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平 成 ２６年３月  定 例 教 育 委 員 会 

開 会 日   平成２６年３月２５日（火） 

開 会 時 間   午後２時３０分～午後３時３６分 

開 会 場 所   佐賀市大財別館４－２会議室 

出 席 者 

 

委

員 

 

 

 山下委員長    岸川委員    伊東委員    光吉委員 
 

事

 

務

 

局 

古田こども教育部副部長兼教育総務課長 田中こども教育部副理事兼

学事課長 百崎こども家庭課長 福田文化振興課長 百崎青少年課長

 棚町図書館長 吉松スポーツ振興課長 鷲崎諸富教育課長 前山大

和教育課長 野中富士教育課長 藤瀬三瀬教育課長 糸山川副教育課

長 江頭東与賀教育課長 古川久保田教育課長 梅﨑教育総務課副課

長兼総務係長 藤田学事課保健体育係長 大串保育幼稚園課副課長兼

保育幼稚園課長 小林社会教育課副課長兼公民館支援係長 古賀社会

教育課庶務係長 中野社会教育課社会教育課係長 本村教育総務課指

導主事  

提 出 議 案 

 

第３３号議案 佐賀市教育委員会組織規則の一部を改正する規則 

第３４号議案 佐賀市教育委員会事務専決規則の一部を改正する規則 

第３５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 

第３６号議案 佐賀市教育委員会文書事務取扱規則の一部を改正する規則 

第３７号議案 佐賀市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規

 則の一部を改正する規則 

第３８号議案 佐賀市公民館職員の任免、勤務時間等に関する規則の一部を

 改正する規則 

第３９号議案 佐賀市公民館条例施行規則の一部を改正する規則 

第４０号議案 佐賀市公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を定め

 る規則 

第４１号議案 佐賀市立本庄幼稚園の給食費の改定について 

 

協 議 事 項  な し 

報 告 事 項 

 

①佐賀市立赤松小・北川副小・城南中３校のコミュニティ・スクール（学校

運営協議会を置く学校）に関する評価について 

②２月２０日に開催した第４回社会教育委員の会議の報告 

③平成２６年度の学校給食費（ミルク給食分）について 
 

欠 席 委 員 

 

 福島委員   東島教育長 
 

傍 聴 者 数 

 

 な し 
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報 道 関 係 者 

 

 な し 
 

会議録作成者 

 

教育総務課副課長  梅﨑昭洋 
 

 

日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。桜の開花宣言もありまして、日ごとに桜が開花しております。先ほ

ど多布施川のほうを通ってきましたら、もう半分ぐらいは咲いているかなという感じで

ございました。昨日は終業式で、今日から子どもたちは春休みでございます。休みの間

は、安全に気をつけていろいろな体験をして成長してほしいなと願っているところでご

ざいます。 

 これより佐賀市教育委員会３月定例会を開きます。 

 本日は、６人中４人の委員が出席ということで、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お願いしたいと思います

が、ご異議ございませんでしょうか。 

    〔「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 

 

（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） 

 ２月２５日の定例教育委員会の会議録につきましては、皆様方に３月２０日に配付し

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） 

 報告は終わりました。報告内容に何か質疑はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、会議録は報告のとおり承認することといたします。 

 

日程３ 教育長の報告 

 

（山下委員長） 

 教育長の報告については、お見えにならなければ、書面で代えたいと思います。 

 

日程４ 提出議案 

 

（山下委員長） 

 引き続き日程４の議題であります。 

 まず最初に、第３３号議案『佐賀市教育委員会組織規則の一部を改正する規則』から、

第３６号議案『佐賀市教育委員会文書事務取扱規則の一部を改正する規則』までの４つ

の議案について、一括して説明をお願いします。教育総務課お願いします。 
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（古田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 それでは、私から３３号議案から３６号議案まで説明をさせていただきますが、今日

