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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆さんこんにちは。ことし最初の定例会でございます。ことしはひつじ年ということ

で、中国では羊が非常に吉祥の動物とされておりまして、羊は群れをなすということで、

家族の安泰をあらわし、またそれが長く平和に続くとされております。今、シリアでは

非常に厳しい状況が続いておりますが、私たちは心から世界の平和を願うところでござ

います。 

 これより佐賀市教育委員会１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） 

 平成２６年１２月２２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、

ことし１月２３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。 

 先に日程４の報告事項をさせていただきます。教育長からの報告は後にさせていただ

きます。 

 

日程４ 報告事項 

 

 次に、日程４の報告事項に移ります。 

 「平成２６年度（２０１５年）佐賀市成人式について」、社会教育課からご説明をお

願いします。 

 

（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、１ページをお願いいたします。 

 報告をする前に、資料の数字の訂正をお願いします。申し訳ございません。 

 １ページの式典内容の欄の東与賀会場の部分で、式典時間が１３時３０分から「１４

時２０分」となっておりますが、ここは「１４時」で修正をお願いいたします。あわせ

まして、立食ティーパーティーのほうも「１４時２０分」からというところを「１４時」

に修正をお願いいたします。 

 あと１カ所ございまして、参加者実績の合計欄、２０１５年の欄でございますけど、

現在「２，０６７名」と整理をさせていただいておりますが、集計ミスで「２，０６８

名」と修正をお願いいたします。申しわけございませんでした。 

 それでは、平成２６年度（２０１５年）佐賀市成人式について報告をさせていただき
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ます。 

 まず、開催日は平成２７年１月１１日日曜日、成人の日の前日に開催をしております。

対象者につきましては、平成６年４月２日から平成７年４月１日生まれの方です。会場

は、昨年と同様、佐賀会場から久保田会場の８会場で分散開催で行っております。式典

につきましては、その式典内容に示していますように、式典、立食ティーパーティー等

を実施しております。 

 なお、２５年度は午前と午後に式典時間がずれておりましたが、２６年度からは午後

統一ということで、基本的に１３時から１４時に式典を実施しております。場所につき

ましては、２５年度と同様に文化会館から久保田の保健センターで開催をしておりま

す。参加者実績としましては、２０１５年の合計欄でございますけど、２，０６８名と

いうことで、２０１４年度よりも増加をしております。 

 ちなみに、会場別で見ますと、佐賀会場、川副会場、久保田会場で２０１４年度より

増加をしているところでございます。式典関係につきましても、滞りなく厳粛に開催を

されて大きな問題は起こっておりません。 

 あと、川副会場、ここがスポーツパーク川副の体育センターを使用しておりまして、

空調設備がございません。２５年度の成人式のときには天候が悪くて寒かったという苦

情等も出ておりまして、今回対応を検討いたしましたが、大型ストーブを６台設置をし

て、天気もよかったせいもございますけど、大きく寒いというような苦情等はなくて、

どうにか対応ができたなと考えています。来年、川副についてはスポーツパーク川副の

体育センターが改修に入りますので、予定としては南川副小学校の体育館を使用して、

またストーブでの対応を図っていきたいと考えております。おおむね式典については滞

りなく実施をできたものと考えております。 

 ２番目に、記念品でございます。記念品につきましては、例年に引き続きましてマイ

箸ということで、佐賀市産のヒノキ材を使いまして、諸富家具協同組合に作成をお願い

して配付をしております。大体１本当たり単価６００円ほどになります。 

 ２ページにパンフレット等の写真を掲載しておりますけど、上から２つ目の左側、成

人の記念の箸ということで、これを市産材の有効活用を含めて配付をしているところで

ございます。２ページ、３ページ、４ページにつきましては、各会場の式典内容とか、

立食パーティー等の状況の写真をお示ししているところでございます。 

 なお、来年度２０１６年につきましては、現時点では２８年１月１０日、成人式の前

日での開催を予定しているところでございます。 

 以上、佐賀市成人式についてご報告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。 

 それでは、例年のように委員さんも出席されたと思いますので、会場順に感想を述べ

てください。まず、大和に行かれた方。 

 

（福島委員） 

 福島が大和会場に出席させていただきました。今まで私が行った会場は小さいところ

が多く、新成人が自分たちで成人式を行うという形だったので、そこまでふざけた人は

いなかったんですけれど、大和の場合は、市が主催で運営をしていて、人数が多いとい

うのもあるのかもしれませんが、今まで行ったところよりはふざけている感じの人もい

はしたんですけれど、最後までちゃんと滞りなく行われました。やはり会場が大きいと

どうしても新成人同士も久々に会ってうれしい感じで、大分がやがやしていてなかなか

席に着いてくれなかったんですけど、最終的にはうまくできたのでよかったと思いま

す。 

 以上です。 
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（山下委員長） 

 富士は私が行かせていただきました。富士は私語もなく、携帯電話を見たりいじった

りする人もなく、非常に厳粛な式ができました。そして新成人の宣誓も、今までお世話

になったから、これから恩返しをするんだと、社会のために生きていくということを述

べられました。成人になられた自覚というのも感じたところでございます。非常によか

ったです。 

 次に、三瀬に行かれた方。 

 

