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日程１ 開会の宣告 

 

（岸川委員長） 

 それでは、これより佐賀市教育委員会１月定例会を開きます。 

 既に研修会やいろいろな行事等でお会いした方もいらっしゃいますが、新年明けまし

ておめでとうございます。ことしもよろしくお願いいたします。 

 それから、本当に日曜日から月曜日にかけて、予報はされておりましたけれど、ここ

までひどい雪になるとは予想外ではなかったでしょうか。本当に皆様方もお仕事にはい

ろいろな支障があったと思いますけれども、本当に大変だったと思います。私のほうも

日曜日はスポーツ振興課からの依頼で校区対抗駅伝のほうで表彰式に出向かないとい

けなかったんですけれども、中止ということで、残念な反面、ほっとしたところもござ

いました。しかし準備された方は、本当にあれだけの規模の大会ができなかったという

ことで、非常に残念ではなかったのかなと思っております。本当にご苦労さまと言いた

いというふうに思っております。 

 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いたしてお

ります。 

 本日の日程につきましては、配付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 

 

（岸川委員長） 

 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） 

 １２月２２日の定例教育委員会の会議録につきましては、１月２１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。 

 

（岸川委員長） 

 それでは、報告内容に質疑がございましたらお願いいたします。 

 私が、１１ページのですね、ちょっと私も言い方が変だったなと思うんですが、上の

ほうで、「例えば、泣いている子をガラス越しに見れるところがあります。そういった

ところを利用するのは難しいのでしょうか」でよろしいですか、「それはもっと」とか

を削除してですね、「そういったところを利用するのは難しいのでしょうか」というこ

とでお願いいたします。 

 ほかにはございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、異議がないようですので、会議録は修正していただいて承認いたします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（岸川委員長） 

 次に、日程３、教育長報告をお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 それでは、前回の定例教育委員会以降のこれまでということで、資料を差し上げてお
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ります。 

