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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。これより佐賀市教育委員会７月定例会を開きます。 

 夏休みに入り１０日になりますが、今のところ子どもたちの事故などの報告を受けて

おりませんので、安全に楽しく過ごせているのと思います。８月いっぱい安全に過ごし

てほしいと願っております。 

 それでは、委員会に入ってまいります。 

 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、ご異議は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の会議録について、説明を求めます。 

 

（大松教育総務課参事兼総務係長） 

 ６月１６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、７月２４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、あるいは修正箇所

とか。はい、どうぞ。 

 

（山口委員） 

 済みません、７ページをお願いいたします。（山口委員）のところから５段目でござ

います。「少し目立つと思いましたので、それは少し」の「少し」を消していただけま

せんでしょうか。 

 それから、その２段下の「中学校と比べますと、にぎやかという言葉は適さないかも

し」、その後に「れ」を加えてください。「しれませんが」ということでお願いいたしま

す。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

 では、私のところで、同じ７ページです。各委員さんに１人ずつお願いしますという

ところで「ご意見を」と書いておりますが、それを全て削除していただいて、例えば、

「次に山口委員さんお願いします」ということで、次も「福島委員さんお願いします」、

「教育長さんお願いします」と全部カットしてください。 

 それと８ページの真ん中のあたりですが、「春日小学校では」という段落が、１つ文

字が下がるところがあります。それの２番目の最後、私が「ビデオカメラ」と言ってい

たつもりが、「ＤＶＤ」とか何か変な言葉を使っておりますので、「ビデオカメラで」と

いうふうにそこを直していただけないでしょうか。 

 ほかにはございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、修正していただいて承認することにいたします。 
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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、資料を用意しておりますので、これに基づいて概要を申し上げます。 

 ６月の定例会以降、大きなニュースがいくつもございました。１つは「三重津海軍所

跡」の「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」、これが世界文化遺

産に正式に登録になるという知らせがありましたし、惜しくも優勝は逃しましたが世界

大会で準優勝したなでしこジャパンで佐賀市出身の有吉選手が活躍したこと、また佐賀

市内のスポーツ関係の表敬訪問もたくさんありました。例えば、新栄少年野球クラブが

優勝をして全国大会に臨むこととなりますが、今回は全国制覇も期待できるという監督

の力強い言葉もございました。それから空手道の国際大会での優勝したことの表敬訪問

とか、いろいろビッグニュースが飛び込んできたところでございます。 

まず１点目は、これまでにも報告がございましたが、少年スポーツのあり方検討委員

会が始まったということです。これは研修会の折にも説明がございましたので、省かせ

ていただきます。要は平成１８年度に作成をした少年スポーツ指導者教本、これに魂を

入れるというところの部分と私は捉えております。せっかくいい教本ができていたにも

かかわらず、これが少年スポーツの指導に生かされていなかったという現実、この現実

を踏まえて、まさに魂を入れる会議であるということで私は捉えております。 

 ２点目、平成２７年度、第４回 佐賀市、久米島町中学生交流の全体説明会が６月２

８日の日曜日に行われました。西川副教育長を団長として１６名の子どもを引率します

けれども、引率団「４人」と書いていますが、これを「５人」というふうに訂正をさせ

ていただきたいと思います。といいますのは、参加の中に身体的に非常に注意を要する

子どもさんもいらっしゃるものですから、保健師さんに改めて引率をお願いしたところ

でございます。 

 交流の目標はここに書いている５点で、これに沿って子どもたちは体験学習をしてく

るということになりますので、ご期待いただきたいと思っております。 

 ３点目、２ページになりますけれども、全国都市教育長協議会の第３回の理事会がご

ざいました。その中での文部科学省の行政説明が７点ございました。ここに書いており

ますように、不登校に関する調査研究協力者会議・子どもの農山漁村における体験活動

の推進と、これが初中局の児童生徒課のほうから説明、それから福島への教育旅行の回

復について、復興庁と福島県の観光交流課から説明がございました。３点目が教職員の

指導体制の充実について財務課から。小中一貫教育の制度化について、これはいよいよ

法制化がされることになりましたので、初中局の企画課の専門官から。それから小・中・

高等学校の英語教育の推進について、国際教育課外国語教育推進室から。高大接続改革

の動向について高校教育改革ＰＴから、多様な教育機会の確保法について視学官から説

明がありました。これは閣議でこのことが話し合われているということで、視学官がお

見えになりました。この説明された内容については後で申し上げたいと思います。 

 ４点目、租税教育推進協議会の総会を７月６日に行いました。これまでどおり、税に

ついて国民の三大義務ということで、なお一層理解を進めていくとともに、特に子ども

たちについての租税教育、それから一般社会人、学生についての租税教育、これを力を

入れてやっていくこととしております。ここにクイズを書いておりますが、１つ、国民

の三大義務は「教育を受けさせる義務」、「勤労の義務」、あと一つは何でしょう。２つ

目、国税、地方税をあわせて、税金の種類はいくつぐらいあるでしょう。３点目、義務

教育９年間に、「教育費」として、国、地方公共団体が税金で負担している一人当たり

の金額はいくらでしょう。これが実を言うと、小中学生が使う副読本の中に書いてある

んです。私も１番は知っていましたけれども、税金の種類知りませんでした。ちょっと
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今さだかに記憶にしておりませんが、５０種類ぐらいあったと思います。それから９年

