましたらおねがいします。 

 この建築分野の委員は佐賀市在住ですか。 

 

（文化振興課参事） 

 福岡市在住でございますが、出身は佐賀でございます。 

 

（委員長） 

 他に何かございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、承認といたします。 

 次に、第２０号議案『佐賀市体育施設条例及び佐賀市立諸富文化体育館条例の一部を

改正する条例』について、スポーツ振興課から説明をお願いします。 

 

（スポーツ振興課長） 

 それでは、４ページのほうをお願いいたします。 

 まず１番目に、改正理由でございます。 

 合併協定に基づき、社会体育施設の使用料につきましては、合併後３年をめどに見直

すとしておりました。その後、平成２１年スポーツ振興審議会答申で、使用料について

は平準化することが妥当、減免については旧佐賀市の減免規定を基本的な統一案とする

ことが妥当との答申を受けて、社会体育施設の使用料の平準化、こちらにつきましては

市の公共施設の使用料設定の基本的な考え方に基づき、及び減免基準の統一等の見直し

を行ったことに伴いまして、各施設の条例の統一化を行い、佐賀市の社会体育施設の統

一した管理運営を行うため、今回、条例の改正を行うものでございます。 

 ２番目の改正内容でございます。 

 (1)の統一した算定方法による各施設の使用料設定の見直しですけれども、こちらに

つきましては別紙の３０ページ、３１ページをお願いいたします。 

 ３０ページの上のほうが料金設定の工程表でございまして、左から右に向かっての工

程で料金設定をしてきたということでございます。その中で下の段に書いておりますの

は、使用料設定の基本的な考え方による試算ということで、目安となる使用料を算定し

たときの計算式を記載しております。 

 そして、３１ページですが、例として体育館の専用全面、１時間当たりの使用料の試

算した表を掲げております。一番左の欄が現行料金表、次が目安となる使用料の計算を

した料金、グループ化によって使用料を分けた表、県外の類似の施設の使用料、それか

ら、県内の他市の使用料という順番で、一番右のほうに決定した料金を掲げております。 

 その決定した料金の考え方につきましては、一番下のほうにくくっております括弧の

中に記載をして、それぞれの施設ごとに料金の計算をして平準化を図ったものでござい

ます。 

 ４ページのほうにまた戻っていただいてよろしいでしょうか。 
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 (2)は減免基準の統一化ということで、全施設において照明設備及び冷暖房設備に係

