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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。今年も残すところ９日になりました。金曜日から昨日まで第２回佐

賀市民芸術祭が行われました。子どもから大人まで幅広く楽しめる催し物がたくさん準

備されておりました。私は、最終日の昨日行かせていただきましたけれども、いろいろ

な展示物や子どもたちがワークショップしている姿を拝見し、ジャズのステージや一番

終わりの九州交響楽団の演奏会に行ってまいりました。エンディングにふさわしい、す

ばらしい演奏会でございました。恐らく多くの方が、この３日間足を運んでくださった

ものと思います。また来年はさらに多くの方が足を運んでくださることを期待したいと

思います。 

 これより佐賀市教育委員会１２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） 

 １１月２５日の定例教育委員会の会議録につきましては、１２月１８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にいたします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（山下委員長） 

 次に、日程３．教育長の報告を求めます。 

 

（東島教育長） 

 それでは、今回レジュメ１枚を用意させてもらっていますが、ついせんだって議会が

終了いたしました。議会の質問の一つに、環境教育への取り組みについての質問があり

ました。この件については、佐賀市が学校版環境ＩＳＯということで、全市的に全学校

で取り組んでおります。ＣＯＰ１７のときから興味を持っておりまして、その記事はよ

く読んではいたのですが、国連気候変動枠組条約というのがあって、第２０回の締約国

会議、いわゆるＣＯＰ２０がペルーで行われたわけですけれども、これはもう端的に地

球温暖化防止のための会議でございます。京都議定書がもとになっているのですが、そ

れにより何とかある程度の方向合意を見たところで、今回は非常に危ぶまれた会議でご

ざいました。 

 これをどうしてお話しするかといいますと、それにあわせたように環境庁では、平成
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１０年度から１２月が球温暖化防止月間になっております。その取り組みの一つに、環