間の教育費が１人８００何万だったと記憶しております。 

 ５点目、佐賀市民体育大会の開会式は、委員の皆さんもお見えいただいておりました

ので省略をいたします。 

 相前後して開催されました佐賀市の教育委員会の評価委員会があすで最終日という

ことになります。この評価を受け、今年度の歩みに修正が出てくるだろうと考えており

ます。 

 それから２点目の中学校教科用図書採択委員会がきのう終わりました。６月、７月集

中して非常に長い審議時間をかけて行われまして、きのうは半日で済みました。その前

は終日かかって教科ごとに３０分刻みで意見交換をしたところです。 

 それから、佐賀市総合教育会議はお見えいただいてお話し合いをしたところでござい

ました。 

 次のページからが文科省の説明になりますが、端的に申し上げます。 

 今、不登校児童生徒への支援に関する中間報告がなされて、今後、このことに対して

さらに力を入れたいという話がありました。今一人一人の個別の教育支援計画というも

のを特別支援教育については作っております。この特別支援教育については、小学校１

年から個別の支援計画を立てて、中学校、高校送るようにして、個別に支援しておりま

す。不登校児童生徒にもそういうふうな方法を持ち込むということで話がありました。

子どもたちのことですからしなければならないのですが、こうなりますと、学校現場は

また仕事の量がふえてくることになるだろうと思っております。 

 それから、不登校児童生徒の支援体制整備の件で言われたのが、適応指導教室、佐賀

では「くすの実」をつくっておりますけれども、この充実をさらに図ってまいりたいと

いう文科省の意図でございます。 

 それから、この間東京都のフリースクールを安倍首相が訪問をして、いろいろな聞き

取りや参観をした感想を述べた中で、このフリースクールについて義務教育の中でどう

いうふうな位置づけをして支援をしていくか、本格的な検討に今入っております。それ

にあわせて、不登校の子どもたちが中学校の学習の保障ができなかったという点、当然

ながら学校に行かなかったことで学齢超過をします。学齢超過をしたら、学習を受けら

れなくなります。そういう意味で、この学齢超過した子どもも含めて夜間中学を検討し

たいということです。ですから、このことがこれから本格的に動いてくるだろうと私は

考えております。 

 それから、３点目の既存の学校になじめない子どもに対する柔軟な対応ということ

で、１つは、不登校児童生徒に対して、フリースクールも含めて、特別な教育課程を実

施する学校、分校、分教室の設置なども考えられているようです。佐賀市は十分とはい

えないかもしれませんが以前から取り組んでまいりました家庭にいて学習ができるＩ

ＣＴ活用による学習の取り組みがいよいよ本格的にこれから話し合いがなされること

とになります。 

 それから５ページは、子どもの滞在型農山漁村体験教育を法律案に基づいて、子ども

たちにこういう体験活動を重視していきたいとの話がありました。つまり、自然や社会

等のつながりを実感する機会が少ない、それから人と交わる機会が少ないこともたち

に、小学校の段階で農山漁村体験教育を１週間程度、実際に体験活動をさせる内容の法

律案についての説明がございました。 

 ６ページは、そのための予算組みとか、モデルの指定とかについての説明でした。 

 ７ページですが、いよいよ小中一貫教育が法制化をされまして、小中一貫教育の制度

化が明確になったところです。９カ年を一貫した系統的な教育課程を編成して指導を行

うことになります。 

 その基本的な制度の方向性は８ページにあります。大きくは方向性としては２つあり

ます。１つは、１人の校長のもとに１つの教職員集団が９カ年一貫した教育を行う新た

な学校種、義務教育学校としての小中一貫教育学校が法制化されました。これは一体型
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となりますが、独立した小中学校においてもそういうふうにしていいという法制化がな

されるということでございます。 

 それについて、１０ページに法の概要がここに書かれております。小学校から中学校

までの義務教育を一貫して行う「義務教育学校」という正式な名称、これが法に位置づ

けられました。当然ながら、設置者は国、県、市町であり、佐賀市立の５３小中学校は、

うちの設置義務で作っているものです。これからは修業年限が９年の義務教育学校を設

立してよいことになります。その教育課程の基本になるのは学習指導要領になります

が、現在は小学校、中学校別々につくられています。しかし、この義務教育学校でも、

この別々につくった学習指導要領を準用しますので、前期６年、後期３年という枠組み

で行きたいとのことです。そして、配置する教職員は、小中の免許状を併有している者

を原則とするということです。ただし、過渡期においてはそれはなかなか難しいところ

があります。といいますのは、佐賀の場合、小学校で中学校の免許を持っているのが６

０％弱です。中学校で小学校の免許を持っているのが３０％強です。ですから、これを

両方持っている者を義務教育学校のほうに異動させていたら、全体的にいびつな人事異

動になりますので、過渡期では許容されるというふうになっております。施行期日は来

年４月１日からです。 

 そのために、今後の予定ですが、１１ページに７月中に公布通知発出と。８月、９月

に法改正の説明会を７ブロックに分けて全国で国ですることになっております。そして

１０月に政令公布、１１月に省令を公布をされることになります。年内に告示制定をし

てガイドラインの策定し、２８年４月１日から施行となります。 

 １２ページに移りまして、これは学校の教職員のいわゆるチーム学校ということが今

非常に大きく国は言い出しています。各学校は教員だけではもう対応できない時代に来

ているということで、学校の中にそれぞれ専門性を持つ、あるいは役割を分担するさま

ざまな職員を配置して、チームとしての学校を推進していくことで、予算等についても、

あるいは人員配置についてもこういうふうな形になっております。 

 あと１５ページのところで、今後の教職員の定数改善の１０カ年計画ですが、今財務

省と文部科学省は、いわゆるこの定数改善計画で綱引きをやっております。財務省は、

子どもの自然減による教員の定数減、定数減と言うよりも、余った教職員は今加配とい

う形で出していますが、それをどんどん減らして、最終的には教職員を減らすことで、

財政の健全化を図っていく考えでおります。一方、文科省はやはり教育界の今の課題が

大きく、そしてまたいろいろと多岐にわたってきている現状から、この加配を外すわけ

にはいかないと考えています。現実的にも今外すわけにはいきません。昔のような定数

だけでいけるような実態にない状況の中で、今綱引きを行っておりまして、全国の教育

長会でも、この申し入れを国にしたところでございます。 

 あと１７ページが、英語教育の今後の計画です。 

 この英語の今後の計画ですが、現在の学習指導要領が全面的に改定され、教科書が変

わり全面実施となるのは平成３２年の予定になっております。ちょうど東京オリンピッ

クのときからになりますが、小学校の英語については、少し質が違って、この矢印の下

のスケジュールを見ていただきますと、既に２０１５年から、つまり本年度から来年度

で補助教材を配布して、平成２９年度には教科書を作成し、そして平成３０年度には英

語の教科書の検定を行うことで進んでいくようでございます。中学校、高校についても

段階的に先行実施をしていくようです。平成３０年度から中学校も段階的に新しいもの

で実施をしていくというふうなことで説明がありました。 

 １８ページは、教育再生実行会議が出した今後の学制の在り方についての第五次提言

です。これを受けての、１９ページに仮称でございますけれども「多様な教育機会確保

法」が示されております。これは端的に先ほど申し上げました不登校のフリースクール

等をどう考えていくか、あるいは不登校が主な原因で、年齢超過をして中学校の課程を

十分に終えていない子どもたちを救うための夜間中学をどうしていくかを、これから検

討に入ることになります。 
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 したがいまして、今後の学校教育の観点は非常に大きな動きをしていくし、言うなら