る使用料の減免はしないものとしております。 

 (3)は条例の統合ということで、 

 アとして、佐賀市体育施設条例に１３施設を新たに追加しております。 

 イとして、佐賀市立諸富文化体育館条例は、施設の設置において、他の施設と統一で

きないため、佐賀市体育施設条例に統合しないとしております。佐賀市体育施設条例は

市民の体位向上及びスポーツの推進を設置目的と掲げておりまして、佐賀市立諸富文化

体育館条例は、市民の芸術文化の向上並びにスポーツの推進及び福祉の増進を設置目的

に掲げておりまして、今回、一緒にはしておりません。 

 ウとして、関連する１３条例を廃止しております。 

 ３番目に、施行期日等。 

 (1)施行期日として、平成２４年４月１日からの施行をしていきたいと思っておりま

す。 

 (2)経過措置です。 

 アとして、旧条例及び廃止条例に基づく処分、手続その他の行為をこの条例に基づく

行為とみなす。 

 イとして、改正後の施設の使用料は、施行日以後の施設の使用に係る使用料から適用

する。 

 ウとして、次に掲げる施設の使用料については、激変緩和措置を講ずるということで、

下記５施設につきましては、使用料の増額が使用者に急激な負担とならないよう、平成

２４年度使用料につきましては、現行使用料と改正後の差額の半額程度を上乗せした使

用料としております。 

 ４番目に、新旧対照表です。 

 別紙６ページから２９ページに新旧対照表をつけております。 

 その中で佐賀市体育施設条例関係で６ページから２５ページです。 

 まず、第１条関係で、こちらは用語の改正ですが、スポーツ振興法のスポーツ基本法

への全部改正により、「スポーツの振興」を「スポーツの推進」に改めております。 

 第２条関係は、西神野運動広場につきましては、地番誤りのため訂正をしております。 

 第４条関係は、使用の制限で、営利を目的とするときは制限をしております。 

 第５条関係の使用料は、別表にそれぞれの施設の使用料表を記載しております。 

 まず、市内の社会体育施設の用途ごとに平準化した使用料設定を行っております。こ

れは先ほど説明したとおりでございます。 

 次に、貸出単位及び使用料設定の単位を１時間単位に統一しております。 

 それと会議室等の一部施設を除きまして、一般使用料の半額程度となる高校生以下使

用料を設定し、統一しております。 

 次に、屋内運動場（体育館競技場）の個人使用料設定を廃止しまして、面貸し出しに

統一しております。 

 なお、個人で利用できる弓道、トレーニング室等には個人料金を設定しております。 

 それと屋内運動場（体育館）の貸出区分の最小単位をバドミントン１面からの貸し出

しに統一しております。 

 それから、屋内運動場（体育館競技場）の時間帯、昼と夜の時間で料金が違う部分が

ありましたけれども、使用料は廃止をしております。 

 それと運動場の種目別使用料を廃止しまして、面貸し出しにして統一をしておりま

す。今回、市外料金の設定を行うことにしております。 

 それと佐賀市立野球場の練習使用料を廃止して、新たにスコアボード使用料の設定を

行うこととしております。 

 あと佐賀市立諸富文化体育館条例を２５ページから２９ページにつけておりますが、

こちらにつきましても第１条、第７条、第１０条で同様の改正を行っております。 

 なお、今回、おつけしています資料及び先日勉強会のほうで説明をしておりました体
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育スポーツの目的以外で使用する場合の料金表をつけておりますが、これにつきまして

は別途目的外使用料として徴収することにしたため、今回、削除をさせていただきまし

た。料金が、見直しの時点で整合性がとれなかった部分がありましたので、そちらの部

分も若干修正をさせていただいております。遅れましたが、差替えをよろしくお願いし

ます。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 詳しく説明がありましたが、合併協定に基づきまして使用料及び条例の一部改正とい

うことでございます。 

 旧佐賀市と旧町との一貫性を図るということでございますが、何か質問はございませ

んか。 

 

（教育長） 

 この間の勉強会の中から若干金額が違った分が出てきていますよね。それは説明して

おかなくていいですか。 

 

（スポーツ振興課長） 

 最後に説明いたしましたけれども、体育、スポーツの目的以外に使用する場合の、目

的外使用の料金表をつけておりましたけれども、本来の目的ではない料金表をつけると

いうのはおかしいということで、それは今回削除をしております。 

 それと、整合性の関係で全面とか、６分の１とかで、料金を設定しておりますけれど

も、そのバランスの関係で若干合わない部分がありましたので、修正をさせていただい

ております。 

 

（委員長） 

 ということでございますが、これは勉強会でも随分説明をしていただきました。 

 では、よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、第２０号議案は原案どおり承認といたします。 

 次に、第２１号議案『佐賀市立図書館協議会委員の委嘱について』、図書館より説明

をお願いします。 

 

（図書館長） 

 それでは、３２ページをお願いいたします。 

 第２１号議案『佐賀市立図書館協議会委員の委嘱について』、ご説明いたします。 

 佐賀市立図書館では、図書館法及び佐賀市立図書館設置条例に基づき、図書館協議会

を設置しておりますが、現在の委員さんの任期が１１月までになっております。このた

め学識経験者の関係団体からの推薦及び一般公募による候補者の選定を行いました。一

般公募者につきましては、図書館運営に関する作文や面接を通じまして審査を事務局の

ほうでいたしました。今回の公募では応募者５名でありました。審査の結果、全員の方

に委嘱したいと考えております。 

 次ページの３３ページに掲げております１０名の委員の候補者を提案させていただ

いております。また、教育委員の皆様方には、委員の経歴等詳細を配付いたしておりま

すので、ご参考にしていただきたいと思います。 

 １０名の委員の内訳でありますが、番号の１番から５番までの方につきましては、団

体推薦の方たちでございまして、１番が学校教育関係ということで佐賀市校長会から推

薦いただきました富士南小学校の校長先生で、小学校の図書部会の先生でございまし

て、新任であります。 
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 ２番目に、社会教育関係者ということで、佐賀市ＰＴＡ協議会の副会長をされている

