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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 定刻になりましたので、佐賀市教育委員会２月定例会を始めたいと思います。 

 本日、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。日程につきましては、お手元にお配りしているとおりでございます。 

 

日程２ 会議録の承認 

 

（委員長） 

 まず最初に、日程２の会議録の報告を求めます。 

 

（教育総務課副課長） 

 １月２４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、２月２４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） 

 目を通していただきまして、何か修正なり意見なりあればお願いします。 

    〔「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） 

 続きまして、日程３、教育長の報告を求めます。 

 

（教育長） 

 それでは、レジュメに従いまして報告いたします。 

 まず、１点目が佐賀市町教育長会連合会の臨時教育長会が急遽ございました。その中

で、大きく３点、話がございました。 

 １つ目の事務所の再編統合についてです。資料１の３になります。現在まで５つの事

務所がございましたが、来年度１０月から２事務所、１支所ということで再編になりま

す。事務所が２つになってしまうものですから、非常に広いエリアでの教育長会等が開

催されることになると思います。ただ、この再編の理由としましては、ＩＣＴ利活用関

係の専門のスタッフも入れながら学校支援をしていくということで、よりきめ細かい指

導、質の向上を図るために、この再編を行うと聞いております。 

 ２つ目がＩＣＴ利活用教育の推進についてですが、資料２のほうにつけております。

１つは、義務教育におけるＩＣＴ機器の整備に係る経費の負担というのが、地財計画な

どに基づいて交付税で措置されていますので、これをぜひ活用してくれということでご

ざいました。きのう、文部科学省の方がお見えになりまして話をしましたが、このこと

もおっしゃっておられました。いずれにしても、ＩＣＴ利活用について各市町で、積極

的に進めてくれという要請でございました。 

 ただ、機器等の購入については、できるだけ安価になるようにしたいということでご

ざいましたので、必要なときには、県のほうとの共同調達というようにしていく必要が

あるのかなという思いがしております。 

 それから、先ほど申し上げましたように、各教育事務所にＩＣＴ担当の指導主事を配

置し、さらに、指導主事のもとにＩＣＴ支援員を配置をするということで、県のほうは、

ＩＣＴ利活用について強く進めていく方針のようです。 

 ３つ目の土曜日等を活用した教育活動につきましては、資料３のほうに掲載しており
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ます。確かな学力が身につくように土曜日を活用しますということで、目標が掲げられ

ておりまして、平成２４年度には１０市町にぜひしてもらいたいということです。１０

市町といっても１つの市で全校が行うというのではなく、いわゆるパイロット校を決め

てやってほしいという県の願いがありますが、これはなかなか教育長会の中でも難航し

ております。そういうことでお知りおきいただきたいと思います。 

 ２点目は、平成２３年度の佐賀市市民総参加子ども育成運動推進委員会合同分科会が

行われました。 

 これまで全体会と分科会は別に行われていましたが、今度は分科会が一緒に集まって

合同でやりました。そのために相互に横の取り組み状況というのがよくわかりました。 

 そこの中で、学校等分科会から「子どもを地域全体ではぐくんでいただいて、その成

果があらわれてきております。感謝をいたします、ぜひこれを継続して取り組んでいた

だきたい」という学校分科会からのメッセージがございました。 

 この「子どもへのまなざし運動」につきましては、『教育ジャーナル』の２０１２年

３月号の１１ページに掲載されております。委員さん方のお手元にも、この雑誌が届い

ているかと思いますので、ぜひ、ごらんいただきたいと思います。 

 ３点目は、「栄養教諭を中核とした食育推進事業」の実践発表会がございました。こ

れは、文部科学省の委託を受けて行ったものでございますが、まなざしまなざしまなざしまなざしをもじって、“食

をまなまなまなまなび ざざざざいさんとする ししししんしんともに健康な子どもの育成”ということで、研究

の実践発表会がございました。 

 テーマ１が「分かる授業」、つまり、教科を通して食について学ばせること、テーマ

２が「楽しい給食」ということで、給食の時間の充実、テーマ３が「みんなで食育」と

いうことで、家庭や地域に広げるという視点、という３つのテーマを持って実践発表会

がございました。 

 ４点目は、佐賀市校区対抗駅伝大会が行われました。これは毎年ながら非常に盛り上

がった大会でございましたが、聞くところでは人数がそろわずに欠場した校区があった

ということで、そろそろそういう校区が出始めてくるのではないかなと思いますので、

ここら辺への工夫も今後必要になるのかもしれないと思いました。 

 ５点目は、佐賀市人権・同和教育研究大会がありました。 

 各学校の実践事例発表ということで、討議の柱を３点書いておりますが、この３点か

ら各学校での実践が発表されて、協議が進められました。 

 ６点目は、佐賀県ＩＣＴ利活用教育推進協議会が２月１６日に行われました。これに

つきましては、資料４として、文字が小さいですが掲載しております。佐賀県総合計画

２０１１への反映ということで、今後の計画がなされておりますので、これも後もって

ごらんいただきたいと思っております。 

 以上、簡単ですが、報告といたします。 

 