 まず、１点目が夢フェスタ２０１５、これが１２月２４日に開会セレモニーが行われ

ました。ここには西川部長、江副部長と一緒に参加をさせていただきましたが、ご存じ

のようにさが段階チャレンジ交付金事業、これを受けて兵庫まちおこし隊事業としての

トンボの池公園を中心にセレモニーが行われました。当日は非常に多くの皆さん方が参

加をされておりましたけれども、ここで１つ申し上げたかったことが、保育園の園児や

兵庫小学校の全校児童、清和高校の生徒、彼らが、いわゆる千人千灯と言って、ペット

ボトルを使っての手づくりのイルミネーションをつくられたということでございます。

もちろんクリスマスということで、クリスマスツリーに見立てたイルミネーションもあ

りましたが、子どもたちがつくったイルミネーション、まさに地域を挙げて、子どもた

ちを中心にしてそういう催しが行われたと。今もあっていると思います。２月２４日ま

で点灯されると聞いております。千人千灯をアーチの中に入って見て回りましたが、中

には子どもたちが、絵なども書いておりますけれども、言葉を書き添えている子どもも

おりました。感謝とか、あるいはそういうふうな子どもの今の思いを、自分のつくった

ものに書いて飾られているということで、ぜひあちらに出向く機会がございましたらご

らんいただけたらというふうに思っています。中央大通りのイルミネーションと別のも

う１つのイルミネーションとして、佐賀に元気を与えてくれるのかなと、そんな思いを

したところでございました。 

 それから２点目が、これは委員の皆様方もご出席されていますが、佐賀市の成人式１

月１０日ございました。ことしの成人の予定者というのがパンフレットの中に書いてあ

りましたが、２，４２７人、男が１，２４４，女が１，１８３が登録予定者になってお

りましたが、私は諸富会場のほうに行かせてもらいました。男性４４人、女性５６人、

計１００人というきちんと区切りのいい数字で、しかも諸北校区が５０、諸南校区が５

０という、これまたきちっとした数の予定者数でございました。式典の中で私が一番心

に残ったのは母子健康手帳贈与でございました。子どもが生まれて成人をする、この２

０年間の思いというのをお母さんが名前をつけて、その名前に託してこの成人の日を迎

えられたという、その思いや希望というのをちょっと語られて本人さんに渡しておられ

ました。非常に感動的でございました。恐らくもらった子どもさんも親の思いというの

が伝わったんじゃないかなと。そのことは、参加をした１００人のほかの新成人も同じ

思いになったんじゃないかなというふうな気がしたわけでございます。 

 もう１つは、諸富警察署長の前で新成人が交通安全宣言をいたしました。ワースト１

で非常に屈辱的な状況の中にある佐賀でございます。そういう中で、交通マナーへの意

識づけができたのではないかなというふうに思っております。あとは閉会後にアトラク

ションというのもあり非常におごそかな中にも心温まる成人式がとり行われたという

感想を持って帰ったところでございました。 

 次、３点目ですが、早稲田・佐賀２１世紀プロジェクトの、平成２７年度の事業を早

稲田大学のほうに参りまして、１年間の報告をしてまいりました。別資料で早稲田大学

とのプロジェクトについてはお配りされていると思います。その中に事細かに書いてい

るわけでございますけれども、大まかには、１つは大隈重信スピーチコンテスト、これ

を行ったわけですけれども、大隈重信スピーチコンテストのいわゆる前段として８月８

日の子ども大隈講座、これが特に大隈記念館や生家の見学、江口館長や楢崎学芸員の講

義、説明、こういうもので大隈の生き方について学びました。これが１つの引き金にな

りまして、１０月１０日の大隈重信スピーチコンテストでは２８名の中学生の応募がご

ざいまして、そのうち最終選考に進んだ８名によるスピーチコンテストを行いました。

結果的には最優秀賞が１人、優秀賞が２人ということで表彰をしたわけでございます。

非常に子どもたち、大隈重信について自分の生活と結びつけて、生き方と結びつけてス

ピーチをしてくれて非常に頼もしいというふうに思ったところでございます。 

 それから、２つ目が中学生の出前講座です。これは１２月７日、３コマ、早稲田大学

の教育・総合科学院の及川教授に「ルーツ音楽で世界の英語を知ろう」という題材で、
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城西中、北山校中学部に英語の授業をしていただきました。これにつきましては、私ち

ょうど議会中で行けませんでしたが、及川教授はギターが得意ということで、弾き語り

をしながらの授業だったというふうに聞いており、当日ＮＨＫの佐賀放送のほうで、そ

の状況については放映がなされております。これが２点目です。 

 それから３点目が教職員の出前講座、これが８月１９、２０日、これまた２コマして

いただきましたが、同じく早稲田大学の油布教授をお招きして、「今、教師に求められ

ていること」と題して、１９日は県内の教職員、２０日の日は市内の校長、園・所長さ

んを対象に講演をしていただきました。非常に教育界混沌としている中で、なかなか教

育の将来を見据えて、子どもの将来を見据えて教育をしていくという、そういう言うな

らば将来に夢を追い求めていくようなそういう教育じゃなくて、本当目先のことに追わ

れている今現状の中で、教師に何が求められるのかという、そういう視点で講座を開か

せていただきました。その感想等については、別冊子のほうにも書いてあるだろうと思

っております。 

 そういうことで、今年度も大隈重信スピーチコンテスト、中学生出前授業、教職員出

前講座、こういうものを順調に開催し、教職員にとっての研修、あるいは中学生にとっ

ては、あるいは小学生にとっても、大隈を通して子どもたちに地域を誇りに思う心を少

しでも育てることができたのではないかなというふうに思っておるところです。 

 それから、４点目のことは先ほど委員長がおっしゃられましたが、第６４回校区対抗

駅伝大会、これが大雪のために中止になりました。また、金、土、日と行われておりま

した大詫間のおひなさまかざり、私毎年行っているんですが、ことしは金、土と長崎の

方に行きましたので、日曜日の校区対抗の後に行く予定にしていたんですが、大雪のた

めに行かれませんでした。きょうお電話をして申しわけないと謝りの電話を入れたとこ

ろでございましたが、来年度も行われるだろうこの大詫間おひなさまかざりについて

は、機会があればまた来年ぜひお出かけいただければというふうに思っているところで

す。 

 以上、報告を終わります。 

 

（岸川委員長） 

 それでは、教育長からの報告につきまして、何かご質問等ございましたら。 

 この出前授業というのは、今回は城西中学校と北山中学校ということでしたが、２校

ずつとかずっと持ち回りとかで行われているのでしょうが。 

 

（東島教育長） 

 いいえ、大学院の教授が教科ごとに回っていかれます。来年は社会科になりますが、

そのときに学校に応募をかけ手を挙げた学校に行きます。英語は応募がかなり多かった

のですが、その中から２校、どっちも時間が限られているものですから、目いっぱいの

ところで今回はさせていただきました。来年度は社会科になりますので、どういう内容

になるかによって、学校なのか、あるいは佐賀市内の中学生を募集をかけてするのか、

そこら辺は内容によっても変わってくるだろうというふうに思っております。 

 

