
教 育 委 員 会 会 議 録 

 
平 成 ２７年 １０月  定 例 教 育 委 員 会 

開 会 日   平成２７年１０月２７日（火） 

開 会 時 間   午後２時２８分～午後３時２３分 

開 会 場 所   Ｉスクエアビル 大・中会議室 

出 席 者 

 

委

員 

 

 

 山下委員長    岸川委員    伊東委員 

 山口委員     福島委員    東島教育長 
 

事

 

務

 

局 

西川こども教育部長 江副社会教育部長 藤田こども教育部副部長兼

教育総務課長 中島社会教育部副部長兼社会教育課長 中村こども教

育部副理事兼学校教育課長 梅﨑学事課長 久我こども家庭課長 一

番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長 宮崎文化振興課長 右

近図書館長 山口社会教育部副理事兼スポーツ振興課長 松永諸富教

育課長 遠江大和教育課長 池田富士教育課長 山田三瀬教育課長 

長谷川川副教育課長 江頭東与賀教育課長 吉田久保田教育課長 大

松教育総務課参事兼総務係長 中尾教育総務課教育政策係長 

提 出 議 案 

 

第１２号議案 佐賀市社会教育委員の委嘱について 

 

協 議 事 項 

 

 な し 

 

報 告 事 項 

 

①２０１６年（平成２７年度）佐賀市成人式について 

 

欠 席 委 員 

 

 な し 

 

傍 聴 者 数 

 

 な し 

 

報道関係者 

 

 な し 

 

会議録作成者 

 

教育総務課参事  大松明浩 

 

 



  1 

日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆さんこんにちは。これより佐賀市教育委員会１０月定例会を開きます。 

 一昨日は、新佐賀市誕生１０周年記念式典に出席させていただきました。その式典の

中で、佐賀の市の木「イチョウ」と、それから佐賀の市の花「桜」が金立町緑の少年団

６年生によって披露されました。本当にこの６年生の緑の少年団の子どもたちもしっか

りと披露していただき、またイチョウと桜を頭につけた、そういう文言を発表していた

だきました。 

 第1部のアトラクションでは、旧市町村の代表８人による、子どもたちによる将来の

夢や希望の発表がございました。これも本当に子どもたちが堂々と将来の夢とか希望を

語ってくれました。第２部のアトラクションでは、９つの中学校による合同チームでし

たが、とても合同チームとは思えないほどのすばらしい演奏をして、レベルの高さを感

じて本当に感激いたしました。子どもたちがいろんな場面で出てくれましたけれども、

本当に一人一人が輝いているなと思いました。これから先の佐賀市が本当に楽しみにな

りました。 

 それでは、ただいまから委員会を進めてまいります。 

 本日は、６人中６人の委員が出席しておりますので、委員会は適法に成立しておりま

す。 

 会議に先立ちまして、事務局から今後の教育委員会の日程について報告があります。

事務局お願いします。 

 

（大松教育総務課参事兼総務係長） 

 お手元のほうに委員の皆様、「今後の定例教育委員会、研修会及びその他の予定」と

いう１枚の書類を提出させていただいております。こちらで太字になっているところを

ごらんいただきたいと思います。１１月２４日のところでございます。今年度から始ま

りました総合教育会議でございますけれども、第２回を１１月２４日、定例教育委員会

の会議の日に設定させていただきたいと存じます。なお日程の詳細につきましては１１

月２４日火曜日の朝９時半から本庁２階の庁議室での開催で予定しております。急な日

程設定で大変恐縮でございますが、この総合教育会議のほうは市長、副市長が出席して

教育委員との意見交換をする場でございますので、必ずご出席でお願いをしたいと思い

ます。 

 また、それに引き続きまして、定例教育委員会も通常でございますと午後２時半から

の予定でございますけれども、総合教育会議を終了後、引き続き定例教育委員会を開催

させていただきたいと思っておりますので、日程の変更方ご了承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） 

 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の会議録について、ご説明を求めます。 

 

（大松教育総務課参事兼総務係長） 
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 ９月２９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、１０月２２日

に配付をさせていただいております。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。何かご質疑はございませんでしょうか。 

 私のところでちょっとお願いしたいところがございます。 

 １４ページですが、中ほどのところですね、「理科の担当をされていたということで

すけど、何先生の担当ですか。」と書いてありますけど、「何年生」というふうにお願い

したいと思います。 

 それと、次のページがちょっと大幅にお願いしたいなと思います。上のほうです。「３

年生を持って」、そう書いてありますけど、そこを「３年生を持っておられ」、それから、

そこら辺ちょっと消して、「生徒たちは受験に向けての」、それから「大事な時期だと」

と、ここにつながるように、「３年生を持っておられ、生徒たちは受験に向けての大事

な時期だと思ったものですから」というふうに、よろしいでしょうか。 

 

