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日程１ 開会の宣告 

 

（岸川委員長） 

 これより佐賀市教育委員会４月定例会を開きます。 

 皆さんこんにちは。まずは熊本・大分での震災で被災された方へのお見舞い、お悔や

みを申し上げたいと思います。それから、事務局の皆様方にも地震発生当時から、深夜

にもかかわらず待機していただいたり、いろいろな作業に追われたことと思います。本

当にお疲れさまでございました。また、きのうは県教委と市町の教育委員会との合同会

議で教育長と一緒に参りましたけれども、被災されたところですね、後ほど議案にもあ

ろうと思いますが、被災されたお子さまたちの県内の受け入れということで、佐賀市内

のほうにも８名さん受け入れるということで、またこういったことでもご協力すること

が私たちにもあるということで、ご了解いただきたいというふうに思っております。 

 それでは、もう４月も大分入っておりますけれども、新年度ということで、恒例です

けれども、初めての定例委員会でございますので、自己紹介を最初にさせていただきた

いと思います。 

 まず、委員長の岸川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 順次、各委員さんごとに自己紹介という形でお願いいたします。 

 

（伊東委員） 

 教育委員の伊東でございます。よろしくお願いします。 

 

（福島委員） 

 教育委員の福島和代でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（山口委員） 

 教育委員の山口美恵です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（田口委員） 

 教育委員の田口香津子です。昨年十一月からお世話になっております。よろしくお願

いいたします。 

 

（東島教育長） 

 教育長の東島です。また６人スクラムを組んで、今年一年の教育委員会の施策を進め

てまいりたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（岸川委員長） 

 次に、こども教育部、社会教育部の順で、こども教育部は部長さんから、社会教育部

は図書館長さんのほうから、異動してこられた課長さんのご紹介をお願いいたします。 

 

（藤田こども教育部長） 

 まず私たちのほうから、昨年度はこども教育部副部長兼教育総務課長をいたしまし

て、４月からこども教育部長を拝命しました藤田でございます。改めてよろしくお願い

いたします。 

 続いて、副部長兼教育総務課長の今井剛であります。 

 

（今井こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 今井でございます。よろしくお願いします。 

 

（藤田こども教育部長） 
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 こども教育部は２名であります。よろしくお願いします。 

 

（園田図書館長） 

 図書館長を拝命しました園田と申します。よろしくお願いします。前任は建築住宅課

でございまして、今熊本のほうにも元いた係員のほうが出向いて家屋の調査をしている

ということで聞いておりますけれども、社会教育部につきましては、副部長の百崎、そ

れとスポーツ振興課の稲富という２名が新しく来ておりますが、きょうはちょっとフィ

ジーの対応ということで、少しおくれて来るということで、私だけ申しわけございませ

ん、ご挨拶させていただきます。 

 図書館につきましてはご存じのとおり、今年が平成８年に開館をいたしまして２０周

年ということで、イベントとしては昨年プラスアルファでいろいろやっております。２

４日には一日図書館長を神野小学校の子どもたち２人、佐賀新聞にも載せていただいて

大きく取り上げていただいたんですけれども、いろいろ個別ではやっているんですが、

まとめた形というのはまだ皆様方のほうにお知らせできておりません。今後また大きな

イベントとしては、開館８月８日前後ということで計画をいたしておりますので、また

ご案内、ご周知、またご参加をお願いしたいと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

 

（岸川委員長） 

 それでは、紹介が終わりましたので、会議に移りたいと思います。 

 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いたしてお

ります。 

 本日の日程につきましては、配付のとおりと考えておりましたが、今回の提案議案に

ついては、教育委員会会議規則により非公開とするべき案件と深く関連する内容の規則

となっておりますので、非公開とさせていただきたいと思います。 

 つきましては、最初に、報告事項(1)「さが桜マラソン２０１６ 大会結果報告」を

次に「熊本地震における被災地域の児童・生徒の受け入れ状況」の説明を行います。 

 その後、提出議案の審査を行い、その他ということで進めてまいりますのでよろしく

お願いいたします。 

 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の会議録の報告を求めます。 

 