方で、新任であります。 

 ３番目に、学識経験者ということで、新聞社の編集局の生活文化部長さんにお願いし

ております。こちらも新任であります。 

 次に４番目ですが、この委員は図書館を友とする会佐賀に所属され、いろいろ図書館

活動をしていただいている方でございます。この方も新任であります。 

 推薦枠の最後といたしまして、５番目の方は、大川にあります国際医療福祉大学リハ

ビリテーション学部の図書館に勤務されておりまして、現在、この方に図書館協議会の

会長を務めていただいております。 

 この５人の方が推薦でございます。 

 続きまして、６番目からが公募の方でございます。 

 ６番目の方は、現在、放送大学でいろいろと勉強されており、生涯学習のインストラ

クターもされております。この方は再任であります。 

 ７番目が、現在、子育て中のお母さんですが、いろいろ読み語りを主体とした活動を

されております。この方も再任であります。 

 ８番目が、図書館の開館以来、委員として入っていただいております。ご高齢ではい

らっしゃいますが、とてもお元気で、銀行勤めの後、いろいろな経験を積んでおられま

して、現在も協議会のご意見番として建設的な発言をいただいている方です。 

 ９番目の方が、現在も委員として活動していただいており、また、幼稚園等での読み

聞かせなど、いろいろな活動をされています。 

 １０番目の方は、今回、新たに応募いただいております。現在は佐賀市報の街かどレ

ポーターなどをされておられます。 

 以上が団体推薦５名、公募による選考５名。男女は男性が４名、女性６名。新任の方、

再任の方５名ずつの構成となっております。任期は２３年１２月１日から２５年の１１

月３０日まででございます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 説明がございましたが、どうでしょうか。質問なり意見なりありましたらおねがいし

ます。 

 

（Ａ委員） 

 図書館協議会というのがどういった活動をされているのかお伺いします。 

 

（図書館長） 

 図書館法で地方公共団体に図書館協議会を置くことができるという法律がありまし

て、それに基づいて佐賀市の図書館条例で図書館協議会を設置しております。 

 業務としては、館長がこの協議会に諮問をすることができるとか、反対に協議会から

意見を述べることができるとかなっていますが、今の現状では、例えば、２月ごろ、新

年度の事業の計画なり、そういう報告をして意見を聞いたり、また、５月ごろは決算が

出たのを反対に事業報告等をして、その年度の意見などを聞いております。そういうこ

とで年に２回か３回、協議会を開催しています。 

 

（Ａ委員） 

 いろんな行事などにも参加されたりしているんですか。 

 

（図書館長） 

 ほとんど事業には参加されておりませんが、委員さんの中にはいろんなボランティア

活動に入ったりしておられる方もいます。 
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（委員長） 

 この佐賀市立の図書館をこういうふうに持っていきたいとか、そういう意見も出るん

ですか。 

 

（図書館長） 

 例えば、ことしの４月から東与賀文化ホールを指定管理者から直営に戻しましたけ

ど、そういうときは反対に協議会から意見をいただいたりしております。 

 

（委員長） 

 そうですか。 

 何か、ほかございますか。 

 

（Ｂ委員） 

 任期は２年となっておりますけれども、再任される方は最高何年までできるとかある

のでしょうか。 

 

（図書館長） 

 最高何年というのはありませんが、２年前から再任された方が、何名かいらっしゃい

ます。 

 

（図書館庶務係主任） 

 今回再任された方は５名です。平成１９年からしている方が１名だけいらっしゃいま

す。 

 

（委員長） 

 何回も再任することは可能ということですか。 

 

（図書館庶務係主任） 

 はい、法律的には問題ございませんが、実際に今の委員さんの中では平成１９年から

なっていただいている方が一番長いです。 

 

（委員長） 

 協議会委員のことについて何かございませんか。協議会委員のこの名簿についてでは

ないのですが、図書館に佐賀県の歴史とか、そういう郷土コーナーというのがあります

か。葉隠とか七賢人とか、そういうコーナーを市立図書館にきちっと設置していただけ

るといいなと思います。 

 

（図書館長） 

 例えば、昨年なんかは葉隠コーナーとか、また、１２月からＮＨＫで放送された「坂

の上の雲」なんかの特集本をそこに集めたりして、コーナーは設けております。 

 

（委員長） 

佐賀県の郷土性といいますか、歴史性といいますか、そういうものを佐賀市の図書館

でも強調していただくといいなと思います。鹿児島では、結構郷土コーナーは力を入れ

ていますよね。もちろん西郷隆盛とか、そういう明治維新のころのことあるからかもわ

かりませんが、佐賀市でもそういうような郷土性をぜひだしていただければいいなと思

いました。 
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（図書館長） 

 市立図書館が平成８年の開館で、歴史が短いので、いろいろ寄附なんかしていただい

て、そういう郷土の資料についても現在収集はしているところです。 

 

（委員長） 

 第２１号議案についてはご意見はほかにございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、原案どおり承認といたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（委員長） 

 続きまして、日程５の報告事項に入ります。 

 まず、「１１月の補正予算について」、説明を各課からお願いします。 

 

（教育総務課副課長） 

 教育総務課でございます。３４ページをお開きください。 

 一番上でございますが、歳入はございません。歳出のほうをごらんください。ここは

すべて人件費の補正でございまして、この補正については人事院勧告、あと１０月１日

付で人事異動がございました、それに伴う増減、及び子ども手当の支給についてが改正

になっておりまして、新しくなりました額での手当等の変更がございました。それに伴

う補正でございます。 

 以上です。 

 