（大松教育総務課参事兼総務係長） 

 はい。 

 

（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〕 

 では、会議録は一部修正をしていただきまして、承認することといたします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（山下委員長） 

 次に、日程３、教育長報告を求めます。 

 

（東島教育長） 

 それでは、資料に基づいてお話を申し上げますが、きょうの新聞でご存じのように、

きのうサッカーＵ－２２日本代表のキャンプのセレモニーが行われました。これだけの

メンバーが佐賀の地でキャンプを張るということでございまして、非常にまたサッカー

が佐賀市民にとっても身近になったという思いがしたところでございました。本来なら

ば、練習風景を見てから戻りたかったんですが、次の会議が控えていたものですから、

トレーニング、走っているところだけを見て帰ってまいりました。機会があればどうぞ

ごらんいただきたいと思っております。 

 まず１点目でございますが、これは平成２７年度の佐賀市表彰式が１０月１日に行わ

れました。受賞者が５２名であったということで、産業１、福祉３１、保健衛生２、地

域活動１８と、それぞれ佐賀市内でご活躍いただいて、まさに佐賀市が今日こうやって

あるのも、こういう下支えがしっかりしてあるからだということを痛切に感じたところ

でございます。当然ながら、私たちの教育振興基本計画の目標の中にも、「ふるさと「佐

賀」を協働でつくる 個性と創造性に富む人づくり」というのを目指しております。ま

た、第二次佐賀市総合計画のグラウンドデザインの中にも、「豊かな自然と子どもの笑

顔が輝くまち さが」ということで、改めて子どもたちを中核に据えた、そういう施策

を打って佐賀市の発展に尽くしていければなというふうな思いになったところでござ

います。 

 ２点目が、日本教育会の第４０回全国教育大会佐賀大会がございました。ここでは、

ここに書いておりますように幼稚園から小・中・高、そして特別支援学校からのそれぞ

れの代表の提言がございましたが、特に佐賀のほうからは、佐賀市立東与賀中学校のラ
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ムサール条約への登録に向けた取り組みの発表がございました。自然とのかかわりとい