（岸川委員） 

 三瀬は岸川が行かせていただきました。諸富と東与賀にまだ行っていなかったので、

そのどちらかかなと思っていましたが、３年前でしたか、三瀬に行きましたけど、その

ときは一面銀世界で非常に寒い日だったんですけど、今回は天気もよくて、それほど寒

くもなくて非常によかったと思います。人数は、一番少ない１０名ということで、アッ

トホームな会場でありました。一人一人自己紹介や抱負を話していましたけど、集落名

と、両親の名前まで言われて、会場全員がそれがまたわかるというところがほんわかと

していてよかったなと思います。それと、小学校のときの担任の先生も出席されていま

して、後のティーパーティーでも当時の作品等をいろいろお持ちになられていてよかっ

たなと思いました。 

 あと、進行等を、支所の方がされていましたけど、成人の方に進行等もさせてよかっ

たのではないかなと思ったところです。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 川副に行かれた方。 

 

（東島教育長） 

 川副は私が行かせていただきました。成人式そのものの運営が新成人者で行われてい

たというところはやはり非常にいいなと思いました。昨年度までの懸案で暖房の面がご

ざいましたが、当日は天候もよくてストーブで対応していただきました。精いっぱいの

努力をしていただいたと私は思っております。寒さは一向に感じませんでした。本当に

社会教育部、各出張所の教育課長を初め、担当者の準備、運営まで細かい配慮がなされ

ていたと思っております。ただ、成人者の成人の宣言、あるいは感謝の言葉が若干声が

小さいなと、もっと力強さを感じてもいいのかなという思いがありました。 

 いずれにしても、地域の方や保護者の皆さん方もお見えになっておりましたし、川副

町一体となってこの成人式が迎えられたと私は感じました。特に支所の中では２番目に

大きなところでございまして、大和に次ぐ規模の成人式であったわけでございますけれ

ども、過去の川副の成人式はまだ見たことがございませんでしたので何ともいえません

が、私のイメージした以上によくできた成人式であったろうと思っております。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 次、東与賀に行かれた方。 

 

（伊東委員） 

 東与賀は伊東が行かせていただきました。東与賀会場についてはアットホームで、そ

れから来賓が非常に多かったです。恐らく支部の教育課長さんの大きな指導があったの

ではないかなと思います。初めは受付の辺を見ますと、茶髪とかヘアスタイルが、モヒ

カンヘアと言うんですかね、そういった成人が、男性で四、五名おりました。それから、
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お母さんである成人が、子どもを抱いたほほ笑ましい姿があったのが印象的でした。厳

粛に式が進みまして、来賓の市会議員の方が大きなクラッカーでドーンと祝砲を上げて

いただいたり、黄色いハンカチで手品をしたり、非常に町民挙げて祝成人というイメー

ジが強い会場でした。最後はアトラクションで小学校時代、中学校時代のビデオレター

を流していましたが、これもローカル色豊かなんですよね、途中切れたりしてちょっと

間がありましたけれども、それも逆に笑いを誘って、非常にすばらしい成人式だったな

という印象を受けました。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは、久保田。 

 

（貞富こども教育部長） 

 久保田は、私こども教育部長の貞富が出席をさせていただきました。久保田は、久保

田保健センターで１時半から開催されました。式の開始の前には、会場の玄関で談笑す

る参加者でちょっと混雑をしておりましたが、式の直前になると皆さん会場に入られ

て、ほぼ時間どおりに始まりました。特に目立った服装とか髪形の方もおられなくて、

また式の進行中も私語等はほとんどなく、式そのものは短時間でスムーズに進行いたし

ました。 

 ただ、女性でショールをしたまま会場にいらっしゃる方がいて、本当は外すのが礼儀

ということを去年聞いていたものですから、ちょっと気になりました。 

 成人式会場の向かいの農村環境改善センターが知事選の投票会場でありました。成人

式の終了後に晴れ着を着たままで投票場に向かう人も見かけました。当たり前と言えば

当たり前かもしれませんけれども、大人の自覚を持った行動ということで感心をしたと

ころでした。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 それでは、例年のように各出張所の課長さん方からも、一言ずつでも述べてください。

諸富出張所。 

 

