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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。８月は本当に雨ばかりで、お天気になった日は、２日、３日という

ところではなかったでしょうか。広島では大変な災害が起こりました。また、農作物に

もいろいろな影響が出ているようでございます。 

 きょうの新聞に全国学力テストの結果が公表されておりました。佐賀県は、小学校の

国語Ａで平均を上回っておりましたけれども、そのほかは残念ながら平均を下回ってい

たところでございます。これも日々の教育の積み重ねでございます。来年はもう少しい

い結果が出ますように期待したいと思っております。 

 これより佐賀市教育委員会８月定例会を開きます。 

 本日は、福島委員が所用のため欠席でございます。６人中５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。 

 

（大松教育総務課参事兼副課長兼総務係長） 

 ７月２２日の定例教育委員会の会議録につきましては、８月２２日に配付しておりま

すが、本日教育委員会会議録の差しかえをお配りしております。附箋のところに若干の

修正がございますので、こちらについてご承認をお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何か修正されるところはございませんでしょうか。 

 

（伊東委員） 

 ２ページの教育長の言葉の中で、上から８行目、これは正式には「副会長」ではなく

「副本部長」、それから下の１０行目が「会長」ではなくて「本部長」ですので、訂正

方お願いをしたいと思います。 

 

（山下委員長） 

私の発言ですが、７ページに「じゃあ、保育幼稚園課」と書いてありますが、「じゃ

あ」という文言をとってもらって、「保育幼稚園課長、この件で何かございませんでし

ょうか」としてください。 

 ほかに会議録について、訂正箇所はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、会議録は一部修正していただきまして、承認することにいたします。 

 

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、プリントを用意させてもらっていますので、報告を申し上げます。 

 まず１点目ですが、この夏季休業期間を利用しまして、教育長を囲む会を二度行いま

した。１つは、教務主任以上の管理職を対象としての囲む会でございまして、この議題

は土曜日の教育活動について意見交換を行いました。 

 もう１つは、若手教員、教職経験２年から１０年までの教職員を対象に教育長を囲む

会を行いました。ここでは、現場実践の中での悩みや課題などについて、お互いに情報

交換し、そして共有を図ってまた頑張りましょうという趣旨での囲む会でございまし

た。 

土曜日の教育活動につきましては、大きく土曜日の教育活動の効果がどういうところ

に予定されるのかという観点、それから、保護者はこの土曜授業に対してどういう期待

をしているかということを、実際に現場をあずかる校長、教頭、事務長、あるいは教務

主任、指導教諭がどういうふうに捉えているのか。それから、仮に土曜日の教育活動を

するとするならば、どういう活用の方法が見られるのか。そして、これを進め具体化す

るための課題はどういうところにあるのかと、大きく４点で話し合いをいたしました。

大体予測していたとおりの意見が出ました。 

 ただ、ここで整理をさせてもらったのが、どこが行うか、つまり主体をどこに置くか

ということがまず１点、これは、学校が主体となるか、学校以外の地域とかＰＴＡとか、

あるいはＮＰＯとか地域の関係団体とか、こういうものが主体となるかということ、そ

して学校が行うときには、普通の授業日としての捉え方の全児童・生徒を対象にした教

育課程にのっとった土曜日の教育活動。もう１つは、子どもたちの希望を募って、いわ

ゆる土曜日に行う課外指導という２つが形としてあるでしょう。 

 もう１つ、今現在行われているのが、地域などが行っている土曜学習というスタイル。

この３つのスタイルを比べて、学校としてどういう捉え方をするかと言ったときに、学

校が主体となって全ての児童・生徒を対象に教育課程にのせて土曜日の一部を使って教

育活動を行う。いわゆる土曜授業というスタイルを取り込むとしたときの意見をお尋ね

いたしました。基本的には、やはり学校週５日制という大きな趣旨のもとに、全国的に

こういう取り組みがなされておりますので、やはりこれを逆に戻すような形は望ましく

ないというのが大方の意見ではございます。しかしながら、子どもたちの土曜日の活用

が芳しくないという方向があるのもまた事実であるということ。それから、これまでの

教育活動は、土曜学習にしても、土曜課外指導にしても、全ての子どもを対象にしてい

ないと。問題は、その来ていない子どもたちにどうスポットを当てるかということにな

りますと、全ての子どもを対象に保障してあげるのは学校以外ではできないということ

で、土曜授業というスタイルで進んではどうかという方向性まで見出したという段階で

す。 

 ２番目の若手教員を対象にした囲む会ですが、これは非常に多くの意見が出ました。 

 私がうれしかったのは、若手教員には子どもたちへの愛情・情熱がまだまだみなぎっ

ている。ああしたい、こうしたい、ここをこう改善したいという思いに皆さんがなって

いることにじかに触れてみて私もうれしいところでございました。例えば、わかる授業

をするためにはどうすればいいのだろうか、こういう工夫をしているけれども、これで

いいのだろうかというふうな前向きな意見が多くございましたし、自分が進める学級経

営が思い通りにいかない、そういうときにどうしたらいいかという悩み的なこと。ある

いは問題行動をとる子どもに対してどう指導をすればいいか。あるいは保護者との信頼

関係のつくり方等についてどうすればいいかといったことなど、若手教員の意欲あふれ

る姿が見てとれましたので、とても安心をしたところでございます。 

 いずれにしても、教員というのは、日々の教育活動を続けておりますと、悩み、課題

はつきものです。ないということがあれば、これは教育を放棄したとき以外にありませ

ん。ですから、悩みながらも子どものために頑張っている姿はとてもすばらしいと私は

感じ取ったところでございます。 
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 ２点目、学校評議員、学校運営協議会の委員の研修会を行いました。 