うことで、子どもたちに誇りを持たせる。あるいは豊かな心を育むと、そういう実践発

表でございましたので、今後の道徳の教科化等も関連をしてきまして、佐賀市に誇りを

持つ子どもを育てることの意義ということがここでも確認をされたような気がいたし

ました。 

 ３点目です。これは第６８回の県民体育大会の結団式があったということです。 

 それから４点目、早稲田・佐賀２１世紀子どもプロジェクトの第９回の大隈スピー

チ・コンテストがここのＩスクエアビルでございました。今回は８人の中学生が第１次

審査を経て本審査に臨んだわけでございますが、１年生が５名、３年生が３名、本当に

中学生としての感性、あるいは中学生として将来に向かってどのように自分の生き方を

模索しているのか。あるいは大隈から学びとったことがしっかりと主張できているの

か、そういうふうな面から審査を行いましたけれども、中学３年生、やっぱり一日の長

のごとく、３年生が全て最優秀賞、優秀賞に輝きました。ただ、１年生の中にも極めて

光るものがございました。審査委員の最後の審査の中でもいろいろ議論が出て、１年生

としても本当にすばらしい内容のものがございましたが、やはりいかんせんスピーチ力

ということでは３年生のほうがはるかに上回っていたということで、残念ながら最優秀

賞、優秀賞には入りませんでしたが、将来に続く子どもたちが育ってきているというこ

とを実感いたしました。 

 次、５点目は九州都市教育長協議会の研究大会でございます。理事会の情報交換では、

以下書いておりますように５点について情報交換をいたしました。１つは、最近の特別

支援学級の急増、これによりましてどこの市も教室不足と、それにプラスして指導者不

足ということで、苦慮をしている状況が見受けられました。その中で、最終的に意見と

してまとまり、同じ方向になったのが、特別支援の免許を持った先生方の養成、つまり

大学の養成機関への要望が大事だろうというところに行き立ちました。研修を積んでそ

ういう先生方を育てるという手もございますが、養成機関がこれから先の社会のニー

ズ、教育界のニーズというのを捉えながら教職員の卵を養成していくこと、これが大事

だろうということに行き立ったわけでございます。これは改めてまた大学のほうにも要

請をしてまいりたいというふうに思っております。 

 それから、新教育委員会制度についても議論をいたしましたが、これはどの市も着々

と進めているようでございます。 

 アクティブ・ラーニングについては今後これからの取り組みになりますので、概念的

な話になってしまいました。 

 次に主権者教育、これは１８歳以下に選挙権が切り下げられたことで、今後の取り組

みが活発になっていくだろうと思います。きのうはニュースの中で、敬徳高校の生徒会

長の所信表明と選挙が、言うならば一般の選挙のような形で行われているニュースが出

ておりました。これからどんどんそういうふうな取り組みがなされていくでしょうし、

義務制の中でも、この高校の１８歳につなげる段階的な指導が必要になってくるという

ふうに考えております。 

 それから５点目が学校統廃合の取り組みについて、共通して最終的な意見の総意を見

たのが、やはり複式学級の解消は優先させなければならないということで、どの市もこ

の複式学級解消というのを目指しているようです。一番大きかったのが、４校を１つに

まとめたというところがございました。４校を１つにまとめても１学級ずつしかできな

い小学校、これが現実的にあるということです。そういう意味からは、佐賀市は比較的

地理的なハンディも少ないし、規模的にもそんなに４つも５つも１つにまとめるような

規模ではないような気がしますが、いろんな市の事情があるようでございます。 

 それから、総会の中では文化庁の講話がございました。これは当然ながら九州を中心

とした例の明治産業革命遺産群の登録、これの話で、大きな講和の概要が５点ぐらいに、

まとめてみました。１つは、世界遺産の条約の目的とは何かというと、これは改めて説

明を受けてなるほどと思いましたが、文化遺産及び自然遺産を人類全体のための世界の
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遺産として損傷、破損等の脅威から保護し、保存するための国際的協力及び援助の体制