（委員長） 

 今の報告に何かご質問なり、ご確認なりあればおねがいします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、教育長の報告を終わりたいと思います。 

 教育長は今から人事の会議があるそうですので、退席いたします。 

 続いて審議をしたいと思いますが、きょうは議会の勉強会があっておりまして、担当

課がまだ戻ってきておりませんので、日程を変更して、日程５の報告事項から進めたい

と思います。 

 

日程５ 報告事項 

 

（委員長） 

 報告事項の第１番目、「佐賀市立松梅小学校・松梅中学校の小中一貫校開校について」、
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担当から説明をお願いします。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 それでは、資料の１８ページからお願いいたします。 

 「佐賀市立松梅小学校・松梅中学校の小中一貫校開校について」ということで提出し

ております。 

 佐賀市立松梅小・中学校につきましては、「佐賀市立小・中学校施設のあり方検討委

員会」の中で小中一貫校を目指すということにしておりました。佐賀市の方針としては、

「平成２５年度までに校舎隣接型小中一貫校とする」としておりましたが、地域の協力、

それから学校の努力がありまして、準備が整いました。１年前倒しで、平成２４年４月

１日から一貫校としたいと考えております。 

 この一貫校につきましては、芙蓉校、北山校、思斉館に続きまして４校目ということ

になります。 

 学校名は「佐賀市立小中一貫校松梅校」、それぞれ小学部、中学部というような言い

方になります。ただ、法規上は「佐賀市立松梅小学校」、「佐賀市立松梅中学校」という

のは、従来のまま残っていきます。ですから、佐賀市教委と学校間のやりとり等は小中

一貫校ということで使っていきたいと思いますが、県への提出文書などは従来どおりと

いう形になります。 

 一貫校におきます学校目標は、『ふるさと松梅を担う心身共に調和のとれた子どもの

育成』ということを掲げられております。 

 ９年間の教育システムは「４－２－３制」ということで、小学校１年から小学校４年

までを前期ということで基礎基本的な内容の充実を図っていくと。小５、小６を中期と

して、倫理的思考力を養う期間と。それから、７年生から９年生までを後期といたしま

して、個性の伸長を図る期間というふうに位置づけられております。 

 管理職等の配置につきましては、現体制どおり、校長、教頭は小中学校それぞれに配

置をしていくと、教務主任についても小中それぞれを担当していくということにしてお

ります。 

 その他の学校運営につきましては、学校予算は従来どおり小学校費、中学校費という

事務処理を行います。ただし、一貫校としての必要がある場合は、小中間で調整を行っ

て、効率的な運用をしていきたいと思っております。 

 教育課程は小中合同で作成をしていくことになっていると思います。学校のホームペ

ージ、現在それぞれございますが、統一の方向で学校のほうで検討していくことになっ

ております。 

 今後のスケジュールですが、４月６日に始業式が行われます。４月１０日に入学式と

あわせまして一貫校の開校式を企画されております。 

 １０月中旬に佐賀市小中一貫教育フォーラムを開催する予定でございます。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 説明がありました。何かご質問ありますでしょうか。 

 

（Ａ委員） 

 保護者さんからの理解というのは十分得られたのでしょうか。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 松梅地区の場合、松梅の教育を考える会の中に育友会の歴代会長さんに何人も入って

いただいたり、地区の自治会長さんに入っていただいたりということで、早い段階から

小中一貫校というのを意識されながらの議論が続きました。もともと隣同士にあって行

き来も多い学校でもありましたので、それほど抵抗なく前向きにとらえていただいた結
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果が、こういった形で１年早くなったと思っています。 

 

（Ａ委員） 

 あそこは非常に団結力があるというのを私も感じておりました。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 そうですね、地域性として、団結力があるし、教育熱心というところもあります。 

 

（委員長） 

 一貫校になれば、教師の交流が従来よりも多くなるのではないかと思います。小学校

の先生が中学校に出向くし、中学校の先生が小学校に出向いていって授業をする、その

辺りのことは、これから検討していくのでしょうか。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 これから具体的に検討していくことではありますが、３番目の表をご覧ください。前