ば、これまでの慣習を打破するような教育制度になっていく方向が今見え隠れしている

というところではないかなというふうに思っております。 

 大変概略的な説明になりましたけれども、以上で報告にかえます。 

 

（山下委員長） 

 報告内容に質疑はございませんか。 

 今佐賀市は５つの小中一貫校がありますが、それがいずれは義務教育学校になるとい

うことでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 今、小中一貫北山校とか言っていますけれども、これは俗称で言っているわけです。

法律上はいまでも北山小学校、北山中学校となっています。これが２８年４月１日から

は法律上も小中一貫校北山校とすることができます。県のほうに届けをするかどうかは

別問題として、法令にのっとりきちんと一校になること、それが可能になったというこ

とになります。 

 

（伊東委員） 

 不登校対応の一環で、元教職員たちの家庭訪問を入れた教育制度ということが、キー

ワードで見え隠れするように思えるのですが、制度立てはどうなっていますか。 

 

（東島教育長） 

 今回そこは触れられませんでしたが、要するに教職員ＯＢをどう活用するかというこ

とは話題になっています。ただ、それを訪問教育という形で制度化していくかどうかは

まだ見えていませんが、必要となる可能性はかなり高いかなと思っております。 

 

（伊東委員） 

 佐賀市が先行できませんか。 

 

（東島教育長） 

 それはできると思います。以前、今から３年前になりますが退職校長会とお話しした

ことは、不登校に限らず、学校の中での補充学習、これに力を貸してくださいというこ

とで、現在、数校入っていただいています。今、鍋島小学校でやっています。退職校長、

退職教員が、訪問という形で不登校のうちに行って教育ができるかどうかというのは、

これからまた退職校長会なりとの話し合いをしていかないと、可能性はゼロとはいえな

いと思います。ただ、話し合いは続けていく必要があるかと思っています。 

 

（伊東委員） 

 私は効果が非常にあると思います。ですから、ある意味では教育委員会の一部という

ことではなくて、先生に頼らないで自治体全体で地域を巻き込んでやるという、スタン

スを築かないと、本来の不登校の解決策が見えないという気がしますが。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんか。 

 

（岸川委員） 

 今１８ページで、教育長が言及されませんでしたけど、この四角囲みの上に「幼児教

育を保障するため、無償教育、義務教育の期間を見直す」という文言が入っていますけ

ど、これはどのようなお話だったのでしょうか。 
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（東島教育長） 

 「幼児教育を保障するため、無償教育、義務教育の期間を見直す」ことの説明は、こ

このところはありませんでしたので、どういうふうになっているか、私もお答えできま

せん。 

 

（岸川委員） 

 何か、５歳から義務教育化するとかいう話が、マスコミとかに出ていましたが。 

 

（東島教育長） 

 以前、確かに教育再生実行会議では義務教育の期間を見直し、義務教育の年齢を１年

下げるというふうなことが出ておりましたので、そのことを指している可能性はありま

す。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

 もう１ついいでしょうか。滞在型農山漁村体験教育というのがありましたが、これは

いわゆる今北山東部小学校で行っている短期山村留学をイメージしたらいいのでしょ

うか。 

 

（東島教育長） 

 内容目的から見ると同じようになりますけれども、今現在、子どもたちがやっている、

例えば、田植え、稲刈りのような体験学習をもっとその地域に行って、その農家なら農

家に泊まり、そしてそこで１週間というある程度一定期間を持って体験することですか

ら、目的そのものは同じになると思いますけれども、切り口は違っています。 

 

（山下委員長） 

 やはり文科省は、全ての子どもにさせたいという感じですか。 

 

（東島教育長） 

 そこは明確に言われませんでした。ただ少なくとも東京では、東北に連れていって、

実際に民宿というか、ホームステイ的にさせて農業体験を実際にやっているそうでござ

います。佐賀の地でそれが必要がどうかは別問題にしても、やはり子どもたちが自然に

触れ合うとか、生の体験がどんどん少なくなってきているので、これに力を入れたいと

いう思いがあるようですが、今の教育課程からいきますと極めて難しいです。だから東

京では夏休みだけということですね。 

 

（山下委員長） 

 資料の５ページにありますように、やはり受け入れる体制を整備していないと、とて

も無理ではないかなと思いました。 

 

（東島教育長） 

委員長のご意見のとおり、教育委員会だけではできないです。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、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。 
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日程４ 提出議案 

 