お手元に機構改革の表を配布しております。２月１０日の勉強会でご説明した資料にな

りますけども、これを踏まえた上で後の議案についてお聞きいただきたいと思います。 

 まず、この２月１０日の資料をもう一回説明いたしますが、４月１日の機構改革で社

会教育課、青少年課が改編・統合されます。その中でも、社会教育課の中の公民館支援

係の部分が市民生活部の協働推進課のほうに移管されます。そして、青少年課が課とし

て廃止になりまして、子どもへのまなざし運動推進室と青少年指導係が社会教育部社会

教育課の中に編入されるという形になります。これを前提に規則の改正についてご説明

をしたいと思います。 

 まず、３３号議案ですけれども、この中で訂正があります。中ほどの９号「西与賀コ

ミュニティセンターに関すること」となっていますけれども、この「西与賀」は削除し

てください。単純にコミュニティセンターということでお願いします。 

 ３３号から３６号まで、この議案のとおりでございますが、詳細については別冊で、

Ａ４横長の表をつけておりますので、こちらで説明をさせていただきます。 

 まず、１枚めくっていただきまして、３３号議案の教育委員会組織規則です。第４条

の、第１号から第８号までは、基本的には文言の整理で、内容的にはこれまでと変わっ

ておりません。それと号の整理をしております。 

 そして、２ページの９号、「公民館の指導及び支援に関すること」というのが、先ほ

ど言いましたように、補助執行として市長部局の協働推進課に移管をされますので、こ

の教育委員会の組織の事務分掌の中からは削除という形になります。 

 右側の欄の１０号、１１号、１２号についてはそのまま残った形になります。１０号

から１８号については、これまで青少年課の所管となっていた事務分掌を社会教育課の

中に入れるということで整備をしたところです。 

 １枚めくっていただきまして、３ページのスポーツ振興課の中ほど、(8)号、佐賀市

民運動広場、佐賀勤労者体育センター云々といって、これまでは西神野運動広場の次が

嘉瀬川河川敷北グラウンドとなっておりましたが、その間に佐賀市健康運動センターを

加えることになります。これまで健康運動センターは健康づくり課で所管をしておりま

したが、今回サッカー場の整備等がされまして、それを一体的に管理していくというこ

とで、健康運動センターもスポーツ振興課で所管していくことになりました。 

 ６ページになります。各課の事務で、左側の社会教育課の係が庶務係、社会教育係、

公民館支援係とありましたが、公民館支援係が協働推進課に行くことになりましたの

で、なくなりまして、庶務係、社会教育係に加えて子どもへのまなざし運動推進室と青

少年指導係、それと佐賀市青少年センター、佐賀市少年センターがつけ加わります。青

少年課はなくなっております。 

 ７ページに、スポーツ振興課の所管施設ということで、これまで佐賀市健康運動セン

ターは記載されておりませんでしたが、今回から記載されることになっています。 

 次に３４号議案になります。佐賀市教育委員会事務専決規則の改正です。 

 ９ページをお願いいたします。 

 専決規則では、これまで少年センターに関することは青少年課長の専決事項となって

おりましたけれども、これからは社会教育課長が専決することになりました。 

 次が、３５号議案、公印規則です。 

 １１ページ、青少年センター用の教育委員会印が廃止されました。 

 １３ページ、こちらも青少年課がなくなりましたので、青少年課長印が廃止となって

おります。 

 それから、これも文書事務の取扱規則になりますが、３６号議案です。文書の頭に文

書番号というのをとりますが、そこにどこの課が発信した文書だとわかるように短縮記

号をつけています。教育総務課なら総という文字がついて第何号という書き方をしまし

て、これまで青少年課が青という字がついていましたけれども、これも廃止となります。 
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 私からは以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。何かご質問はございませんでしょうか。 

 １つ教えてほしいのですが、２ページの１７番と１８番に青少年センターに関するこ

と。それから少年センターに関することとありますけれども、この青少年センターと少

年センターの違いは何でしょうか。 

 

（百崎青少年課長） 

 青少年センターは建物でして、青少年センターに関することというのは、その貸館業

務等を行う部分になります。少年センターは建物ではなくて機関の名前でして、青少年

の非行防止とか、そういった部分を行っています。 

 

（山下委員長） 

 はい、わかりました。ありがとうございました。 

 何かございませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 勉強会でもしたはずなのですが非常にわかりにくくて、事務分掌の中では、佐賀市立

公民館の中で、旧佐賀郡の分を除くという表現になっていますよね。例えば、３３号議

案の別表第１中の、旧佐賀郡の公民館は、この中には含まれないということになるわけ

ですか。 

 

（古田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 別表の中では、旧郡部の分を除くという表現になっているということですが、基本的

に旧郡部の公民館は出張所の教育課で所管しておりますので、直接は社会教育課では扱

わないということで分けた記載になっています。 

 

（岸川委員） 

 これは従前と一緒ということですね。 

 

（古田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 そうです。 

 

（岸川委員） 

 それでは、教育委員会としての公民館に対する管轄というのは、人事面とか予算執行

とか、そういった面に限られるということで理解していいですか。 

 

（古田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 はい、基本的な方針の策定とか、社会教育、生涯学習の推進に関することとか、施設

の設置、廃止関係など、基本的な部分は社会教育課でこれまでどおりやっていくという

考え方です。 

 

（岸川委員） 

 実際の運営そのものは市民生活部のほうに移管するということですね。 

 

（古田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 そういうことになるかと思います。 
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（山下委員長） 

 ほかにございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第３３号議案『佐賀市教育委員会組織規則の一部を改正す

る規則』、第３４号議案『佐賀市教育委員会事務専決規則の一部を改正する規則』、第 

３５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』、第３６号議案『佐賀

市教育委員会分掌事務取扱規則の一部を改正する規則』は原案のとおり承認します。 

 次に、第３７号議案『佐賀市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の

一部を改正する規則』について、ご説明をお願いします。 

 