期、中期、後期の下のほうに、小学校までは学級担任制という書き方をしております。

中学校は当然教科担任制ですが、教科担任制の部分を小学校３年生まで延ばしてあるよ

うに、中学校の先生がそういうところまで入っていこうという意図は当然持っておりま

すので、これから、より活発になると思います。 

 

（委員長） 

 垣根が低くなって、お互いに子どもを中心にディスカッションができたり、指導がで

きればいいなと思います。 

 それから、佐賀市教育委員会の取り組み方として、ここに芙蓉校は４－２－３制とあ

り、これに松梅が入るわけですよね。それから、北山校と思斉館は４－３－２制をとっ

ておりますが、それぞれメリット、デメリットがあるかと思いますので、そこら辺の検

証をこれから続けていただきたいと思いますね。 

 小中ギャップの問題とか、英語が小学校から指導が始まるようになったことによる問

題とか、算数が小学校の４年生ぐらいから難しくなるので、中学のほうが見通した指導

をするために、小学校と中学校と連携するにはどうするのがいいのかなどですね、一貫

校の教育の連続性を検討する際に、どういったやり方がいいのか、検証を行っていただ

きたいと思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

 

（Ｂ委員） 

 教育の方針というのは現場のほうに任せられるわけですか。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 基本的には、学校の実情等を考慮して検討しています。例えば、芙蓉校や、今回の松

梅については少人数の学校なので、中１ギャップというのも余り問題ないようなところ

もございますので、節目の中で対応していくように考えています。乗り入れ授業をやっ

ていく中で、そういう教科の問題に対応していくという形でもいいのではないかと思っ

ております。 

 思斉館みたいな大きい学校になると、４－３－２制をとって、中期を小学校５、６年

生と中学校１年生という形にして、早いうちから中１ギャップに対応するような形をと

っていくというのは、方法としてはあるのではないかと思います。結果として、思斉館

については不登校が減ったというお話を聞いていますので、それぞれの学校の実情に応

じて、校長先生方が判断するのが一番だと思います。 

 

（委員長） 
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 私はやはり、子どもの心の問題と学力もだと思います。連携校にすると、子どもの学

力は上がるというのを大きなテーマとしていますから、そこら辺のことも踏み込んで検

証していただけるとうれしいなと思っております。ぜひよろしくお願いしておきます。 

 

（Ｂ委員） 

 もう１点、北山校と芙蓉校は校長先生お１人ですよね。これはつまり一体型、隣接型

によって、という考えでされていらっしゃるんですか。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 芙蓉校と北山校については、もともと一体でやろうということで職員室も同じような

つくりで、１つの職員室から学校全体が見渡せるような位置関係にあって、施設の管理

上も問題はないというのがあります。松梅の場合は東西に細長い敷地で、全体を見渡せ

ないという管理上の問題があるというのが一番大きな問題だと思います。それと１カ所

に常時集まる職員室をつくれるだけの部屋が、規模的になかったというのもあります。 

 意思決定の上では、最終判断のトップは１人というのがいいのかなとも思いますの

で、松梅あたりは１人でも運営できるのではないかとは思います。ただ、思斉になると

やはり２人必要かなと思います。 

 

（Ｂ委員） 

 教育方針等で、２人いたときに整合性がとれるのかという疑問はありますね。 

 

（委員長） 

 確かに私が個人的に知っている校長先生からは、「校長が２人いるとやりにくい」と

いう意見をやはり聞きますね。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 校長先生を１人にして、クラス担任とか普通の教科の先生をふやしたほうが現場のメ

リットもあるというのもありますので、今後、松梅については、そういったところは検

討の余地があるかもしれません。 

 

（委員長） 

 ほかございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、このことについては、進めていただきたいと思います。 

 続きまして、「３月補正予算について」、説明をおねがいします。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 ３月補正予算については、１９ページから２１ページです。 

 これは教育委員会すべての課から提出した３月の補正予算でございまして、決算見込

みによる不用額、継続費ということでの予算の組み替えをしたものの減額ということに

なっておりますので、１件１件の各課からの説明は省略させていただいて、この資料を

ごらんいただくという形でご了解いただきたいと思います。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、見ていただいて、何か質問があればおねがいします。 

 

（Ａ委員） 

 ２０ページのこども課のところで、管外公立保育所分と右にも管外公立保育所運営費

負担金というのがありますが、これは佐賀市から管外の保育園に行っている子どもたち
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に対しての負担金と、また向こうから来る子どもたちの受け入れに対するお金というこ

とですか。これは人数によって、金銭的にそんな違いが出てくるんでしょうか。 

 

（こども課長） 

 基本的には子どもさん１人当たりの単価が決まっていますので、それに対する運営費

を各保育園に差し上げている分です。ですから、管外の分は、市内の子どもさんが市外

の公立や私立の園に受け入れをされたときに、その園に対する運営費を補助するもの

で、当初見込みよりも数が少なかったために減額をさせてもらっております。市内の保

育園は逆に受け入れ数が多かったというところでの増でございます。 

 

