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日程１ 開会の宣告 

 

（岸川委員長） 

 皆さんこんにちは。定刻となりましたので、佐賀市教育委員会２月定例会を始めます。 

 先月も申し上げましたが、急に寒くなったり、暑くなったりの繰り返しで、非常に三

寒四温といいますか、気温の変化が激しい今の時期でございますけど、やはり心配なの

は子どもたちのインフルエンザ等です。徐々に流行してきているというふうにも聞いて

おります。中学３年生の皆さんは、今から公立校の受験になりますので、本当に親子と

もども大変な状態であられると思いますが、ぜひ悔いを残さないような環境を整えてい

ただけるよう学校からも注意を喚起していただきたいと思っております。それから、ぜ

ひ皆様もお体に気をつけていただきたいと思っております。 

 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。 

 次に本日の日程でございますが、本日の提出議案と報告事項のうち、報告事項(3)以

外は全て市議会に提案及び報告する案件であるため、非公開とさせていただく可能性が

あります。 

 このため、先に報告事項(3)「「見島のカセドリ」ユネスコ無形文化遺産提案について」

を審議させていただきたいと存じます。 

 これ以外につきましては、日程のとおりで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） 

 １月２６日の定例教育委員会の会議録につきましては、２月１９日に配付しておりま

す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） 

 報告は終わりました。報告内容に質疑はありませんか。 

 

（伊東委員） 

 ８ページの私の発言の中で、上から２行目、「本当やはり」、それから３行目の「一人

一人」を削除し、「３８名です」を、「３８名が」にご訂正をお願いします。 

 ２４ページの下から４行目、「久保和泉」の「和」が１字多いので、「和」を消して、

久保泉にしてほしいと思います。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 

（岸川委員長） 

 私からも、同じく２４ページで、上から４行目のところが、「１人の子どもが触れる」

というところが重複したような形になっておりますので、「減っているということが」

から、そこで一旦区切って、「１人の子どもに係る人間の数が減っているということも」

を削除していただいて、そこに「子どもの教育を以前より難しくする１つの大きな原因

で」に変えてください。つなげて言いますと、「そういったやはり１人の子どもが触れ
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る人間の数というのが総体的に物すごく減っているということが、子どもの教育を以前

より難しくする１つの大きな原因で」にしていただきたいと思います。 

 それともう１つ、同じく２４ページの私の後半の部分で、「やはり一律にはなかなか」

を削除してください。 

 

（山口委員） 

 ８ページに戻らせていただきまして、私の発言で、４行目に「自己紹介というコーナ

ーが設けてあられまして」を、「コーナーがありまして、」に修正をお願いします。 

 

（岸川委員長） 

 それでは、ほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは修正した内容で、会議録を承認することといたします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（岸川委員長） 

 次に、日程３、教育長報告を求めます。 

 