境大臣表彰というのがあるんですね。地球温暖化防止のための取り組みを行った団体、

個人で、優秀なところに環境大臣が環境大臣表彰を行っているのですが、今回、佐賀市

の学校版ＩＳＯが環境大臣表彰を受けました。１２月３日に学校教育課長が東京で賞を

もらってまいりましたけれども、ちょうどタイミングよく議会の質問があったものです

から、議場で実際の表彰状を持って紹介をいたしました。佐賀市の学校版環境ＩＳＯの

取り組みのよさというのは、やはり１つには全市的な取り組みであるということです。

学校教育課長の報告によりますと、個別で学校がもらったのは広島の小学校が１校と、

もう１つ石川の高校が１校、これは単独校としての環境大臣表彰をいただいたんです

が、私どもは佐賀市の全市的な取り組みであるという大きな価値があります。もう１つ

は、子どもたちだけの取り組みに終わらずに、教職員も一緒になって取り組んでいると

いうことです。 

 それから、３点目が、子どもたちが身近な地域に目を向けて、課題を取り上げて取り

組んでいるという、いわゆる子どもたち自身が企画して実践をしているいうこと。 

 ４点目は、地域の皆さん方を巻き込んだ活動に発展しているということで、この４点

が学校版環境ＩＳＯの取り組みの価値であると私は捉えております。当然ながら、３Ｒ

運動でありますごみ削減の問題、あるいは再利用の問題、再資源の問題、こういうこと

に子どもたちが目を向けて今活動を行っているわけですが、この小さいうちから実践し

ている姿が、将来の持続可能な社会をつくり上げるもとになると思いますので、この学

校版環境ＩＳＯが環境大臣表彰を受けたということを機に、またさらに各学校で努力し

ていただきたいなと思ったところです。 

 それから、先ほど委員長が紹介をされましたが、１９日から２１日の３日間、佐賀市

においては第２回の市民芸術祭が開催されました。恐らく皆さんもご参加いただいたと

思いますけれども、私も合間を縫って行ってまいりましたが、市民の皆さん方に、いわ

ゆる文化に触れる、親しむ機会をつくる大きなきっかけになる意義深い芸術祭だったと

考えております。結果の集約とか、反省総括というのは今後出てくると思いますけれど

も、本当にいい試みをやっておりますし、そこに携わってくださいました文化振興課を

中心とした職員は大変な労力でございましたが、よく仕上げて成功に導いていただいた

ということで感謝をしているところです。 

 あわせて同じ時間帯、同じ期日に久米島の中学生交流が、冬の交流で佐賀に参りまし

た。１９日は干潟よか公園と、佐野常民記念館と佐賀城本丸歴史館に参りました。そし

て歓迎式を行いましたが、今回は文教福祉の市会議員の皆さんたちもほとんどお見えに

なっているようでした。教育委員さんにもお見えいただいて、歓迎式をつぶさに見てい

ただきましたが、今回、雨が途中半日ほど降りまして、若干の日程変更はございました

が、予定どおり計画が進行をして、子どもたちの心に残る交流ができたと思っておりま

す。この交流は、毎年同じ人間が相互に交流をし合うというよさがあります。夏はうち

が行く、冬は向こうから来る。そして、佐賀では、久米島では経験できないことを現地

に行って学ぶということで、子どもたちにとって、今後の生き方の大きな支えになって

くれるだろうと感じたところです。 

 それから、３点目ですが、レジュメの一番上に戻っていきますけれども、博愛フェス

タ２０１４の開会式がございました。そして博愛フェスタが始まったわけでございます

けれども、これがきのうで終了をしております。今回は、全国博愛絵画展に、秋田から

沖縄まで２１府県、１１０の学校絵画教室から１，１１９点の応募がございました。本

年度は、博愛大賞に川副中学校の３年生の子どもさんの分が選ばれました。そして、現

在記念館に、その作品が展示をされております。また、年が明けて１月２８日から２月

６日までは市立図書館で展示をする予定になっておりますので、ぜひごらんいただきた

いと思います。 

 それから、それにあわせて、三重津海軍所跡のインフォメーションコーナーのオープ

ン式典がございました。これは佐野常民記念館の３階に設置をされたわけでございます
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けれども、目的はここに書いております。幕末佐賀藩海軍の拠点となった三重津海軍所

跡、佐賀藩の船屋であった三重津の地に海軍所が整備された理由や、船屋地区、稽古場

地区、修覆場地区の３地区が順次整備された過程、あるいは日本最古のドライドックの

構造やその運用、仕組み、これをグラフィックパネル、あるいは映像、模型などで説明

をされております。特に、平成２７年夏には世界文化遺産登録を目指しておりますし、

ぜひこのインフォメーションコーナーをごらんいただきたいと思っております。ちなみ

に、事業費、期間、整備等につきましては、ここに書いております。参観は無料になっ

ていますので、ぜひごらんいただきたいと思います。 

 ３点目です。３点目は、第２８回の佐賀市少年の主張大会が１２月７日に行われまし

た。２６の校区、地区がございますけれども、その地区の代表、小学生が今回は１１名、

中学生が１５名参加をしておりました。子どもたちは、自分たちの生活や学校生活、あ

るいは学校での学習を通して、自分で課題を見出して、自分で調べ、自分で考え、そし

て自分の思いを自分たちの言葉で主張してくれました。私が感じたのは、子どもたちが

これほどに、まだ小学生、中学生の年代の子どもたちがはるかに大人を超える考えを持

っているということです。むしろ大人のほうが勉強をさせられた。子どものこういう純

粋な思いや考えをそのまま伸ばすには、やはり大人がそれを支援してあげることが大事

であると感じましたし、これはあわせて子どもへのまなざし運動の一環として、ぜひ私

たち大人が襟を正すところであるという気がいたしました。 

 そういうことで、佐賀市の子どもたちが着実に育っている姿が見てとれました。 

 以上、簡単ですが、報告にかえさせていただきます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 報告内容にご質疑は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の議題に入ります。 

 まず、第２９号議案『佐賀市いじめ防止基本方針について』、ご説明をお願いします。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 それでは、第２９号議案佐賀市いじめ防止基本方針について、ご説明いたします。 