（古賀社会教育課庶務係長） 

 定例教育委員会資料の７ページ、第３７号議案『佐賀市教育委員会の権限に属する事

務の委任等に関する規則の一部を改正する規則』でございます。 

 これは、先ほどもご説明がありましたけれども、２６年４月１日実施の組織機構改編

に伴い改正をするものでございます。 

 社会教育課にあります公民館支援機能を初めとして、地域コミュニティ推進機能、ま

た、アイスクエアビルにございます市民活動推進機能、ＮＰＯの関係など、市民活動推

進機能を統合し、白山にあります佐賀商工ビル内に市民生活部協働推進課が設置されま

す。その協働推進課におきまして、社会教育課の事務のうち、公民館支援機能に係る事

務を地方自治法に基づく補助執行によりまして、市民生活部の職員に担わせるため規則

を改正するものでございます。 

 改正部分自体は７ページから９ページにかけて記載をしておりますが、別紙の資料と

いうことで、関係規則新旧対照表の１５ページをお開きいただきたいと思います。 

 １５ページから１８ページにかけて、新旧対照表をお示ししております。 

 まず、１５ページでございます。基本的なところで、この規則は、現行の規則の第１

条、３行目でございますが、教育委員会の権限に属する事務の一部の委任に関し必要な

事項を定めるものでございました。 

 今回、組織改編に関係しまして、改正後（案）の第１条、３行目、教育委員会の権限

に属する事務の一部の委任又は補助執行に関し必要な事項を定めるということで、３

条、４条、５条、６条を加えるものでございます。 

 １５ページ、右側の改正後（案）ということで、第３条に市民生活部の職員に担わせ

る補助執行の事務を掲げております。 

 １６ページ、上段に補助執行させる事務ということで４つ掲げております。１点は、

公民館等施設の管理運営に関する事務でございまして、基幹的なものを除くとしており

ます。それは先ほど申しました方針の策定とか進行管理、また、公民館施設の建設、整

備、大規模改修、そういったものは従来どおり教育委員会社会教育課で担いますが、い

わゆる公民館の簡易な維持補修、設備の管理といったものは、補助執行をし、市民生活

部協働推進課で執行をするものでございます。 

 ２番、公民館等に係る情報提供に関する事務、３番、公民館の事業の企画、立案、調

査、指導、助言及び支援に関する事務、また４番、公民館等に係る地域との連携に関す

る事務、いわゆる公民館事業の面、公民館との関係が深くなる業務でございますが、協

働推進課に補助執行させます。 

 ４条には、専決規則の準用という条項を掲げております。一部、専決権を市民生活部

の部長ないし市民生活部協働推進課長に付与するために、現在教育委員会の専決規則を

準用する旨規定を置いております。 

 次に、第５条、補助職員に対する補助執行に関する事務における専決等の特例という

ことでございますが、公民館等の使用時間、または休館日に関することということで、

休館日の変更に関する権限を今、社会教育課長が専決しておりますが、協働推進課長に

専決権を付与するものでございます。 
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 なお、ここに掲げておりますのは、従来の教育委員会の専決規則には詳細な規定がご

ざいませんので、こちらの補助執行規則に新たに掲載するものでございます。 

 ページをめくっていただいて、１７ページでございます。 

 公民館等施設の簡易な管理、補修、それから公民館事業の指導、助言という事務を協

働推進課に補助執行しておりますが、佐賀市の旧１９公民館は、公民館施主事というこ

とで公民館の職員を３５名配置しておりまして、その給与支給事務に必要な超過勤務命

令、有給休暇等の休暇承認、そういった事務の専決権を協働推進課長に委ねるものでご

ざいます。 

 同じく１７ページ、第６条でございます。決裁の処理方法といたしまして、新しく市

民生活部で業務を進めるにあたって、教育長の専決でありますとか副教育長の専決案件

の起案も出てくる場合がございます。そういったときの決裁のルート、決裁手順をお示

ししております。 

 (1)に関しましては、教育長の専決が必要な事項に関しましては、社会教育部の課長、

これは社会教育課長でございますが、社会教育課長、社会教育部の部長を経て、教育長

が専決をする。また、副教育長の専決事項であれば、社会教育課長及び社会教育部長を

経由しまして専決をするということで、社会教育部に経由させるということをルールと

して示したものでございます。 

 なお、今回７条以降は、これまでの条項を繰り下げるものでございまして、内容の改

編はございません。今回改正後の第８条に協議ということで入れておりますけれども、

補助職員は委任等に係る事項についてこれを執行する場合、特に重要な事項については

教育委員会と協議しなければならない旨の規定は維持をしております。 

 以上、今回、組織改編に伴いまして、市長部局の市民生活部の職員に公民館事業に関

する業務を補助執行させるため、新たに条項を設けた事務委任等の関する規則に関しま

しては以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 この補助職員という表現は、教育委員会から見て補助職員という意味ですか、それと

も市長に対して補助をする職員という意味になるのですか。 

 

（古田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 市長部局の職員が佐賀市教育委員会の職員にかわって事務を行うということです。 