（東島教育長） 

 報告の前に、先般の新聞で桜川涼子さんが文芸思潮の現代詩賞の優秀賞を受賞された

との記事を拝見いたしました。よく似た方が載っているなと最初思いながら見たところ

でございましたが、実はこの受賞者のお名前は田口委員のペンネームで、その受賞され

た記事が大きく載っており、大したものだなと思いながら見させていただきました。 

 それでは、報告をさせていただきます。 

 まず１点目ですが、子どもへのまなざし運動合同分科会と、それから第３１回佐賀市

青少年健全育成推進大会・第８回子どもへのまなざし運動推進大会がございましたの

で、あわせて報告をさせていただきます。 

 本年度でこの運動が８年になります。この８年間を振り返って今後の運動展開にどう

つなげていくかという協議をしたのがこの合同分科会でございました。委員の皆様方も

参加をしていただいておりましたので、余り多くは申し上げる必要はないかと思います

が、報告事項としては事業報告と４校区からの地域教育コーディネーターの活動報告が

ございました。地域教育コーディネーターにつきましては、その効果があるというとこ

ろは十分わかっておるところでございまして、コーディネーターが各校区を動いていく

際にどれだけ事業実績が今後つながって残っていくのかというのが１つの課題にもな

ろうかと思っております。 

 協議の中で、意見が幾つか出ましたが、その中の５点ほどをここに書いております。、

これはぜひお読みいただきたいと思っておりますが、１つは、これまで話合いがなかな

か下におりていないという現状があったような気がするので、ここで話し合われたこと

がそれぞれ同じ分科会ごとに連携をし合っておろしていき、相互に連携をし合うという

ことが必要であろうと思います。それから関係機関との連携も当然ながら必要であると

いうことの話が出ておりましたし、これから先はまちづくり協議会との連携も図ってい

く必要があるということまで話合いをなされたところでございました。 

 この後のまなざし運動推進大会の中では当然キラリ賞の授賞式もございまして、年々

定着してきていっているのが実感される状況でございます。 

 ２点目が、毎年行っております佐賀市人権・同和教育研究大会についてでございます。

例年、２つの会場に分かれて行っておりますけれども、本年度は大きなテーマとしては、

人権が尊重される環境づくり、その中には、教職員研修の充実と子どもの支援体制づく

り、２点目が人権が尊重される人間関係づくり、この中には、１つには安心感や信頼感
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を育む仲間づくり、それから２つ目にいじめや差別を乗り越えることができる仲間づく

り、３点目が人権が尊重される学習活動づくり、１つは、差別を乗り越えるための確か

な認識と展望を育む人権学習づくり、２つ目に生き方に出会い、行動力を育む学習の場

づくりと、こういう３点から研究課題の柱として全市小中学校で取り組んでおります。

それに基づいての実践発表と、さらにそれをもとにそれぞれ協議をして次年度につなげ

るという大会でございました。佐賀市の人権・同和教育研究大会は人権・同和教育研究

部会というのがございまして、教職員で組織しておりますが、年々これについては充実

をしてきていると私は思っているところです。 

 ３点目は２ページになりますが、佐賀市エコプラザのリニューアルオープンセレモニ

ーと内覧会に参加をいたしました。リニューアルの概要は４つの観点からなされており

ます。今回のリニューアルで子どもの体験学習がより豊かになる、そういう環境づくり

になってきているということを実感したところです。どうか時間があれば、ぜひリニュ

ーアルされたエコプラザを参観していただければというふうに思います。 

 ４点目は、九州都市教育長協議会の理事会についてでございます。今回は珍しく小中

学校の直接的な協議議題はありませんでしたが、協議議題を５本で、その内容は今の時

期を反映したものでした。１つ目は今年４月から、障害者差別解消法が施行されますけ

れども、その対応について各市どういうふうにしているのかという議題でありました。

２点目は子ども・子育て支援新制度に伴う推進をどこがどう受け持って総合的に進めて

いくかというその状況と課題。それから３つ目は、子どもの貧困に係る対策というのが

非常に最近重要になってきております。これをどこがどういうふうに総合的に進めなが

ら教育委員会としてこれを推進していくのか、という内容で議論をいたしました。４点

目は幼稚園、小中学校のフッ化物洗口、それから公立図書館の指定管理の動向、この５

点での話合いをいたしましたが、各市の状況は別途の資料で配付させていただいており

ます。これを見ていただくとおわかりと思いますが、佐賀市から議題として２番目と３

番目をださせていただいております。子ども・子育て支援新制度と子どもの貧困につい

て、これをどこが推進母体になってそれぞれの関連各課が進めていくのかということで

す。これについて、各市の取組みもここに掲載をさせていただいておりますが、ほとん

どの市の推進母体としては、市長部局の福祉的なサイドが総合的な推進をし、旗振り役

を担っているということが各市の現状ではないかなと捉えております。 

 ５点目の佐賀市生活安全推進協議会では、３点のことを協議いたしました。上から２

つは教育委員会から提案をした議題でございました。１つは、小中学生の自転車乗車時

に係るヘルメット着用の徹底です。これについては、いろいろ議論ございましたが、最

終的に保護者啓発の必要性と地域ぐるみで取組みをやっていきましょうとなりました。

まず、ヘルメットを着用させる意義と、子どもの安全を守るその必要性をしっかり保護

者に啓発し、そして、ヘルメット着用については地域ぐるみで指導、ヘルメットをかぶ

っていないときにはヘルメットをかぶったほうがいいよというようなことを推進しな

がら、指導をしていく必要があるのではないかとなりました。それから、ＬＩＮＥ等の

スマートフォン使用に係るルール化の方向性、これについてはやはり保護者の意識高

揚、小中学生への情報モラル教育の充実、これがやはり非常に重要との意見が出されま

した。ルール化の方向は、今後これに基づいて検討していくことになろうかと思ってお

ります。それから、市内の犯罪の情勢と対策等について出されました、実は犯罪件数は

は平成１５年をピークに減少しているとのことでした。平成１５年が１万４，０００件

が今２，３００件と激減をしている状況にあるけれども、体感的には決して減っている

感じがしないというのが市民の実感だろうとおっしゃられました。それはどうしてかと

いうと、新たな犯罪体系が生まれてきているためだとの報告でした。例えば、ＳＮＳ犯

罪、オレオレ詐欺、マイナンバー絡みの詐欺、要するに新たな手口の犯罪というのが際

立ってきているので、なかなか体感的には犯罪が減ったように感じていないとのことで

ございます。しかも、特徴的には高齢者がターゲットになった犯罪が今の特徴とのこと

でございました。その犯罪対策の入り口というのは、情報を出すことからぜひ初めてほ
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しいとのことで、「今こういう犯罪が起こっています。こういうことに注意してくださ