（岸川委員長） 

 それでは、教育長からの報告を終わります。 

 

日程４ 報告事項 

 

（岸川委員長） 

 続きまして、日程４の報告事項に移ります。 

 まず、報告事項(1)「東名遺跡の国史跡指定について」、文化振興課から説明をお願い

いたします。 
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（宮崎文化振興課長） 

 資料は１ページのほうをごらんください。東名遺跡の国史跡指定についてでございま

す。東名遺跡につきましては、大変貴重で重要な遺跡であるということから、国史跡指

定に向けてこれまで取り組んでまいりましたが、このたび所要の準備が整いまして、今

月末までに文化庁に対して史跡指定の申請書に当たる意見具申書を提出することにな

りましたので報告をさせていただきます。この東名遺跡について、教育委員の皆さんに

説明したのは、調べておりましたら平成２４年の６月の定例教育委員会が最後だったよ

うで、当時とは委員の皆様の構成も変わっておりますので、改めて東名遺跡がどういう

ものであるかということをまず説明したいと思います。 

 まず場所ですけれども、金立町にあります巨勢川調整池の中にありますグラスコート

佐賀というテニスコートより少し南の平尾東交差点から東のほうに行ったところにご

ざいます。資料の中に遺跡発見の経緯と書いておりますけれども、この遺跡は巨勢川調

整池の建設に伴って発掘調査を行った際に、まず１６７基の炉の跡と大量の土器や石器

が発見をされ、その後、調整池の掘削工事が実際に始まってから地表面の５メートル下

から６カ所の貝塚が発見されております。調査は６カ所のうち２カ所の貝塚を対象に実

施をしておりますが、７００点以上の編みかご、木製品、貝製品、動物の骨や角などが

大量に出土しております。これらは国内最古級の貴重なもので、遺跡の重要性が評価さ

れたことから、残り４カ所の貝塚については現地に保存するということになったもので

ございます。 

 次に、遺跡の重要性についてでございます。この遺跡は約８，０００年前、縄文時代

早期の遺跡でありまして、特に貝塚については、国内では８割以上が東日本に分布をし

ておりますので、この時代の貝塚としては西日本最大規模であるといえます。東名遺跡

からは木製品や貝製品、骨角製品が非常に良好な状態で保存をされて発見されています

が、これは東名遺跡が湿地性の貝塚であったために水につかった状態だったことですと

か、貝のカルシウム分が作用して、また温暖化によって海面上昇で水没をしていますの

で、厚い粘土層で覆われたという、こういった条件が重なったことによるもので、この

ような良好な状態で残ったということになります。また、湿地性の貝塚としては国内最

古のものでございます。さらに居住域や墓地、貝塚、貯蔵穴などがセットで確認をされ

ておりますので、この時代の生活や文化を知り得る貴重な遺跡として学術的な価値も高

いと言われております。このほかにもどんぐりの保存などに使われていた編みかごにつ

いても大量に見つかっておりまして、重要な資料として注目をされています。 

 このように、東名遺跡は日本文化の起源を知る上で極めて重要で、今後も大切に保存

活用していく必要があるということから、国の史跡指定を目指しております。今回、国

史跡指定を申請するのは、発見された６カ所の貝塚のうち４カ所の部分でございます。 

 次の２ページのほうを見ていただきたいんですけれども、下の図のほうですね、史跡

指定の範囲は、この図の中でちょっと小さくて見にくいんですが、上のほうに赤枠で囲

っている第３から第５貝塚と下のほうに第６貝塚、この４カ所でございます。この４カ

所については特殊な盛り土をして現地に保存をしております。残念ながら中ほどにあり

ます第１、第２貝塚につきましては、巨勢川調整池の工事との兼ね合いで残すことがで

きませんでしたので、本調査を行って記録保存をしております。冒頭申し上げましたよ

うに、今月末までに文化庁のほうに意見具申書を提出するために、土地の所有者であり

ます国土交通省と協議を重ねてまいりました。そのほかに必要な書類も準備ができまし

たので、間もなく文化庁のほうへ提出をいたします。 

 なお、今後の予定でございますが、この２ページの上のほうに書いておりますが、例

年の流れでいきますと、２月ぐらいに文部科学大臣から文化審議会への諮問、６月に答

申をされれば、９月頃に告示がなされ、国の史跡指定が決定するということになります。 

 説明は以上でございます。 
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（岸川委員長） 

 今の報告につきまして、何かご質問はありますでしょうか。 

 

（田口委員） 

 場所は、どこのあたりになるのですか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 佐賀警察署の交差点からずっと真っすぐ北に行って、グラスコート佐賀とか、以前の