（松永諸富教育課長） 

 諸富会場につきましては、企画運営において新成人のスタッフ方式で行いまして、新

成人１６人で受付、司会、メモリアルフォトの上映等をしていただきました。 

 式典の進行状況でございますけれども、式典は予定時間どおりに開始し、滞りなく約

３０分間で終了いたしました。式典の受付につきましては、開始１時間前から開始をい

たしました。式典会場への入場は誘導係が駐車場やロビー付近にて受付、入場を促しま

して、式典開始１０分ほど前までは入場者は約６割程度でございましたけれども、式典

開始５分前になりますと、ほぼ全員の方が会場に入っていただくことができました。ま

た、式典中は私語等もなく、国歌斉唱等の起立や着席など特に問題なく進行をいたしま

した。迷惑行為などもなく、厳粛でよい式典が実施できたと思っております。 

 続いて、記念行事でございますけれども、記念撮影を公民館の講堂において新成人全

員で実施いたしました。その後、立食ティーパーティーを同じ会場で実施し、新成人約

１００名ほとんどが出席をしていただきました。パーティーにおいてもメモリアルフォ

ト、あるいは当時の担任の先生等も来ていただいて、和やかで温かい式ができたものと

思っております。 

 最後に、会場の後片づけのときに、新成人３０人ほどがみずから進んで後片づけを手

伝っていただいて、非常にありがたく、また頼もしく感じました。 
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 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 次に、大和出張所。 

 

（小林大和教育課長） 

 大和会場は、ホテル龍登園で実施いたしました。成人者の対象者は２２７名で、うち

１９２名の参加がありました。来賓として議員の方々、校区の自治会長、大和町内の小・

中学校長先生、中学校当時の担任の先生方など１８名、それから約４０名の保護者の参

加がありました。式典は午後２時からの予定でしたが、川上峡の官人橋で交通事故があ

り、その影響で祝辞をいただく予定の来賓の到着を待って５分おくれで開会いたしまし

た。式典は滞りなく、２５分程度で終わりました。その後、成人者の記念写真撮影、約

１時間の立食ティーパーティーを行い、何事もなく終了することができました。 

 ただ、福島委員さんもおっしゃっておりましたように、式典の開始前は成人者の話し

声でざわついていましたけれども、静かにするようにアナウンスをしたところ、すぐに

声はおさまりまして、厳粛のうちに式典を終えることができました。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、富士お願いします。 

 

（池田富士教育課長） 

 富士会場はフォレスタふじで、きれいな会場で行っております。参加者が３１名で、

先ほど委員さん方も言われていましたけれども、富士も和気あいあいとしたところで、

十数名の保護者の方がついてこられていました。新成人の自己紹介が、３１人ですので

一人ずつあって、私も何回か地元の成人式には出たことあるんですけれども、初めての

体験で新鮮なものを覚えました。 

 委員長も言われていましたけれども、皆さん自分の抱負とか、今までお世話になった

人たちへの恩返しをするといった言葉が多く、大変ほほ笑ましい式だったと思いまし

た。その後の立食パーティーでは、会場を会議室に移動して行いました。後で聞いたの

ですが、食べ物がこんなに少なく残ったのは初めてだったということで、かなり楽しく

和気あいあいとやっていたのだなと思われました。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 次、三瀬出張所お願いします。 

 

（原三瀬教育課総務係長） 

 三瀬会場ですけれども、場所は三瀬公民館で実施をいたしました。ことしは出席者が

１０名ということで、毎年三瀬は少ない人数でアットホームな成人式を開催しておりま

す。また、ことしから来賓に新成人者の恩師の方もご招待いたしまして、ことしは小学

校６年生の時の担任の先生が出席をいただきました。開始１５分前には参加者全員着席

していただきまして、式も定刻どおりに開始することができました。式典中は私語や迷

惑行為等もなく、厳粛な式を行うことができ、３０分程度で式を滞りなく終了いたしま

した。 

 式典終了後、成人者の自己紹介を一人一人行いまして、その後、来賓の方と一緒に記
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念撮影を行いました。式典後の立食ティーパーティーには、来賓の方々、保護者の方も

一緒に参加していただきました。このパーティーの中で、小学校時代の先生がタイムカ

プセルを持参されておりましたので、当時の写真や作文、絵画などがみんなに渡されま

した。特に二十歳になった自分への手紙というのが成人者、それと保護者も非常に感激

されて、和やかな雰囲気でこのティーパーティーも終了することができました。 

 全てのスケジュールが終了した後、会場を後にした成人者全員が一旦公民館に戻って

きまして、一列に整列しまして、私たち職員に「ありがとうございました。お世話にな

りました。」とお礼の言葉をかけていただきまして、非常に感謝したところです。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 次、川副お願いします。 

 

（糸山川副教育課長） 

 川副会場です。先ほどご紹介がありましたとおり、出席者が１５０名ございました。

また、ご家族の方の関心も高くて１００名ほどお見えになっておりました。成人された

子どもさんたちの姿を見られて、非常に思いが深かったかと思います。 

 肝心の寒さ対策につきましては、６台のストーブ設置のおかげで若干暖をとることが

できました。また、当日は気候も温かかったものですから、特に問題もなかったかと思

っております。式典は若干私語等もございましたけれども、滞りなく終えることができ

ました。 

 川副会場は以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 次に、東与賀会場お願いします。 

 