（学事課長） 

 続きまして、学事課から説明させていただきます。 

 教育用情報機器整備に関しまして、小学校費で３７６万５，０００円、中学校費で 

１３３万１，０００円の減額を補正計上しております。これはことし９月に小学校７校、

それから、中学校２校のパソコン教室のパソコン等情報機器をリースによって更新いた

しましたけれども、その入札残を減額するものでございます。 

 それから、中学校給食センター運営費に関しまして、１，９４０万円の減額を補正計

上しております。内訳は記載のとおりでございます。これにつきましては、センターの

運営経費のうち燃料費、電気料、上下水道料について、昨年９月の稼働以降１年間の実

績から今年度末までの経費を見込みましたところ、予算残が多く見込まれることから、

今回減額補正をお願いするものでございます。また、手数料につきましては配送用トラ

ック１０台分の車検手数料を当初予算に計上しておりましたけれども、トラックが購入

後２年目で車検は必要ないということから、その分の減額補正をお願いするものであり

ます。一覧のほうに不用額と記載しておりますけれども、不用となる見込みで今回減額

する補正額であります。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 こども課、お願いします。 

 

（こども課長） 

 歳出です。保育所入所事務経費１８０万円です。保育料につきましては、公立も私立

も同様に保護者の前年度所得税に応じて算定します。平成２３年から１６歳未満の年少

扶養控除の廃止とか特定扶養控除の一部廃止に伴いまして、保育料を算出しますシステ

ムの改修をしてまいります。その改修の委託料であります。 
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 次の事務管理経費１，４００万円でありますけれども、これにつきましては、国県補

助金、交付金の返還金であります。特に主なものとしまして、先日の教育委員勉強会の

中で報告しましたように、国の会計検査で指摘がありまして、東与賀児童館と久保田児

童センターの嘱託職員２名分の人件費に相当する補助金４８０万円を返還するものが

１つあります。また、病児病後児保育に対する佐賀県保育対策等促進事業補助金、ある

いは放課後児童クラブに対する県補助金であります佐賀県放課後子どもプラン推進事

業補助金、あるいはまたファミリーサポートセンター等に対する補助金、次世代育成支

援対策交付金につきまして、事業見込みで補助申請をしていましたけれども、平成２２

年度末の事業確定に伴いまして、補助金、交付金の返還が生じております。 

 次は助産施設収容措置費２２０万円であります。児童福祉法２２条に基づきまして、

経済的理由で入院助産を受けられない妊産婦から申し込みがあれば、市が委託した助産

施設への措置をしなければなりません。今年度は分娩介助料の１人当たりの単価が引き

上げになったこと、あるいはまた普通分娩の１人当たりの平均措置日数がふえたことに

よりまして、助産施設への措置委託料の補正が生じております。 

 続きまして、４つの公立保育所の管理運営費１，４００万円の補正であります。これ

につきましては入所児童の増加、特にゼロ歳から２歳児につきましては、延べ３４１名

の児童を受け入れたことにより臨時の保育士の新たな配置８名分の賃金が生じており

ます。また、嘱託の看護師１名の報酬につきましても、この受け入れに伴って補正を生

じております。 

 また、公立保育所の管理運営費の中でも欠員等代替職員分の７１万円ですが、これは

保育士１名の病休が生じたことによります代替保育士の賃金であります。 

 次に、障がい児保育２２０万円につきましては、障がいのある児童の保障の程度に応

じまして臨時職員４名を配置しておりましたが、子どもの安全の確保のために、さらに

パート職員３名を配置する必要が生じましたことによる賃金の補正であります。 

 以上であります。 

 

（委員長） 

 次は、社会教育部の社会教育課、おねがいします。 

 

（社会教育課社会教育係長） 

 コミュニティ助成事業の補助金といたしまして歳入歳出１８０万円を計上しており

ます。コミュニティ助成につきましては、宝くじの社会貢献広報事業として、集会施設

やコミュニティ活動備品の整備等を行い、地域のコミュニティ活動の充実強化を図るこ

とを目的としたものです。 

 今回、補正をお願いいたしましたのは、鍋島一丁目自治会からの申請分であり、一般

コミュニティ助成事業として、テーブル、いす、もちつき用具、テントなどを購入する

ものです。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 各課から説明がありました。何かご質問ありませんか。 

 コンピューターのリースは年度ごと何台ずつという風にローテーションを組んで変

えていくということになっているのですよね。 

 

（学事課長） 

 パソコン教室のコンピューターの更新につきましては、購入している分と、それと、

リースで対応している分があります。購入のほうが割合的には多いですけれども、購入

の分でも年限的に古くなりますと更新をしていきます。リースにつきましては、基本的

に５年ですけれども、５年のリース期間が終了したら更新をするというかたちになりま
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す。ただし、その年度で国の補助金があるとか、そういった場合はリースでなくて購入