ウィンブルドンとか言っておりましたところのの南に平尾東交差点というところがあ

りますが、そこから東のほうに行った先の巨勢川調整池というところにあります。 

 

（東島教育長） 

 これは教科書に載るぐらいの重要性を持っていますか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 そのくらい価値あるものと思っております。 

 

（東島教育長） 

 ちょうど教科書改訂時期にかかるのでタイミングがいいと思いました。多分文部科学

省は教科書の改訂作業で、今年、２８年度に学習指導要領を出します。それで、恐らく

教科書はそれから作成に入っていきますので、２９、３０、そこら辺山にやってきて、

３１年度が採択になります。ですから、これが教科書に載ってくれるとまた違ってくる

のね。教科書というものの威力は物すごいんです。今東京書籍で教師用書の中に編みか

ごを載せています。しかし、教科書までには載っていません。だから、この重要性がも

うワンランク上がっていけば教科書に載る可能性があるなと思います。そうなるとうち

のほうも教科書会社にアピールしていかないといけないし、文部科学省は、そこら辺ど

ういうふうにおろされるのか、ちょっとそこら辺期待をしているところです。多分、教

科書に載るとなると、やっぱり整備の仕方もまた違ってくるような気がします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 そうですね、一応史跡指定跡にどのように保存活用していくかということを検討委員

会などで決めていきますので、まずは史跡指定になることを願っておるところです。 

 

（岸川委員長） 

 これはやはり、ある意味三重津海軍所と比較するのも何ですが、歴史的にはやっぱり

大きいと思いますよね。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 そうですね、まず時代が相当に古い、８，０００年前で縄文の早期というところです

し、先ほど申し上げたように、非常に多くのものがいい状態で残っていますので、当時

の人たちがどういうものを食べていたとか、そういうのもわかってきていますしアクセ

サリーなんかもつくっていて、非常に文化度の高い生活をしていたとか、そういうこと

までわかってきていますので、そういう意味では非常に価値が高いと思っております。 

 

（東島教育長） 

 現在、小学６年生を対象に積極的に出前講座していただいております。市内の子ども

たちの半分以上はこのことを学んでいるでしょう。 

 

（宮崎文化振興課長） 
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 そうですね、年間に１２校から1３校、今年度は１４校しておりますので、     

１，１００人とか１，２００人弱ぐらいは行っております。 

 

（岸川委員長） 

 これは採集的な痕跡しか残っていないんですか。例えば、農耕的なことをやったとか

いうような痕跡は見つかっていないんですか。 

 

（谷澤文化振興課文化財１係長） 

 農耕はこの時代にはなくて、採集生活です。どんぐりを集めたり魚をとったり動物を

とったりと、そういう生活です。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 狩猟や漁労です。魚をとったりしている。 

 

（岸川委員長） 

 ほかにご質問がなければ、報告事項(1)「東名遺跡の国史跡指定について」はこれで

終了します。 

 次に、報告事項(2)「第２次佐賀市立図書館サービス計画の策定について」、図書館か

ら説明をお願いいたします。 

 

（右近図書館長） 

 資料５ページになります。第２次になりますけれども、図書館サービス計画（案）に

つきましては、諮問機関であります図書館協議会の意見をお聞きした上で、別冊のとお

り作成をしましたので、２月１日から３月１日まで市民の意見を聞くパブリックコメン

トを行いたいと思っています。別冊にサービス計画（案）をつけております。お手元５

ページは概要版ですが、基本方針等を裏の６ページに掲載をしております。６ページを

ごらんいただくと、基本理念等を掲げておりますが、基本理念については前計画の理念

である「市民と共に育つ図書館」というのを引き継いでおります。それから、基本方針

につきましては、教育振興基本計画の基本目標を実現するために、図書館においては生

涯学習の支援ですとか人づくり、地域づくりの支援を行うこととしております。この基

本方針ですとか、今の図書館の現状、それから課題等を踏まえまして、ここに掲げてお

りますが、４つの目標を定めております。それぞれの目標ごとに施策の方向性とか施策

の内容を定めて、今後５年間かけて取り組むこととしております。 

 ５ページに戻っていただきまして、左のほうにグラフ等を載せておりますが、図書館

の現状をわかりやすく目で見る図書館の現状ということで載せております。それから、

この下のほうには住民から見た図書館の姿ということで、アンケート結果を載せており

ます。これが今の図書館の現状ということで、わかりやすく載せたつもりです。詳細に

ついての現状と課題につきましては、計画（案）の中に詳しく載せておりますので、後

でごらんください。パブリックコメントの結果につきましては、３月の定例教育委員会

で報告をして、同時に最終のサービス計画（案）を提案する予定でおります。 

 説明につきましては以上です。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はありますでしょうか。 

 この基本目標３の就労支援、ビジネス支援というのは従来からされてあったというこ

とで具体的にどのようなことをされていらっしゃるんですか。 

 