（江頭東与賀教育課長） 

 東与賀ですけど、東与賀は例年実行委員方式で行っております。ことしの実行委員は

９名、そして、その９名の実行委員がさらに１０名のサポート役のメンバーをそろえま

した。アトラクション以降の部分については実行委員が全部企画して運営を行っており

ます。式典につきましては、職員が企画し、運営については実行委員で行っております。

ことしの実行委員は非常にまとまりがよく、連携がとれていて、とてもスムーズに進行

を行っていただきました。まず、受付時に例年会場入り口で混雑するのですが、受付が

済んだらスムーズに会場内へ案内するというところもうまくいき、開式１０分前にはほ

ぼ会場内に入っていただきました。 

 それから、運営の中で、昨年問題としていましたショールと私語のことですが、司会

者に事前にアナウンスをお願いしておりました。そうすると、みなさんショールを外し

て膝の上に置かれていましたし、それから私語も一切なく、式典を滞りなく終えること

ができました。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、久保田会場よろしくお願いします。 

 

（内田久保田教育課長） 

 久保田会場ですけれども、久保田会場も新成人の実行委員による方式で行っておりま

す。実行委員が１２月に２回ほど話し合いを行いまして、それに基づいて成人式の式典
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も滞りなく開催されました。対象者が町内については１００名でしたけれども、７名ほ

どが町外からの申し込みがありまして、１０７名の対象者に対して９５名の参加でし

た。 

 式典終了後は、恩師を交えての記念写真撮影、その後恩師と語る会と進みまして、実

行委員が卒業アルバムから作成しましたＤＶＤを上映しながら、１２月末に掘り起こし

ましたタイムカプセルを開缶いたしまして、先生を交えて大変にぎわっていました。 

 それと、先ほど話がありましたように、今回、選挙と一緒になりましたので、通常は

記念撮影を改善センターでするんですけれども、ことしはそれができなかったので、保

健センターで式典会場の撤去とか、写真撮影の場所の設営、恩師と語る会の会場設営を

実行委員を含めて行いました。その後の式場の片づけについても、新成人の実行委員さ

んの手助けを得まして大変助かりました。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。どこもスムーズにいったようでございます。 

 昨年問題になりましたショールの件でございますが、私も富士に行きましたときに

は、司会者に、ショールは式の間はとるのがマナーだからとるように言ってくださいと

言いました。各出張所でももう一度ご確認いただいて、委員もまた参加したときには確

認したいと思っています。ショールをなぜとらないといけないかというと、これは洋服

で言ったらコートなのです。着物の上に羽織るショールはとるというのがマナーです

し、これも若い人たちに対する私たちの教育の一つではないかと思いますので、忘れな

いように来年度各出張所の課長さんたちにお願いします。私たちも覚えておきましょ

う。 

 ほかに何か成人式についてご質問とかご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質問がございませんので、報告事項についてはこれで終わります。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（山下委員長） 

 先ほど教育長の報告を後に回しておりましたので、日程３の教育長の報告をお願いし

ます。 

 

（東島教育長） 

 それでは、プリントに従って報告をさせていただきます。 

 まず、委員の皆様方にはすでにメールで報告をしておりますが、個人情報の紛失の件

でございます。これはメールでの報告、それから新聞等でも既にご存じと思いますけれ

ども、中川副小学校で１月７日から１４日の間に暗号化機能つきのＵＳＢメモリが紛失

をしました。この中に個人情報が記録されていたということでございます。まだこのＵ

ＳＢは見つかってはおりません。ただ、暗号化されておりますし、さらにパスワードで

入る必要がありまして、それだけの保護をなされておりますから、１００％とはいえな

いまでも、仮にどなたかがこれを使おうとしても、ほぼ使えない状況にあるという厳重

な管理はしているところでございました。 

 いずれにしても、事後の対応、それから今後の対策、指導については徹底をしたとこ

ろでございます。ここでご報告をさせていただきます。 

 それでは、まず１点目ですが、２０１６佐賀熱気球世界選手権組織委員会が昨年１２

月２５日に行われました。 

 ご存じのように、２０１６年、平成２８年１０月２８日から１１月７日まで、１１日

間にわたって嘉瀬川河川敷において熱気球世界選手権が開催されますけれども、その第
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１回組織委員会ということで、実行委員会の会則とか、構成、事業計画、運営概要など