（委員長） 

 この障害児保育経費が非常に多くなっているというのは、対象者が年度途中でふえた

ということですか。 

 

（こども課長） 

 これも子どもさん１人当たりの単価で補助金を各園に出しておりますが、当初の重度

が１１名、軽度が６名という見込みをしていたのが、実質的には１９名と１２名の子ど

もさんが該当したと。その該当の条件としましては、特別児童扶養手当をお持ちになっ

ている方が重度、それ以外の方が軽度ということで対象としています。結果的に対象児

童の受け入れがふえたことによる増額であります。 

 

（委員長） 

 こういうことは、ことしだけの問題で済むのかですね。毎年、可能性としてあるのか

によっても随分検討の仕方が変わってきますから。私たちも対策を今後検討しないとい

けないようなことが出てくるのじゃないかなと思いますけどね。 

 

（こども課長） 

 のちほど新規事業でもお話しますが、子どもさんたちがふえていくのは間違いなくあ

りますので、それに対応して、こういう補助金も当然ふやしていますが、その一方で、

各園で対応できる人材を育成するというところで新たな事業を展開していきたいなと

思っております。 

 

（委員長） 

 ほか何かございますか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、補正予算については、了承いたします。 

 続きまして、「平成２４年度教育委員会の新規事業及び重点事業について」の説明を

お願いします。 

 

（こども課長） 

 まず、２２ページの、今申しましたこども課の「就学前児童特別支援教育推進事業」、

８５０万円の新規事業です。 

 平成２２年度までは、こども課に巡回指導員、相談員１名を配置しておりました。た

だ、今年度は国の緊急雇用対策で巡回指導員を１名から２名、かつ就学相談を専門とし

ました専門員を配置しました。来年度は、２名の巡回相談員を３名にしまして、巡回相

談の充実を図っていきたいと思っております。 

 事業内容としましては、今、幼稚園、保育園が全園で８０園ありますので、その各園

ごとに最低１名の特別支援教育コーディネーターを配置したいと思っています。また、

その８０園の中でモデル園を３６園指定しまして、巡回相談員を３名配置し、巡回相談
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員が年間１０回程度園内研修を行います。この園内研修につきましては、３年間継続し

てやっていきたいと思っています。それによって、園内で専門知識とか、子どもへの対

応スキルを身につけていただくコーディネーターを育成していただいて、その方が専門

相談員に頼るばかりでなく、ある程度専門知識をもって、子どもさんたちを各園の中で

判断して十分な対応ができる状態をつくりたいと思っております。 

 それが１つの目標でありまして、この850万円につきましては、巡回相談員３名と専

門員、４名の嘱託職員の報酬であります。 

 続きまして、その下が「認可外保育施設待機児童受入支援経費」、これも新規であり

ます。あと２４ページの「認可外保育施設特別支援保育事業」も新規です。この２つは

認可外保育所に対する補助制度です。 

 これは県の事業を活用したもので、２２ページの待機児童受入支援事業につきまして

は、例えば認可保育所で待機が出て、受け入れができないときに、その子どもさんを認

可外保育所で受けたときに、その受け入れ児童に対して運営費の補助を出しますよとい

うのが一つの補助であります。 

 この予算額８３０万円は、県の要項で、一定の認可保育所の施設水準を満たした認可

外保育所が対象になりますので、今のところは認可外保育所の中でも鍋島の「林檎の木

保育園」と「ベストフレンズ」という２つの認可外保育所が大体その規定に達します。

その２園が受け入れていただくであろうという想定が、大体１０名程度ということで、

この８３０万円の運営費を算定しています。 

 もう１つの２４ページの特別支援につきましては、現在既に認可保育所あるいは私立

の幼稚園でも、障害のある子どもさんを受け入れたときには補助金を出していますが、

認可外に対しても受け入れていただいたときに、その子どもさん１人当たりの単価を決

めまして補助を行いますということで、これが５８０万円予定しています。１２名程度

の子どもさんを預かっていただけるかなというところで想定をしました。 

 もう１つ、こども課関係で２４ページに書いてあります「児童クラブ館整備事業」で

あります。 

 神野小学校と新栄小学校のそれぞれの敷地内に児童クラブ専用館を建てるものです。

神野小学校につきましては、今の神野公民館が移転、改築されますので、その隣接して

います児童館のほうが使えなくなります。その意味で神野小学校の駐車場敷地の中に児

童クラブ館を整備するというものです。 

 新栄小学校でも今、余裕教室を使わせていただいていますが、改築に伴って、そこが

使えなくなりますので、グラウンドの東のほうに新栄の児童クラブを整備したいという

費用であります。 

 神野小学校、神野児童クラブにつきまして約７，０００万円、新栄小学校につきまし

ては約４，０００万円の建設費用になっております。 

 以上です。 

（委員長） 

 何かご質問等ありませんか。 

 