（山下委員長） 

 続きまして、日程４の提出議案に移ります。 

 まず、第６号議案『佐賀市星空学習館条例施行規則』、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） 

 日程表の１ページになります。第６号議案『佐賀市星空学習館条例施行規則』の制定

をお願いしております。 

 西与賀コミュニティセンターにつきましては、６月議会で星空学習館への変更という

ことでの条例議案を提出し、全会一致にはなりませんでしたが賛成多数で可決をいただ

いております。西与賀コミュニティセンターの現状とか、我々が今後求めている専門的

な天体科学のほうということで、若干ご説明をさせていただいて施行規則のほうの説明

をしていきたいと思います。配付させていただきましたパンフレットは、今の西与賀コ

ミュニティセンターのパンフレットで、設立時から天体望遠鏡がございましたので、天

体を主体とした形でつくっております。お開きいただきますと、真ん中のほうに図面、

配置図がありますが、屋上のほうに、一番右でございますけど、２０センチの屈折望遠

鏡を設置しておりまして、これをメーンとして整備をしたところです。全体的には地域

のコミュニティの活動にも使えるよう複合した形で、１階には多目的ホールとか和室と

かも置いておりました。現状は、地域の活動は西与賀公民館が新しくなりまして、そち

らに移り、コミュニティセンターに多目的ホールとか、２階に星空学習室とかの部屋が

ございますが、サークルの利用がほとんどということでございました。今後、条例のほ

うでもご説明しましたけど、今行っております貸し館事業についても継続をしていきた

いと考えております。ただ、天体科学を重点化していくということで整理をさせていた

だいております。このパンフレットですけど、これについても来年以降までに整理をし

ていきたいと考えています。管理運営につきましては、指定管理者の管理ができるよう

に条例を変更しておりますので、今公募の準備をしておりまして、７月末から８月２１

日にかけて公募を行いまして、最終的には１２月議会のほうで指定管理者の指定議案を

上げて、２８年４月から指定管理者による管理をしていきたいということで、この辺の

天体科学関係の充実についても指定管理者が決定したところで充実化を図っていきた

いと考えています。新聞記事を資料としてお示しをしておりますが、これは、その前段

の実験的な形で、大体土曜日は定期観望会を行っておりますが、７月１８日の土曜日は、

ここで業者の無料のサービス等を利用しまして、プラネタリウム等を設置して、８０人

ほどでの観望会等を実施しております。出席者も８０人ございまして、いろんなご意見

等をいただき、好評でありましたので、こういう形のプラネタリウム等々の活用等も今

後できるよう財政サイドとの調整を図り、星空学習館の充実を図っていきたいと考えて

おります。 

 本日の星空学習館条例施行規則でございますが、内容につきましては、定例教育委員

会の議案関係資料の１ページでご説明をさせていただきたいと思います。 

 制定理由としましては、先ほど申しました星空学習館条例が制定され、その施行に関

して必要な事項を定めるものでございます。主な制定内容、約５項目ほど上げておりま

す。 

 まず１項目め、これは規則の第２条関係でございまして、開館時間を定めております。

午前９時から午後１０時までということで、現西与賀コミュニティセンターは朝９時か

ら夜の９時までということで、１時間延長を図っております。これは天体観測関係の充

実を図るということで、１時間の延長を図っているところでございます。 

 ２番目の休館日は、第３条関係でございまして、これは現在の西与賀コミュニティセ

ンターから変更はなく、毎週月曜日及び年末年始を休館日としているところでございま
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す。 

 ３番目、使用料の還付ということで、第７条関係をお示ししております。今度の星空

学習館につきましては貸し館事業を継続するということで、貸し館分については使用料

を条例の中で設定しております。この中で、使用料については、その還付ができるとい

う規定を設けておりまして、その内容を定めたところでございまして、災害その他使用

者の責めに帰することのない理由の場合には還付をできる。また、使用日の７日前まで

に使用を取り消したり変更を申し出たときには使用料を還付するというような規定を

盛り込んでおります。 

 ４番目、これも使用料関係でございまして、条例上では特別の理由があるときには使

用料を減額または減免することができると定めておりまして、その内容を規定している

ものでございます。 

 この内容につきましては、２ページのほうをお願いいたします。 

 学習館の使用料減免については、その減免措置について４項目上げており、国、県、

市等の行政機関、あるいは学校教育法に基づく学校が使用する場合、あるいは児童福祉

法に基づく保育所が使用する場合については免除という減免を定めております。 

 ４番目で、教育長が必要と認める場合、免除または減額するという規定を盛り込んで

おります。この中身につきましては、この使用料を設定するに当たりまして、地元及び

現在の西与賀コミュニティセンターの利用団体との協議、調整、説明を行った中で、地

元利用団体のほうから小中学生に対する優遇措置、あるいは現在使っておられます高齢

者に対する優遇措置の要望が出てまいりましたので、これらについては運用で対応する

とことでおおむねご理解をいただいております。この運用について減免で対応すること

といたしまして、その内容お示しをしているところでございます。 

 まず、１番目の小学生、中学生、高校生が空き時間予約や隙間時間予約を利用する場

合は免除といたします。この空き時間、隙間時間は何かというと、星空学習館につきま

しては３カ月前に予約をできるということで、例えば、４、５、６月の予約については

３月１日から予約をできるような考え方で整理をしております。その場合を、占有予約

と我々は呼んでおりますが、そのときに先月の１日から１０日までに予約の希望を出し

ていただく。そこで予約がかぶったり調整が必要な部分についてはそれぞれの団体の中

で調整を図っていただく。調整ができなかったものには、最終的には抽せんを行って先

の予約を決定するということで、その部分の調整期間、あるいは予約期間として、前月

の２４日までを占有の予約期間という定め方をしております。その後、その占有予約期

間が定まった後、前月の２５日以降から借りられる前日までの予約の期間を空き時間予

約という決め方をしておりまして、この空き時間予約につきましては、中学生、高校生、

小学生については免除としております。隙間時間とは、予約が入っていない時間、飛び

込みで来られる方がございますので、そういうときについてのことを隙間時間という呼

び方をさせていただいております。これについても免除ということで考えているところ

です。 

 (2)番目、子ども・家族優先枠とは何かというところがあるかと思いますですが、こ

れは現西与賀コミュニティセンターで、まなざし運動の一環としまして、土曜、日曜関

係の一定時間について、多目的ホールについて小学生、中学生が親子で使うというとこ

ろでの優先枠を設けておりました。そしてこれは地元の学校からも継続してほしいとい

う要望がございましたので、その分を定めているところでございまして、土曜、日曜、

下に表でお示ししております部分の時間帯については優先枠ということで、小中学生が

親御さんと一緒に利用される場合には免除という規定を定めているところです。ちなみ

に、土曜登校日のときは除くという規定を今回加えさせていただいておりますが、２８

年４月以降、学校関係が第１土曜日のほうが授業が入りますので、その部分のときには

こういう枠からは外すということでただし書きを定めたところでございます。 

 ３番目、４番目が６５歳以上の高齢者の個人、又は団体の利用分でございまして、空

き時間予約により利用をされる場合については半額と定めています。また、隙間時間、
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これは空き時間に飛び込みで来られた場合のことですが、免除としております。それぞ

れ小中学生については全額免除、高齢者については、空き時間予約をする場合は半額を

いただきます。、当日来られて空いているときで利用される場合は免除という形で整理

をさせていただいて、この形で地元及び利用団体からはおおむねご理解をいただいてい

るところで、この分について規則の中で定めていきたいと考えております。 

 また、１ページのほうにお戻りいただきまして、施行期日でございますが、これは条

例の施行期日を平成２８年４月と定めておりますので、施行規則についても２８年４月

という規定を定めております。また、附則において、教育委員会組織規則及びコミュニ

ティセンター管理運営規則の一部改正を行っております。この内容につきましては、３

ページ以降に新旧対照表をお示ししております。３ページ、４ページが教育委員会の組

織規則でございまして、ここでゴシックで定めております４条のところでございます

が、社会教育課の分掌事務の中に「星空学習館に関すること。」という条文を追加して

おります。 

 ４ページのほうでございますが、別表第１のほうで、第３条関係で組織の分でござい

ますが、現状「西与賀コミュニティセンター」という形で入っておるところを「星空学

習館」ということで変更をかけているところでございます。 

 ５ページ、６ページのほうが、佐賀市コミュニティセンター管理運営規則でございま

して、現在、コミュニティセンターについては西与賀とか、あるいは春日、春日北、川

上等のコミュニティセンターがございますが、休館日が西与賀コミュニティセンターだ

けが月曜日となっておりますので、今別表で定めを行っておりますが、今回、西与賀コ

ミュニティセンターを廃止して星空学習館という形に整理を行いましたので、コミュニ

ティセンターの管理運営規則におきましては、全て毎月第３日曜日と年末年始というこ

とになりましたので、別表を削除して、第４条の中で休館日を定めるという整理を行っ

たところでございます。 

 施行規則に関する説明につきましては以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 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〕 