を確立することと、これが目的だそうでございます。 

 ２点目に、活用上の課題が４点あるということでした。１つは、観光関係者以外の地

域住民の理解が必要であることです。往々にして世界遺産登録に向けて、地域の方が生

活の邪魔になるという考え方を持っている地域もやはりあるということです。地域の誇

りであるという見方に変えていただかないと難しいということを言われました。 

 ３点目に持続的な活用として、これは２番と関連しますが、地域住民の支援と理解と

いうことで、１つは、学校教育を通して教育啓発活動、それから住民主体のボランティ

ア活動、これを行政は支援してほしいと言われました。それから来訪者のマナー向上に

ついては、やはりビジターセンター等の整備と動線の設計をしてほしいと言われまし

た。立ち入り禁止資産に関する代替展示、このデジタル技術の活用等というのは多分三

重津をイメージされたんじゃないかなというふうに私は思いました。といいますのは、

後で一緒にお話したときにいろいろ話しましたが、見えない三重津というふうに言いま

したが、非常になるほどそうですねと言われました。よく工夫をされていますよという

ふうにおっしゃってくださいました。それから、長期的保存管理ということで、保存管

理費用を確保してほしいということと、受益者負担の考えもそこには入れてもいいので

はないかというふうにおっしゃられました。といいますのも、やはり来訪者管理、これ

はやはり来ることで、来ることはいいんだけれども、来ることによって世界遺産が破壊

されるおそれがある場合がある。そういうときの規制はどうかけるか、抑制をどうかけ

るか、これは当然入場料というのが一番先に来るのではないかというお話でした。それ

から他の観光資源との活用も図ってほしいとのお話でした。この世界遺産についても、

これまでにもいろんな形で危機遺産リストに追加される遺産があるそうでございます。

例を２つ３つ挙げられましたが、１つだけここに挙げましたけれども、ドイツにあるド

レスデンのエルベ渓谷、観光のためにこれを渓谷に橋をかけたそうです。そうしたとき

に、これは２００４年に文化的景観ということで世界遺産登録をされているにもかかわ

らず、橋をかけたことによって景観が損なわれ、２００６年には危機遺産リストに追加

され、２００９年には世界遺産リストから抹消されたという経過があるそうです。これ

までにもこういうふうな例というのはありますから、ここのところは注意をしてくださ

いと言われました。特に過度な観光開発による世界遺産の破壊、これを十分注意をして

くださいと言われました。 

 ５点目、２つの今推薦中の候補のことを話をされました。１つは長崎県ですが、長崎

の教会群とキリスト教関連遺産を来年度に候補として上げる。それから、福岡県ですが、

再来年度には「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群、これを上げる予定にしておりま

すという話がありました。 

 ３点目に研究発表があり、特に第１部会は佐賀県の当番でございまして、小城市、神

埼市、いずれもＩＣＴ教育についての発表でありました。非常に佐賀は進んでいるとい

うことで、質問がひっきりなしに出ました。やはり佐賀県、佐賀県内の市町、このＩＣ

Ｔ利活用教育については一歩先を行っているということは、この中でも実感をしたとこ

ろでございます。 

 それから、記念講演が「ジョン万次郎・琉球に上陸した真実」、これは非常におもし

ろい話でございました。あの糸満の上陸した地は、くしくも第１１代齋藤用之助が用之

助港を築いた場所なんです。ということは、あの地が一番離岸流がスムーズで一番上陸

しやすい場所だそうです。そこをジョン万次郎があえて選んで来たのですが、そこに行

き立つまでの経過を話されました。非常におもしろい中身でしたけれども、夜の会で今

度は齋藤用之助さんのことでいろいろ話をさせてもらいました。 

 ５点目が文部科学省の行政説明、今回は「初等中等教育における諸課題」ということ

で、端的に申し上げまして、概算要求の資料でございます。これは後で概略申し上げて

いきます。 

 ６点目、今九州国立博物館が開館１０周年記念を行っております。「美の国 日本」
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記念特別展、これに土曜日に行ってまいりました。非常に見応えのあるというか、日本

の歴史、それから大陸文化との融合、そして日本人の美意識、これを感じとることがで

きました。あとはここを読んでいただくといいのかなと。委員長も行かれたということ

でございまして、非常に圧巻でございました。 

 それから７点目が白髭神社の秋季大祭、これは初めて目の前で見させていただきまし

たが、国の重要無形民族文化財ということで、一度は見る価値があります。ただ、非常

にゆったりとした演舞でありまして、２時間半ぐらいと舞われるものですから、子ども

がこうやってじっと座っていて居眠りしていました。演舞をする人間がこっくりこっく

りやっているのです。これもまた楽しいと思って見させてもらいました。稚児田楽と呼

ばれて、佐賀県内では唯一ここだけだろうというふうに言っておられました。 

 それから、８点目の県の教育庁人権・同和問題研修会、この人権・同和問題研修会の

中で一番心に残ったことを２点だけ申し上げますと、１点目は、風評被害による人権侵

害、このことを強くおっしゃられました。当然ながら被差別部落の差別問題もあります

が、私たちは風評による人権侵害を起こしていることを自覚していないということで

す。今度の福島の件でも一緒ですよね、福島を例に出されながら、福島でとれる農産物、

福島から避難してきた子どもたちが学校に行って、放射線がうつるというふうな、そう

いういじめに遭ったという事例まで挙げられました。やはりその風評による人権侵害、

いろんな人権侵害というのは根っこは同じなんだと思いました。だから、まず１つは、

きちんと科学的認識をしてほしいということが１点上げられました。２点目は、偏見と

固定観念を打ち砕いてほしいと言われました。３点目は、自分の目で確かめないで信じ

てはいけませんと、こうおっしゃられました。この３点は非常にぬかりました。そして、

最後にもう１つ、平和のないところには人権はないと、人権のないところにはもちろん

平和はないということを言われました。そういうことで、お話がありましたことを、ま

とめさせてもらいます。 

 あとはここに書いているとおりでございますので、項目だけで報告にかえます。 

次に別冊の資料についてですが、今回の文科省の２８年度の概算要求の予算ポイント

の３ページに、額としては４兆３，７０４億円で、７．６％の減というふうになってい

ます。このポイントに３点ございます。１つは、社会を生き抜く力の養成のための予算

措置、それから未来への飛躍を実現する人材の養成という視点からの予算措置、それか

ら学びのセーフティネットの構築、この３点から予算措置がなされているということ

で、４ページに参りまして、社会を生き抜く力の養成の中で、特に学校教育のアクティ

ブ・ラーニング、これを支えるための改善というのが教職員の定数改善の中に組み込ま

れております。 

 それから、５ページにいきますと、いじめ・不登校対策の推進でスクールカウンセラ

ーの配置拡充とか、スクールソーシャルワーカーの配置拡充のことを説明されました。

６ページに、特別支援教育の充実を言われました。また、さらにＩＣＴ活用による学び

の環境の革新と情報活用能力の育成ということで、これはＩＣＴを活用した教育推進自

治体応援事業を行いますということでした。それから、新しい時代にふさわしい教育制

度で小中一貫教育の推進、それから前回少し申し上げましたが、フリースクールで学ぶ

子どもたちをどう支援するかということ、この実証研究もやる予定です。それから、義

務教育の保障が十分できていない子どもたちへの夜間中学の充実、これを今後進めてま

いりますという話がありました。 

 それから、９ページにいきまして、小・中・高等学校、グローバル視点に立った、い

わゆる英語教育のことが話されました。小学校の英語の教科化に向けての予算措置、こ

れが説明がありました。 

 それから、１０ページに学びのセーフティネットの構築の中で、特に貧困対策のこと

が言われまして、スクールソーシャルワーカーの配置拡充、これは補助率３分の１とい

うことでございますけれども、これを図ってまいりたいということがおっしゃられまし

た。 
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 そして１３ページにいきまして、スポーツ環境の整備で、子どものスポーツ機会の充