 提案理由は、いじめ防止対策推進法第１２条に基づき定めることとされているので、

この案を提出するものです。 

 方針案は３ページから載せておりますが、かなりの量がありますので、別紙の関係資

料の１ページ目をごらんください。こちらに基本方針の概要を載せさせていただいてお

りますので、こちらでご説明をさせていただきます。 

 まず、いじめ防止基本方針の策定についてですけれども、策定の意義としましては、

昨年の９月にいじめ防止対策推進法が施行されたことを受けまして、市の教育委員会と

してこれまで取り組んできたものを、総合的かつ効果的に推進するために、この方針を

策定いたしました。基本的な考え方としては、以下の３つがあります。 

 １つ目が、全ての児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、学校の内

外を問わず行うこと。２つ目は、いじめは、いじめを受けた児童・生徒の心身に深刻な

影響を及ぼす許されない行為であることを、児童・生徒が理解できるようにするという

こと。それから３点目が、市、学校、地域住民、家庭、その他の関係者の連携のもと、

いじめ問題を克服することを目指して行うという、この３つを目指して策定をしており
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ます。 

 この組織につきまして、市は平成２０年度から学校問題解決サポート事業の組織機能

を活用しまして、このいじめ防止対策に取り組もうと考えております。 

 １つは、学校問題解決サポート事業の実務者会議になります。それから、実際に話し

合う中身であります事業の専門チーム、そして各学校で設置いたしますいじめ防止対策

の委員会という、この３つをもとにしましていじめ防止に取り組んでいくことになりま

す。 

 市の取り組みとしましては３つあり、まず１つ目は学校の取り組みへの指導・支援を

行いたいと考えております。いじめは、未然防止はもちろんですけれども、もし起きた

ときの早期発見・早期対応、再発防止など、学校が主体的にできるように指導・支援を

していきたいと思います。 

 裏面を見ていただけますでしょうか、２ページです。 

 ２つ目は、警察との連携です。いじめの対応の中で、警察と連携をしなければいけな

いような内容がありますので、今は佐賀署や諸富署と一緒になって、この解決に取り組

んでいくことにしています。 

 それから、３つ目が保護者・地域の取り組みへの支援であります。社会総がかりで子

どもの悩みや相談を受けとめ、いじめ防止につなげることが大切だと考えますので、情

報を提供したり、保護者・地域での取り組みを支援したりしていきたいと考えておりま

す。 

４つ目が、県教委との連携です。今回の方針に基づいて、以前お知らせさせていただ

きましたように、方針は県教委にもお話をさせていただいて、指導助言もいただいてお

りますので、今後、このいじめ防止の取り組みについても積極的な連携を図っていきた

いと考えております。 

 そして、もし学校だけでは解決できないような重大な事態が起きた場合の対処につい

てですけれども、まず、市教委または学校による調査を行いたいと考えております。調

査につきましては、学校だけで調査が十分に行えない場合は、市教委を中心に学校問題

解決サポート事業の本部ですね、こちらには警察や弁護士さん方も入っていらっしゃい

ますので、その方々と一緒になって調査を行いたいと考えております。 

 調査の結果については、保護者等に報告をして説明をいたします。それから、学校の

調査結果につきましては、市教委に報告し、そして教育委員会が速やかに市長に報告す

ることにしています。調査結果を受けた市長により、それが十分ではないという場合に

は再調査を行うことになります。再調査の結果を踏まえた上で議会に報告し、市はそれ

に基づいて、市教委とともに必要な措置を講ずるという形で取り組むことにしていま

す。 

 施策については、点検・評価を行いまして基本方針については３年ごとにこの内容に

ついて見直すということで進めさせていただくことにしています。この方針案について

は、議会の文教福祉委員研究会にもご説明申し上げております。 

 かいつまんで申し上げましたが、以上が基本方針（案）の内容でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

（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。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第２９号議案『佐賀市いじめ防止基本方針について』は、