（大坪教育総務課副課長兼総務係長） 

 ３月２２日の定例教育委員会の会議録につきましては、４月２２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。 

 

（伊東委員） 

 ちょっとよろしいでしょうか。 

 

（岸川委員長） 

 はい、お願いいたします。 

 

（伊東委員） 
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 ２６ページをお開きください。２６ページの一番下のほうの私の発言で、２行目「練

習時間」を、「練習試合」と訂正をお願いします。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

 

（田口委員） 

 １６ページですけれども、下の「もう１ついいですか。施設を開設するに当たって」

が「新設を開設」となっておりますので、ここを「施設」に訂正をお願いします。 

 

（岸川委員長） 

 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、ほかにないようですので、先ほどの伊東委員の分と田口委員の分は修正し

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、教育長の報告を求めます。 

 

（東島教育長） 

 それでは、資料をお配りしておりますが、もう本当にきょうは夏日になってしまいま

した。しかしながら、この１カ月間は桜の花咲く前からの内容でございまして、ちょっ

と違和感を感じられるかもしれませんが、報告をいたします。 

 まず１つは、夢の里ひょうごの桜まつりがあったということで、今年初めて行かせて

もらいました。ゆめタウン佐賀の東側の河川に沿って２４本の桜並木が植えられており

ます。実は、これは元市のガス局にあった桜を移設して１つの桜の名所にしているとい

うことで、本当にきれいな景観でございました。これもＮＰＯ法人の夢の里ひょうごの

皆さん、それから兵庫校区の皆さん方のお世話があったということでございまして、１

つの隠れた場所になるんですが、美しい自然の景観がございまして、本当に華やかな桜

まつりになっておりました。来年も当然あると思いますので、よろしければ向こうに出

かけられたときに、意外と見落としがちです。東側の河川沿いにありますので。ですか

ら、来年あたりは行ってみられると本当にきれいな佐賀の１つの桜の名所と、隠れた名

所かなというふうな思いで参加をさせてもらいました。 

 それから２点目でございますが、これは佐賀市星空学習館の開所式が４月２日にござ

いました。西与賀コミュニティセンターとして平成４年にここは建設をされまして、地

域活動の拠点として、特に西与賀校区の皆さん方が中心になってお使いになっていたん

でしょうが、公民館の整備、あるいは整理されたということで、施設の特徴を活かした

天体・科学の学習施設としてのリニューアルオープンと。今回からは一般社団法人の佐

賀天文協会に運営を委託することになりまして、専門的な視点からあそこの運営がなさ

れていくということで、その活用については非常に期待をしているところです。特にあ

そこの天体観測ドーム、私どもも視察に行きましたが、これを活かした定例の観望会、

あるいは天体・科学に関する資料室、あるいは２００インチのスクリーンには、天候の

善し悪しにかかわらず天体がそこに映し出されて、常に天体の観察ができる仕組みにな

っております。そういう意味で、天体に限らず、科学実験とか自然観察教室とか、星に

ちなんだ季節の行事を行ってまいりますが、私が一番着目しているのは、この施設を使

うことも当然ですけれども、各学校での出前授業、これに期待を寄せております。４年
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生で学習をするわけでございますけれども、やはり教職員の知識ももちろん持ち合わせ