 

（岸川委員） 

 教育委員会から見て補助という文言でいいのですか。 

 

（古田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 そうですね。補助という見方でいいかなと思います。 

 

（古賀社会教育課庶務係長） 

 補助職員というのは、地方自治法に定める文言でございます。教育委員会の権限に属

する事務を市長に補助執行させることは、法律上できません。したがいまして、市民生

活部の職員という書き方で、その市民生活部長ないしは協働推進課の職員にその事務を

担わせるという意味で、教育委員会側から見て補助職員といううたい込みになっており

ます。 
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（岸川委員） 

 ありがとうございます。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第３７号議案『佐賀市教育委員会の権限に属する事務の委

任等に関する規則の一部を改正する規則』は、原案のとおり承認します。 

 次に、第３８号議案『佐賀市公民館職員の任免、勤務時間等に関する規則の一部を改

正する規則』について、ご説明をお願いします。 

 

（古賀社会教育課庶務係長） 

 資料１０ページ、第３８号議案『佐賀市公民館職員の任免、勤務時間等に関する規則

の一部を改正する規則』でございます。 

 第２１条第２項第１号中、「出産予定日前６週間目」を「出産予定日前８週間目」に

改めるというものでございますが、この条項は、旧佐賀市１９公民館に配置をしており

ます公民館職員３５名のうち、女性職員２０名を対象とするものでございます。この規

定は、いわゆる産前産後休暇のうち産前休暇の期間を定める条項でございます。私ども

としまして、２４年４月１日から地域委託から直営化を行っておりますが、その際に産

前休暇を６週間と設定しておりました。 

 ただ、職場において女性の母性が尊重される昨今でございます。働きながら安心して

子どもを産むことができる状況、条件を整備する役割を私どもも担っていると考えてお

ります。 

 提案理由にも掲げてあるとおり、母体保護向上の観点から、今回、産前休暇６週間と

いう定めを産前休暇を８週間に延長したいと考えております。 

 なお、私ども常勤職員も産前休暇は８週間でございます。 

 ただ、違いがございまして、私どもは有給でございますが、今の規定上、公民館職員

は無給でございます。産前休暇６週間を８週間に改めるということで、今回提案をさせ

ていただいております。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 何か御質問はございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第３８号議案『佐賀市公民館職員の任免、勤務時間等に関

する規則の一部を改正する規則』は原案のとおり承認いたします。 

 次に、第３９号議案『佐賀市公民館条例施行規則の一部を改正する規則』について、

ご説明をお願いします。 

 

（中野社会教育課社会教育係長） 

 第３９号議案『佐賀市公民館条例施行規則の一部を改正する規則』につきましては、

さきの２月議会定例会に上程し、議決いただきました公民分館長及び生涯学習地区推進

員の報酬を廃止することに関連するものでございます。 

 提案理由といたしましては、公民分館長及び生涯学習地区推進員を廃止することに伴

い改正をするものでございます。 

 内容といたしましては、新旧対照表の２０ページをお願いいたします。 

 左側の現行第４条の公民館長が公民分館長を委嘱する内容を削除いたしまして、削除

した後は第５条以降を１条ずつ繰り上げて整理をするという内容でございます。 



  7 

 なお、施行日につきましては、２６年４月１日としております。 

 説明につきましては以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 何か御質問はございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議がないようですので、第３９号議案『佐賀市公民館条例施行規則の一部を改正

する規則』は原案のとおり承認します。 

 次に、第４０号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規

則』について、ご説明をお願いします。 

 

（小林社会教育課副課長兼公民館支援係長） 

 第４０号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則』で

ございます。 

 これにつきましては、昨年の１２月議会で神野公民館の移転改築に伴います条例の改

正について議決をいただいたところであります。条例の中で、施行期日につきましては、

教育委員会規則で定める日となっておりました。これに伴いまして、神野公民館の供用

開始が４月７日に決定したことにより、今回の施行期日を定める必要があるので、この

案を提出するものでございます。 

 内容は、神野公民館の住所を、「４番１０号」から「４番７号」に、あと公民館の使

用料の区分が公民館の改築に伴いまして、部屋の数等が変わりましたので、それに合わ

せた料金の表の変更にしております。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 何か御質問はございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第４０号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例の

施行期日を定める規則』は、原案のとおり承認します。 

 ここで追加議案が提出されておりますので、第４１号議案『佐賀市立本庄幼稚園の給

食費の改定について』、ご説明をお願いします。保育幼稚園課お願いします。 

 