（三好図書館サービス２係長） 

 就労支援、ビジネス支援については、前回しておりますのは、佐賀労働局のほうと共
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同で、就活支援セミナーを、ことし行いました。それと、あと佐賀の企業の紹介とか、

そういうパンフレット類、あと就労支援として身近なところで新聞のチラシとか、あと

ハローワークの就労のガイドとか、そういうのを置いております。 

 

（岸川委員長） 

 広報とかはどのような形でされていらっしゃるんですか。 

 

（三好図書館サービス２係長） 

 ビジネスセミナーについては市報に載せましたし、各施設のほうにチラシ等を置いて

おります。ハローワーク等についても同じように広報活動をしてもらっております。今

回は若年者を対象にした就職セミナーということで、ヤングハローワークのほうと連携

して広報をを実施しました。 

 

（岸川委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、報告事項(2)「第２次佐賀市立図書館サービス計画の策定について」はこ

れで終了します。 

 それでは、報告事項(3)「平成２７年度（２０１６年）佐賀市成人式の実施報告」に

ついて、社会教育課から説明をお願いいたします。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 資料７ページをお願いいたします。平成２７年度（２０１６年）の成人式の実施報告

をいたします。報告をする前に、まず委員の皆様には各会場のほうにご出席いただきま

して、式辞の朗読をお願いいたしました。本当にありがとうございました。今回の成人

式ですが、１月１０日の日曜日に開催をしております。対象は平成７年の４月２日から

平成８年の４月１日までの方ということで、下のほうに表をつくっております。参加対

象者の数につきましては、２０１６年の合計の欄でございますけど、住基上の対象者は

２，４２７人で、参加者が２，０６６人ということで、参加率を単純に割りますと８５％

ということで、前年度が２，０６８人の出席で大きく伸びてはおりませんけど、前年度

は対象者が２，４７９人で、８３％ほどの参加率でございましたので、参加率について

は大きく伸びているところでございます。２０１６年度の各会場ごとを見ますと、大和、

川副、久保田のほうが前年度より参加者が減っているところですけど、その他の会場に

おきましては大体５人から多いところは８人の参加者がふえたということで、参加者に

ついてはふえている傾向が見られております。あと会場関係につきましては、それぞれ

佐賀会場と旧町村の７会場、合計８会場で開催をしております。内容等については各会

場若干違います。先ほど教育長のご報告にもありましたように、交通宣言があったり、

あるいは成人の抱負の場があったりということで、小さな会場のほうではそういう取り

組みが行われています。佐賀会場のほうでは全体的な母子健康手帳の贈呈とか、あるい

は成人の誓いの言葉とかいう形で開催をしたところでございます。時間的には昨年度か

ら午後に統一をしております。ただ、若干時間はずれておりますけど、１時から４時ま

での開催ということで実施をしたところでございます。川副につきましては通常川副の

スポーツパークの体育館で実施をしておりましたが、ことしは改修工事のため南川副小

学校のほうで開催をしたところでございます。記念品につきましては、例年に引き続き

市産材のヒノキを使いまして、諸富家具振興組合のご協力を得ましてマイ箸ということ

で、箸の贈呈を行っております。このマイ箸につきましては、１本原価として６３０円

となっております。 

 ８ページ以降につきましては、各会場の写真を掲載させていただいておりますので、

後もってごらんいただければと思います。来年度につきましては、平成２９年１月８日
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の日曜日に成人式のほうを開催する予定としております。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 それでは、恒例でございますので、各会場で委員さん方、あるいは委員さんが行かれ

ていないところは支所の方にでも報告をお願いしたいと思います。佐賀会場と諸富会場

は先ほど言っていただきましたので、大和のほうから、上から順番に。 

 

（遠江大和教育課長） 

 教育課からなんですけれども、大和については、行事等例年どおりの内容で行いまし

て、特別問題もなく時間等も予定どおり終了したところでした。私が思ったところです

が、非常にここ数年母親も子どもと一緒に参加者がふえてきたなというのを思っており

ます。母親も会場の後ろのほうに入っていただけるように椅子を並べておりますけれど

も、途中でも椅子をふやしていくという作業が必要になってきております。 

 

（岸川委員長） 

 次に富士会場お願いいたします。 

 