ておりますけれども、天文協会という専門の方が専門の視点から楽しく出前授業をして

いただけると、子どもたちが天体に関する興味がさらに増すであろうということと、理

科離れが叫ばれている昨今ですので、理科に関する興味・関心が湧いてくれればという

ふうに期待をしているところです。今年一年の状況につきましても、この推移を見守っ

てまいりたいというふうに思っているところでございます。 

 なお、５月の校長会は星空学習館で行い、施設での研修をいたします。 

 ３点目は、さが桜マラソンの２０１６、これはランナーズナイトと第４回大会ござい

ましたが、これは後でまた報告が担当課のほうからありますので、これはちょっと差し

控えたいと思っておりますが、ランナーズナイト（前夜祭）ですが、これは非常に楽し

い催しでございました。初めて参加をいたしましたが、本当に楽しい前夜祭となって、

佐賀の言うならば雰囲気を味わっていただいたのかなというふうに思ったところでご

ざいました。有森さんのトークショーは実にさわやかで、端々に参考になる話が聞けま

した。そういう意味では非常におもしろかったということですね。それで今回は、本当

に桜マラソンの名にふさわしい大会になったということで喜んでいるところです。 

 ４点目です。４点目は全国都市教育長協議会の第１回の理事会が東京でございまし

た。文部科学省の行政説明が５点ほどございましたけれども、教育委員会の委員さん方

に直接的に関係のある１番の新教育委員会制度への移行状況、それから教科書採択につ

いて、この２つについて簡単にご説明申し上げます。 

 別添資料を用意させてもらっておりますが、新教育委員会制度への移行調査に関しま

して、これを鈴木宏幸専門官が説明をされました。この中で、統計を見ていただくと、

改めて６ページと打っているところで見ていただきますと、新教育長の任命、これが昨

年１２月１日現在ですが、１，７１８市町村ある中で５５２市町村、つまり３２．１％

が新教育長制度に移行をしているということですね。それ以外の市町村は、移行期間を

使って前の制度の中に教育長を位置づけて、任期満了に伴って移行しているという形に

なっております。従いまして、まだまだ半数は行っていないということですね。 

 それから、７ページになりまして、総合教育会議についての状況の説明がございまし

たが、市町村レベルでいきますと１，５５９が総合教育会議を開いていると。９０．７％

ということは、まだまだ９％近くは開いていないという現状にあったということです

ね。１年近く経過しようとしているのに、まだ１０％近くが開いていないという現状に

あったという事実、次のページに移りまして、議事録の公表、これはうちのほうは議事

録とそれの公表も行っておりますけれども、この件については強くおっしゃられまし

た。公表をしてください、議事録をきちんととってくださいということをおっしゃられ

まして、なかなか議事録の記録、それから公表についてはまだまだ進んでいない部分が

あるということでございます。 

 その次のページ、非常に興味深いことなんですが、総合教育会議の内容について、こ

こに主なものを網羅されておりますが、大綱の策定に関する協議は、これはもう当然の

ことでございます。首長が招集をかけて行う会議でございますので、これはありますけ

れども、重点的に構ずべき施策についての協議調整、これはどういうものが多かったか

というのはここの一覧でありますけれども、学校等の施設設備の問題、これは特に耐震

改修の問題だということですね。それから子育て支援、これはもう新制度に移行しまし

たが、このことが議論の協議内容になっている。それから学力の向上に関する施策につ

いても首長との意見交換をなされている。いじめ防止対策も議題に多い内容になってい

ます。その他が３４３市町村ありますけれども、その他の中身として、子どもの貧困対

策、それから特別支援教育、ふるさと教育の推進、教員の多忙化解消、食育の問題、教

員の体罰防止のこと、小中一貫教育の検討、土曜授業に関して、こういうことが首長と

の総合教育会議の中で重点的に構ずべき施策として議論がなされたという実態がござ

いました。 

 こういうことを踏まえながら、次のページになりますと、大綱についてでございます。
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この大綱についてですが、１２月１日現在で、都道府県政令指定都市は５６．７％が制