（大串保育幼稚園課副課長兼保育幼稚園係長） 

 ４１号議案でございます。佐賀市立本庄幼稚園の給食費の改正について、追加議案の

２ページをお開きください。 

 佐賀市立本庄幼稚園では、隣接する本庄小学校でつくっていただいている給食を本庄

幼稚園の園児にも提供をしております。幼小一貫教育の一環として実施しているもので

ありまして、平成２０年から２２年度にかけて試行を行いまして、平成２３年度から本

格的に実施しているところでございます。 

 今回この給食にかかる１食当たりの負担額を、園児が１食当たり１７０円から１８０

円に、職員につきましては、１食当たり２００円と定めてあるものを２１５円に改定す

るものでございます。 

 根拠といたしましては、４番に上げておりますが、佐賀市立本庄幼稚園給食事業実施

要綱第９条に「給食費の１人当たりの負担額は、教育委員会が決定する」と規定してお

ります。それに基づき、今回、教育委員会にお諮りするものでございます。 

 教育委員会でご承認をいただければ、平成２６年４月１日から適用したいと考えてお

ります。 
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 負担額値上げの理由といたしましては、消費税増税に伴いまして、材料費の値上がり

に伴うものでございます。本庄小学校では、本庄小学校の小学生の給食のほかに本庄幼

稚園の園児の給食も一緒につくっていただいていることがありまして、その分の費用を

小学校にお支払いをしております。保護者の負担をお願いして、園児１人当たり１７０

円のお金を集めまして、毎月小学校にお支払いをしているところでございますが、給食

をつくっていただいている本庄小学校と協議をいたしまして、園児については１０円、

職員については１５円の値上げで材料費が賄えるという回答をいただきましたので、こ

の値段を提案させていただくものでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 何か御質問はございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第４１号議案『佐賀市立本庄幼稚園の給食費の改定につい

て』は原案のとおり承認します。 

 

日程５ 報告事項 

 

（山下委員長） 

 続きまして、日程５の報告事項に入ります。 

 １番目に、「佐賀市立赤松小・北川副小・城南中３校のコミュニティ・スクール（学

校運営協議会を置く学校）に関する評価について」、教育総務課お願いします。 

 

（本村教育総務課指導主事） 

 教育総務課からコミュニティ・スクール３校の評価についてご報告いたします。 

 佐賀市では、城南中校区の３校、赤松小学校、北川副小学校、城南中学校にコミュニ

ティ・スクールの指定を行っております。平成２５年度から３年間の指定をかけており

まして、本年度は１年目に当たります。コミュニティ・スクールの指定を受けますと、

学校の中に地域代表や学識経験者から成る学校運営協議会という組織を設置します。学

校運営協議会委員は、一定の責任と権限を持って学校経営に参画します。具体的には３

つありまして、１つは校長の学校経営を承認すること。２つ目は、学校の教育活動に意

見を述べること。３つ目は、教職員の採用等について意見を述べることです。 

 城南校区の３校では、校長の学校経営方針に意見を述べる。日常の教育活動に意見を

述べるということが日常に行われており、また、述べたからには方針が実現するよう学

校を支援するという姿が見られ、事務局では、学校運営協議会が機能しながら、地域と

ともにある学校の望ましい姿に向かっているととらえております。 

 本日は、資料１３ページからその取り組みを見てまいります。 

 昨年度、３校同じデータによる評価をしてほしいというご意見をいただきましたの

で、本年度はなるべく同じデータをそろえて評価を行っております。本年度４月、３校

との話し合いの中で重点目標を２つ定めました。１つは、地域の方に学校へよく来てい

ただくということ。２つ目は、児童・生徒が地域行事にたくさん参加するということで

す。この２点に触れながら、３校の活動状況を簡単にご報告いたします。 

 まず、地域の方に学校に来ていただくことです。意識としては、図１から保護者のコ

ミュニティ・スクール推進についての認識が毎年８割程度見られることや、図２で学校

が地域人材を活用し、交流や体験が行われているという認識が毎年９割程度見られるこ

とから、十分に開かれた学校であることが言えます。また、実際の行動としても、図４

にありますフリー参観デーの来校者数の増加が見られます。 

 １４ページになります。図５の教育活動ボランティアの増加にあらわれております。
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教室に地域の教育力が入り、多くの目で児童・生徒を見守るということが日常的に行わ