原案のとおり承認いたします。 

 次に、第３０号議案『佐賀市立富士生涯学習センター運営審議会委員の解任につい

て』、ご説明をお願いします。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） 

 資料につきましては、１８ページ、１９ページをお願いいたします。 

 第３０号議案『佐賀市立富士生涯学習センター運営審議会委員の解任について』でご

ざいます。 

 これは、佐賀市生涯学習センター条例第１２条第３項の規定に基づき提案をしており

ます。 

 富士生涯学習センターの運営審議会委員につきましては、委員の任期満了が平成２６

年７月３１日でございまして、新たな委員を平成２６年の８月１日から任期２年、平成

２８年７月３１日ということで委嘱をしていただいております。 

 今回、委員の中で、１人体調不良により辞任届が提出をされまして、これを受けまし

て、今回解任の議案をお願いするものでございます。 

 辞任が出ました委員さんにつきましては、１９ページにお示ししております。野田委

員さんでございまして、学識経験者として選任をしておりました。今回、ご承認いただ

きますと、平成２６年１２月２２日をもって解任ということで対応をしていきたいと考

えております。 

 運営審議会委員につきましては、１０人以内という規定でございますので、当面、現

在９人おりますが、１名欠員ということで、８人での対応をしていきたいと考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 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。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第３０号議案『佐賀市立富士生涯学習センター運営審議会

委員の解任について』は、原案のとおり承認いたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

 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年度第２回佐賀市社会教育委員の会議の報告について」、ご説

明をお願いします。社会教育課お願いします。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 続きまして、資料は２０ページ、２１ページになります。 

 報告ということで、第２回佐賀市社会教育委員の会議を平成２６年１１月７日に開催

しております。社会教育委員につきましては１２名いらっしゃいますが、１２名中１１

名の出席を見ております。 

 議題としましては、５番でございますが、佐賀市教育振興基本計画－第三次佐賀市教

育基本計画－の策定についてご意見をいただいております。 

 ２番目としまして、今後の西与賀コミュニティセンターの役割について、３番目に、

青少年センターの移転計画についてご意見をいただいたところでございます。 

 議事の中身としまして、まず佐賀市教育振興基本計画につきましては、第三次計画の

基本的な方針・概要等をご説明させていただいてご意見をいただいております。 

 主な意見としましては、ここにお示ししておりますが、まず１つは、教育基本計画に

も環境教育の施策を盛り込んではどうかというご意見がありました。 

 ２つ目としまして、誰もが親しめる市民スポーツの充実の中で、子どもから大人まで

対象とした幅広く健康促進の取り組みをしてほしい。 

 ３つ目の意見としましては、子どもへのまなざし運動の推進につきましては、現在施
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策６ということで掲げておりますが、施策１のところにあってもよいのではないかとい

うご意見がございました。 

 最後に、策定委員と評価委員が同じであったということで、評価を行う際には、これ

までの経過を踏まえて評価できるというメリットがある一方、中立性の問題があるので

はないかということで、このあたりについては十分留意をしておく必要があるのではな

いかというご意見がございました。 

 ４点ほどご意見がございましたが、これを加味して第三次計画の概要等については策

定を進めてきたところでございます。 

 また、質疑応答の中では、社会教育基本計画については策定の考えはないかというご

質問がございました。これにつきましては、社会教育基本計画につきましては、個別に

計画をつくる予定は現状ではないと。総合計画、あるいは教育基本計画の中で社会教育

関係も含めて、その中で推進をしていくという答弁をしております。 

 まなざし運動につきましては、浸透しているという判断をしている理由は何かという

ご意見でございましたが、答弁としましては浸透しているとは思っておりませんが、認

知度は年々上がっている。今後も周知・啓発を図って認知度を上げていきたいというご

答弁をさせていただいております。 

 続きまして、２１ページ、議題の２つ目としまして、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ことで、今後の西与賀コミュニティセンターのあり方、運営

方法について、平成２５年５月の社会教育委員会から今回で４回目でございましたが、

継続的にご意見をいただいております。前々回、前回の中で、試行的な事業に取り組ん

だ中で、子どもたちにどういう事業を提供するのかを考えた上で、運営方法を検討すべ

きというご意見がございまして、今回１１月の社会教育委員会では、試行的な事業の結

果についてご報告をさせていただいて、その結果としまして、指定管理による管理運営

を提案しております。 

 この資料関係につきましては、定例教育委員会議の関係資料の３ページからパワーポ

イントでお示しをしています。この資料で今回の４回目の社会教育委員会にはご説明を

させていただいています。 

 ３ページから７ページまでぐらいが大体前回までのまとめということで、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やるかを決めるべきというご意見をい