 では、異議がないようですので、第６号議案『佐賀市星空学習館条例施行規則』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、報告事項に移ります。 

 まず報告事項(1)「平成２７年度第１回佐賀市社会教育委員の会議の報告について」、

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） 

 引き続き日程表の５ページになります。平成２７年度の第１回の佐賀市社会教育委員

会を、５月２５日に大財別館で開催をいたしております。委員１２名中１０名が出席さ

れており、議題等につきましては、５番のほうにお示しをしております３つの議題につ

いてご意見をお聞きしたところでございます。１つが、平成２７年度の社会教育課・協

働推進課の公民館関係を含めましての事業でございます。２番目として社会教育助成事

業補助金について、３番目としまして、公民館等を中心とした社会教育活性化支援プロ

グラムの評価についてということでご意見等をお聞きしたところでございます。 

 まず議題の１番目の社会教育課・協働推進課の事業でございますが、これは第三次佐

賀市教育基本計画のほうに２つの施策、７つの基本事業にかかわる社会教育関係事業が
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３０事業ございますが、この平成２７年度の事業計画、目標、問題点等についてご説明

をさせていただいています。主な意見としまして、事業計画、成果指標では、委員から、

潜在的なニーズ等に対するカバー率というのも頭に置かなくていはいけないと。あるい

は十分に実施されていない事業、これについてはなぜできないのかという問題点を把握

しながら事業に取り組む必要があるということで、ＰＤＣＡとか、評価の関係がご指摘

があっているところでございます。 

 ２つ目として、基本計画の成果指標に地域行事等へ参加している割合を設定している

ところですが、これが１回だけでもカウントなのか、２回以上なのかとかいうご質問も

あり、３割以上の数値が出ておりますが、本当に３割以上参加しているというような感

じではないんだけど、というようなご意見があったところです。また、基本計画の中で

は生涯学習が必要とされているが、まずは生涯学習の必要性について市民へのＰＲを考

える必要があるというようなご意見がございました。それから、青少年教育、子どもへ

のまなざし運動についてのご意見といたしましては、公民館、あるいはコミュニテイセ

ンターからのつなぐ役割の中から引っ張り上げて、青少年センターに集約をして、専門

機関とか関係団体等で解決をするというハブ機能を期待するというようなご意見がご

ざいました。また、まなざし運動に関しては、中学生になかなか目が行っていないので、

中学生が地域活動に参加するような取り組みが必要であるとご意見がございました。 

 ６ページのほうでございます。学校と地域との連携の中で、地域教育コーディネータ

ーについてのご意見もございまして、教育コーディネーターがいらっしゃる場合はうま

く連携ができているのが、おられなくなるとなかなかその継続が難しいこと。あるいは、

そういう場合には地域に残られたコーディネーターとか、公民館の主事が窓口になって

いるのではないかというご意見をいただいております。まなざし運動につきましても、

まなざし運動の具体的な行動を含めた再度のＰＲが必要というご意見があったところ

でございます。事務局としましては、先ほどの成果指標に関してはアンケートの回答で

ございますので、具体的な回数までは把握はしていない現状だというお答えをしており

ます。また、地域教育コーディネーター、これについてはやはり教育コーディネーター

が終了した後の希薄化がありますので、この分については地元のコーディネーターを選

任しておりますので、このコーディネーターと、あるいは公民館との連携の中で学校の

ほうで継続を今進めているところですが、これについてはもう少し我々のほうも支援を

していきたいというお答えをしております。まなざし運動につきましては、再度原点に

立ち戻りまして、まちづくり協議会等に対する改めての説明を平成２７年度からさらに

行っているという回答をしたところでございます。 

 ２番目が、社会教育助成事業補助金でございまして、これは別紙の７ページに資料を

つけておりますが、内容的には以前から社会教育助成事業補助金についてはご意見をい

ただいておりまして、補助金の現状、あるいは前回までの社会教育委員の意見、それと

各団体に対するヒアリングを一回実施しておりますので、できていない団体もございま

すが、その辺のヒアリングの状況、ヒアリングから見えてきた課題、論点等をご説明さ

せていただきまして、意見をいただいたところでございます。 

 今回の意見の中では、団体の役割とか、あるいは自主的に活動している団体というと

ころの位置づけを含めた検討が必要だというご意見がございました。もう１つ、補助金

を出すことによって、佐賀市の社会教育の諸活動の活性化につながるかということを念

頭に置いて議論をする必要があるというご意見がありました。現在、我々のほうもまだ

ヒアリングに入ったばかりで整理ができていない状況でございましたので、今年度につ

いては設立の経緯、目的等の内容を見直しながら、一律に補助金を見直すことは難しい

と考えておりますので、団体さんの存続を踏まえながら個別に整理をしていきたいとい

うことで、次回の２回目の会議までにもう一度ある程度の整理をし、今年度中には整理

をまとめたいとのことで、引き続き整理を進めるということでご回答をさせていただい

ております。 

 ３番目でございますが、公民館等を中心とした社会教育活性化支援プログラムの評価
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ということで、これは協働推進課からご説明をさせていただきました。この事業につき

ましては、文科省の委託事業ということで、２つの事業に取り組んでおります。１つは、

蓮池公民館を中心とした地域の振興支援ということで、「未来へ語り継ぐ歴史のまち蓮

池創生事業」、もう１つは、地域課題を解決するための支援事業ということで、公民館

主事、あるいは地域とのファシリテーター等の地域課題を解決するための支援事業とい

うことで、「学びあうコミュニティの創出と支援者育成プログラム」という事業に取り

組んでおります。この事業の取り組み内容、結果をご報告させていただいて、文科省か

らの条件でございます評価ということで、社会教育委員の皆さんによる第三者評価をお

願いしたところでございます。質疑の中で出てきた主なものとしては、蓮池の事業に関

しましては、芋茶粥とかだご汁などの飲食がございますが、この辺等を踏まえた中で、

文科省の委託が切れた後の事業継続の話がございまして、これには何らかの受益者負担

が必要ということで、２６年度から一部負担をいただいているという回答をしておりま

す。 

 もうひとつの学びあうコミュニティの創出支援事業でございますが、これについても

本来、地域の会議と行事、ここら辺は公民館が、あるいは主事が指導していくのか、自

治会等の地域がするのかという大きな課題があり、ここが難しいのではないかとのご意

見ございました。本来は自主的な運営で、地域が進めていくところではございますが、

まだまだ地域の人材等も不足しておりますので、現状のこの事業としましては、前段階

として、公民館を中心としまして地域活動を支援していく取り組みを進めているところ

であるとご説明させていただいております。 

 最後に報告事項でございますが、平成２６年度に、平成２７年度から平成３１年度ま

での５年間のスポーツ推進計画を策定しております。このスポーツ推進計画につきまし

て概要説明を行ったところでございます。 

 以上が５月２５日の第１回の社会教育委員会の会議の報告でございます。 

 