する場合もあり、その年度の状況によって対応するということになります。 

 

（委員長） 

 ほか何かございますか。 

 こども課の障がい児の保育についてですが、今、保育所等には全部で何人障がい児は

おられますか。 

 

（こども課長） 

 今、４公立保育所で、フルタイムの臨時職員とパート職員を配置して対応している子

どもさんは２０名います。 

 

（委員長） 

 それは年齢的にもばらつきがありますか。 

 

（こども課長） 

 ゼロ歳児さんから５歳児さんまでおられます。全部で２０名で、各年齢ごとにいらっ

しゃいます。ゼロ歳児さんは１名、２歳児さんが５名、３歳児さんがまた５名。４歳児

さんが５名、５歳児さんが４名入所されています。 

 

（委員長） 

 この保育から、今度、学校教育に移っていきますよね。そのときの就学指導とかにつ

いても、この子どもたちはちゃんと支援が継続的にされているわけですよね。 

 

（こども課長） 

 うちの指導主事と嘱託の職員２名を配置していますので、就学相談を含めたところで

学校教育課と連携しながら、その辺は十分対応させていただいております。 

 

（委員長） 

 ほか何かございませんか。 

 

（Ｃ委員） 

 若葉保育所はどれくらいキャパシティーがふえているのですか。 

 

（こども課長） 

 定員としては１２０名ですが、キャパとしては今１５０名までのキャパにはなりま

す。ただ、当然、最初から１５０丸々入れると、人員配置も含めて新たに必要なもので

すから、当面はまだ１５０名までということにはしておりません。一応目いっぱい入る

んだったら１５０名までです。 

 

（委員長） 

 例えば、新しくなったときに、途中で保育所にお願いするということで待機児童がど

うしてもあるじゃないですか。そういう対応ができるようなシステムにできればいいな

というふうに思います。１２０が１５０まであるので、その３０ぐらいで、対応ができ

る状況にありますか。 

 

（こども課長） 

 今、来年度４月からの入所事務をやっておりますが、基本的には来年度いっぱいで入

所を予定されている方もすべて入所受け付けをします。それで年度当初、予定者も含め
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て、ある程度入所を張りつけをします。ここ四、五年の中で年度当初は何とか張りつけ

ができています。年度途中の受け入れをするために、まずは私立の認可の方にお願いを

して、極力公立の分は基本的に１００から１０５ぐらいの入所率で抑えておいて、年度

途中で１１０、１１５まで持っていくという形にはしております。 

 ただ、それでもご存じのように、待機は年度途中は出ています。今でも１１月段階で

おそらく６０ぐらいの待機は生じています。 

 

（委員長） 

 この補正予算についてはよろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、承認といたします。 

 次に、「佐賀市立母子自立支援施設「高木園」及び松梅児童館の指定管理者の指定に

ついて」、こども課から説明をお願いします。 

 

（こども課長） 

 ３５ページ、３６ページをお願いします。 

 佐賀市立母子支援施設「高木園」及び松梅児童館の指定管理者の指定であります。 

 ６月の教育委員会の中でも報告いたしましたように、高木園及び松梅児童館につきま

しては、社会福祉法人の佐賀市社会福祉協議会が今年度末まで指定管理者として指定を

受けておりまして、来年度からの新たな指定管理者を選考する必要があります。 

 １１月議会において、高木園及び松梅児童館の、来年度以降の指定管理者につきまし

ては、現在同様、社会福祉法人の佐賀市社会福祉協議会を指定管理者とする議案を提案

したいと思っております。 

 まず、高木園の選考につきましては、公募型プロポーザルによる選考を行いました。

結果として、佐賀市社協以外の応募がなく、選定の審査委員会の中でも佐賀市社協から

の提案内容の審査をした結果、施設の設置目的を深く理解した上での効率的な運営が可

能という判断をいただきました。 

 また、松梅児童館の選考につきましては、公募ではなくて、引き続いて随契で佐賀市

社協を指定管理者としております。理由としましては、大和町の松梅地区に保育所とか

幼稚園がなく、地元の要望によりまして平成４１年度に保育所型の松梅児童館が開館を

しておりまして、地元の要望により、保育所、児童クラブ、児童館という３つの機能を

果たしております。 

 平成１８年の指定管理につきましても、佐賀市社協さんが引き続き運営をされており

まして、社協さんのほうが松梅地区のニーズを十分把握されて、それに対応した運営ノ

ウハウを十分に長年にわたって培っておられるというところであります。あるいはま

た、地域の方との信頼関係も十分にできて、それに伴う地域との連携事業も期待できる

というところから、選定の理由としております。 

 以上、指定管理の報告ございます。 

 