（Ｂ委員） 

 神野小学校の場合は場所がなくて難しいような感じでしたが、予定としては、駐車場

の西側のところですか。 

 

（こども課長） 

 西側のところです。確かに学校からも駐車場整備ということで非常に難しいという話

もありましたが、駐車場が減った分についての代替として駐車場を別に購入をする予定

にしております。ちょうど神野小学校の校門の西側のところに民地がありますが、そこ

に購入予算として、計上しております。 
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（委員長） 

 認可外保育所の待機児童の支援を行えば、待機児童の解消はできますか。 

 

（こども課長） 

 既に今、１０４名の年度途中の待機児童が出ています。４年間連続で大体１００名を

超えています。待機児童が出ましたら、すべて認可外で受け入れられるのではなくて、

当然、ほかの認定こども園もありますし、ほかの幼稚園でも受け入れていただく分はあ

ります。 

 ただ、私ども想定としては、１０名程度は受け入れていただくかなというところで、

補助金は想定をしておりますが。 

 

（委員長） 

 どれだけ待機児童がでるかという正確な見通しはなかなか出ないかもわかりません

が、毎年４月に待機児童がなかったものが３月になると大体１００人ぐらいの待機児童

が出てきている。それに対して、どんな対策をとらなければいけないかなと、補正予算

をつけられる見通しがあれば、そういうこともうまく活用しながら、もっと検討をして

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（こども課長） 

 去年の入所は３月段階では４，３５０名、今年度は多分４，４５０名ぐらい。それで

もやはり１００人ぐらいはふえています。今、おっしゃったように、私たちの大きな柱

の中では、例えば認可の分園をつくっていただくとか、改築に伴う定員増をはかるとい

うことで、キャパのほうは何とか拡大はしていく方針でおります。ただ、もう一方で、

やはり財政状況もありまして、本当は大きな認可保育所を１つ、２つつくれば一番解消

策にはなると思いますが、少子化に伴うところで、今後の予測がつかない中では、なか

なか踏み込み切れていない状態だと思います。 

 

（委員長） 

 それと、やはりこども園の動きですね。幼稚園はがらがらだけど、保育園はいっぱい

で待ってもらわなければいけないというふうに差があるので、これからこども園に変わ

っていただける園が、どんなふうに進んでいくかですね。もちろん、お金が絡んだり、

法律が絡んだりすることですから、すぐにはいかないけれども、やはり政府の方針とし

てこども園のほうに向いてきていると思いますので、佐賀市としてどうするかというの

を、ぜひ検討していただきたいと思います。 

 例えば、そういうことがある程度できるならば、佐賀市立の幼稚園を、保育園と合同

で運営するようなこども園をですね。５年前、６年前には１回プランが出ました。その

ときは時期尚早ということで、そこで終わったんですけれども、少子化に向けて子ども

をどんなふうに日本全体としてサポートするのかということはとても大事なことです

から、佐賀でも取り組みを進めていこうということをぜひ検討していただきますようお

願いします。 

 このことについてはよろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 続きまして、学校教育課、おねがいします。 

 