 ここに経緯と、なぜこういうふうにしなければならなかったのか、法改正を含めて書

いておりますので、これは後でお読みいただければと思います。特に２ページの、佐賀

市において学校評議員は平成１３年度から市内の全ての小・中学校に導入をいたしまし

た。県内で全ての小・中学校に導入したのは佐賀市が一番最初でございました。それか

ら学校運営協議会制度は平成１６年に法改正がありまして、平成１９年度から本格的に

動き出したところでございます。 

 ３点目、佐賀市の生活安全推進協議会が８月５日に行われました。主な協議議題は、

認知症サポートについての話し合いが大きな１本目の柱でありました。それから、２本

目の柱が、エスプラッツに新たに防犯カメラを設置すること、それから、３本目の柱が、

「佐賀県犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり条例」という条例が平成２６年４月

１日から施行していると。この件については、インターネットの安全利用、このことが

非常に話題になりました。それから自転車の盗難防止が話題になりましたが、ここで言

葉として残っているのは、これからの防犯というのは、犯罪原因論から犯罪機会論に移

ったんだということをしきりに警察の方がおっしゃられました。つまり、犯罪原因論と

いうのは、犯罪を起こす人に着目していたと。犯罪を起こす人、人、人という見方をし

てきたけれども、これからは人ではなくて犯罪機会論、つまり場所に着目すると。犯罪

が起きやすい場所をつくらないということに着目して進めていきますと言われたこと

が非常に印象に残りました。したがいまして、鉄則というのは、入りやすくて見えにく

い場所をつくらないこと。入りやすい、しかも見えにくい、こういう場所が一番犯罪の

起きるところですと。だから、こういう場所をつくったらいけませんということで話が

なされました。 

 それから、危険ドラッグの件も出ましたので、これもあわせてお伝えをしておきます。 

 あとは、まちづくり条例につきまして、これは載せておりますのでごらんいただきた

いと思います。 

 ４点目、九州中学校体育大会、これは、剣道とサッカーが佐賀市内で行われました。

ここに行ってまいりましたけれども、折しもサガン鳥栖の快進撃があっているさなかで

ございましたので、サッカーの九州大会は非常に盛り上がりを見せておりまして、サガ

ン鳥栖の話題で持ち切りでございました。挨拶の中にも、サガン鳥栖という言葉がたく

さん出まして、２０２０年には東京オリンピックがあるわけでございますが、ちょうど

この中学生たちが主役になる可能性があるのだなと思いながら参加をしたところでご

ざいました。 

 ５点目です。佐賀市子ども会「キックベースボール」「ミニバレー」大会、これが８

月１０日、ちょうど台風が過ぎ去った翌日でございましたが行われました。子ども会の

会長さんとしばらく話をさせてもらいましたが、子ども会がだんだん停滞してきたとい

うことです。それはどうしてかというと、役員が機械的に輪番制になっている町区がふ

えてきたということで、なかなかこの子ども会が１つになりにくい現状があるというこ

とでございました。そこで、子ども会では地域リーダーを育てるという視点から何かの

策を打ちたいと子ども会の会長がおっしゃられまして、地域で大人の育成ももちろんで

すけれども、子どものうちから地域のリーダーを育てる視点で手を打っていきたいとい

うことでございました。 

 そういうことで、教育委員会にもお力添えをいただきたいということで話を終わった

わけですが、こういうことをやりたいと、教育委員会にもお願いしたいということでご

ざいましたので、近い将来に、この地域リーダー育成のために教育委員会への協力要請

等が正式にあるのではないかなと思っております。 

 それから６番目、市の歯科医師会との協議会をいたしました。かいつまんで申し上げ

ますと、１つは、歯と口の健康週間が６月４日から１０日、私たちが小さいころは虫歯

予防デーと言っておりましたが、それに対する啓発図画ポスターコンクールへの協力依

頼がありました。 
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 具体的に申し上げますと、市内の小・中学校に５，０００枚の画用紙を配っているけ

れども、応募は２，５００と、ほぼ半分であったということでございました。これを、

もっと応募するように、教育委員会の協力ができないだろうかということでございまし

た。この件については、画用紙の配布のあり方について検討する必要があるかなと。そ

れから、歯と口の健康週間の中で、このポスター図画の指導をどういうふうに各学校や

っていらっしゃるのか、授業として取り扱っているのか、宿題として取り扱っているの

か、その辺りを絡めながら実態を把握して検討をしてまいりたい。あわせて、佐賀市の

教育委員会のホームページでのＰＲもお願いしたいということでございましたので、協

力できる分はいたしましょうということでお答えをしております。 

 それから、近年、子どもたちの歯の事故というのが多いそうでございます。特に、部

活動での歯の事故、歯を折る。あるいは歯が途中から折れるとか、そういう事故が多い

ということで、マウスガードの着用の推奨をという依頼がございました。プロボクサー

がやっているマウスピースのようなものですが、部活動の、いわゆる格闘的な部活動、

想定されるに、サッカーとかバスケットとか、そういうものかなと思いますが、自分た

ちの歯をガードするという意味でそういうものを奨励してみてはという要請がござい

ましたが、いずれにしても、このことについて、指導者や子どもたちや親がきちんと理

解することがまず大事です。これを用意する、用意しないというのは別にしても、その

辺りからやっていく必要があるのではないかなと思いました。 

 この課題、あるいは要請について、必要な部分は、校長会でも十分理解をしていただ

いて、末端まで届くようにしたいと考えております。 

 もう１点が、幼稚園・保育園の歯科健診後の対応についてございましたので、できる

分は私どもでも一緒になって進めてまいりたいと答えています。以上です。 

 そして、７点目のコミュニティースクール県大会、これはつい先日行われました。昨

年はコミュニティースクールが、５市１１校ありましたが、今年は５市２町２５校に増

えております。これはパーセンテージでいきますと、市町立小・中学校の総数の９．６％

に当たります。国は平成２８年度までに１割、約３，０００校を目標にしていますが、

佐賀の場合には、ほぼ１割に近い状況になってきております。当日は、福富小、松梅校

の実践発表、提言発表がございまして、文部科学省からは、出口学校運営支援企画官を

お呼びして、コミュニティースクールの意義、あるいはコミュニティースクールのあり

方についての話を聞いたところでございます。 

 ８点目、教育振興基本計画が現在策定中でございます。７月３０日を皮切りに、５回

程度で、来年度以降の５カ年計画の案をつくり出したいと考えているところです。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 報告内容に質疑はございませんでしょうか。 

 

（伊東委員） 

 １ページの２項の若手教員は、２ないし１０年という限定の中で、これは希望者です

か、それとも全員ですか。さっきの子ども会の来ていない子どもが問題という表現があ

りましたけれども、来ていない先生はいないのでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 基本的には希望者ですが、各学校の校長は、該当する先生方には行くように勧められ

ておりますので、特別の用がない限りは来ていたと思います。 

 

（伊東委員） 

 ほぼ全員という解釈ですね。 
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（東島教育長） 

 はい。これは今年から始めたところです。 

 

（伊東委員） 

 いいことですね。 

 

（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） 

 引き続き日程４の議題であります。 

 第１７号議案から第２０号議案までの４議案は、子ども・子育て支援新制度に係る議

案で関連いたしますので、第１７号議案『佐賀市家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例』、第１８号議案『佐賀市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例』、第１９号議案『保育の実施に関する条例を