ただきまして、目標設定をした上でチャレンジ事業をやっております。 

 目標としましては、８ページの上のほうでございますが、５カ年間の管理の期間を設

定して、施設利用者に対しての目標設定としましては、天体ドームの稼働率が３５％を

超えることと、来館者数の約３０％増加する。これは約２万人を目標とする。あるいは

利用者満足度の向上または維持をするということで、現在９８％でございますので、こ

れを極力維持しながら１００％に近づけるという設定を行っております。 

 将来にわたって行う事業としては、まず天体に関する学習の場としての事業を行うと

いうことで、(1)から(7)までの案を上げておりまして、この中にそれぞれ新規を加えた

形で整理をしております。 

 ９ページでございます。天体観測以外でレクリエーション、生涯学習の場としての新

たな具体的な事業として、サークル発表会、カメラ講座等の事業を上げ、提案をしてお

ります。あわせて、そういうサークル関係、レクリエーション等、全体をあわせたもの

として星空コンサート、星空祭り等事業を行って、これで年間を通して、昼夜を問わず、

天体を中心とした中で施設の利用促進を図っていただくような考え方、案を示しており

まして、その後、本年度試行事業を行っております。１つが、夏休みの天体講座、２つ

目として、小学校への天体出前講座、３つ目として、小学校による社会科・理科見学等

を行いまして、この試行の結果、天候には左右をされますが、昼間の観望会がある程度

好評でございまして、潜在的な天体に関するニーズの掘り起こしができるのではなかろ

うかと。また、昼間であれば、小学校の授業と連携することが可能であるということで、

専門的な話を活用した事業等ができるのではないかということで整理をさせていただ
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きました。運営体制としては、直営と指定管理を企画した中で、１２ページの下の段と

