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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。きょうは雨が降っておりますけれども、ここ二、三日は春の日差し

がさして、少しずつ春の気配が感じられます。また、スギ花粉とか、ＰＭ２．５の飛来

でちょっと気になるところがございますので、皆様方、どうぞ体調管理によく気をつけ

られますようにお願いします。 

 これより佐賀市教育委員会２月定例会を開きます。 

 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、配付いたしております日程のとおりお願いしたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

    〔「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 

 

（山下委員長） 

 日程２の会議録の報告を求めます。 

 

（梅﨑教育総務課副課長兼総務係長） 

 １月２３日の定例教育委員会の会議録につきましては、２月２２日に皆様に配付した

とおりでございます。よろしくお願いいたします。 

 

（山下委員長） 

 会議録について、何か訂正する部分はございませんでしょうか。 

 私からお願いします。 

 ４ページの下のほうに「次、三瀬お願いします」と書いておりますので、「三瀬出張

所」と入れていただきたいと思います。 

 それから次のページ、５ページの真ん中の辺りに「東与賀会場お願いします」と書い

ております。そこも「出張所」としてください。あと、最後７ページですけど、「３０

分間の式典でしたけれども、スマホをしょっちゅうする子」とその次の「ぼそぼそとし

ゃべる子」と私が発言していますが、「子」を「新成人」というふうに直していただけ

ないでしょうか。 

 

（梅﨑教育総務課副課長兼総務係長） 

 はい、わかりました。 

 

（山下委員長） 

 ほかにないでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、修正をしていただいて承認といたします。 

 

日程３ 教育長の報告 

 

（山下委員長） 

 次に、日程３、教育長の報告を求めます。 
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（東島教育長） 