実、ライフステージに応じたスポーツ活動の場を確保するためのスポーツ施設の整備推

進、これを図ってまいりますと。これまでは３分の１の補助だったのが２分の１にとい

うことで説明がありましたが、これは恐らくスポーツ振興課のほうにはわかっていただ

いていることだろうと思っております。 

 あとずっといきまして、２３ページに教育再生実行会議の提言の中で特に触れられた

のが、第七次提言の中に、これからの時代に求められる資質・能力とそれを培う教育、

教師の在り方、これで今後は教育内容とともに方法も提示してまいりたいというふうに

言われました。今まで学習指導要領も各学年の目標、内容まででしたけれども、指導方

法まで踏み込みますという話がありました。その中で、アクティブ・ラーニングのこと

とかＩＣＴ利活用のことが話をされております。 

 したがいまして、右手のほうになりますけれども、次期学習指導要領、ここでは改め

て教育の目標・内容、それに学習指導方法、学習評価の在り方、これを一体として捉え

て学習指導要領の改定に向かいたいという説明がございました。 

 ３１ページのところで、教育の情報化が強くおっしゃられたのが、一番下のほうに教

育の情報化ということで、平成２９年度まで単年度で１，６７８億円の地方財政措置が

講じられていますと、だからぜひ各市町においては教育のＩＴ化に向けた環境整備に取

り組んでほしいと、こういうことが言われましたので、最後に付け加えて私の報告にか

えさせてもらいたいと思います。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 報告内容に質疑はございませんでしょうか。 

 

（伊東委員） 

 今年の５月ぐらいに財務省が４万２，０００人の教員を削減するといっておりました

が、ここ半年ぐらいのたった数カ月で、その数字が５，０００人減って３万７，０００

人の削減となったとの報道がありました。そういう面を見ると、非常に分析がずさんじ

ゃないのかなという気がします。教育の末端として、その３万７，０００人の削減を、

ただ数字だけがまかり通ってはいけないと思います。問題は子どもたち、現場だと思い

ます。子どもの数が減るという数字だけを見て、現場を知らない人たちが３万７，００

０人減らすよと言う。そういう面でとらえるとそうでしょうけど、問題は子どもたちの

中身、先生の中身だと思います。その辺を現場の長である教育長や学校教育課長は、こ

の問題をどう捉えられておられるのか。私個人としては非常におかしいと思います。当

然文科省は反対するでしょうけれども、ただ恐らくどこかで押されてしまうことも考え

られるのではないでしょうか。その辺をきょうの報告の中でも定数改善という項目が出

されていますので、今後の９年間にわたるものを、現時点で教育長が現場の長としてど

う判断、どう捉えられているのでしょうか。財務省の意見としては、加配定数を３万人

ふやしたけれども、効果が出ていないとされています。効果が出た、出ていないという

のがただ単に数字だけの問題じゃないと思います。ですから、その辺を考え方だけでも

よろしいですから、お教え願いたい。 

 

（東島教育長） 

 財務省はあくまでも財政面が逼迫しているものですから、子どもの定数減、子どもの

減少に伴って、教職員の定数は決まりますから、それでいきますと４万幾ら減っていい

数になるわけです。一方で文科省が申しているもの、あるいは私たちが申し上げている

ものは、学校現場の課題は社会の変化によっていろいろ最近は多岐多様化しているわけ

です。ですから、それに対応するためには単純に定数だけでは計り知れない部分があり

ます。ただ、それを言うと、財務省としては、文科省はチームティーチングにしても成
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果が上がっていないじゃないか、成果を見せろと言われます。ですから、私どもは、そ

の成果は確かに必要なことですが、現実的に学校現場で対応している教職員、この現場

を見たときには、この課題対応のためにはどうしても人が必要なのです。この人が必要

なものを今はあえて加配としてそこに手当をしているわけですが、これはこれからもず

っと必要になってくるということで、先般、昨年の１１月に全国市教育長会で緊急に申

し入れを財務省のほうにいたしました。 

 そういうことで、今後もこれは恐らく文科省も財務省と綱引きをやるのでしょうが、

私たちは文科省を支える形で、あるいは応援する形で要請書も出してまいりたいという

ふうに思っております。 

 

（伊東委員） 

 わかりました。現場の力を負けないように、ひとつお願いしたいと思います。 

 

（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〕 

 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。 

 

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１２号議案『佐賀市社会教育委員の委嘱について』、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１ページのほうをお開きください。第１２号議案『佐賀市社会教育委員の委嘱に