廃止する条例』、第２０号議案『佐賀市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例』について、一括してご説明をお願いします。保育幼稚園課お願い

します。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 まず、１７号、１８号議案につきましては、子ども・子育て支援新制度における新た

な給付制度に係るものであります。 

 ２ページの図で説明をさせていただきます。 

 ２ページの上段、教育・保育施設につきましては、現行制度では左側の、幼稚園と保

育所を併設しました認定こども園がございます。この施設は、県が認可権者であります。

現在の幼稚園、保育所につきましては県の認可で、給付関係につきましては、幼稚園は

県の私学助成、保育所関係は市からの措置費の支弁が行われています。これが新制度に

なったときには、右側ですけれども、幼稚園、保育所、認定こども園の運営につきまし

ては、市が共通の公的給付をすることになります。この共通の公的給付を施設型給付と

申します。この施設型給付は、子ども・子育て支援法に基づいた給付であります。この

法律において、市は施設型給付を受ける幼稚園、保育所、認定こども園が給付を受ける

施設として適切な運営をしているかどうかを確認しなければなりません。その市の確認

の基準を規定するものが第１８号議案『佐賀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例』であります。 

 下の段お願いします。この辺りは、家庭的保育事業等（地域型保育事業）についてで

あります。現行制度では、認可はされていませんけれども、県に届出がされている認可

外保育施設等がございます。これらの施設につきましては、現在、運営費の一部を県や

市から補助を行っておりますけれども、新制度においては、これらの施設が主に取り組

むであろう家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業

の４つの事業が新たに始まります。これを総称して地域型保育事業と申します。４つの

事業は市の認可事業になりますので、市が認可基準を定めることになります。それが第

１７号議案『佐賀市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例』であ

ります。 

 また、地域型保育事業であります４事業に対しても、地域型保育給付という公的な給

付が行われますので、先ほどの施設型給付と同様に、市は公的な給付を受ける事業とし
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て適当かどうか、第１８号議案『佐賀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例』において確認をすることになります。 

 この１７号、１８号、いずれの条例に規定する基準につきましても、このページの一

番下に米印で書いてあります、国が示した従うべき基準又は参酌基準を準用しておりま

す。 

 １ページに戻っていただきまして、第１７号議案『佐賀市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例』の制定理由であります。 

 今申しましたように、児童福祉法の一部改正に伴いまして、家庭的保育事業等が新た

に定められ、これらの事業が市町村の認可事業になります。それを受けまして、市町村

が認可の基準を条例で定める形になります。 

 この４事業につきましては、３ページで概略を説明しております。家庭的保育事業等

の主な基準です。 

 まず、家庭的保育事業につきましては、定員５名以下で保育士と同等以上の知識、経

験を有することを市が認めた者が自分の家で保育をする事業であります。 

 小規模保育事業につきましては、定員が６名から１９名で、保育資格者の数に応じて

Ａ、Ｂ、Ｃ型が分けられています。Ａ型は保育従事者全員が保育資格者であります。Ｂ

型は半数が保育資格者、Ｃ型は保育資格者はおりませんけれども、保育士と同等以上の

知識、経験を持つ者が保育従事者となります。 

 事業所内保育事業につきましては、事業所内の保育施設で従業員の子どもと一緒に、

その他の子どもたちも一定の数受け入れて保育をする事業であります。 

 居宅訪問型保育事業につきましては、主に障害等で個別のケアが必要な児童につきま

して、保護者の家で１対１で保育をするものであります。 

 １ページに戻っていただきまして、（２）で条例で規定する主な基準、１から７を示

しております。特に１の連携施設の確保に関することがあります。この４事業につきま

しては、ゼロ歳から２歳児の受け入れをしますから、３歳以上の子どもは基本的にはお

りません。そういう意味で、３歳以上児の保育を行っている保育園や認定こども園等を

連携施設として確保しなければなりません。３歳以上児との集団保育の機会を設けた

り、保育に関する相談、助言を受けたり、あるいはこの事業で受け入れた児童が３歳に

なった後の受け入れ先として、この連携施設を必要としております。 

 施行期日につきましては、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律」の施行の日であります。 

 次に第１８号議案『佐賀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例』であります。 

 （１）基準を定める施設及び事業としては、まず、①特定教育・保育施設があります。

これは施設型給付を受ける施設として市長が確認した幼稚園、保育所、認定こども園に

なります。 

 ②の特定地域型保育事業につきましては、市長が地域型保育給付を受ける事業として

確認した事業、先ほどの４事業であります。（２）の基準の主な内容としまして、１か

ら６を示しております。特に５番目、⑤特定教育・保育の取扱方針に関する事項であり

ますけれども、今まで教育・保育の国の指針としましては、幼稚園は幼稚園教育要領、

保育所は保育指針がございました。さらに幼保連携型認定こども園における指針、名称

は幼保連携型認定こども園教育・保育要領が今年制定されております。 

 施行期日につきましては、子ども・子育て支援法の施行日となります。 

 次に、６ページ、第１９号議案『保育の実施に関する条例を廃止する条例』です。 

 廃止理由としましては、児童福祉法の一部改正に伴いまして、条例で定めていました

保育の実施基準が内閣府令で定められることになったため、廃止するものであります。 

 ７ページをごらんください。改正前の児童福祉法については、条例で保育の実施基準

を設けることになっておりましたので、左の欄に示していますように、市の保育の実施
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に関する条例を制定しておりました。その中で、保護者の仕事とか妊娠中、あるいは疾

病等による場合に保育園などの保育の実施をうたっておりました。今回の児童福祉法の

改正で、保育の実施基準を条例で規定する条項がなくなりまして、かわりに、右の欄に

示していますように、子ども・子育て支援法施行規則で保育の実施基準が明確にされま

したので、条例を廃止するものであります。 

 以上です。 

 

（百崎こども家庭課長） 

 続いて、第２０号議案『佐賀市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例』でございます。こども家庭課からご説明いたします。 