定をしていると、策定したと。市町村につきましては９３４自治体、５４．４％、ほぼ

半数強が大綱を制定して策定しているという現状の中にあります。佐賀市のほうは策定

を、昨年７月の第１回会議からこれについて市長と協議をしながら策定されたところで

ございました。こういうことを踏まえながら、１ページから４ページまで整理をして通

知文として出されておりますので、あとはお読みいただきたいというふうに思います。 

 それから、次に２点目の教科書採択問題ですが、これはあともって学校教育課長から

の報告がありますので、かいつまんで、文部科学省といたしましては、教職員から意見

を聞くことはこれはやぶさかではないと。当然教職員もいい教科書をつくっていただい

て、いい教科書を子どもに提供したい、教科書会社もやっぱりいい教科書をつくりたい、

これはもう当然子どもたちの利益につながることですから、これはあっていいんです

と。ただ、このいわゆる採択期間とか、あるいは金銭の授受とかは注意すべきというこ

とですね。旅費等の費用弁償的なものが支払われる場合は、構わないでしょうというこ

とを言われました。ただ、採択期間中であればこれはもうだめなんですね。そこをきち

っと守っていただいて、いい教科書をつくるために意見を述べること、正規のルートの

中ですべきだろうというふうに思っております。 

 ６ページを見ていただきますと、教育委員会の権限と責任というのが、これが話をさ

れました。６ページの２つ目のマルに書いてありますように、公立学校において使用さ

れる教科書の採択権限は教育委員会が有しており、教科書見本は基本的に教育委員会の

教育長及び委員の人数分が送付されることになっていると。したがって、教育委員会の

教育長及び教育委員が十分な時間的余裕を持って教科書見本を閲覧し、その内容につい

て適時吟味することができるような環境を整えることが必要ですと。つまり教育委員会

の主体性を示してくださいというふうに言われましたので、次回の教育課程改正が全面

実施になるのが、小学校が平成３２年、中学校が平成３３年、その前の年が採択時期に

なりますので、次回からは教育委員会の中でも、この教科書採択に向けては議論をする。

あるいは教科書について吟味をするということも当然必要になってくるだろうという

ふうに考えております。現状では教育委員長と教育長がこの採択委員会のほうに出て意

見を申し上げておりますけれども、やはり市町の教育委員会の主体性をそこに問われる

ことになりますので、次回からはそこら辺の時間的保証もしなければならないのかなと

いうふうな感じを持っているところでございます。 

 以上が国の行政説明の報告です。 

 次、５点目です。アルタの図書贈呈式、２０日水曜日に行われました。この協同組合

のアルタ・ホープグループ、これはかれこれもう１０年ぐらいになるんですかね、当然

子どもへのまなざし運動の参加企業でございますけれども、その運動の一環として「学

校へ図書カードを贈ろう！」ということが行われております。これは具体的には、買い

物レシートの０．１％、これを学校のほうに図書として還元をしていくということでご

ざいます。今回が小学校２７校に総計１１９万円の図書カードが贈られました。平成２

０年度からこれが始まっておりまして、取り組み当初から見るともう倍になっておりま

す。そういうことで、年々図書の充実にこの図書カードが使われているということで、

子どもたちが本に親しんで健やかに育っていくことを願っているところでございます。 

 次、６点目は平成２８年度の佐賀市国際交流協会の役員会がございました。佐賀市と

の共催事業、あるいは姉妹都市交流として、アメリカのグレンズフォールズ市及びウォ

ーリン郡との交流事業がありましたが、今年はこちらのほうからグレンズフォールズに

出かけました。その報告会が間もなくあるんですけれども、いろいろ聞くところでは、

テロを一番気にして行ったんだけれども、最後の落とし穴はパスポートをなくした子が

いたということで、２便に分かれて帰ってこざるを得なくなったということをおっしゃ

られました。なかなかいろんなところに落とし穴があるなというふうなことを大変引率

団の方はご苦労なさったんじゃないかなと思っております。 

 もう１つ残念なのが、中国の連雲港市との交流がもう過去、そうですね、四、五年途
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切れております。教育交流というのは純粋に教育交流なのに、政治的な影響を受けると