（伊東委員） 

 富士は伊東が行かせていただきましたけれども、今ここに池田課長お見えですので、

詳しいことは池田課長が一番ご存じでしょうが、山間部のいいＤＮＡといいましょう

か、非常にすばらしい。ここで３８名が、今までの感謝の気持ちとこれからの成人とし

ての生き方を一人一人きちんと言葉にハートがあって、こっちが感心するぐらいです。

私の感じでは３５％から４０％ぐらい大学に行っている子どもさんが多かったなとい

うことで、非常に将来をきちんと見据えた発言が多かったと、感心して帰ってきました。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 続きまして、三瀬会場お願いいたします。 

 

（山口委員） 

 三瀬は私が行かせていただきました。三瀬会場のほうも式典始まる定刻前から新成人

の皆さんきちっと席に座られていまして、定刻どおり始めさせていただくことができま

した。私語も少なく皆さん落ち着いた感じで式を受けていらっしゃったんですけれど

も、一番最後に新成人の自己紹介というコーナーが設けてありまして、そのときが皆さ

ん、もうご自分の夢をしっかりと大きな声でおっしゃっていたのにはとても私も感動い

たしました。先ほどのお話も少し、大和のほうでもありましたけれども、親御さんとの

距離感というのがすごく近くって、とってもアットホームですばらしい式典だったと思

います。 

 

（岸川委員長） 

 川副会場お願いいたします。 

 

（福島委員） 

 川副会場は福島のほうで出席させていただきました。会場の人数としては１３８名と

いうことで、比較的参加者が多かったです。一応式も滞りなく時間通りに始まったので

すが、参加者が多いので久しぶりに会った友達同士がどうしてもわいわいとなってしま

うので、結構全体としてはにぎやかな感じでした。ちょっと参加している男性の中にそ

ろいの黒と金の羽織みたいな衣装を着て、ばっちり集団で決めているグループがいて、
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何かしそうな気配をちょっと感じたんですけれど、特にその場では何もなく、たまに持

っているちっちゃなスピーカーで、司会者を応援する合いの手を入れたりというのはち

ょこっとあったんですけど、全体としては何とか新成人が中心となった式の上というこ

とで、にぎやかに終わったという感じで、特に問題なく楽しく終わりました。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 東与賀会場は私のほうが行かせてもらいました。ご存じのとおり、東与賀文化ホール

は大変立派な会場で、本当に子どもたちだけでなく来賓の方、それから親御さんたちも

たくさんお見えで、非常にすばらしい会だったと思います。一緒に来賓でお見えになっ

た市会議員の重松先生、山田先生とも話ししていましたけれども、ちょっとこの学年は

非常におとなしくて、特に男の子のほうが女性から圧倒されていたような感じで、女の

子は非常に元気な子が多かったんですけれども、また重松議員さんが、やっぱりあの方

はいつも小学校のときから挨拶運動をされていらっしゃるので、こういった成人とも距

離感が近いのか、来賓の祝辞でもいろいろ受け狙いで言われていたのが非常に印象的で

した。そういった地域の方との距離感も非常に近いなということを思っておりました。

そして、メモリアルフォトが小学校、中学校のときの写真をスライド上映で式の終わっ

た後にされていましたけれども、本当に歓声が沸きながら、ちゃんと当時の担任の先生

たちもおいでになられて非常に楽しい成人式だったというふうに思っております。 

 以上です。 

 久保田会場お願いいたします。 

 

（田口委員） 

 久保田会場は田口のほうが行かせていただきました。初めてのことでしたので、どの

ような感じになるのかどきどきしておりましたが、女性２人振り袖して司会をされて、

本当実行委員会としてされてあって、司会が始まってからは本当に私語一つなく静かな

雰囲気で始まりましたし、しっかりと自分の主張も男性、女性１人ずつ、２人とも１８

歳で仕事を始めた方だったので、仕事の厳しさとかをしっかり話をされまして、感動す

るようなお話をいただきました。式も本当に時間よりちょっと早目に終わったような感

じがしました。会場をまた別の棟に移しまして恩師との写真撮影というか、最初の写真

撮影のときは、式典のときからそうなんですが、始まってすぐからお母様たち中心に４

０人ぐらいでしょうか、後ろで見ていらっしゃったんですけど、途中から冷たいところ

に正座されてずっと式典を見られて、その後会場を変えて写真撮影のときも体育館のほ

うに来られて我が子を一生懸命写されるという感じで、自分の成人式とは全然さま変わ

りして、保護者の方がここまで式典にしっかりと見に来られる時代になったんだなとい

う印象を持ちました。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 本当にこの成人式につきましては、関係者の方もいろいろご努力のもと、立派な式が