 それでは、資料に沿って８点ほど報告を申し上げます。 

 まず１点目に、平成２４年度「文化財防火デー」の消防訓練が１月２６日土曜日に久

保泉町の勝宿神社で行われました。昭和２４年１月２６日に、現存する世界最古の木造

建造物、法隆寺金堂が炎上し、重要な壁画が焼失したことを契機にして、昭和３０年に

第１回の「文化財防火デー」の消火訓練が行われ、今年で５９回目となります。「みん

なで守ろう文化財」というのを全国的なスローガンに、貴重な文化財を火災や災害から

守るためにその日には防火訓練が全国的に実施されております。 

 今年の佐賀市の「文化財防火デー」の消防訓練は、市の重要文化財であります勝宿神

社本殿から出火をしたという想定で実施をされました。この神社は、神代勝利を祀って

おりまして、江戸時代に長崎から棟梁を招いて建立されたと伝えられております。江戸

後期の数少ない遺構として貴重な建造物であります。 

 当日は、雪まじりの寒い天候でございましたが、朝７時から消防関係者の方の機敏で

懸命な消火活動が行われまして、佐賀市の文化財に対する消防訓練が的確に行われてい

るというのを目の当たりにしたところでございました。 

 ２点目です。土曜開校について、１月３０日水曜日に、県の教育庁の政策課から副課

長、主査が来庁されました。これまで試行的に取り組んでいる学校の状況報告と来年度

からの土曜開校に向けての実施依頼といったことが主な要件でございまして、私を初

め、教育総務課、学校教育課で対応をしたところでございます。 

 内容ですが、ひとつは平成２４年度には土曜開校実践研究校を設定しまして、その状

況をまとめられて報告がなされました。そして、ふたつめに佐賀市の現状をお尋ねにな

りました。 

 ３つ目に、開校についての協力依頼がございました。前回も申し上げましたが、市と

しては、県の方針には当然ながら準じていく必要がございますけれども、現在の課業日

に近い形で環境を担保するという視点から見ますと、その人的条件整備、特に県費事務

職員や市費の生活指導員の勤務等がどういうふうになるのかという課題が残りますし、

教職員の長期休業中の振替休日が果たして確保できるのかということも課題として浮

かんでおります。 

 また、佐賀市は非常に社会体育、地域行事等々が活発に行われておりまして、土曜日

にも活用しているわけですが、その辺りとの協議も必要になってきます。特に佐賀の場

合には北から南まで、地域によって非常に特徴、特性が違いますので、今後教育委員会

での協議、校長会や市Ｐとの協議、地域との協議が必要になってくるだろうと思われま

す。 

 ただ、今国では、教育再生実行会議の中で下村文科大臣が申されていましたが、学校

６日制の復活に向けた動きが今とられております。今年はその実態を調査するというこ

とになっておりますが、下村文科大臣は、この学校６日制の復活についてはもう国民の

合意があるという前提に立っておりまして、教育再生会議の中で、これについては議論

はしないということですから、実行することが前提としてあるということではないかと

思います。そういうことで、国の動きもにらみながらどういうふうにしていくのか検討

していく必要があります。 

 先般、総括安全衛生委員会を開きました。その中で、先生方が夏休みに休みをどれく

らいとれているのか、調査の結果もデータとして出しましたが、長期休業中の状況を見

ますと、仮に土曜日を開校した場合に、この振替休日がとれるとは限らない。県の行事、

市の行事、いろんな行事を精選してコンパクトにまとめ上げないと、先生方が実際に休

みをとれないという現状になりますので、この６日制復活に向けては十分に議論してい

く必要があるのではないかと思います。これは資料１ということで別添資料をつけてお

りますので、後で見ていただきたいと思います。 

 ３点目です。九州都市教育長協議会第２回理事会が１月３１日木曜日にございまし

た。この都市教育長協議会については別添資料２、３をつけておりますが、この意見交
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換会では、１つは特別支援教育の支援員の配置について、２つ目に、進路指導のための