いうのは、これはもういかんともしがたいところでございまして、できるだけ早く連雲

港市との中学生交流が復活できないかなというご要望をしてまいったところでござい

ました。 

 こういうことで、国際交流協会もしっかりグローバル時代にふさわしい人材育成のた

めに頑張っていらっしゃるということをつけ加えさせていただいておきたいと思いま

す。 

 ６点目です。これは佐賀県の体育協会が私のほうにお見えになりました。伊東委員さ

んがそのときには教育委員としての立場じゃなくて、体育協会の立場でお見えになりま

して、日本体育協会の日本スポーツ少年団、各県協会スポーツ少年団主催の第４３回の

日独スポーツ少年団同時交流が行われるということで、受け入れ協力依頼でございまし

た。これにつきましては、佐賀市といたしましても８月３日から７日の予定での相互交

流を含めた体験活動ということで、スポーツ振興課を中心にしながら受け入れを整えて

まいりたいというふうに考えております。 

 あと、７点目のコミュニティ・スクールの辞令交付式、それから先ほど委員長が申し

ました昨日の佐賀県教育委員会・市町教育委員会の協働会、これについてはもう昨日の

ことでしたので、ちょっと資料等を用意させてもらっていませんが、佐賀県の今年度の

教育の方針について事細かに説明が２時間半ほどぎっしりございました。それに基づい

て、またその後１時間半ほど協議をしたところでございました。それから、本日佐賀市・

久米島中学生交流実行委員会、これは山口委員さんも実行委員のメンバーでございまし

て、今年度の計画が承認をされたところでございます。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 教育長の報告につきまして、質問等がございましたらお願いいたします。 

 

（山口委員） 

 お渡しいただいた資料のこちらのほうです。新教育委員会制度の資料のほうで、３ペ

ージ目の審議の活性化というところで、上から４段目ですね、「また、保護者や地域住

民の意見を聴取し、意見交換を行った教育委員会」という言葉があるんですが、佐賀市

の現状は、こういう交流会とか意見交換会というのはされていらっしゃるのか、教えて

いただきたいなと思います。 

 

（東島教育長） 

 教育委員と語る会というのを５年前までは行っておりました。川上コミュニティセン

ターでその地域の人と行ったり、子ども・子育てのゆめ・ぽけっとの職員さんと、それ

から子どもを連れてこられる保護者との意見交換会を行ったりしておりましたが、最近

はこれをやっていません。地域住民の意見を聴取する。あるいは希望や願いをこちらの

ほうに届けていただくというふうな、機会が今はちょっとないというのが現状でござい

ます。ここら辺はまた教育委員会の中でも議論して、そういうふうな機会をどのように

していくのか。 

 ただ、今やっているのは、教育長と語る会を学校現場のほうでやっているんですけれ

ども、市民の方とのやりとりは現在やっていません。 

 

（岸川委員長） 

 以前、私が中学校のＰＴＡ会長をしているとき、当時は田部井教育長さんでしたけど、

中学校校区で、保護者から地域の方から希望者集まっていただいて、教育委員と語る会

があったのを記憶しておりますけど、会場はほほえみ館の視聴覚室でしたけど、活発な

意見交換がされていました。全中学校区を１年でできるかどうかはわからないんですけ
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れども、ぜひ数校区でも開催できたらいいんじゃないかなと思いました。 

 

（東島教育長） 

 １８校区ということなら１８回しなければならないですね。 

 

（福島委員） 

 私の記憶だと、大体一巡したところで１回終わったという記憶なんですけど。またち

ょっと違う取り組みをしようということで、また間が空いたので、そろそろやったらい

いんじゃないかなと。 

 

（山口委員） 

 １年間に全部の校区は回り切れないかもしれませんけれども、何かそういうものがも

しあればいいかなと。はい、ありがとうございました。 

 

（岸川委員長） 

 ほかにはございませんでしょうか。 

 １番の桜まつりというのは、これは兵庫のまちづくり協議会がされているわけではな

いですか。 

 

（東島教育長） 

 まちづくり協議会の方はどのように関わってありましたかね。 

 

（江副副教育長兼社会教育部長） 

 関連団体としては集まってされていると思いますけど、実質的には区画整理組合から

発端で、地域の人たちが集まってという会になっていると思います。 

 

（岸川委員長） 

 ぜひ機会があれば、こういうことに参加できればというふうに思っております。 

 

日程５ 報告事項 

 

（岸川委員長） 

 それでは、ほかにないようでしたら、日程５の報告事項であります。 

 報告事項(1)「さが桜マラソン２０１６ 大会結果報告」について、スポーツ振興課

から説明をお願いいたします。 

 