（学校教育課参事） 

 それでは次に、学校教育課分でご説明します。 

 学校業務改善検証事業ということで新規事業を上げております。予算は４，０００万

円ほどであります。 

 この目的としましては、現在、学校現場に要求されるものが大変多く多様化してきて



  9 

おりまして、学校の先生方も大変業務が忙しいという状況になってきております。そう

いったところで先生方の業務の負担軽減を図り、また、システム的に業務改善をするシ

ステムを制定することで、先生の負担を減らして子どもたちと向き合う時間を確保して

子どもの学習支援につなげていきたいということで予算を計上しております。下のほう

に３つ上げております。 

 １つ目は、学校業務改善のための検証です。 

 これは、教育経営コンサルに業務を委託しまして、モデル校何校かの学校の現場に入

っていただいて実際に学校の先生がどういった業務をしているのか、また、どういった

ところに問題点やそういう多忙化の原因となるようなものがあるのかを調査し、分析を

して、課題、また、問題点の整理を行って業務の改善活動につなげていきたいというこ

とで上げております。 

 ２つ目が、学校徴収金の管理システムの整備です。 

 現在、学校では給食費とか教材費とか、いろいろな校納金を徴収しておりますが、学

校によって取り扱いがばらばらな状況であります。そこで、この取り扱いを統一しまし

て、子ども手当のほうから引き去りができるようにシステムをつくっていきたいと考え

ております。そのシステムをつくることで、手間を少しでも軽減させたいということを

考えております。 

 ３つ目が、ＩＣＴ利活用教育システムの導入と効果検証です。 

 現在、電子黒板の活用については、小学校で導入をしているところが幾つかございま

すが、中学校では、まだ１校もございません。そこで、中学校にもモデル的に１校電子

黒板を導入いたしまして、実際に教育上どのような効果があるのか、先生の業務の軽減

にもつながるのではないかということを含めてモデル的に１校について導入の効果検

証を行いたいということで考えております。 

 以上が学校業務改善検証事業の概要であります。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、何か質問等ございませんか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、次に、スポーツ振興課よりお願いします。 

 

（スポーツ振興課長） 

 健康運動センター拡張事業について、新規事業として、本年度３億９，５１０万円お

願いしておりますけれども、債務負担行為では平成２４年、平成２５年度の事業として、

限度額９億８，９１２万円で実施するものでございます。 

 近年、市内のスポーツ施設でサッカー利用者がふえる中、芝生を整備したサッカー専

用のグラウンドがないため、芝生のグラウンドの整備が検討課題でございました。 

 さらに、社団法人佐賀県サッカー協会及び佐賀市サッカー協会から市内に天然芝、あ

るいは人口芝の競技場設置に関する要望書が出されております。 

 加えて、株式会社サガン・ドリームスからもトップチームを初めとして、練習試合が

開催できる練習場等の設置について、支援の依頼書が提出されております。 

 また、健康運動センターでは、ソフトボール、野球など、大規模な大会等が開催され

るたびに周辺道路への不法駐車などの苦情が寄せられ、近隣の住民の皆様にもご迷惑を

かけて、早急な駐車場整備が望まれておりました。 

 一方、地元平尾地区とは、現在ごみ処理施設の統廃合問題について鋭意協議中であり、

地元から公共用施設の誘致等による地区内の土地利用や地域振興策の要望がなされて

おりました。これらを解決するために、今回、佐賀市健康運動センターの南側のほうに

拡張事業として、天然芝サッカーコート１面、人口芝サッカーコート１面、駐車場、そ

れと施設内を予定しておりますけれども、管理施設を整備するものでございます。 

 以上です。 
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（委員長） 

 サガン鳥栖も少し絡んでいますかね。経済効果もサガン鳥栖は結構あるということで

すから。 

 

（スポーツ振興課長） 

 ２７億円と試算されています。 

 

（Ｂ委員） 

 グラウンド半分をサッカーコートにするということですか。 

 

（スポーツ振興課長） 

 今あります健康運動センターの南に、道路をはさんで農地がありまして、それを買収

して拡張する予定です。 

 

（委員長） 

 そうですか。何かほかにございませんか。 

 駐車場も整備されるそうです。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、その事業は進めてください。 

 次に、教育総務課おねがいします。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 一番最後になります。久米島町中学生交流事業です。１８０万円ほど予算をあげてお

ります。 

 佐賀市と久米島町の中学生が交流をして、双方の歴史や文化等に触れることで郷土へ

の理解を深め、郷土に誇りを持つ中学生をふやすということで企画しております。 

 夏場には、８月３日から５日まで佐賀市の子どもが久米島町に行って、冬場に久米島

町から佐賀に訪問していただくということを計画しております。 

 この久米島との交流のきっかけというのを簡単にご説明します。 

 佐賀市に第１１代齋藤用之助氏という方がいらっしゃったんですが、この方が明治・

大正期に沖縄県島尻郡長として久米島のほうに赴任をされております。 

 １９０３年に硫黄鳥島という島が噴火をしておりまして、そのときの島民、１００戸、

７００人ほどいらっしゃったそうですが、その方たち１人の犠牲も出さずに久米島へ移

動をさせたという功績がございます。 

 それから、インフラ整備とかサトウキビを使った製糖工場の創設ですとか、農業用水

源の開発ですとか、それから人材育成などで沖縄というところで大きな業績をおさめら

れたということで、久米島の方々、鳥島の出身の方にとっては以前から非常に尊敬をさ

れている人物であるということで、昨年の春に久米島から齋藤用之助氏のお墓参りにお

見えになったということが、まずは直接のきっかけでありまして、その後、何らかの交

流をしましょうかというようなお話になりまして、今回の企画ができ上がったところで

す。 

 二泊三日の行程で、中学生の自己負担は１人当たり大体２万円を予定しておりまし

て、佐賀市内の中学１年生１６人を公募するという形で実施したいと思っております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 佐賀出身の齋藤用之助がきっかけということですが、島に行ってバルーンを上げた