れております。 

 一方で、中学校への学習支援は内容が難しくなることから、ボランティアの数として

は多くありません。しかし、図６に見られるように、城南中への職場体験学習の受け入

れが年々多くなっており、地域の方々が生徒の支援に大きな理解を示しておられること

がわかります。 

 次は、児童・生徒が地域行事に参加することについてです。 

 １３ページに戻っていただいて、図３を見ていただくと、児童・生徒へ地域行事参加

を進める保護者が増えつつあるというのがおわかりかと思います。 

 また、１４ページ、図７から、中学生の地域行事へのボランティア参加数が年々増え

ていることがわかります。毎年増え続けているのは何か特効薬があるというわけではな

く、地道に、気長に、しかし意図的に学校や生徒に参加をお願いしているということが

功を奏していると思われます。このボランティアは決して動員的なものではありませ

ん。学校運営協議会では、この傾向に２つの理由があるととらえておりまして、１つは、

頑張った生徒たちへの温かい言葉かけがきいて、生徒の自己有用化を高めていること。

もう１つは、頑張っている中学生を目にすることで、小学生が自分もああなりたいと思

いながら成長していることの２点があるのではないかととらえております。 

 最後に、新たな取り組みについて報告いたします。 

 今年度、校区内の佐賀東高校演劇部と連携をとり、公演会を開催し、大変好評でした。

今後、他の学校、企業との交流を広げようと構想中でございます。 

 また、佐賀県コミュニティ・スクール研究大会を主催し、佐賀県内のコミュニティ・

スクールとして活動に取り組む学校同士の情報交換、研修の場を設定しました。他市の

取り組みを束ね、情報交換することでさらに大きな一歩を踏み出そうとしております。 

 以上のように、地域に開かれ、効果的に地域の教育力を日常的に活用しており、児童・

生徒の地域行事参加も好ましい状況です。さらに今後に向け、新たな取り組みも見られ、

学校運営協議会として大変意欲的な活動状況でございます。 

 以上で報告を終わります。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 何か御質問はございませんか。よろしいでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ありがとうございました。それでは２番目、「２月２０日に開催した第４回社会教育

委員の会議の報告」を社会教育課からお願いします。 

 

（中野社会教育課社会教育係長） 

 ２月２０日に開催いたしました第４回社会教育委員の会議についてご報告いたしま

す。 

 資料、１６ページ、１７ページをごらんください。 

 議題といたしましては、今後の西与賀コミュニティセンターについてということと、

佐賀市社会教育助成事業補助金についてという２点についてでありました。 

 １点目の西与賀コミュニティセンターにつきましては、本日別に配付しております今

後の西与賀コミュニティセンターの役割についてというパワーポイントの資料で説明

をいたしました。 

 これまで、今後の施設の役割について議論をいただいておりましたが、運営体制の議

論の前に子どもたちのために、この施設で何をするかを十分に検討する必要があり、今

後のスケジュールについて説明をさせていただいたところでございます。 

 委員からの主なご意見といたしましては、１６ページの１番目の丸のところで、時間

的に余裕があるのなら、子どもたちのための授業内容について実験的なプログラムの実
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施が必要、などのご意見がありまして、学校との連携については、現時点では実験的な

取り組みまでは検討していないが調整していきたいという旨の回答をしているところ

でございます。 

 ２点目の、佐賀市社会教育助成事業補助金につきましては、別紙のＡ３資料で説明を

いたしておりまして、来年度の補助団体や補助金額につきましては、本年同様の旨説明

をさせていただきました。この補助金につきましては、昨年度の会議で団体への補助と

いうことで積算根拠がなく補助事業という考え方はないかなど、ご意見があっておりま

した。 

 今回の主なご意見といたしましては、「運営するためには一定額必要で、授業費の部

分については、市と協議しながら新しいものに変えていく。そこは積算根拠を持って事

業予算をつけるということがあってもいいのではないか」とか、「来年度は早い段階か

ら議論に着手して方向性を出していく必要がある」などのご意見をいただいたところで

ありました。 

 事務局といたしましては、まずは関係団体へのヒアリングなどを行っていきたいと考

えているところでございます。 

 その下の事業報告につきましては４点ございましたが、ご意見をいただいた報告につ

きましては、１点目の「今後の公民館等のあり方にかかわる方向性」についてでござい

まして、「運営主体の議論が先走りして、今後の公民館がどういう役割を果たしていく

かという議論が欠けている」とか、「来年度からのコミュニティ推進と公民館機能の行

政組織の一本化について、どんな運営を目指してどんな形で一本化するのかということ

を先に議論して、公民館の改革に取り組んでいく必要がある」などのご意見をいただい

たところです。 

 その他の報告については記載しているとおりでございます。 

 簡単ではございますが、第４回社会教育委員の会議の報告については以上でございま

す。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 何か御質問はございませんでしょうか。 

 Ａ３横長の補助金の分の資料で、佐賀市地域婦人連絡協議会、６校区とありますけれ

ども、これはどこのことですか。 

 

（中野社会教育課社会教育係長） 

 ここの会員数のところですね。校区は、北川副校区、神野校区、新栄校区、東与賀校

区、南川副校区、三瀬校区の６校区です。 

 

（山下委員長） 

 これは会員の人数に応じて予算が配分されるのですか。 

 

（中野社会教育課社会教育係長） 

 この部分については、前年度のシーリングで幾らという形で配当しています。シーリ

ングが９７％とするならば、それで削っていくような感じでありまして、特に会員の人

数に応じてということではございません。 

 

（山下委員長） 

 これは予算内でおさまっていますか。例えば、ここに繰越金の有無を見ながら補助金

をつけてもいいのではないかという意見が出ておりますけれども、そのあたりはどうな

っているのですか。 

 