 この条例につきましても、児童福祉法の一部改正によりまして、設備及び運営に関す

る基準を厚生労働省令で定める基準を踏まえて条例で定めることが義務づけられたこ

とに伴い策定するものでございます。 

 資料の８ページをごらんください。 

 条例の主な内容としましては、放課後児童健全育成事業の一般原則、事業所の設備、

職員の配置基準や放課後児童支援員の要件、事業所の運営規定や開所時間及び日数等で

あります。設備や運営の基準のうち、国の基準に従わなければならないものは、放課後

児童支援員の要件及び支援員の数ですが、それ以外の基準につきましては、地域の実情

に応じて異なる内容を定めることができる参酌基準となっております。 

 条例はほぼ国の基準を踏まえた内容となっておりますが、参酌基準のうち、第９条第

２項の専用区画の面積につきましては、経過措置を設けております。佐賀市の放課後児

童クラブの場合、利用希望者の増大により、現状では基準を満たしていないクラブがあ

り、基準を児童１人につきおおむね１．６５平方メートル以上とすると、新たな待機児

童が発生してしまいます。施設整備を行い、待機児童を解消するためにはある程度の時

間を要します。そこで経過措置として、現在実施している放課後児童クラブの専用区画

については、平成３２年３月３１日までの間は、この面積基準を適用しないとしており

ます。こちらを附則に記載しております。また、緊急時への対応が困難になることを避

けるために、９条ではただし書きを入れております。 

 また、佐賀市の独自項目として、第５条に放課後児童健全育成事業者への暴力団員等

の参入を排除する項目を設けております。 

 施行期日につきましては、先ほどと同じように、「子ども・子育て支援法及び就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法

律」の施行の日から施行するとしております。具体的には、平成２８年４月１日までの

間におきまして、政令で定める日ということになります。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 とても難しかったのですが、まず第６条、先ほど言われましたが、満３歳未満が終了

したあとの連携施設を確保しなければならないとなっております。３４ページに、「条

例の施行の日から起算して５年を経過する日までの間は、連携施設を確保することを要

しない。」とありますけれども、５年間のうちになるべく連携施設を確保しなさいとい

うことですよね。これは、確保できないという場合が考えられますか。５年間のうちに

確保しなければならないわけですか。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 はい。 
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（山下委員長） 

 ここは非常に重要なことで、預けたものの、あとは自分で見つけてくださいというこ

とになれば、親としてとても不安だと思います。その辺りのことで、親御さんたちへの

周知はどうなっていますか。３歳終了したら連携施設がありますよということは保護者

に伝えるのですか。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 原則は入所の段階で、３歳児後の連携施設が確保されているかどうかを明記した文書

で、保護者に対して説明をします。 

 

（山下委員長） 

 その途中途中で市は連携施設が見つかっていますかというような調査などはかけな

いのですか。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 一応連携施設が見つからないという場合につきましては、市の調査が入ってから調整

しなさいという形になっていますので、見つからない状態があれば、わかった段階で積

極的に私たちも探すという形になると思います。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 それと、１１ページの居宅訪問型保育事業のところでございますが、調理業務という

のはほかのところはあります。もちろん居宅訪問型保育事業はおうちに行って保育する

わけですから、保育者による調理、食事の提供は行わないといった文言はないのですが、

それは必要ないのですね。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 少なくとも、居宅型につきましては調理についての施設は必要ないということです。 

 

（山下委員長） 

 必要ないということですね。そういう文言が必要なのかどうなのかと思いましたが、

従事する人はそういうことがわかって従事するということですね。そのお子さんの居宅

では一切そこのおうちでは調理をしないということですね。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 そうです。 

 

（山下委員長） 

 もう１つ、居宅訪問型で、保育従事者の資格要件というのがないのですけれども、こ

れは研修とかは受けなくていいのですか。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 基本的には当然、国が示すカリキュラムに従って市町村が研修をしなければならない

と思います。ただ、このカリキュラムがまだ示されていないのです。今、家庭的保育事

業が実際ありますので、その家庭的保育事業の実施に伴うカリキュラムは総研修時間と

かテーマとかは示されているのですけど、まだこの新制度に対する研修制度の具体的な

示しがまだありません。ただ、新年度になる前には、市としての研修制度につきまして

はちゃんとした形で示す形になると思います。 
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（山下委員長） 

 もう１ついいですか、１２ページの事業所内保育事業というのがありますが、第３９

条の表の見方がわからなかったのですが、利用定員とその他の乳児又は幼児の数とあり

ますが、どういうふうに見たらいいでしょうか。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 ３９条のところの表ですが、例えば、利用定員が１人から５人以下の定員を設定され

ている事業所内保育所であれば、４人は従業員の方の子どもさんでいいですけど、１人

は従業員の方以外の子どもさんを受け入れていただくということです。 

 利用定員が５人であれば、当然事業所内の保育所ですので、従業員の方の子どもさん

が主だと思います。今までは当然、利用定員が全て従業員の方の子どもさんだと思いま

すけど、５人定員以下の施設であれば、１人は従業員の方以外の子どもさんを預かって

いただくというのが大前提であります。 

 

（山下委員長） 

 はい、わかりました。 

 それから、事業所内保育事業の区分で、保育所型事業所内保育事業と２つありますよ

ね。１３ページの（１）には医務室とありますが、これはやはり人数が多いから医務室

を設けなさいという意味ですか。ほかのところを見ていたら、この医務室という言葉が

出ていなくて、ここだけだったような感じがします。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 ここの保育所型事業所内保育事業につきましては、定員２０人以上でありますので、

基本的には認可保育所と同じような要件ということで、医務室の要件が含まれるかと思

います。 

 

（山下委員長） 

 はい、そうかとは思いました。 

 

（東島教育長） 

 確認を１点させてください。先ほど委員長から出ました家庭的保育事業、小規模保育

事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業と言ったときに、おおよそ居宅訪問型以

外の３つは同じようなスタイルで動きますよね。例えば、食事の提供にしても、健康診

断についてもきちんと規定されていますよね。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 ところが、居宅訪問型だけが食事の提供や、あるいは健康診断については規定されて

いませんよね。そこは居宅型は、食を提供しなくてもよい、健康診断もしなくてもよい

という捉え方でいいのでしょうか。特に食に関してはゼロから２歳ですから、当然離乳

食関係も出てきますし、１日の流れの中で食事をとらせることは必要になってきますよ

ね。その辺りはどうなっているのですか。 

 

（上野保育幼稚園課副課長兼保育幼稚園係長） 

 この地域型保育事業というのは居宅訪問型保育事業ですけれど、ほかの事業と違いま

して、実際にお子さんのお宅に職員を派遣してという形での保育になろうかと思います

けれども、健康管理については、基準の条例の中でも、一般原則として健康管理への留
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意事項は当然入っております。施設型の家庭的保育、小規模保育を含めて、そういう集

団保育においては食事の提供、調理が伴いますけれども、それに当たっては、例えば、

集団感染などのおそれがありますので、調理員の職員は、特に健康診断に留意しなさい

という決まりが条文の中にあります。ただ、居宅訪問型保育事業においては、通常は健

康管理に十分留意しなさいということで、集団調理とか集団提供という概念がありませ

んので、そういったつくりになっているのかなと理解しております。 

 