（委員長） 

 説明がありました。何か質問ありませんか。 

 

（Ａ委員） 

 選定された団体の点数ということで５００点満点中３９４点となっていますが、それ

は内容的に、具体的にはどの辺がよいとか、何がもう少し不足しているみたいなことが

わかりますでしょうか。 

 

（こども課長） 

 審査項目としては、施設面、人事面、社協さんの今の財政状況とか、また、将来のビ
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ジョンという、大きなところで項目を選定しています。全体的には平均してこれが悪い

というのはなくて、前回から５人の審査委員がおられますが、その内２名が前の審査の

時にも入られていて、そのとき課題点を指摘をされたのを覚えられていまして、特に今

回は施設の面、例えば、おふろの関係が大浴場からユニットバスの家庭用になったとか、

あるいはまた、相談体制も十分にとられるようになったとか、あるいはまた、中庭の畑

を利用して結構子どもたちの交流ができるようになったとか、そういう面で、前回と比

べたらかなり改善点が見られましたねと、お褒めをいただいた分は特にありました。そ

れを受けて全体的には平均以上のこういう点数になったのかなと思っています。 

 

（Ｄ委員） 

 指定管理者になられて何年ぐらいになるんですか。 

 

（こども課長） 

 高木園につきましては、前々回からですので、３年、３年で、６年であり、３回目の

更新だと思っております。 

 

（Ｄ委員） 

 ６年以上ということですね。 

 

（こども課長） 

 あと児童館につきましては、基本的には開園当初からかかわれているんですけど、指

定管理としては平成１８年から指定を受けられております。 

 

（Ｄ委員） 

 高木園もいろんなノウハウをご存じかと思います。私も訪問したことがありまして、

いろいろ案内していただいきましたが、職員の方も設備面もきちんとされておりました

ので、私も安心できるかなと思った次第です。 

 

（委員長） 

 現在、高木園を利用されている母子家庭というのは何世帯ですか。 

 

（こども課長） 

 今、定員２０世帯で一応１９世帯です。 

 

（Ａ委員） 

 １つ質問ですが、ＤＶなどで逃げてこられた方を受け入れるということがあると思い

ますが、対外的に高木園ということで母子生活支援施設ということで名前を出してい

て、それが不都合になったりとか、追及して、施設にストーカーが来たりとか、何かそ

ういう安全面の管理体制での問題点とか、逆に何か配慮してほしい部分とか、高木園さ

んの要望などはありませんかね。 

 

（こども課長） 

 ＤＶ関係者につきましては、確かに一時保護をする可能性もありますし、基本的には

ＤＶ関係の被害者を高木園に入れていること自体、基本的には公表をしていない状態で

す。ただ、やはり危険性があることにつきましては、一時保護をして、１週間、２週間

ですぐに、極端な例は翌日にでもほかの県外措置をするというのが大前提でありますの

で、そこら辺の危険性については、極力そのように配慮しているつもりであります。 
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（Ａ委員） 

 何か安全管理面で何かご要望があれば、逆にお伺いしておいたほうがいいのかなと思

いました。ここではまだ聞いていないですけど、徘回されるとか、電話をどんどんかけ

るとか、ほかではそういうのがありますから。 

 

（委員長） 

 ほかに何かありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、これも承認とします。 

 次は、佐賀市文化振興基本計画についての中間報告を文化振興課からお願いします。 

 