り、交流が進んでいます。近々全国版のテレビでも齋藤用之助のことを放映するという
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ようなことも聞いていますので、この機会に、いろんな文化交流、あるいは人的交流が

どんどん進んでいくといいなと思っております。 

 ほか、何か質問はございませんか、よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、進めていただきたいと思います。 

 報告事項は以上です。審議に戻りたいと思います。 

 

日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

 日程４、最初に、第３４号議案『佐賀市公民館職員の給与等に関する条例』及び追加

議案としまして、第３６号議案『佐賀市立公民館の運営の一部地域委託の見直しについ

て』、関連がありますので、あわせて説明を求めたいと思います。 

 社会教育課、よろしくお願いいたします。 

 

（社会教育課長） 

 順序が逆になりますが、まず、第３６号議案、本日の追加議案から説明いたします。 

 一番最後のページになります。 

 旧市の公民館運営につきましては、受託者である校区の運営協議会の事業主、あるい

は雇用主としての責務の問題等の解決、それから、公民館の役割、機能を実現するため

にどういった運営形態がいいのかということで、根本的な見直しを検討していたところ

ですが、最終的には現在の地域委託方式から市の直営に変更することで、関係者の理解

をいただきましたので、本年４月から直営としたいと考えております。 

 １番に見直しの経過等を記載しております。今年度から見直しに着手をしまして、先

ほども申し上げましたが、公民館の役割、機能を実現するためにはどういった体制がい

いのかということも検討しまして、昨年８月には公民館の果たす機能に関する教育委員

会の方針というのを承認していただいたところです。 

 そして１０月に、市としては直営が望ましいという方針を決めて、議会や、公民館運

営協議会、公民館職員の方たち等、関係者との協議を進めてきたところです。 

 １２月には見直しの影響を一番受ける公民館職員の方との基本的な合意ができまし

たので、ことしに入って旧市のすべての校区で見直しの方針について説明を行ってまい

りました。一部２回説明をしたところがありますが、ほぼ全校区でご理解をいただいた

というふうに思っております。 

 説明会で出された意見をここに取りまとめて書いております。公民館のあり方につい

ての意見、一番多かったのがやはり公民館職員の身分とか待遇面で十分に配慮すべきと

いう意見が出ております。 

 ２番に、運営がどうなるかということを簡単に図式化しております。これまで運営協

議会へ委託をしていた分、運営経費で言うと公民館運営部分と地域活動部分を委託して

いましたが、公民館運営について、移行後に佐賀市教育委員会というふうに書いていま

すが、教育委員会、公民館が直接執行をしていくということになります。 

 委託料のうちの地域活動費部分は、公民館運営協議会にかわる新たな組織として、公

民館地域連携協議会というものを立ち上げていただいて、そちらへ補助金として交付を

したいと考えています。 

 この補助金でこれまで同様に地域活動を担っていただいて、住民主体の地域づくりを

進めていただきたいと考えております。 

 それから、地域連携協議会には公民館事業との連携ですとか、あるいは公民館事業へ

の意見答申もお願いしたいと考えております。 

 続きまして、第３４号議案『佐賀市公民館職員の給与等に関する条例』についてご説

明いたします。 
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 ８ページ、９ページをお願いいたします。 

 直営に見直すことに伴って、運営協議会で雇用している公民館職員を本市職員として

任用する必要がありますので、この給与条例を定めるものです。 

 ２の制定内容ですが、(1)には今勤務していらっしゃる人を対象とするということを

規定しております。(2)で給与の種類等を載せております。支給額等については、右の

９ページに掲載をしております。 

 給料につきましては、主事、主任主事、主幹主事という職責による分類をして、それ

から１種から６種まで、業務の困難性といった部分で規定をしますが、それを基本とし

て給料表をつくっております。 

 協議会職員として、これまで公民館運営に携わってこられておりますので、公民館主

事としての知識、経験というものも十分に備えられており、あわせて、今後は行政職員

としての役割も生じるということを考え合わせて、今まで行政職１級の給料表を適用し

ていましたが、主事と主任主事は２級適用、主幹主事については３級適用としたいと考

えております。 

 通勤手当と、超過勤務手当及び休日給は職員の給与条例によること。期末手当はこれ

まで同様、運営協議会の就業規則になりますが、６月と１２月で１月分ずつの支給とし

ます。退職手当については、勤務年数に応じまして、現在、中小企業退職金共済の制度

に加入しておりますが、それに見合う退職金、それと雇用保険の失業給付の額を考慮し

て条例の中で規定をしております。 

 給与条例については以上でございます。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、何かご質問ありますか。これは随分ディスカッションをされて