上の段で比較をして、指定管理による運営に今後移行をしていきたいとご説明をさせて

いただきました。 

 スケジュールとしましては、平成２７年１月末までに市の方針決定を行いまして、３

月議会に研究会、その後、条例議案、指定管理議案を提出し、平成２８年４月で新運営

体制を目指していきたいというご説明をさせてただいております。 

 その中で、意見としましては、２１ページに戻りますけど、子どもたちが利用しやす

いような業者を選定してほしいとか、あるいは南部の地区にございますので、北部の小

学校等の利用もしやすくなるような工夫もお願いしたいと。あるいは業者の選定につい

てはしっかり選定をお願いしたいということとか、土曜日に天体観測を行っておりまし

たが、いつでも星が見られるとか、いつでも対応ができるような取り組みをしてもらい

たいと。あと、広報についても、ホームページとかフェイスブックなどを工夫して広報

を充実させていただきたいということでした。 

 最後に、現在、西与賀コミュニティセンターという名称でございますけど、天体に特

化をするということであれば、名称もふれあいスペースセンターに変更するとか、そう

いうところも検討をすべきだというご意見をいただいています。 

 質疑応答の中では、５年計画ということで、先ほどの施設運営の目標をお示ししまし

たが、１年単位の目標はどうかという質問をいただき、目標は５年間と置きながら、年

度ごとに評価を行っていきたいと答弁させていただいています。 

 それと、小学生の天体講座業務については小学校単位だろうということで、子ども会

とかの申し込みも可能かというご意見もございまして、現時点では小学校単位で想定を

しておりますが、子ども会などについても今後加えられるような検討もしていきたいと

ご答弁しています。 

 指定管理の運営体制等についてどのように考えているかということですが、まだ具体

的なことについては詰めを行っておりませんが、今後、ノウハウなどがございます協働

推進課等と協議しながら整理をしていきたいということで、今回ご報告をさせていただ

いたところでございます。 

 続きまして、３番目としまして、青少年センターの移転計画についてご説明をさせて

いただいております。 

 青少年センターについてはご存じのとおり、９月議会で設計議案を計上させていただ

いて、現在設計に入っているところでございますが、社会教育委員につきましては、全

体的にご報告がおくれておりまして、１１月７日にセンターの移転計画の概要につい

て、別紙資料の２でご説明をさせていただきました。その際、適応指導教室くすの実に

ついても、教育委員の皆様にはご報告をさせていただいておりましたが、社会教育委員

の皆様にもくすの実を切り離して、現青少年センターの機能について、マルキョウ跡に

移転をするという方向で計画を進めていることをご説明させていただいております。 

 この中で質疑が出ましたのは、やはりくすの実のほうでございまして、切り離した理

由はなぜかというご意見でございました。これにつきましては、勧興小学校、成章中学

校の不登校の子どもたちについては、公民館があったり学校が近く、知り合い等と顔を

合わせたくないということで、今、青少年センターにありますくすの実の利用ができな

いため、くすの実については全市の不登校対策ということで、幅広く考える必要があり

ますので、今回マルキョウの跡からは切り離して、全市的な適地を既存施設の中で検討

をしていきたいとご説明をさせていただいたところでございます。 

 議事については３項目でございまして、ご説明をしてご意見をいただいております。 

 最後に、報告事項としまして４点ございます。 

 第二次佐賀市立公民館等施設整備計画についてご報告をしております。 

 ２つ目として、平成２６年度の子どもへのまなざし運動の上半期の取り組み状況につ

いてご報告をしております。 

 ３番目としまして、平成２６年度の公民館等を中心とした社会教育活性化支援プラン
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の概要についてご報告を行いました。 

 ４番目としまして、平成２５年度の公民館等運営の自己評価の概要と報告を行ってお

ります。 

 この中でご意見がございましたのはまなざし運動に関してで、まなざしくんを活用し

た啓発事業ということで、このようなキャラクターを有効に活用するのはいいと思うの

で、いろんなアイデアを啓発等の利活用に取り組んでもらいたいというご意見があった

ところでございます。 

 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。 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 佐賀市の第三次教育基本計画、ここで主な意見が４点ありますよね。これに対しては、

こちらもきちんと考えを持っておかなければいけないでしょう。どのように回答してい

るのですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 この４点については、基本的に教育総務課で策定しておりまして、教育総務課から確

認をしております。 

 まず１点目の環境教育につきましては、教育基本計画においては、市の総合計画と施

策との整合性をとるために一本化させておりますので、今回新たな施策として、環境教

育という施策は上げていないという整理をさせていただいています。ただ、社会科や理

科など、日々の教育活動の中で取り組んでおるということで、今後とも家庭、地域との

連携を図りながら推進をしていくという整理をさせていただいております。 

 ２つ目のスポーツ関係でございますが、ここは施策として取り組みをしてほしいとい

うご意見でございましたので、これは基本事業の１つに生涯スポーツの推進を掲げてお

りますので、この中で具体的な計画、方向性を出しているという整理をしております。 

 子どもへのまなざし運動については、施策１のところでもあってよいのではないかと

いうご意見でございました。まなざし運動につきましては、施策１も含めて幅広く関係

する運動でございますので、縦軸、横軸の関係の中で、横軸の核という意味合いで、施

策６に大きく取り出してまなざし運動という格好で整理をしているということで現在

考えているところです。 

 策定委員会につきましては、これは次期の教育基本計画をつくる中では、現在の重点

事業についてなど、計画について精通されている委員のご意見も聞く必要があるという

ことで、評価委員さんを委員会の中に参加させているという考え方なので、今後、評価

委員については、教育総務課の中で外すかどうかは別としまして、精査されるものとい

うことで考えております。 

 以上です。 

 

（岸川委員） 

 この質疑応答の中で、まなざし運動とか浸透している、いないというやりとりがあっ

たのですけど、質問されている方はどういう点が浸透していると思えないと言われてい

るのでしょうか。例えば、私が朝ウオーキングをしているときなど、かなりのところで

以前より多くの年輩の方が立ってもらったりしてありますからね。ということは、地域

では結構根ざしてきていると思うのですよ。だから、例えば、企業ではまだ定着してい

ないのかとか、そういった面がどうなのか。また、答えるほうもこちらが「浸透してい

るとは思っていないが」という言い方を、もっと自信を持ってですね、十分にとは思っ
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ていないけれどもという表現なのかもしれませんが、やりとりが余りにも簡単になって

いると思ったので、その辺りをちょっと詳しく教えてください。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 １つは、まなざし運動の目標達成の成果指標というのを置いておりまして、地域の行