共通テストの実施をしているかどうかということについて、３つ目に、全国学力・学習

状況調査の調査結果の公表について、４つ目に文化・スポーツ事務の市長部局移管状況

について、この４点について協議を行いました。 

 資料２にその資料を出しておりますが、特別支援教育支援員の配置については、佐賀

は非常に進んでおります。他県、他市では、この支援員が十分でない、学校の数、子ど

もの数の割には充実していないという現状が浮き彫りになりましたし、その雇用につい

ても、日々雇用的生活指導員的がまだ多いようです。佐賀市の場合は、いち早く嘱託化

をしております。嘱託化をしたことによって、少なくとも５年間は同じ子どもにかかわ

れる条件が整備できる。逆に日々雇用になりますと、毎年毎年生活指導員が変わってい

きます。教育というつながりを見たときには、日日雇用はやはり好ましくないというこ

とで、そのあり方、雇用の仕方、研修の持ち方、雇用人数などについては佐賀はかなり

進んでいるほうに入りましたので、その辺りにつきまして、各市町から非常に質問がな

されました。ぜひ佐賀をベースにして市長部局と折衝してみたいと、ほかの教育長さん

方は考えをお持ちになったようです。 

 そして、３点目の全国学力・学習状況調査の結果公表についてですが、これは例の武

雄市のことが非常に話題になりました。武雄があのように踏み切ったことによって、ど

この都市も同じような方向に行くのではないだろうかという懸念があるということで

ございましたが、原則的には国も、各学校ごとの公表、学校序列がわかる公表は避けな

さいというふうに指導していますので、佐賀市の公表のやり方、各学校の公表のやり方

は妥当であろうと考えております。 

 それから、「教育再生実行本部」、この概要を資料３でつけております。この中で大き

く話題になったのが、教育委員会の抜本的な見直しでした。 

それから、国が公教育の最終的な責任を果たすための中身、いわゆるいじめ、それか

ら、体罰はここではまだ出てきていませんでしたが、教育を受ける権利について、どの

ように責任を果たしていくのかということ、それから、いじめ防止対策基本法のこと。

それから、下から２番目の教科書検定・採択のあり方、これは沖縄県で物議を醸し出し

ました。この辺りのことが話題になったことだけをお伝えしておきます。 

 ４点目です。平成２４年度の佐賀市人権・同和教育研究大会が行われました。毎年佐

賀市、佐賀市同和教育研究会が合同で研究大会を行っております。このように毎年行っ

て、各学校の実践を代表で発表してもらう。あるいは授業研究会を行うというのが、佐

賀市は非常に充実をしております。本年度は、１つは目の前の子どもがどんな思いや願

いを持っているかを明らかにしていこう。２つ目には、子どもたちをつなぐということ

はどういうことなのか、子どもたちの姿を通して明らかにしていこう。３点目が、人権

を基盤に考えた学級づくりを進めていくためには、どんな取り組みが必要か明らかにし

ていこう、というこの３点を明確にしましょうということでの研究会でございました。

おかげさまで、ここ３年間は同和差別事象も起こっておりませんので、人権意識が少し

ずつ高まりつつありますし、この研究会のあり方が佐賀市でしっかり根づいて先生方に

も人権同和教育が浸透していっているということを実感したところです。 

 ５点目です。平成２４年度第２８回佐賀市青少年健全育成推進大会、第５回子どもへ

のまなざし運動推進大会がありました。これは教育委員さん方もお見えになりましたの

で割愛させていただきます。あとお読みいただきたいと思います。 

 ６点目、佐賀市学校事務共同実施協議会を２月１４日木曜日にいたしました。 

 県下一斉に学校事務の共同実施を始めて５年になります。１０支援室で行っておりま

すけれども、いよいよ事務の改革がどんどん進んできています。まずは共同実施という

１つの組織として、事務部門の組織化された職務遂行がなされるようになったというこ

と。それから各支援室の室長がほぼ管理職になったこと、事務長という名称の中で、教

員で言えば教頭職になったこと。そして、来年度からは、この事務長をさらに束ねる統

括事務長が配置されます。佐賀市、多久市、小城市で１名配置されまして、学校に配置
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されると同時に東部教育事務所の副所長兼務をとることになります。 

 したがいまして、事務の組織が校長格の統括事務長、各支援室の教頭格の事務長とい

う、学校システムでいくと校長、教頭、職員という形での体制づくりが来年からスター

トいたします。このことをお知らせしておきます。 

 ７点目に佐賀市部活動あり方検討委員会が２月２１日木曜日に行われました。これに

つきましては、部活動での体罰の問題が、大阪の桜宮高校の問題が表面化いたしまして、

懲戒か体罰かということで、根本的に揺らぎました。柔道界まで派生をいたしましたが、

学校教育の部活動に限って言えば、やはり子どもたちの部活動の勝利至上主義から人間

育成主義へ、つまり教育の一環であるという認識に意識を変えていかなければいけない

ということです。 

 そうなりましたら、やはり上下関係にある部活動において体罰での指導はあり得な

い。懲戒権は私どもにありますけれども、懲戒権そのものは、子どもたちが問題行動、

つまり好ましからざる言動を行ったときに懲戒というのが初めて発せられるのであっ

て、体罰とは違うんですね。ましてや部活動における体罰というのは上下関係の中で行

われまして、例えば、試合中にミスをしたから殴られるなどといったことは問題行動で

はないはずなのです。 

 したがいまして、改めて根本から問い直して、体育の指導、部活の指導において体罰

はあり得ない、暴力でしかないということで、あり方検討委員会をいたしました。そう

なりますと、子どもの健全育成、心身の健全な発達を促すということを基盤に置きます

と、今度は子どもたちにとって適切な練習時間、適切な休養日が必要になります。今ま

でここにはなかなかメスを入れ切らずにおりました。しかし、今度は思い切ってここに

も踏み込んで教育委員会として各学校にきちんと発しなければ、この部活動の問題が議

論だけに終わってしまいますので、来年度からは週に１日は佐賀市一斉に休養日を持つ

ということで提言をする予定にしております。 

 願わくば土日のどちらかを休みにし、休業日の練習は半日でとどめると、そこまで踏

み込んでいくことにしております。提言につきましては、部活動の趣旨や部活動のあり

方、部活動の現在の課題などを踏まえながら、４月の校長会で提言をしていきたいと考

えているところです。 

 以上で報告を終わります。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 １点訂正です。部活動の分で、教育長から今、週１回一斉に休みを設けるとありまし

たが、月１回水曜日に部活動を休みの日を制定する。 

 ただ、教育長がおっしゃったように、週１回休むのは件の提言から前提にあります。

それは受けた上で、佐賀市として一斉に休む日をとにかく月１回つくろうとしておりま

して、今のところは第２水曜日を考えています。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 報告いただきました内容に何か質疑などありますか。 

 

（岸川委員） 

 この部活動あり方検討委員会の内容は、小学校も含めての話をされているのですか。 

 