（稲冨スポーツ振興課長） 

 お手元のほうにＡ４用紙１枚とＡ３用紙１枚の資料をお配りしております。開催は平

成２８年４月３日で、当日ゲストに有森裕子さん、あとゲストランナーに君原さんと栁

川さんをお迎えしております。 

 ３番目に、出走者と完走者数ですけれども、マラソンについてはエントリーが９，９

３９人で、完走率が９０．５％でございました。緊急搬送が９件ということであります

けれども、緊急搬送については若干やはり気温が高かったというところもありまして、

９件ということでなっております。 

 次に、主なおもてなしのイベントでございますけれども、１つには、ランナー応援の

イラストの掲示で、提供小学校については６校協力をいただきました。 

 続いて、裏のほうの２ページになります。先ほど教育長のほうから話がありましたラ

ンナーズナイトを前日の４月２日に６５６広場のほうで行っております。参加者は６０

０名ほどで、有森裕子さんのトークショー等でかなり盛り上がりはありました。 
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 続いて、あとＴＥＲＡの運営ということで、佐賀駅の構内において温泉とか観光情報

の歓迎ブースを設置しております。あと、物産展等の開催でありまして、古湯の足湯コ

ーナーが結構お客さんのほうも多かったということで聞いております。 

 続いて、沿道の応援でございますけれども、今年やっと熱気球の係留が２カ所で行う

ことができました。あと中学校の吹奏楽部による演奏が５つの中学校の協力を得てでき

ております。 

 最後にランナーの声ということで、今年は桜が満開で最高の雰囲気で走ることができ

たということで、また応援にとても元気をもらったということで、かなり好評でござい

ました。 

 ただ、来年については３月１９日ということで開催期日が決定しておりますので、来

年はちょっと桜についてはつぼみ程度になるかと思いますけれども、選手等の健康管理

のため３月１９日に実施するようになっております。あと、Ａ３用紙の資料については

新聞記事等をつけております。 

 報告については以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 何か質問等、ご意見等がございましたらお願いいたします。山口委員さんとか走られ

た立場で何かありませんか。 

 

（山口委員） 

 暑かったですね。去年の暑さとは何かちょっと違う暑さで、蒸し蒸しとした暑さでつ

らかったですね。毎回つらいと言っていますけど。 

 

（岸川委員長） 

 私は教育長と一緒にスタート地点で応援しておりましたけど、やっぱり本当に年々す

ばらしいいい雰囲気になって、関係者の方のご努力がしのばれるなと思いました。 

 本当に関係者の方にはお疲れさまと申し上げたいと思っております。 

 それでは、次に進みたいと思いますが、熊本地震における被災地域の児童・生徒の受

け入れ状況についての報告をお願いいたします。 

 

（梅﨑学事課長） 

 今、お手元にお配りしておりますけれども、これは各小・中学校のほうに対応等につ

きまして、通知を差し上げた分を今回資料として使わせていただきました。熊本地震に

おいて、被災地からの児童・生徒の受け入れでございますけれど、現在受け入れにつき

ましては学事課のほうで一本化して行っております。その際に、住所とか状況とかどう

いったふうな状況でこちらへ来られたのか、今どういったところにおられるのかという

ふうなことを聞き取りをしながら、速やかに学校のほうに受け入れができることを、第

一に現在行っております。体験入学とか区域外就学とかいろいろな入学の方法がござい

ますけれども、最終的に期間がどの程度こちらにいらっしゃるのかというところもまだ

はっきりしておりませんので、事務的な手続が後追いになると思います。ただし、希望

されているところの学校のほうに仮転校みたいな形で通学をしていただいています。 

 また、下のほうにお願いと書いておりますけれども、子どもさんたちの記録等につき

ましては、本当に転校になるのかわかりませんので、今在籍されている児童・生徒さん

と同じように記録を残しておいてくださいということで学校のほうにはお願いをいた

しております。 

 裏面のほうですけれども、教科書とか給食等の校納付金、それから就学援助、学校災

害給付など、それぞれの対応につきましては、教科書は無償給与というふうな形になっ

ておりますし、就学援助等につきましては学事課のほうで内容を聞きまして、対象者の

方につきましては援助していきたいと考えております。 
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 学校側に一番お願いしているのが、健康相談でございます。被災を受けた子どもさん