  11

（中野社会教育課社会教育係長） 

 そうですね、繰越金は補助金とは別に、それぞれの団体の会員の会費だとか、いろい

ろな部分の収入がありますが、繰越金も年度当初使う運転資金のために必要だという考

え方もありますし、今までは前年と同額程度というところで整理をしているのですが、

これも議論の中で、例えば、事業費に応じて配分してもいいのではないかといったご意

見もありました。ただ、他の市町村の状況を見たのですけども、事業費云々でやってい

るところが余りないようで、同じような団体については、前年と余り変わらない格好で

整理をされているというのが現状でしたので、今後どうしていくかは、社会教育課でも

検討していく必要があるのかなと考えているところです。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

  

（伊東委員） 

 課題解決推進事業をもう少し具体的に教えていただけませんか。市単独の事業予定を

しているということですので、支援講座とは別に具体的なそういうアクションをされて

いるのかと思いますので、課題解決推進事業についてもう少し教えていただけません

か。 

 

（中野社会教育課社会教育係長） 

 来年度からの公民分館長制度廃止に伴い、新たな事業をやるということで、１００万

円の予算をつけさせていただいています。 

 基本的には１６校区ぐらいを予定しておりまして、地域には様々な課題があると思い

ます。例えば、高齢者の問題とか防災の問題とか、あるいはなかなか地域の各種団体間

が連携がとれていないので、まず連携を強くしようという課題もあるかもわかりませ

ん。そういった各校区の課題に応じて、それを解決するための講座を展開するというこ

とで、公民館で３回の連続講座を開催しながら集ってきた住民の方、それぞれに伴う課

題を見つけて、解決していくための、そのきっかけとか解決する手法を見つけようとい

うところでございます。 

 例えば、実は昨年度から、県のアバンセと市が一緒になって課題解決支援講座に取り

組みました。循誘公民館の中でも高齢者の学級と一緒になって、「地域でみつけるあな

たの幸せ」という講座を３回連続で行い、その結果として、毎月１０日にカレーの日を

設けて、人が集まるような場面を展開されています。それは講座をした後に、そういっ

た次の居場所づくりにつながっていっています。また、鍋島校区では、防災をやろうと

いったときに、机の上を体育館に見立てて、災害が起きたときに人をどういうふうに避

難をさせようかという、ＨＵＧ（ハグ）というシミュレーションがあるのですけども、

そのシミュレーションをみんなでやることで、実際にそういった体育館に避難したとき

にどういうふうに人を誘導しようかというトレーニングを講座の中でやられたという

例がございます。高齢者とか防災とか、いろいろな課題に応じて講座を組み立てながら、

住民みんなで考えていこうという講座でございます。 

 

（伊東委員） 

 そしたら、下から吸い上げたテーマを事業していくということで、ボトムアップの要

素が強いのですかね。 

 

（中野社会教育課社会教育係長） 

 校区が考えているテーマと申しますか、校区の中では何が一番問題なのかとか、何を

課題としたいかという講座というふうに考えるということでございます。だから、校区

に聞いてどういう内容がいいかを考えていこうと思っております。 



  12

（伊東委員） 

 はい、ありがとうございました。 

 

（岸川委員） 

 その場合、予算配分は各校区に均等割のような形になるわけですか。 

 

（中野社会教育課社会教育係長） 

 予算は、一応想定では１６校区分という形をとっています。１６校区は何なのかと申

しますと、今コミュニティ協議会が立ち上がっている校区、いわゆるモデルとして推進

して取り組まれている校区が１６校区あります。それ以外の校区を今回の部分でと考え

てはいるのですが、コミュニティ未設置校区と言うのですけども、未設置校区の中で対

応ができるできないということもあるかと思いますが、基本的にはまずそちらにお勧め

していこうと考えているところでございます。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ありがとうございました。では、第３番目、「平成２６年度の学校給食費（ミルク給

食分）について」、学事課、ご説明をお願いします。 

 

（田中こども教育部副理事兼学事課長） 

 １８ページをお願いいたします。 

 平成２６年度の学校給食費（ミルク給食分）について報告をいたします。 

 学校給食用牛乳及びみかん果汁の単価につきましては、ここに示していますように、

学校給食用牛乳が平成２５年度の４４．３円から平成２６年度は４６．６３円、みかん

果汁が平成２５年度の４０．５円から平成２６年度は４１．５８円になるものでござい

ます。 

 学校給食用牛乳の価格につきましては、２月２０日に佐賀県生産振興部畜産課長名

で、佐賀県学校給食用牛乳供給事業における平成２６年度の供給価格及び供給事業者の

決定についてという文書で通知がございました。 

 供給価格が税抜き価格で43.17円と示されております。また、みかん果汁の価格につ

きましては、３月１０日に財団法人佐賀県学校給食会から、平成２６年度学校給食用み

かん果汁供給申し込みについてという文書により、供給単価が税抜きで３８．５０円と

示されております。 

 ミルク給食でございますが、学校給食法施行規則第１条４項に「ミルク給食とは、給

食内容がミルクのみである給食をいう」と規定されております。したがいまして、ミル

ク給食の対象校ですが、その下の１０校の中学校、選択制弁当方式による給食実施校が

対象となっております。 

 それから、牛乳の供給回数ですが、年間１８０回以上としております。給食費の積算

については、牛乳単価掛ける供給回数、それにみかん果汁単価掛ける供給回数を加えた

価格になります。 

 なお、この件につきましては、関係中学校長に対しまして、平成２６年度のミルク給

食回数及び給食費についてという文書で、それからまた、小学校長及び給食センター所

長に対して、学校給食用牛乳及びみかん果汁の単価についてということで、３月１８日

に文書で通知をしているところでございます。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 
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 何か御質問はございませんでしょうか。 