（東島教育長） 

 社会体育もイメージはしておりますが、ここでは直接的に、小学校のことは出てきて

おりません。ただ、部活動は学校教育活動の一環ですから、こちらでも規制をかけるこ

とができるのですが、社会体育のほうはなかなか難しく、社会教育部とも今連動をして

話をしているところです。 
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（岸川委員） 

 これはもう再三、ＰＴＡからも意見が出ていますし、ぜひこちらにも話を含めて行っ

てもらいたいなと思います。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑がないようですので、教育長からの報告を終わります。 

 

日程４ 提出議案 

 

（山下委員長） 

 それでは、引き続き日程４の議題であります。第１８号議案、第１９号議案、第２０

号議案、第２１号議案を一括で説明をお願いします。 

  

（右近社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 第１８号議案から第２１号議案まで、春日コミュニティセンターの設置に伴う改正で

ございますので、一括してご説明いたします。 

 まず第１８号議案につきましては、昨年１１月の臨時教育委員会で、春日コミュニテ

ィセンター設置に伴う条例改正議案を承認いただいておりますが、今回はコミュニティ

センター管理運営規則で春日コミュニティセンターの開館時間、それから休館日を定め

るものでございます。改正規則の施行日は、本年の４月１日とします。 

 続きまして、４ページをお願いいたします。 

 第１９号議案につきましては、大和出張所教育課の教育機関の中に春日コミュニティ

センターを加えて、それに伴いまして、社会教育課の教育機関のうち、コミュニティセ

ンターを日新と西与賀コミュニティセンターに限定するという内容に改めるものでご

ざいます。これも施行日は同じく本年の４月１日といたしております。 

 それから、第２０号議案『佐賀市教育委員会公印規則の一部を改正する規則』につき

ましては、８ページの右のほうにありますように、大和出張所用教育長印の使用文書と

して、春日コミュニティセンター使用許可用を加えるものです。これも施行日は２５年

４月１日とします。 

 それから、第２１号議案につきましては、これも昨年１１月の臨時教育委員会で承認

を受けました条例改正の施行日を春日コミュニティセンターの供用開始日であります

本年４月１日とするというものでございます。 

 その際の条例改正の内容は、春日コミュニティセンターを新たに加えて、生涯学習セ

ンター条例の中から春日コミュニティセンターへ移行する部分を削除するというよう

な条例改正の内容でした。その施行日を本年４月１日とするという規則の改正でござい

ます。 

 議案については以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 何かご質問やご意見はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 １つお聞きしたいのですが、３ページ、春日コミュニティセンターの休館日のところ

で、(3)が国民の祝日に関する法律、第２条に規定する国民の祝日という規定がありま

す。ほかのところに祝日というところがないのですが、ここは特別に第３番目が入って

いますが、これはどうしてですか。 
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（満武社会教育課主査） 

 春日コミュニティセンターは、既存の大和生涯学習センターの一部分を移管しまして

春日コミュニティセンターを設けるものでございます。 

 それで、既存の大和生涯学習センターの開館時間、休館日に合わせますので、こちら

の祝日というのも、大和生涯学習センターで定めた休館日に合わせたものでございま

す。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 わかりました。ありがとうございました。 

 ほかに何かご質疑ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、第１８号議案、第１９号議案、第２０号議案、第２１号議案を原案のとお

り承認します。 

 

日程５ 報告事項 

 

（山下委員長） 

 引き続きまして、日程５の報告事項に入ります。 

 「２月補正（追加）予算について」、お願いします。 

 

（古田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 それではまず私から説明いたしますが、１０ページの分で差しかえをお渡ししていま