たちの臨時的な健康診断、今ちょうど健康診断があっておりますので、転校生扱いのよ

うな形でその中に入れていただくということで、問い合わせなどについては回答してお

ります。あと、心の健康問題等についても、学校のほうには依頼をしているところでご

ざいます。 

 今現在の受け入れ状況でございますけれども、下のほうにちょっと添付させていただ

きましたけれども、きのうの段階で小学生が８人受け入れを行っております。５校につ

きまして、それぞれ備考欄に学年と性別を書いておりますけれども、全員が熊本県から

ということで、ほとんどが熊本市内から見えています。全部が児童の親御さんの実家、

お父さんの実家だったりお母さんの実家でして、今回大和地区に結構偏っているんです

が、そちらに実家があるということで、そこの地区の学校に希望をされておりますので、

手配をしているところでございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 何かご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 保育幼稚園課の対応も報告をお願いします。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 ロザリオ幼稚園のほうに１人入園をされております。川上小学校の生徒さんと兄弟児

みたいです。こちらもやっぱり実家が大和にあるということで入られております。 

 

（山口委員） 

 これは直接ご本人からお電話がかかってくるんですか。 

 

（梅﨑学事課長） 

 ご本人さんからと、こちらにおられる親戚の方から問い合わせがあっております。で

すから、学事課にはどなたか事情がわかられる方に出てきていただき直接聞き取りを行

っています。 

 

（岸川委員長） 

 私からですけど、きのう教育長ともお話ししたんですけど、今回熊本で耐震構造工事

済みの体育館２４校が破損したという記事が流れていましたけれども、これは教育委員

会だけでどうこうという問題じゃないと思うんですけれども、佐賀でも震度５強が起き

たということで、震度７が来ないということは絶対言えないわけですよね。その際に、

避難所でもあるべき体育館がもたないという事実というのは結構衝撃的な事実じゃな

いかなと思って、これに対する対策というのをやっぱり考えていかないと、当然議会等

からもそういった質問もあるんじゃないかと思うので、展望というか、どういったふう

に考えていったらいいのかということを問題提起としてさせてもらいたいなと思うん

ですけれども。 

 

（今井こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 現在、佐賀市は今の計画で３０年度までに耐震計画があります。体育館については一

応終わっている状況がございまして、特に今回の地震で被害はなかったんですが、委員

長がおっしゃるように震度７というのが起こらないとも限らないし、実際起こればとい

うことなんですけど、今建築基準法も１回の衝撃に耐えられる基準になっているという

ことで、国のほうでも法律の見直しも考えられると思います。その辺がはっきりすれば、
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また方向性というのは立てるべきと思うんですけど、今３０年度までが一応計画的に進

めて、体育館については済んでいるということです。今度の新たな計画のときにその辺

の法的な改正があれば、それも加味したところで当然つくっていかないといけないかな

というふうには思っています。 

 

（岸川委員長） 

 今までは１回の衝撃に耐えるというふうな基準なんですね。 

 

（今井こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 震度６強とかに耐えられる構造ということでやっていますが、それはもう１度、連続

してあんなに大きな双子型地震といいますか、ああいう地震が起こるというのは想定し

ていなかったみたいで、今の基準法が１回の例えば、震度６強まで耐えられるとかいう、

連続して起こった場合にというふうなことでは想定されていなかったみたいなので、国

のほうでもそれは見直さないといけないという方向で今検討されていると聞いており

ます。 

 

（岸川委員長） 

 例えば、既存でできている、もう耐震構造も従来の基準でクリアした形でできている

のに、さらに補強工事ということはできるわけですか。 

 

（今井こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 技術的なことは済みません、私も専門ではないのでわかりませんけれども、新たな基

準を設けられたときには、その辺も加味した形で示されるとは思います。 

 

（伊東委員） 

 関連していいですかね。私もその他のところでご質問しようと思ったんですが、今出

ましたので。それとあわせて、常日ごろの点検、例えば、配水管の点検だとか、配電盤

の位置とか、あるいは高いところにある給水塔ですか、その辺の点検を常にやる体制に

しておかないと、想定外という言葉がすぐこういう大震災のときには使われますが、想

定外じゃいかんわけですね、子どもの命と地域の人たちの避難場所になりますしね。で

すから、その辺の実態も調べてもらって、そして点検するという１つの月度点検なのか

年度点検なのか、そういう規則を決めて、それをきちんとやるということでご指導をお

願いしたいなというふうに思っていますけどね。例えば、配水管がぼろぼろになってお

れば、もうひとたまりもないですよね。 

 ですから、今回の熊本を教訓として、耐震化が完了をしているならば、常日ごろ定期

的に点検するというパターンを学校サイドでも決めてほしいというふうに思います。 

 