きた案件であります。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。 

 続きまして、第３５号議案、『佐賀市文化振興基本計画について』担当課よりお願い

します。 

 

（文化振興課文化振興係主査） 

 課長不在のため、かわって説明させていただきます。 

 資料10ページ、佐賀市文化振興基本計画についてでございます。 

 この議案は、本市の文化振興に関する施策の総合的な推進を図るため、基本的な方針

を定める必要がありますので、審議をお願いするものでございます。 

 詳細につきましては、本日お配りしております別冊、佐賀市文化振興基本計画（案）

本編に記載をしております。 

 これは文化に関する施策を体系的に進めるための指針となる佐賀市文化振興基本計

画を策定するもので、計画期間は平成２４年度から平成２８年度までの５年間といたし

ております。 

 細かな内容につきましては、これまでも説明をいたしておりますので、省略させてい

ただきますけれども、冊子３８ページに「計画の構成」として載せております。 

 基本理念としては、「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

ことを掲げております。その達成のために、文化に触れる機会の創出と、これまで育ま

れた文化の活用が必要ということで、文化を「創る」人づくり、「支える」人づくり、

そして、個性あふれる文化のまちづくりを２つの基本方針として掲げ、基本理念の達成

に向けて文化施策を展開してまいりたいと思っております。 

 本計画につきましては、定例教育委員会資料１７ページのとおり、昨年１２月２７日

からことし１月２６日まで１カ月間、市報やホームページでパブリックコメントの告知

をいたしまして、情報公開コーナー、公民館などで閲覧コーナーを設置いたしまして、
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広く市民の皆様のご意見を募集いたしました。 

 前々回の勉強会でのご指摘により、パブリックコメントの実施について３点ほど工夫

して実施したところでございます。 

 １点は、新聞社の文化サークルなどの窓口で閲覧をしていただきました。また、手づ

くりではございますが、ポスターなどの掲示をして目立つように改善に努めたところで

す。また、文化連盟に加入され、文化活動をされている３００余りの団体に概要版、８

ページではございますけれども、直接郵送したところです。その結果、１１人の方から

３５件のご意見をいただいております。 

 資料の１２ページから１６ページに掲載しておりますように、そのご意見につきまし

ては、各ページの右側の欄に市の考え方として、それぞれ整理をいたしております。こ

れらのパブリックコメントのうち、１２ページの網かけ３件について基本計画に反映を

させていただいております。 

 その他の意見といたしましては、市民と文化をつなぐコーディネーターの育成、ある

いは学校での鑑賞や体験の機会をつくってほしいなどのご意見がございました。これら

を方向性として計画に盛り込んでおりますので、今後具体的な施策を進めていく段階で

考慮していきたいと思っております。 

 また、２月１６日に外部有識者の方による策定委員会での修正とあわせて、１１ペー

ジにパブリックコメントの変更後の一覧を掲載しております。これらを踏まえて計画案

を提案させていただきたいと思っております。 

 ただ、恐れ入りますけれども、１件変更ということでお願いしたい件がございます。 

 別冊、計画案の２５ページに⑥人材の育成ということで、中国の蓮雲港市との友好都

市ということを掲載しておりますけれども、佐賀市といたしましては、姉妹都市もござ

いますので、「アメリカのグレンズフォールズ市や韓国の蓮堤市、フランスのクサック

村との姉妹都市として、また」というような文言を挿入させていただきたいと思ってお

ります。 

 それと写真やレイアウトでございますが、現在精査をいたしておりますので、若干異

なることはございますが、そこはご了承いただきたいと思っております。 

 この計画を承認いただければ、製本後に学校や議会等に配布していきたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、随分、パブリックコメントで意見をいただいたんですね。 

 

（文化振興課文化振興係主査） 

 おかげさまでご意見参考にさせていただきました。ただ、１１名のうち７名が文化連

盟関係者の方でございました。 

 

（Ａ委員） 

 読ませてもらって、子どもたちが鯱の門を３０％ぐらい知らないということに少し驚

きました。ここら辺はもう少し認知度を高めないといけないのかなと思いましたが、非

常にすばらしいものができたと思いました。 

 

（委員長） 

 明治維新の佐賀の偉人の本も次々に出ておりますので、そういうものとも重ねて、郷

土を誇りにするような、文化振興をしていただきたいと思います。 

 何か、ほかにご意見はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 はい。では、承認といたします。進めてください。 
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 審議事項は終わりましたが、その他で何かご意見はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これをもって２月の佐賀市教育委員会の２月の定例会は終了といたしま

す。ご苦労さまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