す。そちらでご説明いたしますので、差しかえのほうをごらんください。 

 補正予算で、主に国の経済対策、１次補正に沿ったものをご説明したいと思います。 

 まず、一番上から４つ目まで、屋内運動場の非構造部材耐震改修事業を４つ上げてお

ります。こちらについてですが、東日本大震災などでは、体育館の天井材だとか照明器

具が落下して、多数のけが人が出ております。 

 学校の体育館は避難所にもなっておりますので、文科省からも早急な耐震化をするよ

うにと通知がありました。今構造体そのものは耐震計画に沿って順次改築、改修を行っ

ているところですが、この非構造部材についてはまだやっていない箇所もございますの

で、そちらも緊急的にやっていくということで考えております。 

 一番上の城南中学校につきましては、まずこの予算を使いまして設計を行っていきた

いと思っています。 

 それから、嘉瀬小学校、南川副小学校、思斉中学校の屋内運動場につきましては、財

源としては学校施設環境改善交付金と義務教育施設整備事業債を充てておりまして、こ

ちらは国の１次補正の東日本大震災の復興特別会計を財源としております。 

 こちらは既に設計を終わっておりますので、来年度工事にかかっていって、天井材や

照明材の落下防止策を講じていくことにしております。 

 それから、一番最後のプール改修事業で、川上小学校を上げておりますが、こちらは

昭和４２年建築ということで、かなり老朽化をしておりますので、改修工事を実施した

いと考えております。こちらも国の１次補正で地域経済活性化雇用創出臨時交付金を財

源として実施をしたいと考えております。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 この点につきまして何かご質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 それでは、２番目の「平成２５年度教育委員会の重点事業及び新規事業について」、

お願いします。 

 

（藤田こども課長） 

 こども課の重点事業は２件でございます。１件は私立保育園整備助成経費、もう１件

が保育所分園促進経費でございます。 

 １点目の私立保育園整備助成経費につきましては、予算額１億１，９００万円、新た

な認可保育施設として開設予定の江楠学園保育園、これは仮称でありますけれども、こ

の保育園の施設整備に対して補助を行うものです。市内における入所定員総数を大幅に

拡大しまして、待機児童の解消につなげることを目的としております。 

 設置者は学校法人江楠学園、所在地は鍋島町大字蛎久であります。鍋島のＴＳＵＴＡ

ＹＡ医大通り店の北東部の土地を今購入されまして、その土地に新しい園舎を建築予定

であります。定員数は９０名でございます。 

 また、補足ですけども、学校法人江楠学園は、認可幼稚園であります城北幼稚園を運

営されています。この城北幼稚園につきましては、園舎が老朽化しまして、その園舎そ

のものも新たな土地のほうに移転をし、そこに新たな今回の保育園を建設されまして、

幼保連携型のこども園にするということになっております。 

 もう１点は、保育所分園の促進経費であります。予算額３６０万円。これにつきまし

ても、待機児童解消のために認可保育所分園に係る経費の一部を補助するものでありま

す。 

 現在、掘江保育園とひなた村自然塾が分園を設置されております。平成２５年４月か

らは、県病院の中に日新保育園の分園が設立されます。それに対する補助を新たにする

ものであります。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 次に学事課お願いします。 

 

（田中こども教育部副理事兼学事課長） 

 学事課からは３事業ございます。まずＩＣＴ教育環境整備事業、電子黒板の整備事業

でございます。これは１２月にもご説明いたしましたが、ＩＣＴを活用した教育は、授

業の質を高め、子どもたちの学力向上を図るため、子どもたちの集中力を増すと言われ

ております。市内小・中学校の普通教室全学級、それと特別教室の一部に年次的に整備

をするものでございます。あわせてＩＣＴ支援員を配置して、電子黒板をより効率的に

活用できるための支援を行うものです。 

 整備の期間といたしましては、平成２５年度から２７年度までの３年間です。 

 先ほど申しましたように、市内小・中学校の普通教室と特別教室に整備する予定です。

それからあわせて、デジタル教科書の整備、ＬＡＮ工事の整備も行います。２５年度の

整備概要につきましては、市内全小学校の４年生から６年生まで、整備台数は３１１台

となっております。 

 続きまして、１４ページをお願いいたします。 

 ２番目の若楠小学校木製机椅子導入事業でございます。今年度兵庫小学校に整備導入

しました木製の机椅子を、平成２５年度は改築された若楠小学校の４年生、５年生、６

年生の教室に整備するものです。整備の台数は２３７台でございます。 

 その下ですけれども、学校給食施設整備事業でございます。 

 事業の概要でございますが、学校給食施設の衛生面での改善を図るために、施設の改

修を行う事業です。 

 これにつきましては、１２月の勉強会においてもご説明したところでございますが、

学校給食施設の各種設備について、平成２６年度以降に年次的な計画として段階的に改
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築や改修を行い、整備をしていく計画でございます。 