各会場で行われたんじゃないかと思います。マスコミでは全国的にいろいろなネガティ

ブな報道が多かったんですけれども、もっとマスコミの方々もいいほうを取り上げてし

てくれればいいんじゃないかなというふうに思った次第です。 

 

（東島教育長） 

 前教育委員長が着物の礼儀作法のことを言われていましたね。ショールは外で着ける

のであって、室内に入ったらきちっと外すべきですと。この写真見たら全部外していま

す。ところが、テレビ放映されているのはみんな室内で着けているんですよ、式があっ

ているのに。そういう面ではもう佐賀市の場合には、着物の作法をきちんとわきまえた
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成人式であったというふうに私は思いますので、これはぜひとも今後とも続けていただ

きたいなというふうに思いました。 

 

（岸川委員長） 

 そうですね、司会の方も新成人が司会されていましたけど、その旨ちゃんと言われて

いましたので、またみんな素直にちゃんと外してされていたのでよかったなと思ってお

ります。 

 

（江副社会教育部長） 

 私のほうから、佐賀会場のほうに私も初めて出席しました。状況を説明しますと、や

はり会場に入るまで、１，５００人ぐらいの一番大きいところですから、なかなか式典

の時間までに入ってくれないという状況がまだ見受けられます。始まってからもアナウ

ンスはするのですが、なかなか私語がとまらないという部分、これは市長のブログにも

上がっていましたけど、やはり市長の挨拶のときでもまだ最初の辺はがやがやするよう

な状況でした。 

 それと、１つ気づいたのが、佐賀会場が式典がわずか２０分です。静かになって式典

が始まって、私の印象からすると、少し物足りないかなと思いました。せっかく１，５

００人ぐらい大人数が会場に入った。だけど、式典自体が２０分で終わって、「えっ、

もう終わり」って声が聞こえてきました。もう少し工夫すべきかなということで、今現

課のほうに来年の工夫を指示しました。着飾って立派な格好の子どもたちのせっかくの

式典ですから、もう少し感動を与えるような式典にしてもらいたいなというふうな印象

を持ったところです。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 それは私も、従来は午前中に旧佐賀郡のところであったので、その後は午後本会場を

見に行ったんですけど、２０分で終わってしまうので、まさに同じような印象を持った

ところです。私も何かできないかなというのは思っておりました。 

 

（東島教育長） 

 小さい会場はすぐ次の行事がありますから、さほど時間の流れ的には途切れた感じし

ませんが、佐賀会場は大きいので、小回りがききません。何かパフォーマンス、アトラ

クションみたいなものをひとつぐらい入れられたらいいですよね。佐賀会場は、式典の

前に例えば、大和太鼓をドーンいとやるとか、そんなことをやってするといいのかと思

います。 

 

（江副社会教育部長） 

 式典の後、立食パーティーがまた別会場に移動するので、ちょっと間延びするという

感じですね。 

 

（岸川委員長） 

 これもやっぱり、その若い子たちに半年前ぐらいからいろいろ、若い人たちのアイデ

アというか、そういったことを吸収して、こっちが押しつけるんじゃなくてですね、で

きたらいいんじゃないかなとちょっと思うんですけどね。 

 

（江副社会教育部長） 

 実は、今までは各会場でやっていて、それぞれの出張所の教育課が主体になってされ

ていましたけど、ご承知のとおり４月１日から出張所教育課はなくなりますので、本庁

側との業務のやりとりを行いまして、この成人式自体も来年度からは本庁が主管になっ
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て全会場を担当することとなります。ただ、今回もアンケートをとっているんですけど、

各会場で分散的にこういう形でずっとやったほうがいいのか、あるいは例えば、全部佐

賀市の会場に集めて一斉にやったほうがいいのか、これがちょっと議論がまだあると思

います。アンケートを集約すると、５割ぐらい、６割ぐらいが一緒にやってもいいとか

なとなっています。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 昨年のアンケートが大体４割が８会場で、６割が１会場で、その前年度は５割、５割

ぐらいの割合で、若干１会場のほうがふえてきた状況で、本年度は今取りまとめをやっ

ているところなんですけど、ざっと取りまとめた結果では４・６の割合が変わっていな

いような状況です。ですので、先ほど部長が申しましたように、支所の教育課がなくな

ってしまいますので、本庁集約業務になります。本庁のほうで８会場を開催するとなる

となかなか難しい面があるかと感じます。ただ、先ほど委員さんのほうからそれぞれ地

域性、特殊性がございますので、そこら辺も満たす必要があるということで、あと会場

のキャパの問題もあります。ここら辺につきましてはアンケートを集約した中で、３月、

４月あたりまでに方向性を少し整理をしていきたいということで考えているところで

す。 

 