（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〕 

 では、質問がなければ、報告事項(1)「平成２７年度第１回佐賀市社会教育委員の会

議の報告について」、これで終了いたします。 

 続きまして、報告事項(2）「三重津海軍所跡の世界文化遺産登録について」、文化振興

課からご説明をお願いします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 このことについては、５月１２日だと思いますが、臨時教育委員会のときに、イコモ

ス勧告がなされたことを報告をさせていただいておりました。皆さんも既にご存じのこ

とと思いますが、このたび、ドイツのボンで開かれました世界遺産委員会において、正

式に世界文化遺産として登録が決定したところでございます。当初は、審議の日程から

言って、７月４日に決定をするのではないかと言われておりましたけれども、結果的に

は１日おくれの７月５日に審議がなされました。教育委員の皆さんには、５日の日の式

典のことでご連絡等を差し上げまして、ご迷惑をおかけいたしました。 

 なお、登録に当たって、名称が推薦のときとは変わっております。「明治日本の産業

革命遺産」という部分は同じなんですけれども、後段のほうが「九州・山口と関連地域」

となっておりましたけれども、具体的な産業の分野を明示するために「製鉄・製鋼、造

船、石炭産業」というふうに変わっております。 

 次に、来訪者対策についてご説明をさせていただきたいんですが、これも５月１２日

にある程度の説明を差し上げておりまして、その後ということできょうは説明をさせて

いただきたいというのと、皆さんもご存じのとおり、世界遺産関連の業務につきまして
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は、市長部局と教育委員会とで役割分担をしておりまして、教育委員会のほうでは主に

文化財の保護や調査研究というところを担っております。したがいまして、来訪者対策

につきましては市長部局で担っている部分も多いんですが、きょうはその部分も含めて

説明をさせていただきます。 

 まず、佐野常民記念館の臨時開館ということでございますが、登録決定後の７月６日

月曜日から９月いっぱいまで月曜日の休館日も開館をするということで決めておりま

す。来館者数でございますけれども、イコモス勧告直後の５月６日が一番多くて２，０

０００人超えだったんですが、正式決定後も７月１２日の日曜日に１，８２８人、その

後も土日は大体１，０００人前後で推移をしておりまして、平日でも４００人前後と多

いという数字が続いております。最近は特に団体での来館というのがふえております。

７月２６日までに７５の団体が来られておりまして、今予約として１２月１３日まで２

０４の団体が予約されております。 

 次に、南部周遊バスの運行開始ということで書いておりますけれども、臨時バスを運

行しておりまして、東与賀干潟がラムサール条約湿地に登録をされたということを受け

まして、７月最初の土曜日からバスのコースに東与賀干潟も加えて運行をしているとこ

ろでございます。 

 次に、三重津海軍所跡の平面表示などの整備と書いておりますけれども、三重津海軍

所跡というのが史跡でございますので、将来的には史跡の整備ということで、文化庁の

補助などを受けながら整備をしていく予定でございますけれども、補助を受けるために

は基本構想とか基本計画を策定したり、発掘調査もまだ十分ではありませんので、その

あたりを行っていく必要がありますので、少し整備までに時間がかかるということでご

ざいます。そこで、今年度当面の整備といたしまして、ドライドックの原寸大パネルと

いうものがありますので、これを現地に設置するなどの簡易的な整備を行っていくこと

としております。 

 最後に、３番、三重津海軍所跡の発掘調査についてというふうに書いておりますが、

今年度は、ドライドックの下流側の部分について発掘調査を行うこととしております。

調査を行うのは１０月以降になりますけれども、適切な時期に見学などもできるように

今回はし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） 

 何かご質問はございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

（山口委員） 

 １２月末までの予約団体が２０４団体とお聞きしましたが、団体としては、たとえば

小学生、中学生の団体が多いのでしょうか、それとも大人のどういう団体が予約をされ

ているのでしょうか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 今多いのは、旅行会社が旅行商品としてつくっているものがあって、それがほぼ毎週

土曜日とか入ってきていますので、今のところはそういう大人の旅行商品のものが多い

ように見受けております。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 市外の小中学校などの予約はありますか。 

 



  13 

（宮崎文化振興課長） 

 具体的には把握をしていないのですが、予約があっているものと思います。まだ小中

学校関係の数はそう多くはないですね。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、ご質問がなければ、報告事項(2）「三重津海軍所跡の世界文化遺産登録につい

て」、これで終了します。 

 続きまして、報告事項(3)「「旧嬉野家の武家屋敷の門」の文化財指定について」、文

化振興課からご説明をお願いします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 続いて、９ページをお願いいたします。 