（東島教育長） 

 大体わかりましたが、当然ながら食事を数回に分けて与える必要がありますよね。そ

れは、その相手、いわゆる来てもらっている家庭との話し合いの中で、こういうふうに

食については進めてくださいという話し合いで動いていくということになるのですか。 

 

（上野保育幼稚園課副課長兼保育幼稚園係長） 

 そうですね、具体的にこういう食事の提供とか、離乳とか哺乳とか、そういった部分

も出てくるかと思います。それを具体的に基準の中で、こういう手順で行うかというと

ころまでは個別的な話になるかと思います。 

 

（東島教育長） 

 健康診断にしても、もちろん集団だからというのはわかるけれども、これは学校保健

安全法にのっとってとか準じてと書いてありますよね。それならば、定期的な健康診断

は１人であってもすべきではないのですか。感染などの時というわけではなくて、定期

健診についてです。これは、居宅訪問型だけは免除されていますよという理解でいける

のか、あるいは学校保健安全法に沿ってどこかの医療機関に行って定期的に健診は受け

るんですよとなるのか、その辺りはまだ分かりませんか。 

 

（上野保育幼稚園課副課長兼保育幼稚園係長） 

 明確には書いてございません。ただ、在宅訪問であっても職員の健康管理という部分

にはいつも目を配りなさいということがありますので、健康管理がなされていると医師

からの確認ができなければ、当然何かしらの健康診断を受けたり健康チェックをするよ

うに、事業者にも求めていく必要があると思います。それがなされていないということ

であれば、確認という意味で基準を満たさないという話にはなるかと思います。 

 

（東島教育長） 

 この間の歯科医師会との話し合いの中ともここは連動してくるからね。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 あわせて私たちも、基準はつくりますけれども、認可権者としては確認をしていくつ

もりでおります。 

 

（岸川委員） 

 ということは、派遣型というのは、人材派遣業種の人がやるという可能性もあるわけ

ですか。個人の人が行くということもだし、人材派遣業の方がこういった業種に参入す

るという可能性もあるということですね。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 少なくとも、今の要件を満たしていただければ、その法人格というのは問わない形に

なります。 
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（岸川委員） 

 もう１つよろしいですか。放課後児童健全育成事業についてのご説明ですが、これは

現状では放課後児童クラブを指しているわけですよね。今後、この法律が意味するとこ

ろは、民間企業がこういった事業をする可能性もあるということなのですか。 

 

（百崎こども家庭課長） 

 今回、この基準を設けてある意味は、市だけではなく、それ以外の者も届出を出して

この事業をしていいということです。 

 

（岸川委員） 

 それでは、民間企業がこういうことに参入してもいいということになるんですね。 

 

（百崎こども家庭課長） 

 はい。 

 

（岸川委員） 

 現状では、事業者はどこになるのですか。各学校でやっている児童クラブの事業者は

佐賀市ですか。 

 

（百崎こども家庭課長） 

 佐賀市です。 

 

（岸川委員） 

 わかりました。 

 

（山下委員長） 

 もう１ついいですか。さっきの居宅訪問型保育事業ですが、ほかのところは耐火基準

で避難訓練とかありますけど、そこのおうちに消火器の設置をしておいてほしいという

義務づけなどはないのでしょうか。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 規定はございません。 

 

（山下委員長） 

 それは別になくていいのですか。もしものことは考えられないのかなと思いました。

ほかのところは避難訓練を実施していますよね。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 一般的な家庭の施設としては、最低限の消防設備は必要だと思います。 

 

（山下委員長） 

 はい、わかりました。 

 それと、小規模保育事業にＡ型、Ｂ型、Ｃ型というのがありますが、それの説明をも

う少し詳しくお願いします。例えば、Ａ型は分園型とかありますが、人数がどのぐらい

でというのを詳しく説明していただけませんでしょうか。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 ３ページですね。大きく定員が家庭的保育事業は５人までとなっています。そのとき

に、ゼロ・２歳児を受け入れる場合は保育士の配置基準としては３対１、５人まで受け
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たいというときには５対２という形になっています。あと、小規模については６人から

１９人の定員となります。Ｃ型が６人から１０人、そしてＡ、Ｂは６人から１９人の定

員です。 

 

（山下委員長） 

 Ａ、Ｂは一緒ですか。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 Ａ、Ｂは６人から１９人であれば。 

 

（山下委員長） 

 それはどこでＡ型、Ｂ型に分けるのですか。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 一番大きいのは、ここの保育士の資格のところです。Ａ型は基本的には全員保育士の

資格保持者であります。Ｂ型が半数が保育士。Ｃ型は家庭的保育補助者、いわゆる研修

とかを受けて、保育士と同様の知識があれば保育従事できますよということです。それ

が大きなところであります。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

 

（光吉委員） 

 先ほどの小規模保育のＡ型、Ｂ型のところで、米印のところに「保健師又は看護師を

１人に限って保育士とみなすことができる。」と書いてありますけれども、これは保健

師も看護師も一応専門職なんですけれども、保育士とみなさないといけないのですか。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 基本的に今の保育所でもみなし規定と言って、保健師さんがおられれば保育士として

みなすことができるという規定があるものですから、今回の小規模においてもそのみな

し規定、任意でそういうこともできますという規定を設けています。 

 

（光吉委員） 

 職員のところに、保健師とか看護師という名称は上がらないのですか。 

 

（古田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 ゼロ歳児から３歳児のお子さんに対して１人保育士をつけなさいということが、保健

師とか看護師がいれば、その１人については保健師でもいいですよということです。 

 

（東島教育長） 

 保育士１名とみなすということです。定数をその分使っていいことになりますから、

保育士の数が少なくて済むわけです。 

 

（光吉委員） 

 はい、ありがとうございます。 

 

（伊東委員） 

 議案１７号の８条の家庭的保育、その中で、例えば、「豊かな人間性」から「できる
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限り児童福祉事業の理論」とある中で、「できる限り」という表現と、それから次の４

ページ、１５条の２「家庭的保育事業者等が」から、「その献立はできる限り変化に富

み」というところ、もう１つは、５ページの１７条の４、「家庭的保育事業者等の職員

の健康診断」から、最後の「綿密な注意」というところが、非常に抽象的な内容になっ

ているのでこれでいいのかなという気がします。「できる限り」と言うと、どのくらい

ができる限りなのか。非常に大事な条項ですので、これは「できる限り」ではいけない

のではないかなという気がするんですけどね。ここで回答ができなければ、もう少しご

検討いただいて、「できる限り」という表現が通用するのかなと思いますが。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 これは基本的には国が示された基準そのものの表現でここの条項をさせていただい