事や活動に参加している家庭の割合とか、あるいはまなざし運動の市民の認知度という

のはアンケートをとっております。この中で数字を出していまして、目標値が、例えば、

参加している家庭については４６．６％を平成３１年度までの目標にしておりますが、

現在の基準値が３７％ということで、以前の総合計画の中でも若干平成２５年度のほう

が落ちたというところがありました。まなざし運動の市民の認知度も、基準値が３４％

ということで、まだまだ低いのではないかというご意見でございましたが、我々として

は、認知度も年々上がってきておりまして、半分以上はあると思っておりますので、浸

透していないとは思っていないということはお答えをしているところです。ただ、これ

については、５０％がいいのか、６０％がいいのか、１００％がいいのかとありますが、

とにかく徐々にでも上げていくことが必要だろうと考えておるところでございます。 

 

（東島教育長） 

 今、岸川委員さんがおっしゃったように、運動というのはやればやるほど浸透してい

くものです。浸透していかない運動はないと思います。相手が変われば別ですが、佐賀

市民というのはあまり入れかわりはないはずです。だから、これだけ積み上げてきてい

るのですから、浸透してきていっていますと、私はもう自信を持っていいと思います。 

 ただ、評価指標の中ではうまく見えていないのですが、やはりそこのぶれというのは

ありますよね。企業の数とか、地域で活動していらっしゃる団体の活動の様子とか、活

動の広がりというのは、確実に浸透しているからそういう姿が見えているのであって、

単純に数字だけから判断するというのは、これはできないだろうと私はいつも思ってい

ます。ですから、ぜひ自信持ってほしいと思いますし、浸透していないと言われたら、

どういうことをもって浸透していないのか、逆に質問していただいていいかなと私は思

うんですね。それくらい自信持ってやっていいと私は思っています。 

 それから、策定委員と評価委員のことですが、これはうちでもやはり検討しないとい

けないでしょうし、これはダブりはあってもいいと思います。メンバーが全く同じよう

にということではなくて、そこに工夫の余地があるならば、そこは検討して社会教育委

員さん方にも納得いくような形を示さないといけないだろうと思いますので、今後これ

は課題として検討させていただきたいなと思います。 

 

（山下委員長） 

 ２０ページの意見の４つ目、策定委員と評価委員ということですけど、私も勉強会の

ときに資料をもらいましたので見ましたけれども、やはり策定委員と評価委員が同じと

いうのは、私もどうだろうと思いました。やはり評価というのは、客観性や透明性、公

平性を持つものですから、策定委員と評価委員というのは、別々にすべきではないかな

という私の考えでございます。その辺りもこれからの課題として考えていただければと

思います。 

 もう１つ、２１ページの主な意見の一番最後のコミュニティセンターのところです

ね。私も前回申しましたけれども、コミュニティセンターという名称は、今あちこちに

コミセンがいっぱいできておりますけれども、やはり、それと混同しやすい名称ですの

で、何か変えなければいけないのではないかと思いました。説明していただいて、私は

普通のコミセンと西与賀のコミュニティセンターが違うというのはわかりましたけど、

一般の市民には、やはりわからないかと思います。その点もよろしくお願いします。 
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（東島教育長） 

 西与賀コミュニティセンターの出前授業の件、子どもを対象にイメージしたときに

は、授業という視点から考えると、全部の子どもが対象であって、これは課業日の昼間

しか可能性はない。今度は子どもを対象に夜にすることを想定しますと、恐らく地域の

行事とか、各種団体の行事とか、あるいはセンターそのものの行事というふうになって

くるでしょう。そうなると親の責任が出てくるわけです。ですから、この出前講座とい

うのは、教育課程を想定したものなのか、その地域でのいわゆる天体観測会というレベ

ルの任意の参加のものなのか、なかなか難しいなと思いました。確かに、出前授業は大

事だと思いますが、学校が限定されるのは昼間なんですね。もちろん何かの学校行事が

あって、例えば、北山なんかに連れていったときには、全部の子どもたちに対して天体

観測をやります。ところが、そういう特殊な状況じゃないとそれができない。通常の課

業日ではなかなか出前授業というのは難しい部分があるのですが、その辺りは、何か考

えがあるのですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 基本的に天体観測については夜間という認識がございます。学校関係の授業ではなか