についての説明、協議がございました。現状では、大会への競技参加チームが１０５チ

ーム予定されているようで、合計のバルーンは１６０機程度と聞いております。 

 なお、観客動員数が予定では１２０万人、通常のバルーン大会は８０万人から９０万

人だったと思いますので、かなり人数も多くなるということでございます。 

 それから、これにあわせて、佐賀市のバルーンミュージアムの開館が予定されており

ますので、このバルーンミュージアムの開館にあわせて、学校教育の中でも佐賀の特色、

あるいは佐賀の名所など、何らかの形で教育内容の中の一部に加えることも必要になっ

てくるであろうと予測をしているところでございます。 

 それから、２点目、北川副校区のふれあい冬まつり（ほんげんぎょう）が１月１２日

にございました。 

 平成２７年の新春を迎えまして、ふれあい冬まつり（ほんげんぎょう）が地域を挙げ

て行われたところですが、メインは鬼火たきでした。この鬼火たきの炎に無病息災、あ

るいは地域の安寧を祈願したところでございます。この価値・意義というのは、やはり

地域に受け継がれてきた伝統行事であるということです。これを大人と子どもがともに

体験して、そして触れ合うことで、地域の連帯感が高まるでしょうし、子どもたちもこ

のような地域行事への参加、体験活動を通して、地域の一員としての自覚、ないしはふ

るさとへの愛着というのが育まれていくのではないかなと思ったところです。特に北川

副校区は、市内でもいち早く子どもへのまなざしという視点を、地域の行事の中に具体

的に取り込んでいただいているところでございます。そういう意味で、非常に日本の伝

統行事に浸る機会ができたところでございます。 

 ３点目です。つい先日、第６３回佐賀市校区対抗駅伝大会がございました。 

 これも非常に天候に恵まれまして、まさに小春日和という言葉がぴったりの天候でご

ざいました。２３．３キロ、６区間でたすきリレーをして、それぞれの校区がこれまで

の練習の成果を発揮するものでございましたが、ことしは非常におもしろいレースにな

りました。エントリーしたのは３５チームと聞いておりましたけれども、参加チームは

２９チームで、インフルエンザ等もはやりまして、チームが組めないというハプニング

もあったようでございますけれども、冬空の中、熱戦が繰り広げられました。最終区ま

でもつれ込んで順位がわからないという非常におもしろいわくわくしたゲームでござ

いました。やはり駅伝というのは、チームワークとか協力とか、みんなが一体となって

盛り上がれる競技だなということをつくづく感じたところです。願わくば、スポーツを

通して地域の連携、きずなが強まっていけばすばらしいなと思いますし、そういう力を

スポーツは持っているということも実感したところでございました。 

 伊東委員さんは役員として一生懸命動いていただいておりました。そのほかの教育委

員さん方も参加をいただきまして、この駅伝大会を無事に、問題や故障者もなく、滞り

なく終えることができました。あとは県大会に向けて盛り上がっていくであろうと期待

しているところです。 

 以上、報告を終わります。 

 

（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５ その他 

 

（山下委員長） 

 続きまして、日程５のその他の事項に移ります。 

 まず、「第２回佐賀市民芸術祭の報告」をお願いいたします。文化振興課お願いしま
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す。 

 