 そこで、この前段としてドライシステムを備えた給食室の標準ケースを設定するため

に、調査設計業務を委託するものでございます。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 １２ページに戻っていただきまして、健康運動センターの拡張整備事業です。 

 健康運動センター南側に１０５メートル掛けるの６８メートルの天然芝１面、同規格

の人工芝１面のサッカー場等を平成２４年、２５年で整備予定でございます。平成２４

年は用地の取得と一部造成を、平成２５年は造成及び工事を行い、平成２６年の３月に

完成予定でございます。ただし、天然芝につきましては、芝生の養生のため平成２６年

夏ごろ供用開始予定としております。 

 ２５年は７億２，４００万円ほどの予算を組んでおりますけども、工事費、原材料費、

備品購入費等を予定しております。ちなみに２４年度、２５年度の総事業費といたしま

しては、１１億１，９１０万円を予定しております。 

 続きまして、１５ページ、その他の重点、新規事業で、さが桜マラソン大会開催経費

２，１４７万１，０００円計上しております。さが桜マラソンは市制１００周年を記念

いたしまして、平成元年から毎年４月に開催しております。平成２５年からは、フルマ

ラソンの部を新設して、本格的なマラソン大会として開催することとしております。 

 ちなみに、開催は平成２５年は４月７日日曜日、主催は佐賀新聞社、佐賀陸上競技協

会、佐賀県、佐賀市、神埼市で、種目及び参加人数といたしまして、フルマラソンの部

８，０００人、１０キロの部２，０００人、ウオーキングの部５００人、発着場所とし

まして、スタートを県の陸上競技場と体育館の間の国道２６３号線の道路から、フィニ

ッシュ場所を県陸上競技場を予定しております。今回、平成２５年度の開催負担金と平

成２６年度の開催のための準備費用を計上しております。 

 続きまして、全国高等学校総合体育大会開催経費、１，２９３万４，０００円を計上

しております。全国高等学校総合体育大会開催につきましては、平成２２年沖縄大会で

全国を一巡して、平成２３年度から全国を９ブロックに分けて広域開催することとなっ

ております。平成２５年度は佐賀、福岡、長崎、大分を会場として北部九州で開催され

ます。大会愛称は「２０１３未来をつなぐ北部九州総体」、大会スローガンが「吹きわ

たれ 若人の風 北部九州へ」で、開催期間は平成２５年７月２８日の日曜日から８月

２０日の水曜日までとなっております。総合開会式は大分スポーツ公園 大分銀行ドー

ムで行われます。佐賀市では、体操競技、新体操、剣道、サッカーの女子、ボクシング

が開催される予定になっております。競技運営につきましては、佐賀県の実行委員会で

されますけども、開催市には競技種目別大会開催への対応、来訪者へのおもてなし、広

報活動が求められております。そこで、おもてなし広報の費用といたしまして、歓迎ア

ーチとか記念撮影スポット、ミスト扇風機等々を設置する費用として計上をしておりま

す。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 次は文化振興課、お願いします。 

 

（福田文化振興課参事兼副課長兼文化振興係長） 

 佐賀市民芸術祭の開催ということで、予算額１,０５０万円計上させていただいてお
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ります。この佐賀市民芸術祭は、２３年度に策定いたしました佐賀市文化振興基本計画

が５事業ございますが、その５事業のうちの一つとして２５年度から開催するもので、

継続事業を考えております。平成２５年度の概要といたしまして、主催が佐賀市民芸術

祭実行委員会、佐賀市ということで計画しております。日時は平成２５年１１月１５日

から１７日、会場は佐賀市文化会館をメーン会場として開催いたします。これに先立つ

プレイベント、今はパートナーイベントと呼んでおりますけれども、佐賀市歴史民俗館

や東与賀文化ホールを中心に開催いたします。その先行イベントの中で、このメーンイ

ベントである佐賀市民芸術祭のＰＲも行っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 次は、学校教育課お願いします。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 １４ページをお願いします。その他の重点、新規事業の中で、学校教育課の持ってい