ています。今ご指摘いただいたのも全て国の基準をそのまま準用する形にはしているの

ですけど、国につくられた趣旨を確かめます。 

 

（伊東委員） 

 ただ、現場に行くと、こういうものでは非常に困るんですよね。大事な条項であるの

に、国がつくろうが県がつくろうが市がつくろうが、「できる限り」というのは非常に

抽象的で現場が迷うと思うのですよ。逆に言うとあいまいさになって、大概でいいのか

なとなりかねない。「できる限り」の中で栄養的なものとか、幼児の健全なとか、そう

いう前後があるのに、この辺りについては少し注釈を加えるとか、ご指導が出てくるん

じゃないですかね。こういう大事な条例ですので、ここでは回答は要りませんから、意

見ということで聞いていただけたらと思います。 

 それと、先ほど委員長からありました３９条、これは以前私から、企業内保育所がで

きないのですかという質問をしたと思うのですが、県では、まだ許可が出ていないとい

う答弁があったと思うのですが、来年度に向けてこういう条例をつくって、企業内の保

育所を展開していこうということなのですか。事業所内保育事業は、今ヤクルトとか、

みずほとか、実際にやっていますよね。例えば、この辺りでいくと戸上電機とか、そう

いう大手の企業は今特に人が集まらない状況で、仕事も断っているという実態があるの

ですよ。ですから、女性の就労度を上げるという立場からすると、事業所内にこういう

保育施設をつくるということは非常に僕は大事だと思います。ですから、これについて

は、条例だけではなくて、部間の問題以上にもっと事業所を巻き込んだところで展開を

していただければなと思います。 

 それから、委員長が質問された中で、１人以上５人以下で、その他の人を１人入れる

という話がありましたよね。これは地域住民に開放するという意味ですか。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 そうです。事業所内で、例えば、５人のうち１人か２人は、地域にお住まいの一般の

方を受け入れることになります。 

 

（伊東委員） 

 そういうことですね。 

 そうすると、４分の１以上が地域の子どもさんであれば、補助金対象になりますよね。

そういうことも含んだ話になってくるのですね。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 そうです。少なくとも公的な給付を対象にするという意味での事業所内保育事業にな

ります。 
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（伊東委員） 

 これはもう来年度からですよね。これはもう既に準備を始めておかないと、政府が認

可して、事業所への展開というのはできませんよね。ですから、市も部間を飛び越えて、

事業所へのそういう展開というものも、早くからアクションを起こしていただければな

と思います。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 先ほどの３ページの「できる限り」については、国の趣旨を調査させていただきたい

と思います。 

 あと、先ほどの事業所内保育施設につきまして、この条例は今から上程をしますけれ

ども、関係する佐賀市内の認可保育所、認可保育園かつ事業所内保育所、全部合わせて

107事業所ありますけど、全部にこういう国の制度があります。新制度に向けてどうい

う形で移行されますかという意向調査をかけました。結果的には今１業者だけ新たな公

的な給付に乗りたいというご意向を受けています。ただ、今後もう一回意向調査といい

ますか、詳細な企業さんとのやりとりもさせてもらいたいなと思っていますので、そこ

でまたどれだけ増えていくかというところです。 

 

（伊東委員） 

 ありがとうございました。 

 

（岸川委員） 

 今、伊東委員が言われたのは、この条例とは別に、そういったアクションを起こして

もらいたいということだと思うので、例えば、商工会議所や法人会とかを通じて、国が

こういった施策を打ち出しているので、佐賀でも有力な企業等を中心に、ぜひそういっ

た事業所内保育所をつくりませんかという勧めを展開していただきたいなと思います。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんか。 

 もう１つお尋ねいいですか。放課後児童健全育成事業、第６条の第２項に、避難訓練

のことが書いてありますが、「定期的にこれを行わなければならない。」とありますけど、

保育所は毎月１回訓練しているようですが、ここは大体、頻度はどのくらいなのですか。

「定期的に」と書いてあるけれども、年に１回なのか、２回なのか。 

 

（百崎こども家庭課長） 

 国からの留意事項といいますか、そこで示されているのは年に２回程度です。 

 

（山下委員長） 

 年に２回ですね。年に２回程度ということは、ここに記載する必要はないのですね。 

 

（百崎こども家庭課長） 

 ここには書かれていないですね。 

 

（山下委員長） 

 ほかに質問ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第１７号議案『佐賀市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例』、第１８号議案『佐賀市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例』、第１９号議案『保育の実施に関する条例

を廃止する条例』、第２０号議案『佐賀市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関
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する基準を定める条例』の４議案については、原案のとおり承認します。 

 次に、第２１号議案『佐賀市児童館条例の一部を改正する条例』のご説明をお願いし

ます。こども家庭課お願いします。 

 

（百崎こども家庭課長） 

 ４３ページ、第２１号議案『佐賀市児童館条例の一部を改正する条例』でございます

が、これにつきましては、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立

の支援に関する法律」の一部改正に伴い、条例中の別表に引用しております法律の名称

を変更するものであります。 

 資料につきましては、１０ページになります。松梅児童館の使用料を別表にあらわし

ておりますけれども、そこの中で引用している法律の名称を変更するものです。施行期

日は公布の日からとしております。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 この特定配偶者というのはどういう意味ですか。 

 

（百崎こども家庭課長） 

 中国に残留していらっしゃって、日本に戻ってこられる前から結婚されていた、その

配偶者の方です。一緒に日本に戻ってこられて、残留孤児の方が亡くなってしまった配

偶者の支援を手厚くするということで、その内容を変えられたために、それに伴って法

律の名称も変えられたということで今回改正するものです。 

 

（岸川委員） 

 わかりました。 

 

（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２１号議案『佐賀市児童館条例の一部を改正する条例』

は原案のとおり承認します。 

 次に、第２２号議案『佐賀市立幼稚園条例施行規則の一部を改正する規則』のご説明

をお願いします。保育幼稚園課お願いします。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 佐賀市立幼稚園条例施行規則の一部改正でございます。佐賀市立幼稚園につきまして