（福田文化振興課長） 

 お手元の別添資料にございますとおり、第２回佐賀市民芸術祭の結果の概要を報告い

たします。 

 日程でございますが、昨年の１２月１９日金曜日から２１日の日曜日にかけて、佐賀

市文化会館で開催をいたしました。来場者数は８，５００人で、昨年比１００名ほど少

なくなっております。この評価については、２５年度の８，６００名でおおむね成功と

自己評価をしており、１００名減ではございますけれども、今年度もおおむね成功と思

っているところでございます。 

 主な内訳でございますけれども、オープニングセレモニーを皮切りに、大ホール、イ

ベントホール等で行いまして、ここに書いてあるのが主な内訳でございます。 

 次のアンケート結果の概要でございます。詳細は別紙につけておりますけれども、ま

ず性別は女性が６割近くとなっております。年齢がどうしても年配者に偏っている傾向

がございます。住まいはやはり市内が断トツでございまして、県内、県外と続いており

ます。 

 日頃の芸術文化の鑑賞の機会ということで、やはり日頃、機会が少ない方が来ていた

だいたほうがより芸術文化振興になるわけでございますが、年一、二回しか来ていない

方は３１％ぐらいございまして、そういう方も来ていただいているという傾向が受け取

れます。 

 公演等の印象でございますが、９４．３％の方が「とても良かった」、「良かった」に

お答えをいただいております。満足度が高かったのがマイナーズとマリンバで、１００

に近い数字をいただいているところでございます。 

 芸術祭の印象でございますが、８６．５％の人が「とても良かった」、「良かった」と

お答えをいただいております。 

 今回、この芸術祭に参加して、今後鑑賞をしたいかどうかについては、今後も鑑賞し

たいと思った方が８５％を超えたところでございます。 

 次の成果と課題でございますが、課題については(1)番の昨年の第１回佐賀市民芸術

祭における課題への対応と、次のページ(2)新たな課題ということで、２項目に分けて

課題について書いております。 

 まず、１ページ目の第１回芸術祭における課題への対応でございますが、アンケート

で、ことしも出ておりますけれども、若年層にいかに来ていただくかという課題がござ

いました。それに対しましては、佐賀大学の学生さんに依頼いたしまして、パンフレッ

ト、ポスターの作成をしていただくということで対応をしているところでございます。 

 その結果についての考察でございますが、なかなかアンケート結果からはよりよい数

字はいただけませんでしたけれども、会場内、私どもの体感でございますが、多くの子

どもたちの姿を見ることができたと感じておるところでございます。 

 広報の充実でございますけれども、昨年も結構力を入れてやりましたが、２５年度の

成果実績が目標１万人のところ８，６００人でございまして、まだ伸び代があるという

ことで、新たな取り組みとしてフェイスブックの広報活動に取り組みました。昨年を上

回ることはできませんでしたけれども、直前に衆議院の選挙がありましたので、その影

響で若干少ない結果に結びついたのではないかということも考えております。 

 次に、会場の規模やスタッフの人員に見合った適正規模のプログラム構築。例えば、

控えの会場がないぐらい目いっぱいにしてしまいましたのでどうなのかという問題が

ございました。今回のイベントを開催するに当たって開催時間の重なりが多く発生しま

して、結果として客が分散してしまったということがありまして、アンケート結果にも

プログラムの重なりをよりないようにという指摘がございましたので、これを改善して

いく必要があると思っております。それと、より多くの市民が運営にかかわることがで

きる体制の構築。これはもう去年からの課題でございますが、ことしは出演団体を中心
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に有償の会場スタッフを募集しまして、実質２０名ほど参加をされております。 

 今年度開催に伴う新たな課題というところですけれども、昨年来の課題ではございま

すが、プログラム数をもう少し縮小して、大・中ホールの公演時間が重ならないように

日程を組む必要があるということ。 

 ２番でございますが、有料プログラムのあり方。やはりここで一番ネックとなるのが、

有料ですからチケット販売をどうするかということです。右から左に売れるものばかり

ではございませんので、やはり出演者の方も一緒になって売っていただくということも

必要かなと思っているところでございます。 

 次の３番でございますが、文化会館内の動線。どうしても中心が１階フロア、２階フ

ロアになりまして、３階のワークショップとか展示コーナーになかなか人を向けること

ができないといいますか、館内放送を何回も行っておりますけれども、なかなか市民の

方に円滑に３階に上がっていただくというのが難しかったというところで、３階フロア

の活用については、第３回以降さらに検討する必要があると思っております。 

 あと、未就学児の入場制限、聴衆のマナー向上。無料公演については、気楽に来てい

ただきたいということで、未就学児の入場制限を行いませんでした。当然有料公演につ

きましては、今あるルールどおりにしたところでございますけれども、やはり無料公演

についても耳の肥えた方もいらっしゃいますので、どうしても子どもの声とか、聴衆の

マナーの問題とか出てきます。余り多くの制限を課すと気軽に音楽を楽しむことができ

ませんので、適切なバランスを考慮して対応をする必要があると思っております。 

 成果につきましては、ここに３点上げております。満足度の向上については鑑賞意欲

の向上にもつながっていると思っております。 

 芸術文化の鑑賞意欲の向上については、前回に比べて、７．６ポイント増加しており

ます。出演者の誇り、意欲の向上、この芸術祭に参加してよかったと思っていただける

かどうかということでございますけれども、大きな刺激になったと判断をしておりま

す。 

 概略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。 

 市民芸術祭について、ご質問、ご意見はございませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 私も九響のコンサートは、家内と一緒に見させていただいて大変感動した次第ですけ

ど、ちょっと私が気づいたのが、おっしゃったとおり、観客の３分の２か４分の３ぐら

いは女性だったと思いますが、トイレが大変困られていたようです。具体的にどうすれ

ばいいのかわからないですけど、館全体である部分は男子トイレをその日だけ女性用に

開放するとか、何らかの対策をしてやらないといけないかなと思います。本当にすごい

行列でですね、うちの家内などはもう最後まで我慢すると言って我慢しておりましたけ

ど、これはやはり構造的にどうしても数が男女同じぐらいにしてあるものですから、何

らかの配慮が必要なのかなと感じました。 

 

（山下委員長） 

 あるいは休憩時間を長くとるとか、そういう手もありますね。あのときは休憩時間が

１５分ぐらいでしたかね。 

（岸川委員） 

 はい。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。 
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（東島教育長） 

 ３番の成果の中の出演者の誇り、意欲の向上、このアンケートには具体的にどんなこ

とが書かれていたか紹介できるものはありますか。 

 