ついて』、社会教育法第１５条及び佐賀市社会教育委員条例第３条の規定に基づき提案

をしております。現委員の任期につきましては、１０月３１日で任期満了となります。

これに伴いまして、新たな委員の委嘱についてお願いをするものでございます。 

 今回お願いをします委員の任期につきましては、平成２７年１１月１日から平成２９

年１０月３１日までの２年間の任期となっております。 

 委員の名簿につきましては、２ページのほうにお示しをしております。１２名の委員

の委嘱をお願いしたいと考えております。１２名のうち８名の委員につきましては再任

でお願いをしております。新任につきましては４名でございます。６番目のところで、

社会教育関係者としまして、青少年健全育成連合会の理事の西岡委員、２つ飛びまして、

９番目でございますが、学識経験者としまして、佐賀女子短期大学こども学科准教授の

櫃本委員、それと１１番、１２番目のほうで、公募委員としまして松尾委員、亀山委員、

２名の委員をお願いしたいと思います。公募につきましては、市報の９月号で募集を行

いまして、応募は４名の方から応募がございました。１０月９日に作文、面接等による

選考を行って、松尾委員、亀山委員の委嘱をお願いしたいと考えております。 

 社会教育委員の委嘱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か。 

 私からですけれども、今年３月、教育委員会の第三者評価委員の方が施策の策定委員

になっていらっしゃることが問題になったと思います。策定にかかわった者が、それを

評価するというのはおかしいのではないかという話であったと思います。それとやはり

第三者評価委員の方々はあくまでも中立的で客観性を持っていなくてはいけないので、
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そこのところの検討をお願いしたいという話があったと思います。 

 この名簿の中には第三者の評価委員の方がその委員として入っていらっしゃいます

けれども、これもやはり評価委員は評価委員として、これもやはり社会教育の面も評価

するわけですから、自分たちがしたことを第三者評価委員として評価するということは

私はおかしいのではないかと思いますが、どうでしょうか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 評価委員につきましては実績の評価ということで、社会教育委員については社会教育

行政に対する意見と、あとは事業性のほうでの計画立案に対する承認という格好でやっ

ております。最終的に評価ということで評価をしていただくことになりますが、現時点

では社会教育委員については、そのままで今回委嘱をお願いしたいということで考えて

おるところです。 

 

（山下委員長） 

 意見を言うということも関係は全くないわけでしょうか、私は何か関係があるような

気がしますが。 

 私は少し釈然としない部分がありますが、差し支えがないなら、それでもいいと思い

ます。どうでしょうか。（「１名さんですかね」と呼ぶ者あり）１名です。はい。 

 

（東島教育長） 

 辞令を交付はいつですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 教育委員会で委嘱、承認をしていただいて、それからの辞令ということになります。 

 

（東島教育長） 

 確かに指摘いただいたことはなるほどというふうに思いますが、１年間様子を見させ

てもらってもよろしいですか。確かにお一人重複されている方がいらっしゃいます。評

価委員は６名でしたか。（「６名です」と呼ぶ者あり）６名。委員長がおっしゃること

が基本的な考え方でしょう。ただ、内諾も一応とっているような状況の中にあるので、

現実的には１年間、評価との絡みの中で状況を見させていただいてよろしゅうございま

すでしょうか。 

 

（山下委員長） 

 はい。ご検討をよろしくお願いしたいと思います。 

 ほかに何か、はい。 

 

（岸川委員） 

 佐賀市ＰＴＡ協議会からの委員は、恐らく３年の任期の間、例えば、ＰＴＡ協議会を

やめた後もそのまま引き続きなるような形ですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 ＰＴＡ協議会については、団体に推薦を依頼しておりまして、今回この副会長さんに

つきましては、途中で副会長を退任された時点で再度確認をしました。 

 以前、この藤井委員は２６年度の途中から委員になっておられます。団体から推薦を

お願いしたところにつきましては、例えば、上の永野校長先生とかも小中学校長会です

ので、ここは役職等での異動があったときは再度委員の変更ということで、それは前委

員の在任期間ということで委嘱をお願いすることになります。 
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（岸川委員） 

 わかりました。 

 

（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〕 

 では、ほかに異議がないようですので、第１２号議案『佐賀市社会教育委員の委嘱に

ついて』は、原案のとおり承認いたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（山下委員長） 

 続きまして、日程５、報告事項に移ります。 

 報告事項(1)「２０１６年（平成２７年度）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、２ページのほうをお願いいたします。 