 

（伊東委員） 

 １ついいですか。給食費そのものはこれでいいですが、もっと大きい視点から食育、

食で育てるということをとらえる。例えば、地産地消とか農業体験とか、幼稚園、小学

校で、そういうご検討というのが今後どうなのかなということを質問したいのですが。 

 

（田中こども教育部副理事兼学事課長） 

 食育は各学校に栄養教諭、栄養職員がいらっしゃいますので、そちらでやっていただ

いております。ただ、農業体験というのが数校実施をされていると思いますが、全校で

実施をされているというわけではありません。 

 今後、その辺りも含めて食育をさらに進めるとか、それから地産地消につきましても、

議会からも、佐賀市でもっと取り入れるようにというご意見もございますので、いろい

ろな団体とか、農家の皆さんにご相談をして今後進めていかなければいけない課題だと

思っております。 

 

（伊東委員） 

 そこは小さな単位の、学校でやるというのはなかなかできないと思うんですよね。で

すから、せんだって新聞紙上に、スーパー食育スクールとかいう表現が出ていますよね。

指定校をつくって食育という立場からもっと大きな視点で学校給食を見直そうという

ことも、今後やはり考えていく必要があると思います。 

 

（岸川委員） 

 それに関連して、京都市だったですかね、京都市は給食に和食を積極的に取り入れよ

うとしているようですね。和食が世界遺産になったということで、場所が古い料理屋さ

んが多いからということもあったようですけど、それを真似しろということではないで

すけど、どういう形でされているのか、一回研究してみられたらいいのではないかなと

思います。 

 

（田中こども教育部副理事兼学事課長） 

 ご意見承りましたので、今後の参考にしたいと思います。 

 

（伊東委員） 

 おそらく各団体が協力しないといけないと思うのですよ。企業、農業、漁業、それか

らもちろん教育委員会もですよね。長い意味でそういう食育というスタイルを、郷土の

料理を使うということも含めてですね。子どもたちが今、非常に偏食で、コンビニに何

か買いに行けば、それで済んでいる時代じゃないですか。その辺りを少し変更させない

と、体力も大分落ちていますしね。ですから、もう一度教育という立場から食というと

らえ方をしていかないと、それはやはりトップダウンで指導していって各指定校をつく

るということは今後考えるべきだと思います。教育委員会としてどういう指導をしてい

くのか。地産地消、あるいは郷土の料理をどう利用するのかなど、ぜひ将来の展望を踏

まえてご検討いただきたいなと思います。 

 

（岸川委員） 

 そうですね。私も何回か循誘小学校で地域の役として給食を食べた経験がありますけ

ど、スパゲティをおかずでパンが出たりとか、父兄の中からも、ちょっと偏りがあるの

ではないかという意見はありますので、実際現場で食べてみられたりとか、そういうこ

とも必要ではないかなと思っています。 
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（田中こども教育部副理事兼学事課長） 

 食育は、もちろん我々教育委員会としても取り組むべき課題かと思います。ただ、学

校サイドだけではなかなか難しいところもあります。先ほど言われたように、今和食文

化が世界的にも認められてきておりますが、子どもたちはどうしても煮物や魚料理を好

まないという嗜好がございますので、その辺りをどうやって払拭していくかという問題

もございますが、そういったごく普通の日本料理といいますか、そういうのを数多く味

わってもらうような献立も今後検討していきたいと考えております。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 ほかに何かございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいですか。ありがとうございました。 

 その他で何か報告はございませんでしょうか。はい、お願いします。 

 

（本村教育総務課指導主事） 

 済みません、先ほど提案した教育総務課の部分で、資料に間違いがありましたので訂

正しておわび申し上げます。 

 １５ページの会議の日付です。３点間違いがございました。１点目は、赤松小学校の

表で、第３回「６月２７日」と書いてあるのが「８月３０日」です。続きまして、第７

回、これが「３月６日」の間違いです。それから右側にまいりまして、城南中学校の分

がありますが、第１回目が「４月１８日」の間違いです。参加委員数に間違いはござい

ません。大変申しわけありませんでした。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 ほかに何かご報告はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、報告事項はこれにて終わります。 

 ほかにございませんですね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかにないようでしたら、これで定例教育委員会を終了します。どうもお疲れさまで

した。 

 

 

 

 