（江副社会教育部長） 

 私は無理やり一緒にすることはないのかなと思っています。先ほど委員さんたちが感

想を言われましたけど、やっぱり地域で本当に温かく成人式をされている部分があるの

で、あまり無理やり一遍にやるのもどうかなという感覚は持っています。その辺は実際

声を聞いてもうちょっと分析して、あるいは地域の人たちの主催者側の声も聞きたいな

とは思っています。 

 

（岸川委員長） 

 そうですね、私はむしろ佐賀市会場も中学校校区別ぐらいに分けて、地域の方と一緒

にやったほうがかえっていいんじゃないかなと思います。これは私たちもこういった町

のあれを経験したから言えることかなとも思うんですけど、佐賀市だけしか経験してい

なかったら、そのアンケートに答える成人にしても、やはりどっちがいいかという判断

はできないんじゃないかなと思いますね。 

 

（東島教育長） 

 中学校校区でいけば、旧佐賀市が１９校区あります。するとするならば、中学校区で

いいですもんね。 

 

（岸川委員長） 

 ええ、中学校校区でいいです。ですから、その場合は本庁の方のみならず、地域の青

少健とかも協力してもらって開催するようにしたらと思います。 

 

（東島教育長） 

 まち協とかいろいろ、関係部署とどういうふうに連携とるのか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 中学校校区で実施するというのは、市の主催事業としてはなかなか難しくなってくる

かなと思います。地域で成人式を行うというふうなところも沖縄とかはございます。そ

こは校区の地域で行っているというような状況もありますし、東京都心部に行けば、あ

そこは１会場でやっているんですが、１部制、２部制という分け方で、エリアで分けて

やっているというところもあります。この辺どちらを取るかですけど、先ほど部長も言
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いましたように、地域の方のご意見も聞きながら、一遍に１会場というのはなかなか難

しい、キャパの問題もございますので、その８会場を実施するに当たっても、人員的な

問題とかがクリアできるか等も含めて整理をしていきたいと思っています。 

 

（東島教育長） 

 何かテレビで出ていたように、モニターで２つ、例えば、文化会館であれば大ホール

と中ホールというふうにして、モニターを通して市長の祝辞があっていました。だから、

キャパそのものはもう動かされないので、１会場にすればやっぱり何らかの方策をとら

ないと難しいかなと思います。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 成人が全員集まれば２，０００人、文化会館大ホールが約１，８００人ですので、２，

０００人が入り切らない。あとプラスアルファは先ほどおっしゃったように保護者の方

がだんだんふえてきております。保護者だけを中ホールで、そこでビデオとかで流すと

いう方法もあるんですが、いかんせん成人の入るキャパが、今成人の参加率伸びており

ますので、２，０００人はほぼ間違いなくいますので、そこら辺が１，８００しかない

というのがちょっと課題であるかなと思います。 

 

（伊東委員） 

 いや、私も統一するのにはちょっと反対だなと思います。それは１つは、今の成人者

がその地域のリーダーとして育っていかなければならないという観点から見ると、地域

の人たちが協力してやって、その中で思い思いの、例えば、先ほどの富士じゃないです

けどね、思い思いの成人式をして、地域を大事にする、ふるさとを大事にする青年たち

を今後育てなければならないかなという観点からしますと、一体にしたほうがそれは便

利ですが、それについてはどうかなという疑問符を持ちますね。今もう本当公民館に青

年、特に中学生になったら寄ってこない。高校生まだしも寄ってこないですね。ですか

ら、そこにリーダーをつないでいかないと、それが１つの大きな成人式というすばらし

い式典だと思いますのでね、この辺も勘案しながら決定をしてほしいなというふうに思

います。 

 

（岸川委員長） 

 またよりよい方向になるように、これからも検討をしていただければというふうに思

っております。 

 それでは、次に報告事項(4)「平成２７年度第４回佐賀市社会教育委員の会議の報告

についてになります。 

 この報告事項は、議会へ協力する内容が含まれておりますので、佐賀市教育委員会会

議規則第１３条第２号で規定する非公開の案件に該当いたします。 

 つきましては、これから以降は非公開としたいと存じますが、ご異議ないでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これ以降は非公開とさせていただきます。 

 傍聴、報道の方は、もしいらっしゃったらご退席をお願いいたします。 

  

 

 

 