 平成２７年度（２０１６）佐賀市成人式について、ご報告とお願いをさせていただき

ます。 

 ２０１６年の佐賀市成人式につきましては、平成７年４月２日から平成８年４月１日

までにお生まれになった方を対象としております。対象者につきましては、約２，４０

０名となっております。開催日時につきましては、２８年１月１０日、日曜日、成人の

日の前日で、例年どおり１日前の日を予定しております。会場につきましては、佐賀会

場を含めて旧町村ごとに８会場で開催をする予定としておりまして、その式典会場の場

所、開始時刻等についてはこの表にお示しするとおりの時間で実施を予定しておりま

す。 

 なお、川副につきましては、２６年度まではスポーツパーク川副の体育センターを会

場として利用をしておりましたが、今年度大規模改修を行っておりますので、２８年１

月１０日、２０１６の成人式につきましては南川副小学校で開催をしたいと思っていま

す。 

 それと、これは申しわけございませんけど、東与賀関係で、東与賀文化ホールの立食

ティーパーティーの開始時刻を１４時ということで資料のほうはなっておりますが、事

務局のほうのミスで１４時２０分で修正をお願いいたします。 

 案内状につきましては、現在９月末現在の住民基本台帳に基づきまして対象者を出力

しておりまして、１１月２０日に一斉に送付予定としております。各会場におきまして

も、市外の在住者等で案内状がない新成人の方も参加できるようにしておりますし、事

前にご連絡があれば案内状のほうも送付するような手はずをとっているところでござ

います。 

 パンフレット及び式典内容につきましてですが、パンフレットにつきましては全会場

統一ということで現在作成を進めております。式典内容については、各地域等の特色も

出すことも踏まえまして、若干各会場によって内容は異なる内容となっております。 

 ２番目で、これはお願いでございますが、例年成人式当日に市長式辞の代読を教育委

員の皆様にお願いをしております。今回につきましても、また式辞代読のほうをお願い

したいと考えております。担当していただく会場並びに式辞の内容につきましては、１

２月の定例教育委員会に整理をしましてお渡ししたいと思っております。原則行ってい

ただく会場につきましては、前年度と異なる会場での出席を整理させていただきたいと

思っております。１２月の定例教育委員会で式辞等をお渡しすることでお願いをしたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
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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。 

 

（東島教育長） 

 式典の開始時間が午後にそろったのはことしから、もしくは去年からですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 ここの式典関係の開始時間は、一昨年度までは午前の部と午後の部とございました。

これは統一、１会場ということもにらみながら、まずは時間の整理ということで、昨年

２６年度のほうから午後の時間で整理をさせていただいております。 

 

（山下委員長） 

 何かございませんか。 

 女性の着物のショールのことがいつも問題になっておりますけれども、式典のときは

各教育課長、あるいは教育委員ももし気づかれたらショールをとるよう指導をお願いし

たいと思います。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 開式前には会場のアナウンスでショールの件も放送をするように声をかけておりま

す。 

 

（山下委員長） 

 ほかに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〕 

 ご質問がなければ、日程５の報告事項については終わります。 

 日程６、その他になりますが、その他、報告するものはございませんでしょうか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 教育委員の皆様の机の上に「第３回佐賀市民芸術祭オープニングセレモニーの開催に

ついて」という文書と、パンフレットを置かせていただきました。少しご説明をさせて

いただきます。 

 佐賀市民芸術祭につきましては、今回で第３回目となっております。今回内容として、

私どもの大きなイベントと思っているのがオープニングセレモニーです。パンフレット

を開いてもらって２ページの上のほうに書いてございます。イベント１「オープニング

セレモニー＆ＪＡＺＺステージ」ということで、今回非常に特徴的なものと思っていま

すのはオール佐賀ということです。今までモダンジャズオーケストラのほうは第１回か

ら続けて出ていただいていますが、必ずそれにゲストの方をお迎えしておりました。第

１回目が青木カレンさん、昨年第２回については中西圭三さんとジルということでして

おりました。今回のゲストは辻利恵さんという方で、この方は佐賀北高出身で、今アメ

リカでビヨンセの専属キーボーディストとして世界で活躍されている方です。辻さんに

は第１回目からお招きしたいということでオファーをしておりましたけれども、ビヨン

セのほうの都合で契約上難しかったようでなかなか来ていただけなかったのですが、今

回念願かなって初めて芸術祭のほうに出ていただけるようになりまして、オープニング

セレモニーを飾っていただくことにいたしました。今回全て佐賀出身、あるいは佐賀在

住の方たちのステージとなっております。ぜひこちらのほうは１１月１３日金曜日の１

８時３０分からでございますけれども、委員の皆さんもおいでいただければと思ってお

ります。今回芸術祭は、この１１月１３日を皮切りに１５日まで、金、土、日というこ

とで、会場は例年どおり佐賀市文化会館をメーン会場といたしますけれども、今回初め
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て佐賀市民会館のほうでも、プログラムの５ページの下のほうにあります「日本舞踊の