（文化振興課文化振興係主査） 

 佐賀市の文化振興基本計画を策定するために、現在、有識者などで構成する策定委員

会で協議をしていただいております。 

 策定している計画に対しましては、市民の皆さんからご意見を伺うパブリックコメン

トが来月の下旬からできますように、明後日の策定委員会第５回でございますが、案を

詰めていただく予定でございます。 

 具体的な内容につきましては、明後日の策定委員会のご意見などを整理いたしまし

て、来月１２月の教育委員会の勉強会のときにお示ししていく予定でございますが、こ

れまでの取り組み状況や今後の予定等につきまして、簡単にご報告をさせていただきた

いと思います。 

 資料３７ページをごらんください。 

 この計画は平成２２年度、２３年度の２カ年で策定いたします。ここには記載してお

りませんけれども、昨年度はアンケートなど市民の意見を調査しまして策定委員会を３

回ほど実施いたしております。 

 上のほうに本年度の実施した取り組みを記載しております。これまで４回の策定委員

会を初め、文化財あるいは文化芸術に分かれて分科会などを行っていただいておりま

す。 

 策定委員会では計画の構成や事業方針など議論していただいておりますけれども、今

後また重点的に取り組むような議論も整理いたしまして、来月お示ししていきたいと思

っています。 

 下のほうに今後の予定を記載しておりますが、本日の報告の後、明後日の第５回の策

定委員会などをいたしまして、来月の１２月、パブリックコメントの実施に向けて来月

の勉強会にお示ししていきたいと思います。 

 その後、議会の中でも報告をいたしまして、１２月２７日から１カ月間、パブリック

コメントを実施しまして、その意見を整理しまして、来年２月にはその計画案を提示し

ていきたいと思っております。この案につきましては、３８ページのほうから記載して

おりますが、主に人づくりの視点、まちづくりの視点ということでこの文化振興を進め

ていきたいと思っております。 

 ４２ページに計画の構成ということで、あらかたの体系図を示しております。基本理

念といたしましては、「豊かな人間性を育み、創造力あふれる佐賀文化の振興」という

ことで、それを実現するためにさまざまな取り組みをしていきたいと思っているところ

です。 

 簡単ではございますが、以上で報告といたします。 

 

（委員長） 

 中間報告がありました。１２月の勉強会に詳しく報告するということですが、何か今

の時点でご質問ありますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 では、承認ということにいたします。 

 その他ですが、鹿児島市にて開催されました平成２３年度の市町村教育委員会研修協

議会の報告をＡ委員さんとＣ委員さんにしていただきます。Ａ委員からどうぞお願いし

ます。 

 

（Ａ委員） 

 私は、１１月１日と２日にＣ委員と一緒に出席してまいりました。 

 １日目が行政説明と基調講演でして、行政説明は今まで聞いたような内容が説明され

たという感じだったんですが、基調講演のほうは鹿児島大教育学部教授の大坪治彦先生

でしたが、「これからの教員養成と現職教員研修」ということでお話をいただきました。 

 今の世の中の一般の会社と同じで団塊の世代の大量退職と、それまでかなり長い間、

雇い控えをしていたので、中堅がいないＭ字カーブになっていると。教育の技術の承継

が必要であるということで、よく言われることでＩＴ化とか、そういうことでの技術の

承継も一つの手段であるということでした。 

 あとは教員養成の大学院創設というのをいろいろ検討されていまして、教職の資格を

取るために大学院を出るのを必須にしようというような案もあるそうですが、そこはか

なり慎重にすべきで、大学院を出ないとだめというふうにするのはかなり危険だからや

めたほうがいいんじゃないかと思います。法科大学院を出ても、司法試験に受からない、

また、受かっても採用がないということで、貴重な社会資源の人たちがそれなりの大学

を出て優秀なのに、行き場がなくて滞留してしまうというような事態になると、本人に

とっても不幸だし、親にとっても不幸だし、社会にとっても不幸だなと思います。だか

ら、そこは採用してから育成するという、何かそういうふうにしたほうがいいんじゃな

いかなと聞きながら感じました。それは大坪先生もどういう方法がいいかというのはま

だこれから慎重に検討しないといけないとおっしゃっていたので、法科大学院も恐らく

文部科学省の所管だからですね、同じような間違いはしないと信じたいなというところ

でした。 

 ２日目はパネルディスカッションと第１分科会で、パネルディスカッションのほうは

学校を活性化する教育委員会の役割についてということで、自宅学習をしない中学生の

割合が依然として高いと。上手な勉強の仕方がわからないというアンケート結果もすご

く多いと。特に中１ですね。もっと勉強しておけばよかったという意見が小５、小６、

中１と、このぐらいの年代でもっと勉強しておけばよかったという意見が出るというこ

とは、それまでに小３、小４ぐらいでしっかり勉強というものを学ばせていかないとい

けないんだなということを統計の資料を見ながら思いました。そのようなディスカッシ

ョンがされていました。 

 あと教師自身が学び続けないと、教員という仕事はなかなか続けられないと。子ども

の力を高める施策と、その中で教員の力も高めるという、両方できるような施策の工夫

が必要だ。教育委員会としては、学校へのサポートをして情報提供を行い、頑張ってい

る先生や校長先生のはしごを外さないようにしようということでした。 

 第１分科会のほうは学力向上に向けた学校と家庭の連携についてということで、お話

を聞いていました。鹿児島ということで、五重教育というのが伝統的にあるそうで、年

齢が上の者が下の子どもを教えるという、中での縦割り教育みたいなのがあるそうで

す。そういう伝統を受け継ぎながら、その中での教育システム、家庭との連携もあわせ

て、それを参考にしながらやっていますということでした。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 では、Ｃ委員さん。 
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（Ｃ委員） 