 「旧嬉野家の武家屋敷の門」の文化財指定について、ご報告でございます。これにつ

いても、５月の定例教育委員会だと思いますが、補正予算の関係ということで、一度簡

単にご説明をさせていただきました。この旧嬉野家の武家屋敷の門ですけれども、この

たび佐賀市の重要文化財として指定をいたしましたので報告をさせていただきます。 

 この旧嬉野家の門は、場所はバルーンミュージアムとして活用がなされる予定の旧マ

ルキョウの東隣にございまして、バルーンミュージアムの駐車場の用地として佐賀市が

購入した用地の南東部分です。少し白黒で見づらいですが、１０ページの平面図があり、

南東の部分にございます。この門は、建築年代が不明ですけれども、１７世紀から１８

世紀にさかのぼるのではないかと推定をされておりまして、城下町佐賀の貴重な建築遺

産であるということで、今回文化財指定をさせていただいております。佐賀市がこの土

地をバルーンミュージアムの駐車場用地として購入をして以来、この門を何とか保存が

できないかということで検討してまいりました。昨年、文化財保護審議会の委員の皆さ

んにも一回現地のほうを見ていただきまして、保護する価値が十分にあるという意見も

いただいておりましたので、正式にはことしの５月１９日に佐賀市文化財保護審議会を

開催いたしまして、そこに諮問をして指定にふさわしいという答申をいただきましたの

で、その後、所定の手続を経て、６月１５日付で佐賀市の重要文化財に指定をしたとこ

ろでございます。 

 嬉野家の門の概要について書いておりますけれど、そもそも嬉野家というのが杵島・

藤津地方を中心に勢力を持っていた一族でございます。佐賀藩政期になると家臣団に組

み込まれております。もともとは南御堀端小路と書いておりますが、今の鬼丸町の宝琳

院というところがあるんですが、その近くだったそうなんですが、そのあたりに住んで

いたということですが、その後、現在地に移っています。今残っている門は、もともと

の屋敷の正門ではなくて、その正門はさらに今ある門の東側にあったと言われておりま

す。この門の形式は薬医門と言われるものでございまして、現在は開き戸になっており

ますが、もともとは引き戸だったということがわかっております。今回、屋根の部分を

中心に非常に傷みが激しいということで、今年度中に保存修理を行う予定でございま

す。 

 なお、参考までにですけれども、武家屋敷の門で、佐賀市の文化財として指定をして

いるものというのがここに書いている３つ既にございます。旧空閑家の門、旧豊増家の

門、検事正官舎の門、この３つでございます。 

 裏に、１０ページのほうに図面を載せておりますけれども、最初に申し上げましたよ

うに、この門がある敷地のほうが駐車場になりますので、その駐車場の出入り口との関

係で、現在地から２メートルぐらい東のほうに寄せるという予定をしております。 

 説明は以上でございます。 
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（山下委員長） 

 何かご質問はございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

（福島委員） 

 この現況の写真を見ると大分壊れているように見えますが、つくられた年代も少しは

っきりしないような状態で、これを修理するということはできるんでしょうか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 そうですね、今はかなり瓦の部分とかが割れていたり、屋根の部分がやっぱりかなり

落ち込んでいる状況ですけれども、瓦も木材の部分についても、一回全部ばらして、使

えるものは使うという形で、もう一回組み立てる形で修復をしていきます。当時の形と

いうか、本当に当時の形かどうかはわかりませんけれども、その構造から先ほど申し上

げたように、今は開き戸になっていますけれども、構造からしてもともとは引き戸であ

ったとか、そういうことはわかってきますので、極力今の部材を使いながら修復をして

いくという形をとりたいと思っております。 

 

（東島教育長） 

 この門を東のほうに２メートルばかり引くとすると、写真館との間はどの程度の距離

になりますか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 結構ぎりぎりになるかと思います。 

 べったりくっつけないのは、その隣接する写真館からの雨落ちがあるので、それが門

にかからないようにあけるつもりです。ここの敷地の南面が、この図面ではわかりにく

いかもしれないんですが、駐車場の出入り口の部分がございます。下の図を見てもらう

と駐車場の出入り口ができますので、極力東のほうに寄せてほしいというのが観光の意

向でございますので、寄せることで考えております。 

 

（東島教育長） 

 大型車もここ出口になるのですか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 最初はバスの出入り口という話があったのですが、現実的にここの川沿いの道路が一

方通行であることから余り広くないため、そこから出入りさせるのは少しどうなのかと

考えています。今現在はバスの出入り口等は考えられていませんが、将来的なことも含

めてというのはあるのかもしれないんですけれど。 

 

（東島教育長） 

 何か以前聞いたときには、入り口は向こうから、そして出口はこっちからというふう

に聞いているのですが。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 はい、大型じゃなくて普通車の出入り口は、この南側にも設置をされる予定になって

いるようです。 

 

（東島教育長） 

 この門のせいで、本当に出にくいとということがないだろうか。幾ら文化財と言いな

がらもという……。 
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（福島委員） 

 車がぶつかって壊したりしたら大変ですね。 

 

（東島教育長） 

 幾ら佐賀市の敷地といえども、隣接する写真館の了解はとれているのかと。建築法的

には了解を取る必要はないのか、それとも問題がないのか。。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 門を写真館側に寄せることについては、もちろん協議もしないといけないと思ってい

ます。どちらにしてもべったりはくっつかないのでですね。その辺はもちろん協議をし

て、何も言わずにそうするというわけにはいかないと思いますので。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、質問がなければ、報告事項(3)「旧嬉野家の武家屋敷の門」の文化財指定につ

いて」、これで終了いたします。 

 これで日程５の報告事項については終わります。 

 その他で何かございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

（岸川委員） 

 きょう新聞に載っていた副校長、教頭の勤務時間が１３時間弱ということで、これに

ついては少しやはり何らか検討しなければならないですよね。 

 

（東島教育長） 

 学校現場では、第２番手の管理職、第３番手の管理職が、勤務上は一番苦労していま

す。だから、ここはちょっとどうしたものか。きょうも教職員課訪問でそこら辺の話も

出ましたが、結局は職員一人一人が帰るときに閉められるようにできないのかと思いま

す。管理の面で、来るときも一番早く来た人があける。閉めるときも一番遅い人が閉め

るというふうにして一般職員にもさせたらどうだろうという意見が県ではちらほら出

てきています。 

 

（岸川委員） 

 高校の場合は、必ずしも教頭先生が閉めるということになっていないですよね。 

 

（東島教育長） 

 高校のことは把握しておりませんが、そうなっているのでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 私が高校のＰＴＡをしているときに、鍵当番の勤務手当みたいなものを保護者のほう

から負担してもらえないかというような相談が私のところにありました。 

 

（東島教育長） 

 それは保護者の負担ということですか。 

 

（岸川委員） 

 高校の場合、保護者会が後援会組織になっておりますので、鍵当番をした勤務分を少

し負担いただけないだろうかというような打診ではなかったかと思います。 

（東島教育長） 
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 そうなると奇妙な勤務状況により、超過勤務した分をＰＴＡにお願いしますと言うよ

うなもので、これはやっぱりいただくわけにはいかないものです。だから、やはり一般

教諭が責任を持って戸締りをする。あるいはセットを解除することなります。解除は比

較的楽ですけど、戸締りがやはり不備なときがあります。だから管理職が必ず最後に点

検をする。そうすることで、管理がきちんとできます。だからその辺りをどういうふう

にするかというのは今後の課題だと思っています。 

 

（福島委員） 

 ビルによっては、鍵を全部しまう場所があって、そこにピッってカードキーか何かし

て、鍵を入れて、あなたが最終退館者ですと、管理するビルのシステムとかあるので、

そういうシステムを導入してはどうですか。 

 