つどい」というものをサテライト会場として行います。 

 それから、冒頭委員長から言っていただきましたが、先日の１０月２５日の新佐賀市

誕生１０周年記念式典の後に中学校の合同バンドというのが出て、大変私も聞いていて

ほほ笑ましいなと思いましたが、この中学校合同バンドは昨年の佐賀市民芸術祭で誕生

したバンドになっております。昨年デビューを飾りまして非常に好評でした。今回もお

願いをしておりますので、それが１１月１４日の１４時３０分から大ホールのほうにな

っております。そちらのほうも、これは２ページの下のほうに「佐賀の響き大集合」、

イベント３になりますが、吹奏楽・管弦楽ステージ、こちらのほうの１４日の第１部の

ほうになっておりますので、ぜひ応援をしていただきたいと思っております。 

 このほか例年どおりですが、４ページのイベント６の「九州交響楽団名曲コンサート」

につきましては、今回、平原綾香さんをゲストとしてお呼びしております。これも皆さ

んがよくご存じの「ジュピター」とか「明日」とか、そういう曲も歌われますので、大

変楽しみなところです。 

 チケットにつきましては、有料のもの、無料のものございますが、先ほど申し上げま

した九州交響楽団のコンサートについてはチケットがもう大分売れているようですの

で、もしご希望であればお早目にお買い求めいただければと思います。それから、きょ

う皆様方にはこういったチケットを６枚、２枚ずつ３種類のチケットを入れております

けど、こちらは無料コンサートのほうですが、入場整理券を持たれて入場できるという

形になっておりますので、ご覧いただくときにはお忘れないようにお願いしたいと思い

ます。 

 そのほかにも、ワークショップと言って４ページのほうにありますけれども、開催を

いたします。今回のワークショップの中で注目は「指揮者のお仕事入門講座」というの

がありまして、佐賀大学の今井治人先生にお願いいたしまして、指揮者の役割というの

をわかりやすくお話をしていただいたり体験もできる内容としております。そういった

ものも用意してございます。 

 最後になりますけれども、１枚Ａ４の紙を入れていたと思います。 

 今回、プレイベントとして３回実施をするようにしております。１回目がこの間の１

０月２５日の新佐賀市誕生１０周年記念式典のときにロビーで声楽のコンサートを実

施して、これはすでに終わっております。この後、今週末の１０月３１日にシチメンソ

ウまつりのほうで佐賀ユースオーケストラが出演をしていただくことになっておりま

して、３回目として、佐野常民記念館でのコンサートを１１月８日日曜日、１４時から

と１５時からの各３０分行うことにしておりますので、よろしければこちらのほうもお

楽しみいただきたいと思います。 

 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か。盛りだくさんのプログラムで楽しみですね。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

 

（大松教育総務課参事兼総務係長） 

 教育委員会事務局のほうから、今後の日程で再度ペーパーのほうをごらんいただきた

いと思います。今後の日程ということで配付をさせていただきました資料でございます

けれども、今後１１月５日の日に臨時教育委員会を開催させていただく予定でございま

す。開催時間は９時からとなっております。例年どおりでございますけれども、教育委

員会の人事案件を行う予定でございます。場所は本庁会議室ということで、お時間おく

れられないようお願いいたしたいと思います。 

 次に、１１月１０日、研修会の日程の日でございますけれども、この日は以前ご説明

いたしましたとおり、日田市の大山公民館のほうの視察に参りたいというふうに考えて
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おります。その資料といたしまして、もう１枚「平成２７年度教育委員会先進地視察の

日程等について」というペーパーをお手元のほうに配付をさせていただいております。

先日ご説明しましたとおり、日田市の大山公民館を視察するということで、集合時間を

９時半ということで設定をさせていただきました。９時半佐賀市役所を出発いたしまし

て、１１時１５分昼食会場のほうに到着、そして１２時２０分から大山公民館のほうで

の現地見学をいたしまして、１３時からワトソン・ロバート館長による講演をお願いし

ております。こちらのほうに帰ってくる時間帯といたしましては１６時を予定している

ところでございますので、ぜひ委員の皆様、ご参加のほどよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 続きまして翌１１日でございます。１１日に教育委員会の表彰式を行う予定でござい

ます。この教育委員会の表彰式につきましては、１０時半から本庁２階の来賓室及び庁

議室で行う予定で、会議といたしましては１２時までの予定とさせていただいておりま

す。それから先ほど申し上げましたとおり、１１月２４日の日は総合教育会議並びに定

例教育委員会のほうを行わせていただく予定でございます。 

 以上、簡単ではございますけれども、今後の日程ということでご報告をさせていただ

きます。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。１０月２９日はバルーンフェスタのライトファ

ンタジーの子どもへのまなざし運動ＰＲ隊のパレードがございますので、お時間のあら

れる方はご参加をお願いしたいと思っております。 

 では、ほかにないようでしたら、これで１０月の定例教育委員会を閉会いたします。 
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