は、本庄幼稚園１園がございます。 

 まず、幼稚園の就園奨励費補助金の説明でありますけれども、保護者の所得状況に応

じて経済的負担の軽減を図る目的として、小・中学校の就学援助同様に幼稚園の保育料

等の補助を行う国の制度であります。 

 まず、改正の目的でありますが、文部科学省が平成２６年度幼稚園就園奨励費補助金

の対象世帯を拡大しました。今までは３人以上の園児が同時就園している場合は、所得

に関係なく補助対象になっていたのが、今回の改正で園児に小学校３年生以下の兄また

は姉がいる多子世帯でも、所得に関係なく補助の対象になるようになりました。それを

受けまして、佐賀市立幼稚園の保育料等を減免する対象を変更するため、規則の改正を
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行うものであります。 

 改正内容につきましては、１２ページに新旧対照表を示しております。佐賀市立幼稚

園条例施行規則第７条で保育料等の減免対象を規定しておりまして、第１項の第３号、

網かけ部分ですけれども、現在の「園児が３人以上属する世帯」を「園児に小学校３年

生以下の兄又は姉がいる世帯」に改めるものであります。 

 施行期日としましては、平成２６年９月１日であります。 

 また、５番目の減免額でありますけど、佐賀市立幼稚園の保育料等減免に関する要綱

で規定をしていまして、今回の規則改正にあわせまして要綱も改正をいたします。それ

が１３ページであります。１３ページの表、黒丸の「同一世帯に小学校１年生～３年生

の兄・姉を有する園児の場合」のところの表に、新たな区分としてＤＤの「上記区分以

外の世帯」を加えまして、そして第３子以降の園児につきましては、新設の減免額７万

９，０００円を加えます。また、国の改正では、第２子の保護者負担を所得にかかわり

なく、第３子の全額保育料補助の半額を補助することになりましたので、表の上の段の

黒丸、「同一世帯から複数園児が同時に就園している場合」のＤの「上記区分以外の世

帯」及び下の表のＤＤの「上記区分以外の世帯」の第２子のところに４万円の減額が新

たに新設をされます。本庄幼稚園につきましては、１０２名の入園児がおりまして、規

則の第７条に基づいて減免対象となっている園児は１６名です。うち小学校３年生以下

の兄・姉がいる児童は５名で、いずれも第２子でございます。 

 あわせて私立幼稚園も同様に改正がなされていますので、公立と同じでございます。 

 以上であります。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

何かご質問ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第２２号議案『佐賀市立幼稚園条例施行規則の一部を改正

する規則』は、原案のとおり承認いたします。 

 

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。 

 報告事項１「平成２６年度９月補正予算について」のご説明をお願いいたします。 

 

（古田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 ４５ページをお願いいたします。 

 こちらの表は、今度の９月議会に提案する教育委員会の予算議案の一覧でございま

す。 

 まず、教育総務課分ですが、教育委員会全体の職員人件費について、記載をしており

ます。４月と７月に人事異動や組織改編がございました。そのための予算の組み替えな

どによるものでございます。 

 それから、その次の行の小学校費国庫補助３，０００万円と施設改修費４，２００万

円ですが、こちらは、地域活性化・効果実感臨時交付金を約３，０００万円活用をして

事業を行うもので、内容としては、老朽化が著しい金立小学校と西与賀小学校プールの

改修を行うものです。金額としては４，２００万円になります。 

 まず、金立小については循環ろ過装置が現在ありませんので、その設置などを含めて

補修工事等を行う予定をしております。金立小学校分が２，９００万円、それから西与

賀小学校分としては、主にはプール内側の塗装の痛みが激しい状況ですので、防水塗装

の改修工事などを行う予定としております。経費としては１，３００万円を予定してお
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ります。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 次に、学校教育課お願いします。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 引き続いて学校教育課です。学校教育課は、佐賀県研究指定校事業で県の委託事業で

す。北山校の中学部において、２１世紀型能力・資質についての見識を深めるというこ

とで、新しい学習、教育課程についての研究を進めてもらっています。これは昨年度か

ら研究委嘱にはなっておりましたけれども、その委託事業については年度末に正式に委

託が決まりましたので、本予算には上げられなかったため、補正予算として上げる分で

す。２０万円の１００％県委託で、先進校視察と、それから国立教育政策研究所の大杉

研究部長の講師招聘に充てることにしております。今年度、研究発表を予定しておりま

す。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 次に、こども家庭課お願いします。 

 

（百崎こども家庭課長） 

 こども家庭課、歳出の部ですけれども、母子家庭等高等技能訓練促進費で補正をお願

いしております。高等技能訓練促進費はひとり親家庭の母または父が就職に有利な資格

である看護師や保育士、理学療法士等の資格を取得するために、専門学校等で２年以上

就学する場合に、生活を支援するために給付金を支給するものですが、当初見込みでは

新規を４名と見ておりましたが、２６年１月から支給対象になった者が１名、２６年４

月から対象になった者が１０名の計１１名からの申請がございまして、予算に不足が生

じることとなりました。その分につきまして、増額補正をお願いするものですが、２６

年度の支給対象者は現在のところ、継続の方も含め２０名となっております。この促進

費につきましては、国から４分の３補助がございますので、歳入のほうに４７０万円程

度の補正を組んでおります。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 次に、保育幼稚園課お願いします。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 認定こども園事業助成経費の補正であります。この経費につきましては、認可幼稚園

と認可外保育所を併設します幼稚園型認定こども園の運営費の助成であります。当初見

込みよりこども園の数が１６園から１７園に増えたこと。また、受け入れの児童数も 

２４２名から２８０名に増えたことが補正の理由であります。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 こども教育部の中で何かご質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、社会教育課お願いします。 
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（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 まず、青少年センター移転整備事業につきまして、約１，２００万円の補正をお願い

しています。これは昭和４１年建築で、耐震診断の結果、耐震補強困難と判定されてお

ります青少年センターを、旧マルキョウ佐賀店跡３階へ移転整備することに伴います改

修の設計委託料の補正をお願いするものでございます。移転整備することによりまし

て、利用者の安全を確保するとともに、青少年施策及び子どもへのまなざし運動の拠点

として機能拡充を図りたいと考えております。 

 整備の施設概要としましては、実施設計の中で詳細は検討してまいりますが、現時点

ではフリースペース、学習室、多目的ホール、会議室、相談室、調理室、和室など、現

青少年センターの施設をそのまま移行したいと考えております。スケジュールとしまし

ては、２６年度に設計を行いまして、２７、２８年度で整備工事を行い、２８年１０月

の開館を目標としております。これはバルーンミュージアムの開館にあわせる予定とし

ています。 

 その下、公民館下水道接続事業として、約６５０万円補正をお願いしております。こ

れは国の経済対策に伴いまして、地域活性化効果・実感臨時交付金の交付額の確定に伴

いまして、次年度以降に予定をしておりました金立・久保泉各公民館の下水道工事の補

正をお願いするものでございます。財源としましては、先ほどの青少年センター移転整

備事業につきましては合併特例事業債を活用しております。下水道接続につきまして

は、地域活性化・効果実感臨時交付金を充当しております。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 次に、スポーツ振興課お願いします。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 スポーツ振興課からは、４つ項目としては上げています。 