（東島教育長） 

 個人で持たせている部分については誰というのはわかります。最後は必ず警備会社に

電話をしてセットします。ただ、問題はセットすることそのものよりも校舎の全部の点

検もしないといけないのです。遅くまで残り、鍵も掛けずに出てきて、そしてその校舎

はあいていたとなると問題になるものですから、管理職が最後点検をしていくのです。

ですからその分勤務時間が長くなりますので、ここら辺は今後、教頭、教務主任の勤務

という視点からは検討しなければならないと思っています。 

 

（山下委員長） 

 ほかにその他で何かございませんでしょうか。 

 

（福島委員） 

 教育長の報告で、１２ページのところで、チーム学校の推進の②のところで、貧困対

策のための重点加配というのが書いてあるんですけど、これはどういったことだったん

でしょうか。 

 

（東島教育長） 

 要するに貧困家庭の顕著な学校、これに対しては全国で６００校ほどには人を配置し

ますということでした。今年度から学校が貧困対策の防御の窓口になるような人を配置

していくと聞いています。 

 

（福島委員） 

 佐賀市内にも配置されていますか。 

 

（東島教育長） 

 いや、佐賀市内には来ていません。 

 

（福島委員） 

 結構公立中学校に行くと、なかなか大変だなと思うところも多いので、ぜひ佐賀市で

もやってもらうといいんじゃないかなと思います。 

 

（東島教育長） 

 現状ではスクールカウンセラーとセットにして考えているところが意外と多いんで

す。ただ、今度は国がはっきりとこの貧困対策に対してスクールカウンセラー的な人間

を配置することとしています。これが６００校です。今後ですが、来年ぐらいに成果と

か課題とか、その検証が幾分出てくると思っております。 
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（福島委員） 

 わかりました。生活保護を受けたい母子家庭の話とかよく出てきますけれど、車を持

ってはいけませんと言われると、もうそこで立ち止まってしまって、それ以上聞かない、

何か貧困対策を柔軟にやってくれると子どもも助かるのではないかと思ったところだ

ったので、お尋ねしました。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんか。 

 

（伊東委員） 

 １２ページの、今同じ教育長の資料の中で、一番左上に、横で見ると右下、これは以

前私も提示をしたと思うんですけど、運動部活動指導の工夫・改善支援、これはまさし

く現場の先生たちが忙し過ぎて、運動部活動を指導する人が本当に不足し、子どもたち

が困っています。私、実際ある学校の、きのうが３年生を送る会で、現実的にこれは市

か、あるいは教育委員会として、外部指導者をどうやっていい指導者を送り込むかとい

うことは制度的に考えていかないと、主体である子どもたちが非常に困っています。 

 ぜひこれは今後具体的に私は取り組んでいただきたいと思います。ですから、ここに

もせっかく載っていますので、ぜひこの辺については、子どもたちに視点を置いて検討

をするべきだろうというふうに思いますので、ぜひ頭の中に置いてほしいと思います。 

 

（東島教育長） 

 今学事課では、部活道部外講師の報償費関係は組んで、実際に動けるようにはしてい

ますが、なかなかやはりうまく機能していかないところがあります。 

 

（伊東委員） 

 私のこと言うといけないのですが、約５年間、私は佐賀県の陸上競技協会から派遣さ

れておりました。これは非常にいい制度なので、陸上競技協会の幹部には、この制度は

いいから続けてほしいと言いましたけれども、実際には古川前知事の一声で発展してき

た制度なので、その制度がなくなりました。指導者をやみくもに出すというわけにはい

かないですが。非常に取り組むべき内容だと思いますので、ぜひ何らかの形でご検討を

進めていただければと思います。 

 

（東島教育長） 

 これはやはり競技団体とも協議しないといけないですね。 

 

（伊東委員） 

 体育協会とかとの協議をしていくといいです。 

 

（東島教育長） 

 体育協会との協議ですね。 

 

（伊東委員） 

 校長先生がやみくもにあなた来てくださいと言うものではないと思います。私もきの

う子どもから直に、伊東先生また来てくれますかという話がありましたが、やはり胸が

痛いものがありました。校長先生からも頼まれていないし、制度的にもう３月で終わっ

ていると子どもには言いましたが、子どもたちには切実な願いなのです。ですから、ぜ

ひこの辺についてはスポーツ振興課も含めてご検討をいただきたいと思います。 

 

（東島教育長） 
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 現況は非常によくわかります。 

 

（梅﨑学事課長） 

 今のところ、学校のほうからの推薦と希望があった場合について、報酬を支払う制度

をつくっておりますが、実際には少ないと思います。 

 

（東島教育長） 

 学校からの推薦と希望があった場合に適用できる制度ですね。 

 

（梅﨑学事課長） 

 予算の範囲内でということで、今中学生の部活動の指導者については、市のほうから

学校に調査をさせていただき推薦と希望があった場合に報酬を支払うこととしており

ます。ただ、指導者の人選とかまではこちらではできていないので、学校にお任せして

いるような状況です。 

 

（伊東委員） 

 制度があっても、それが機能しないと何もなりません。地域がその制度を知らないこ

ともあります。佐賀県体育協会の理事会の中で、県知事がおられましたので、この件を

質問を兼ねてしたところ、非常にそれは参考になるとの話がありましたので、それを具

体的にどう展開するかというのはこれからでしょうけど、制度があっても実際機能して

いないことは問題ではないかと思います。陸上競技協会の１０人ぐらいは完全に機能し

ていました。その制度が終わったので、どこがイニシアチブ取るのかなという判断にな

っておるものですからね。 

 

（梅﨑学事課長） 

 学事課のほうとしても、決まった方に対して報酬を出すという形だけしかやっていな

いものですから、学校でどういうふうに選ばれているのか、希望があるのか、学校と話

をしたいと思います。 

 

（伊東委員） 

 校長先生は恐らく部活の具体的なところまで目が行き届いていないという気がしま

す。ですから、部活の先生だけが専門性がなく、右往左往されている。一番困るのは子

どもたちです。中学校の部活は、やはり専門的な指導者がいないと縮小していきます。

今まで１０クラブあったのが５とかなり、顕著なところでは野球に入る子どもが少なく

なっています。 

 

（梅﨑学事課長） 

 今、現在、推薦の上がってきている方をどういう形で選ばれているのか、今の現状で

いいのかというところも聞いてみたい思います。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ８月２日は栄の国まつりですので、お時間のあられる皆さん、どうぞご参加をお願い

したいと思います。 

 ほかにないようでしたら、これで７月の定例教育委員会を閉会いたします。 

 

 