（宮﨑文化振興課参事兼副課長兼文化振興係長） 

 きょうはアンケートそのものを持ってきていないのですが、これは来場された方だけ

ではなくて、出演者の方からも、出演した感想はいかがでしたかということで意見をい

ただいておりまして、やはりこういう大きな舞台に立たせていただいて非常にありがた

いと。特に個人で活動されている方だと、こうやって多くの佐賀市民の前で発表する機

会もないということで、非常にありがたかったという意見がたくさん出ておりました。

貴重な機会だったと思っていただいたのではないかと総括をさせていただいておりま

す。 

 

（東島教育長） 

 出演者のほうは記述方式ですか、マル・バツ方式ですか。 

 

（宮﨑文化振興課参事兼副課長兼文化振興係長） 

 これは記述式です。 

 

（東島教育長） 

 出演をする側と鑑賞者側とが一体となった、この価値というのが芸術祭のいい面でも

あろうと思うのですよ。３番のこの表現からはよくわかるのですが、裏づけになるもの

がないものですから、言葉としてこんな感想がありましたというふうな、何か代表的な

意見を盛り込んでもらうと、信頼性も高まってくるし、出演者と鑑賞者が一体となった

芸術祭の価値が上がってくるのではないかなと思います。 

 

（山下委員長） 

 未就学児の入場制限と書いてありますけれども、行った方から私が聞いた話では、オ

ープニングセレモニー＆ＪＡＺＺステージに行かれた方で、子ども連れで気軽に行けた

から楽しめたという感想を持たれていて、未就学児の入場制限を行わないコンサートも

やはり必要かなと思いました。 

 以上です。 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質問がなければ次に移ります。 

 「個人情報の紛失について」、ご報告をお願いします。 

    〔資料配付〕 

 はい、お願いします。 

 

（宮﨑学校教育課参事兼ＩＣＴ利活用教育係長） 

 それでは、学校教育課からご説明させていただきます。 

 個人情報の紛失について、先ほど教育長からもご説明がありましたけれども、詳しく

ご報告をさせていただきます。 

 概要につきましては、佐賀市立中川副小学校におきまして、個人情報を保存しました

ＵＳＢメモリを紛失いたしております。 

 内容ですが、紛失確認日につきましては平成２７年１月１４日木曜日です。紛失物は

暗号化機能付きＵＳＢメモリ、製品名はＨａｒｄｌｏｃｋｅｙポータブルと申します。

先ほどの説明にもありましたように、パスワードで保護されております。中に入ってお
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りましたファイルにつきましてもパスワードで保護されておりまして、二重のパスワー

ドがかかっているところでございます。紛失した者ですけれども、中川副小学校に勤務

しておりました講師の女性、４０歳の方でございます。保存しておりました個人情報に

つきましては、平成２６年度の３年生の通知表、１学期分、２学期分が保存されており

ました。３年生は１７名でございます。紛失した場所ですが、これにつきましては明ら

かになっておりません、現在のところ不明となっております。 

 これまでの経過でございます。平成２７年１月６日火曜日から学校から借用しており

ましたＵＳＢメモリが所在不明となったことに、１月１４日に講師本人が気づいており

ます。学校と自宅で捜索しましたが発見できませんで、翌１月１５日に学校長に紛失し

た旨の報告があっております。同日夜、市教育委員会に紛失した旨の報告があっており

ます。１月１７日、１８日と捜索をいたしておりますが、発見できませんでした。１月

１９日に記者発表という形をとっております。同日１９時から３年生の保護者に学校に

来ていただきまして、説明会を行っております。そこで謝罪と説明を行っております。 

 保護者の方につきましては、迅速で誠意を持った学校の対応にかなり信頼されており

まして、クレーム等は一切ございませんでした。翌１月２０日火曜日に全ての保護者に

謝罪と今後の対応について文書を配付したところでございます。 

 なお、その後の対応ですけれども、１７名の児童のご家庭全てに個別に訪問をいたし

まして、謝罪等を行っております。その際に、もう気にしないで頑張ってほしいとの励

ましの言葉もいただいているところでございます。 

 地域につきましては、まちづくり協議会で謝罪と説明を行っております。当日参加さ

れていない方につきましても直接出向いて説明しておりまして、地区からも理解をいた

だいているという認識でおります。 

 この１７名の児童につきましては、校長が直接説明をしております。個人情報が外に

漏れることはまずないということを説明しまして、子どもたちに安心をさせているとこ

ろでございます。 

 再発の防止策ですけれども、中川副小学校の対策としましては、情報セキュリティー

のマニュアルを強化する。それから、Ｈａｒｄｌｏｃｋｅｙポータブルの借用期間を１

日とする。返却時はデータ消去を徹底しまして、管理職が確実に確認をするということ

を今後やっていくことにしております。 

 学校教育課の指導といたしましては、Ｈａｒｄｌｏｃｋｅｙポータブル貸出簿の様式

を統一し、貸出期間の長期化を防ぐ。これはこれまで参考様式として提示しておりまし

たけれども、これを小・中学校全部統一したものに切り換えていきたいと考えておりま

す。それから、小・中学校に定期的に注意喚起のメールを出しまして、情報セキュリテ

ィー意識の向上を図っていきたいと思っております。また、情報セキュリティーポリシ

ーに運用マニュアルというものがございますが、それを今年度中に改定いたしまして、

より厳格な管理を行うよう徹底していきたいと思っております。 

 教育委員の皆様には、大変ご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くおわび申し上

げます。大変申しわけございませんでした。 

 以上でご報告いたします。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 この件についてご質問、ご意見はございませんでしょうか。 