なか夜間に出前講座をやるというのは難しいかなと思います。天文協会に委託をしてい

るのですが、天文協会では、例えば、青少年健全育成協議会が年に１回いろいろな健全

育成の授業をやるということで、大和で天文協会のイベントをやっていることもござい

ますので、基本的にイベントとか、地域の行事とかでの出前講座については、夜間は考

えられるかなと。学校のイベントとしても、学校が主催される場合に、うちが行って説

明をしたり、機材等を使って星を見せることは可能かと思っています。 

 積極的な出前講座については、今回、昼間しか学校との連携はなかなか難しいだろう

と。以前、学校との連携というご意見もいただきましたので、学校との出前講座ができ

ないかということで、今回試行的に小学校の出前講座として、９月２６日と１０月１日

に西与賀小学校の６年生を対象としてやっています。これは、望遠鏡を用いて太陽の観

察を行っています。太陽観察ができる機材を入れておりますので、それにあわせて月と

か夜間の星についての説明をその中に織りまぜながら、天体についての講座については

基本的に昼間ではないかなということで、子どもたちへの学校授業の中では、昼間の出

前講座を設定していきたいと。夜間については、イベント等の中で裾野を広げる出前講

座を実施できたらどうかと考えています。 

 

（東島教育長） 

 それでいいと思います。学校における出前講座ははっきり昼間、専門性を生かしたシ

ミュレーション的な授業でいいと思います。ですから、昼間の授業としての出前出張授

業と、それから夜のそういうイベント的なものと、きちんと区分けをしていただいて、

夜の学校でとなっていきますと、夜だけという感覚になりますからね。だから、昼もで

きるんですよと、実際天体を見るということもできましょうし、シミュレーションのと

きに天球儀とか、あるいはプラネタリウムなども活用できましょうしね。その辺りをは

っきりしておくと、授業の中での昼間の活用もかなり可能性が出てくるなと思いますの

で、両方きちんと学校にイメージできるように変えていただきたいと思います。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 今後、指定管理の募集、公募をした中で提案もあると思いますので、そのときに、仕

様としては学校関係についての出前講座は昼間を中心ということで提示をして、提案を

受けていきたいと考えております。 

 

（岸川委員） 

 ちなみに、公募をされる場合、大体どういった団体が想定されるのですか。民間企業
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などもあるのですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 武雄の科学館などは民間が入っておりますので、入ってくる可能性もございますが、

うちの場合は規模が小さいもので、現時点では佐賀天文協会に委託事業等を行っており

ますので、天文協会か、あるいはほかの施設関係に入っている民間からの公募があるの

ではなかろうかと考えているところです。 

 

（山下委員長） 

 ほかにはございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質問がなければ、これで報告事項を終わります。 

 

日程６ その他 

 

（山下委員長） 

 続きまして、日程６のその他に入ります。 

 その他ということで、何かございませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 フリー参観デーについては何かご説明があるのですか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 フリー参観デーの今年度の状況ということで資料を用意させていただいております。

字が小さくて見えにくいんですけれども、合計を見ますと、一番下の欄に小中合わせた

数が載っていると思います。これは幼稚園、保育園や附属学校も含めてですけれども、

平成２５年度の６月が２万２，８３８人、平成２６年度が２万３，３６９人ということ

で、大体５００人近く増えております。 

 それから、２学期は１万７，８４５人が１万９，７６４人と、こちらは２，０００人

近く増えています。１学期は同じ日、６月の第２日曜日にさせていただいておりますが、

２学期は学校独自にそれぞれ日程を設定していただいております。 

 今回、若干増えました。特に秋の部分が増えました理由としては、中学校の方が多か

ったんですけれども、学校が文化発表会とフリー参観デーを抱き合わせて実施したた

め、それを見るためにたくさんの保護者が参加された学校がありました。逆に減ったと

ころは、去年それをしていたけど、ことしは都合で抱き合わせができなかったために、

少し少なくなっているというところもあったようです。全体的には、ここ数年徐々に増

えてきているので、この取り組みが市民の皆様方に浸透してきているのではないかなと

考えておりますので、今後とも佐賀市の学校の状況を幅広く多くの方に見ていただける

ようＰＲ等を進め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。 

 何かこの件についてありませんか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、これで終わります。 

 それでは、１２月の定例教育委員会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

 