 まず、スポーツパーク川副の耐震改修事業ですが、これは２６年度に設計をして、 

２７年度に工事を行うものでございまして、その財源の組み替えです。住宅・建築物安

全ストック形成事業交付金という国の補助金がもらえることになりましたので、その分

を歳入に計上し、逆に施設整備事業債という起債を減額しております。歳出の事業費自

体に変わりはありません。 

 ２つ目が、これは歳出ですが、さが桜マラソン大会の開催経費、５者で共催しており

ます、そのうちの３者である県と佐賀市と神埼市の負担金が実際の２０１４年大会の事

業の決算に伴って、繰越金を来年度に持ち越さないということで、１，６００万円ほど

の繰越金を２０１４年の大会に充当しましたので、その分を含めて県、佐賀市、神埼市

で相応の負担分の減額ということで上げさせていただいております。当初１，０４０万

円を負担する予定にしておりましたのを６４０万円の負担になるというものです。 

 ３つ目が、市立の弓道場の改修事業ですが、これは近的と遠的という２種類の弓道場

があるのですが、遠的で最近矢の飛び出しが発生しました。もしこれが周りにいらっし

ゃる方に当たりでもしたら大事故になりますので、早急に対応するということで、今、

遠的の的の後ろに６メートルの防矢ネットをつくっておりますが、それだけでは足らな

いということで、それを高さ９メートルに上げるとともに、サイドからも飛び出す可能

性がありますので、その分も周りを囲むような形での防矢ネットの増設を行うというも

のです。 

 最後に、スポーツ施設設備整備事業ですが、これは国の経済対策の交付金を充当でき

るということで、今年度中に早急に対応するべきものとして２つ、大和中央公園のテニ

スコートの改修、もう１つは東与賀の運動公園のテニスコートの照明の点灯盤の取りか

えで、２，７００万円程度の予算を計上させていただいております。 

 スポーツ振興課からは以上です。 
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（山下委員長） 

 次に、文化振興課お願いします。 

 

（福田文化振興課長） 

 文化振興課からは３件計画しております。 

 まず初めの武家屋敷旧嬉野家の門の修理に伴う設計委託料１１１万６，０００円でご

ざいます。この門は、バルーンミュージアム駐車場予定地にございまして、１７世紀か

ら１８世紀にかけての建築と推定されているものでございます。今年度は、門の保存修

理設計業務を計画しまして、２７年度に保存修理工事ということで、２カ年にわたって

保存を行っていく計画でございます。 

 次の埋蔵文化財関係でございますが、佐賀城東堀整備事業に伴う発掘調査経費とし

て、３３４万円を計画しております。佐賀城の東堀につきましては、昨年度から実施し

ておりますけれども、今回の地点は、附属小学校の正門を少し南に下ったところから水

ヶ江方面に道がカーブして龍谷方面に向かいますけれども、この東西方向の道路はもと

もと堀を越える土橋でございました。この土橋の南側の壁面に石垣が残っている可能性

がありまして、その石垣の調査をするものでございます。これは佐賀県土木事務所によ

ります東堀整備に先立って護岸の状況調査を行うものでございます。今回の補正額は全

額県からの委託金を充当することとなっております。 

 最後の文化会館の施設改修事業でございますが、この事業は文化会館の蓄電池取りか

えに要する経費でございます。内訳としましては、設計監理委託料として約１００万円、

取りかえ工事に８７０万円程度、合計９８０万円を予定しております。 

 なお、この事業は地域活性化・効果実感臨時交付金の対象となっております。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 次、図書館お願いします。 

 

（棚町図書館長） 

 図書館も国の臨時交付金事業でございまして、施設の管理費特別分として、停電時に

おける図書館の非常用照明の蓄電池交換の設計管理委託と工事費でございます。今回の

取りかえは会館後初めての取りかえということでございまして、歳出でも１，０４０万

円ほどございます。このうち設計管理委託が１１０万円ほど、工事請負費が９３０万円

ほどの内訳となっております。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 青少年センターは、設計委託料だけで１，２００万円近くかかるのですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 設計委託料だけです。これは今、建築住宅課で試算しました概算の工事費等を見込ん

だ中で出しておりますので、入札や、あるいはバルーンミュージアムと同じ建物であり

ますので、設計は１つになるかと考えておりますので、そこの契約の仕方によってはも

っと下がるのではなかろうかと思っています。 
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（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 その下にある債務負担のところをお願いします。 

 

（梅崎学事課長） 

 学事課の債務負担分です。学校給食の一部民間委託事業ということで、２７年度に新

たに民間委託を実施予定であります本庄小学校と川副学校給食センターの３カ年分の

委託料の債務負担の予算の計上をするものであります。 

 債務負担の内訳でございますけれども、本庄小学校で、３年間で約４，８５０万円、

年間１，６００万円となります。 

 川副給食センターが１億９２０万円で、１年間約３，６００万円の委託料となります。

今回、本庄小学校と川副学校給食センターの選定理由でございますけれども、行革の観

点から毎年の調理員の退職に伴いまして、一部民間委託を行ってきております。昨年度

末に早期退職者が出ましたことから、今欠員になっておりまして、その欠員の相当分が

今本庄小学校の調理員の定数となっておりますので、今回、本庄小学校を民間委託する

ものでございます。 

 それから、もう１つ、川副の学校給食センターにつきましては、これまで給食センタ

ーには手をつけておりませんでしたけれども、諸富を除きました給食センターには今正

規職員が配置されておりませんで、合併後そのまま嘱託職員が中心になって給食をつく

っております。その嘱託職員の中では、なかなかリーダー格となる方がおらず、また、

嘱託職員につきましては、雇用期間が５年という決まりがございますので、なかなか安

定した雇用ができないということで、給食の安心・安全な提供と、それから安定した運

営を行うために、今回、川副の給食センターを専門の民間の業者に委託をするものでご

ざいます。 

 今後、まだ富士、三瀬、諸富と給食センターがございますので、そのセンターにつき

ましても、今後民間委託について検討していき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。 

 何かご質問はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 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〕 

 報告がほかになければ、報告事項を終わりたいと思います。 

 それでは、これで８月の定例教育委員会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