 まことに貴重な機会を与えていただいて本当に感謝いたしております。２日間いろい

ろな切り口でお話を聞かせてもらいました。 

 重複する部分もありますが、資料用意しています。さきほどの基調講演の鹿児島大学

の大坪教授の話ですけど、これからの教員養成ということで、非常に今、教員の年齢構

成というのがいびつな形になっていて、団塊の世代が大量にやめられた後に、若い方の

大量採用ということで３０代の教員が極端に不足していて、経験のリレーができないと

いうことが非常に懸念されているということで、教員養成という側面では難しいという

ことでした。 

 それと、意外だったのが、２０００年以降で教員になられる新規採用という方の、教

員養成の学部じゃない比率が高いそうなんですね。普通の一般学部から入られる方の比

率がオーバーしているということを聞いて、そうなのかと思いました。 

 さっき法科大学院の話を例にされていましたが、要はもっと教員の方たちが修士レベ

ルまで到達しておくのが理想ということで、そういうことから４年制大学にあとプラス

して２年ぐらいはするべきではないだろうかということが中教審の考えだということ

だそうです。今のシステムでは不十分ではないかということで、４年制の教育学部を卒

業した時点では、自動車免許でいうと仮免程度ということで、本免取るためにあと２年

ぐらいが必要じゃないかというふうな考えが中央の方で出ているということだそうで

す。ほかにいろいろな教科の専門のみでなくて、生徒指導や学校経営に対するいろんな

専門免許というか、そういうところまで養成していかなくちゃいけないということでし

た。最後の締めでは、かつての先生方は地域の中で非常に尊敬されていて、若くても尊

敬されることによって自分自身で努力していって、自分自身を高めてこられたという経

緯があるんですけど、現在、それが失われているので、もっと地域の中で先生たちを育

てるシステムを教育委員会がサポートしていくべきだろうというふうなことで話を締

められていました。 

 それから、パネルディスカッションは総合センター所長さんと学校の校長先生と教育

長さんと文科省の方ということで４人、テーマは学校を活性化する教育委員会の役割に

ついてという１つのテーマだったんですが、みんなそれぞれの立場で話されていて、全

然整合性がないような話だったんですけれども、やっぱり一番私たちに身近だったの

は、志布志町の教育長さんのお話でした。 

 こちらは５名の教育委員さんが一緒にまとまって行動されていて、人口が３万という

小さな町ですから、佐賀市と同列に比較するのは難しいかと思うんですけれども、非常

に教育委員さん５人で各学校に朝からあいさつ運動に行って、その後、校長先生とお話

をされたり、定例教育委員会のときも委員の人が全部発言するだけじゃなくて、参加さ

れている部課長さんたちも全員発言をしてもらうとか、定例教育委員会の終わった後は

一緒に、うちで言う勉強会のような形でフリートーキングをして、その後、さらに食事

に行ってコミュニケーションをとるとか、非常に情報の共有化とコミュニケーションを

重視された教育委員会の経営をされていらっしゃるということで参考になりました。 

 翌日の分科会で私のほうは福島委員と違って、「保護者や地域による学校の支援体制

づくりについて」というテーマだったんですけれども、これは指宿といちき串木野市の

両方の社会教育課からご説明がありました。指宿のほうは地域コーディネーターという

のを設置していて、学校の要望にかなういわゆる地域ボランティアを指宿市内から集め

て、その地域コーディネーターという方が一種の人材バンクのようなものをいろいろ調

整して、各学校の必要とする人材を振り分けるというようなシステムをとられていまし

た。 

 いちき串木野市は、個人でも１３７名のボランティアの方もおられるんですけれど

も、自分のできるレベルを５段階にして、自分が行けるときに行く、暇なときに行ける、

何曜日だったら行けるというふうな形で１３７人を登録してもらって、その方たちに学

校のボランティアをしてもらう。それから、企業ボランティアというのが４２社もいら
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っしゃって、それがすごいなと思ったんですけれども、ある建設会社の人がリーダーに

なって、例えば、学校のプールの補修なり、遊具の塗りかえとかを企業がボランティア

としてやっていただいている、そういう地域ぐるみの活動を、佐賀で言えば、現在、佐

賀のまなざし運動をやっていますけれども、それをもっと形のある現化できているよう

なところだと思いました。 

 鹿児島というところは意外と小さい市町村が多くて、離島も多いということで、すべ

てが佐賀に取り入れられるとは思わないんですけれども、非常に教育熱心な県で、地域

が学校を支えているという印象を持たせてもらいました。 

 なかなかまとめるのは難しかったですけれども、非常にいい勉強をさせていただきま

して、ありがとうございました。 

 

（委員長） 

 報告ありがとうございました。 

 ほかに何か補足はありますか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、きょうの予定の議題はこれで終わりにいたします。これをもちまして１１月の

定例の教育委員会は閉会します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