 

（山口委員） 

 教えていただきたいのですが、３番の２行目に講師本人が学校と自宅で探したと書い

てあるのですが、ＵＳＢメモリを自宅に持って帰られることがあるのでしょうか。それ

は日常的に学校と自宅で両方で使っていらっしゃるということで理解してよろしいん

ですか。 
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（宮﨑学校教育課参事兼ＩＣＴ利活用教育係長） 

 ＵＳＢメモリにつきましては、通常自宅などに持ち出しする場合だけ使います。持ち

出す際には学校長の許可が必要ですので、そういった貸出簿において校長の許可という

のはとられておりまして、そのときも自宅で使うことを目的にＵＳＢメモリを持ち帰ら

れております。通常は学校の中でＵＳＢメモリを使うことはほとんどありません。 

 

（山口委員） 

 はい、ありがとうございます。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんか。 

 

（岸川委員） 

 今回、通知表の内容ということでお聞きしたんですけど、ほかにこのようなパソコン

で管理している情報としては具体的にどういったものがあるのでしょうか。例えば、生

徒の個人情報とか、家庭の状況とか、そういったことまでパソコンで管理されているの

ですか。 

 

（宮﨑学校教育課参事兼ＩＣＴ利活用教育係長） 

 情報につきましては、大体は校務サーバーで管理しておりまして、サーバーの中に、

その情報のレベルに応じて、最重要情報、重要情報、それから重要の中でも一般情報と

か公開情報というようなそれぞれランクづけをしております。その中で持ち帰っていい

情報、持ち帰ってはいけない情報というものもありますので、今回の通知表というのは

持ち帰っていい重要情報の一つになっております。持ち帰ってはいけない情報というの

もあります。学校の中でしか取り扱ってはいけない情報というのもありますので、そう

いったのは校長の管理下で管理されていることになります。どういったものがあるかと

いいますと、例えば、指導要録、こういったものは外には出していけないものになりま

す。 

 

（福島委員） 

 暗号化機能付きＵＳＢメモリでパスワードで保護されているということで、誰かが見

つけても中の情報は見られないようにはなっているのですね。 

 

（宮﨑学校教育課参事兼ＩＣＴ利活用教育係長） 

 このＵＳＢメモリにつきましては、パスワードが１０回までしか有効ではありませ

ん。１０回を超えてしまいますと、そのパスワードが無効になりますので、後でパスワ

ードがわかったとしても開くことができません。これは誰も開くことができなくなりま

すから、その１０回までしかチャンスはないということになります。それを開かないと

何が保存されているかということも見えないものになっております。ですから、基本的

にはもう誰も開けないのではないかと考えております。パスワード自体も８桁の英語の

大文字、小文字、数字で構成されていますので、判別しにくいものになっております。 

 

 

（福島委員） 

 わかりました。 

 

（山下委員長） 

 持ち出しの許可を得るのは校長先生と教頭先生からですか。 
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（宮﨑学校教育課参事兼ＩＣＴ利活用教育係長） 

 校長の許可になります。 

 

（山下委員長） 

 校長先生だけですね。 

 

（宮﨑学校教育課参事兼ＩＣＴ利活用教育係長） 

 実際管理されているのは教頭先生になりますので、教頭が校長の代理という形で許可

を出している形になります。 

 

（山下委員長） 

 とても重要な情報ですから、やはり意識が薄かったんでしょうね。いつもいつも意識

しながら持ち歩くのが普通ではないかなと思います。 

 

（岸川委員） 

 心配なのは、今回この学校でたまたま問題が出たけれども、こういったことが、例え

ば、佐賀市全体で常態化している心配もありますよね。たまたま１つの事象として起き

ているわけですけど、この中川副小学校だけではなくて、佐賀市内に強く指導をしてい

ただくということが一番大事なことかなと思います。 

 

（宮﨑学校教育課参事兼ＩＣＴ利活用教育係長） 

 その辺りはきちんと指導をしておりまして、既に他の学校にも確実に管理するように

ということで通知を出しております。 

 

（岸川委員） 

 よろしくお願いします。 

 

（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〕 

 ありがとうございました。 

 ご質問がなければ報告は以上でございますが、委員の皆様方から何かございませんで

しょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、その他の事項を終わります。 

 ほかにないようでしたら、これで１月の定例教育委員会を閉会いたします。どうもお

疲れさまでした。 

 