い。」といったことをぜひ発信をしてくださいということでございました。その例とし

て出されたのが自転車盗難ですね、これは極めて減ってきているということでした。ど

うしてかというと、自転車盗難が非常に多いという情報をどんどん発信し続けた結果、

自分の自転車にはきちんと鍵を掛けて自転車から離れるようになり、繰り返し繰り返し

情報を出してきたことで、現在は施錠率が９８％になり、自転車盗は激減したというこ

となのです。やはり「こういうことが今起こっているんです」ということを発信するこ

とが大事だということです。それから、ＬＩＮＥによる犯罪の増加については、私もは

っとさせられました。相手とは顔が見えないものですから、実際は相手が女性か男性か

もわからない状態です。もちろん偽名を使ったりペンネームを使ったりいろいろするわ

けですから、そうしたときに相手の方から先に自分の裸の写真ですと送ってくるそうで

す。そうすると、送られた本人は相手の方が女性だと思ってしまう。だから自分も送っ

てしまうという、こういう安易なやりとりだということでした。ですから、相手が誰だ

かはわからない、性別もわからない、そういう中で裸の写真の交換をしようといったと

きに、まずくださいではなくてこっちから送るという手口で、こういうふうなことがお

きているということを聞いて、新たにここら辺のところは考えさせられたところです。

それから、警察から指定暴力団が全国で２１団体あり、山口組分裂抗争が全国に波及し

ているとのことでした。佐賀県内には４団体で３００人以上、うち佐賀市内に２００人

いるとのことで、今後は山口組系と神戸山口組系の抗争が一番懸念されているというこ

とでした。以前、佐賀市内でも暴力団抗争による子どもたちの被害が現実的に起ころう

としました。そういう関係上、十分警戒をして、各学校の学校経営に当たっていただか

なければいけないと思っています。 

 ６点目は、学校版環境ＩＳＯの表彰式です。これは毎年環境部と教育委員会で１年間

の取組みについて審査会を開き、最優秀校、優秀校、２校選んでいます。きょうは優秀

校の思斉館中学部に行ってまいりました。東与賀小と思斉館と神野小がそれぞれ最優秀

校、優秀校に選ばれています。きょう思斉館に行って感じたのは、全校集会の子どもた

ちの態度が極めていいということです。久しぶりに中学校の全校朝会を見させていただ

きましたが、本当にすばらしいです。やらされているという感がなくて、自分の体調と

か、あるいは自分の体に応じて子どもたち自身が判断をしている感じがします。ただ、

統一的にはきちっと最初は正座をして聞いて、そして自分たちできつくなったら足を楽

にして、最後終わるときにはまたきちっと、常に話し手の相手を見ている。本当に見事

なもので、ここは今後学力は向上するなという思いでした。さすがにＩＳＯの表彰に輝

いた３校でございました。 

 それから、大豆１００粒運動の納豆販売体験もございましたので、お読みいただきた

いと思っております。 

 次に、学校総括安全委員会が１８日にございましたが、教職員の残業というのが少し

ずつ改善はなされてきていて、教育委員会としても学校と一緒になって、これにつきま

してはできるだけ先生方の勤務時間が長くならないように工夫をして業務改善を図っ

ております。しかしながら、いかんせんなかなか忙しい学校現場ですので、限度はあり

ますけれども、今後もこれは続けてまいりたいというふうに思っております。 

 そういうことで、今回の報告にかえさせていただきます。以上です。 

 

（岸川委員長） 

 それでは、教育長報告につきまして、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

 

（福島委員） 

 感想としてですが、佐賀市内の犯罪の件数が平成１５年をピークに減少ということで

すが、平成１５年ごろというと、私の記憶ですと暴走族の一斉検挙とかを佐賀県警がた

くさんやっていて、大量に少年とか二十歳ぐらいの子が送致されていたころだなという
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記憶があります。あのころはもう少し暴走族がかなり盛んで、そういう子どもたちが今