る学校業務改善推進事業についてご説明申し上げます。 

 これにつきましては、今年度、各学校に業務改善推進委員会を立ち上げまして、校長、

教頭、それから推進リーダー等の研修会を含めて、各学校で業務改善検討委員会を行っ

ているという状況でございます。それを受けまして、来年度につきましては新任の管理

職の先生方、新任の推進リーダーの方、それから、ここには上げておりませんが、一般

の先生方についても研修を年間の中で３回程度計画をしたいと考えております。そこ

で、その研修会費として２１万円、それから、各学校に業務改善検討委員会を立ち上げ

させておりますので、その各学校で検討していただいた案について、賞をつくりまして、

いいところについてはさらに研究費として、例えば、先進校の視察研究費といった形で

上げたいと思っております。その費用として５０万円、合計７１万円を来年度の事業と

して起こしているところでございます。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 今報告をしていただきましたけれども、何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（伊東委員） 

 質問というより、提案的な形で逆に皆さん方にご審議いただきたいと思います。先ほ

どスポーツ振興課からさが桜マラソン大会の話がありましたが、４月７日というのは、

春休みでしょう。せっかくこのようにすばらしい大会ですから、予算をなるだけオーバ

ーしないようにと思います。ほかの大会を見ると、ほとんどが何億という予算オーバー

をしているんですね。ですから、例えば、教育的な要素も含めて、中学生と小学生を登

校日にして、中学生はボランティア、小学生は応援というような提案ができないでしょ

うか。問題はいろいろとあると思いますけれども、ご審議していただけたらと思います。 

 子どもたちの教育という意味も含めて、やはり市挙げて、県挙げて、この大会を成功

させるという立場から考えますと、審議していただく価値があるんじゃないかなと思い

ます。期間が短いですから、何かいいご提案ができるか、いや、それはだめだというこ

となのか、中学生をボランティア、小学生を応援という形で少しでも検討する余地があ

るのかですね。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 佐賀市内もかなり広範囲にわたっておりまして、北の三瀬や南部からこちらまで来る

というのは、また交通手段から考えないといけないですよね。沿線上の中学校などには
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吹奏楽部の応援などをお願いしておりますけども、ボランティアにつきましては、今回

は高校生以上ということで、高校生にお願いをしています。 

 

（伊東委員） 

 私はあえて、そこの規定を突破して、小学生、中学生という対象まで広げた形でご提

案できないのかなと思うのですが。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 沿道の学校はできるだけ応援をしていただきたいと思っております。 

 

（伊東委員） 

 ですから、沿道の周辺とか、縮小した形でも検討する余地があるのかですよ。皆さん

ご存じのとおり、知事さんが前年度の桜マラソンのときに、やりますといったことが発

端になっていて、これは佐賀県挙げてのものですから、今課長がおっしゃったのは重々

分かるんですけど、やっぱり来た人を気持ちよく送り返していく、佐賀をアピールする

という立場からすると、沿線に絞っても結構ですから、中学生、小学生にも参加しても

らいたい。きょう実行委員会に寄った際も、やはりそういうボランティアの人たちが足

らないということは表現されていましたので、私はペースメーカーでお願いをしてきま

したけれども、ぜひそういう面で前向きにご検討していただけないのかなと思います。 

 

（山下委員長） 

 可能な限りですね。 

 

（伊東委員） 

 もちろん可能な限りで結構です。 

 

（福島委員） 

 これが足りないとか、何かできそうな仕事ってあるのですか。 

 

（伊東委員） 

 いや、それはもういっぱいあります。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 ボランティアも、中学生や高学年くらいであればまだ参加できるのではないかなとは

思います。 

 

（伊東委員） 

 いや、小学生は応援ですよ。私が提案したいのは、小学生は応援で、中学生はボラン

ティアです。ですから、登校日という形にする方法があるのかどうか。 

 

（東島教育長） 

 学校の管理運営に関する規則がございまして、この桜マラソンは第１日曜日ですよ

ね。今年はこの明くる日が始業式です。全校、全県一斉に始業式と、管理規則ではそう

決めているのです。ですから、そうなると始業式を早めざるを得ないということになり

ます。だから、振り替えで登校させることは極めて難しい状態であるのは、規則上間違

いないです。 

 

（伊東委員） 

 私もそれは想定した中で言っています。 
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（東島教育長） 

 その規則を変えるという手はあるんです。それは教育委員会が決めることですから。

ただ、始業式の後に第１日曜日が来ることはないので、その辺りの入れかえを仮にする

にしても、検討はしてみる必要はあるのかもしれませんが、非常に難しい状況ではあり

ます。 

 