大分おとなしくなったのかなという感じがします。それはそれで、エネルギーを発散し

ないでＳＮＳとかばかりしていないかと心配です。そういうこともあっての大幅減少か

なと思いました。 

 

（田口委員） 

 いろんな市が集まる九州都市教育長協議会で５つの項目のうち２つ提案を佐賀市が

されていますが、どういう流れでこうなったのでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 １つは子ども・子育てにしても子どもの貧困にしても、これは大きな問題で教育委員

会だけの問題ではありません。そうしたときに、総合的な計画の中で総合的に動かして

いくとなると、当然関連課との動きが必要となります。、そこを動かすもとになってい

るのがどこかということを把握していなかったわけです。現状ではどちらかというと教

育委員会が動かしているような状況の中にあるものですから、ここら辺どうすると総合

的な計画性の中で各課が関連して動けるかというところを聞きたかったわけです。 

 

（田口委員） 

 佐賀市が積極的に提案されて、いろんな情報収集をしたかったという前向きな姿勢の

あらわれがこの佐賀市２つということになりますか。 

 

（東島教育長） 

 そういうことです。 

 

（田口委員） 

 すばらしいと思います。 

 

（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〕 

 質疑がないようですので、教育長からの報告を終わりたいと思います。 

 次に、日程４の提出議案と日程５、報告事項となりますが、先ほど日程でご承認いた

だきましたとおり、先に日程５の報告事項中、報告事項(3)を先に審議していただきま

す。 

 

日程５ 報告事項 

 

（岸川委員長） 

 それでは、日程５、報告事項のうち、報告事項(3)「「見島のカセドリ」ユネスコ無形

文化遺産提案について」、文化振興課から説明をお願いいたします。 

 

（横田文化振興課副課長） 

 それでは、議案の１４ページをお願いいたします。こちらの資料は２月１７日に委員

の皆様にメールで送付させていただいたものです。「「見島のカセドリ」ユネスコ無形文

化遺産提案について」という内容で、２月１７日、国の文化審議会におきまして、佐賀

市蓮池の見島のカセドリを含む８件の国指定重要無形民族文化財で構成されます「来訪

神:仮面・仮装の神々」を２０１７年サイクルの審査案件としてユネスコに提案するこ

とが決定されましたというような連絡がありましたのでご報告させていただきました。 

 今後の予定といたしましては、ことしの３月に無形文化遺産保護条約関係省庁連絡会
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議において審議されまして、３月末にユネスコ事務局に提案書を提出されるという予定

になっております。早ければ来年１１月ごろユネスコの政府間委員会において審議され

る予定になっております。 

 以上です。参考までに昨年からことしにかけて作成いたしましたＤＶＤのほうを流さ

せていただいております。もしゆっくりごらんになりたいという委員さんがいらっしゃ

いましたらお貸しすることができますので、文化振興課の方にお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 これ何分ぐらいの内容ですか。 

 

（横田文化振興課副課長） 

 全部で３０分かからないぐらいです。 

 

（江副社会教育部長） 

 今ちょうど行事が終わった時期です。４００年近く前からずっと見島地区で続けられ

ている伝統行事で、これが国で認められたというのは非常にありがたいなと思います。

ただ、蓮池地区はご承知のとおり子どもさんもかなり少なくなっているので、これをず

っと続けて保存していくということが非常に難しくなるのではという感じをもってお

ります。 

 

（岸川委員長） 

 ユネスコ無形文化遺産というものは、失われそうになっている文化そのものを世界的

に貴重であるから残そうという趣旨であるということを聞いております。ここにもナマ

ハゲとか書いてありますけど、あるテレビ番組でナマハゲのなり手も少なくなっている

とのことでした。ぜひこういう提案をされることで、若い方がこういう伝統を継承して

もらえるよう望みたいと思っております。 

 何かこれについて、ご質問等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(3)「「見島のカセドリ」ユネスコ無形文化遺産提案について」は

終了したいと思います。 

 続きまして、先ほど日程確認のときご説明いたしましたとおり、本日の提出議案と報

告事項のうち、今の報告事項(3)以外は、全て佐賀市議会に提案及び報告する案件でご

ざいますので、これらの案件につきましては、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ので、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いたします。 

 傍聴及びマスコミの方は、大変申しわけございませんが、退室をお願いいたします。 

 退室が完了次第、審議を続行します。 

    〔マスコミ退室〕 

 それでは、これ以降、非公開で審議を続行いたします。 

 

会議終了（午後４時５８分終了） 

 