（伊東委員） 

 今年はもう押し迫っていますからね、それならば来年度、そういうところを加味した

上で大会日をいつにするのか検討する必要がありますね。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 原則第１日曜日と決まっているようです。 

 

（福島委員） 

 中学生で関心がある人はボランティアにぜひ参加してくださいというふうに募集し

てみてはどうですか。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 もうボランティアも締め切っているんですよ。 

 

（岸川委員） 

 例えば、各地域ごとに行われるいろいろ祭りとかにも中学生に来てもらったりしてい

ますので、一斉に学校全体でするというよりも、むしろそういうふうに募った形でして

いくことから始めたほうがいいのではないかなと思いますが。 

 

（福島委員） 

 自分たちの役割があって、まなざし運動の一環にもなりますね。 

 

（岸川委員） 

 各地域ごとでですね、やることはいろいろあるでしょうから。 

 

（伊東委員） 

 その辺りは今の状況を見るとわかりますけど、学校を挙げて登校日にして参加しなさ

いというところに私の提案の意義があるのですよ。ボランティアで行けと言っても、今

子どもたちはほとんど来ないと思います。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 開催に向けては、今、佐賀新聞、陸協、佐賀県、佐賀市、神埼市の５者でいろいろ協

議して決めておりまして、その中でことしは高校生以上をボランティアということで頼

んでいる部分がございます。非常にありがたい提案でございますので、そういう話が出

ましたということで、来年度の開催に向けて提案をするという形でどうでしょうか。 

 

（伊東委員） 

 無理は言いませんけど、よその大会では教育の一環としてやっているところがあるん

ですよ。私は教育の一環としても、１つの子どもたちへのアピールになるのかなと思い

ます。あるいは来た人たちへもですね。大会の沿道がばらっとしているよりも、子ども

たちの声援が聞こえるということは選手にとっても力強いですから。これは意見という

ことにしておきますので、ぜひ頭の隅に置いてもらって、今回の最大公約数の中で努力

をしていただければなと思います。 
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（山下委員長） 

 来年度の課題としていきましょう。 

 ほかに何かございませんか。 

 

（岸川委員） 

 学事課にですけど、木製椅子の導入について、今後新たに校舎ができるときは、基本

的にはこの木製椅子を使用するというスタンスと考えていいですか。 

 

（田中こども教育部副理事兼学事課長） 

 ２６年度に北川副小学校が改築になりますので、そこまでは一応計画をしておりま

す。ただ、２７年度は森林再生計画というのを森林整備課で今策定中ですので、その再

生計画に合わせて今後の整備のあり方を検討していきたいと考えているところです。 

 

（山下委員長） 

 こども課にですが、来年度の分園の設立などで、待機児童の解消を図ることになって

いますけれども、大体どのくらい解消するものなのでしょうか。待機児童は、年度末に

は１００名ぐらい出るわけですよね。その１００名ぐらい解消できるものなのか、その

辺りの見通しはどうですか。 

 

（藤田こども課長） 

 ２月１日時点で１１１名程度の待機児童がおります。２５年度は愛の泉保育園の定数

増の５０名とか、先ほど申した日新保育園の分園が新たに始まるものですから、実質的

には５５名程度の純増が見込まれます。そして、先ほど２６年４月からの江楠学園の分

が９０名なのですけど、ただ、もう１つ説明していないのですけど、同様にこの江楠学

園が運営をされています鍋島保育園につきましては、北部地区に新たな認可保育園をつ

くるものですから、定員を今の１１０名から９０名に減らします。ですから、その２０

名減を加えまして、２６年度の純増が７０名程度で、２５年度、２６年度合わせまして、

約１２０名程度の純増にはなります。ですから、今現在、待機児童が１００名を超えて

おりますが、いろいろな地域へ来られる方がおりますので、全てここに行くかどうかは

わかりませんが、かなり待機児童の減少にはつながるものと、大きな効果を期待してお

ります。 

 

（山下委員長） 

 はい、わかりました。ありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質問等なければ、これで報告事項は終わりたいと思います。 

 その他で何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかにないようですので、ここで５分間休憩をいたします。 

 このあと人事案件の審議がありますので、関係部署である社会教育課以外はご退席を

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 