（東島教育長） 

 安全点検は月１回確実にしなければならないとなっていますので、点検法に基づいて

全部点検をしております。ただし、高いところの給水タンクとか、教職員ではちょっと

手に負えないような中身、この部分についてどうするかというのは一度私どもも確認し

ておいたほうがいいのかもしれませんね。 

 

（今井こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 給水タンクの管類は土の中に埋まっていますので、地層の状況だったりで、耐久性も

違いますので、その辺も含めて、専門家じゃないとわからないと思います。教育長が言

われたように、学校の遊具、学校の施設については定期的に点検はずっとやっています。

伊東委員おっしゃるような管だったら何年とか、そういうのがある程度基準は多分ある

と思いますし、その辺も通常の点検というのはやっていない。ただ、それが今回の地震
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のようなこういう想定外というふうなこともあるので、その辺の見直し含めて検討はし

ていきたいというふうに思っております。 

 

（伊東委員） 

 ややもすると、点検しているよと、今回のような災害があると真剣にチェックしよう

かなというパターンになるでしょうけどね。意外とこういうのが遠ざかると役目済まし

の点検になるんですね。ですから、ぜひ子どもたちの命を守る施設ですから、今までも

真剣にやられているでしょうけど、もっと真剣にチェック機能を強化してほしいという

ふうに思います。 

 

（園田図書館長） 

 市有の施設につきましては３年に１回は必ず点検を行うということで、１級建築士の

資格を持っている方がチェックをしております。もしクラックとか子どもたちに危ない

という部分がありますと、積算して見積もりまで出して、教育委員会のほうに報告はさ

せていただいております。ですから、あくまで３年に一遍やっかと言われるとそれまで

なんですけれども、一応の点検としては定期的なもので行ってはおります。つけ加えさ

せていただきます。 

 

（東島教育長） 

 学校の定期点検は、月に１回は定期にやらざるを得ません。と同時に、チェックがか

かったところは改善措置まで書いて改善をしたかどうかというところまで点検をする

んです。前はただ点検をするだけだったんですが、もう今ではきちっと不備箇所ができ

ればそれをどう改修するか、これが自分たちでできるのか、教育委員会に相談するのか、

そこまで全部チェックかけて完了というところまでが点検というふうにしております

ので、教職員の範囲でできるところは、これは抜かりなくできているというふうに私は

思っております。 

 

（伊東委員） 

 ついでにですけど、今の熊本の状況が６割はまだ休校状態じゃないですか。その中の

６割が、例えば、学校の崩壊、崩れた、それからあるいは避難場所だよというところで

錯綜していると思うんですね。できましたら、壊れた学校というのがどのくらいあるの

か、その辺をよければ調査してもらって今後の参考にしてほしいなと。今その辺がはっ

きりしませんのでね。 

 以上です。 

 

（田口委員） 

 通知の中に「在籍する児童・生徒についても、心の健康問題について適切に対処され

ますようお願いいたします。」という項目がありますけれども、短大のほうでも物理的

な被害は余りなかったんですが、精神的に不安定になる学生もいたりしているものです

から、今健康調査をしているところなんですけれども、佐賀市の教育委員会のほうで、

この佐賀市内の児童・生徒の地震の影響といいますか、精神的な部分とかが何か報告が

上がっていることがありますでしょうか、そこら辺の状況を知りたいなと思っておりま

すけど。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 今のところ、各学校から子どもたちの健康被害ということはあっておりません。ただ、

地震があって何日間かは、やっぱり夜も余震が続きましたので、なかなか眠れないとい

うことで、保健室に眠れなかったからということでちょっと休ませてほしいということ

で来た子どもはいたというふうに聞いております。それ以降は特にあっておりません。 
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（田口委員） 

 ありがとうございました。 

 

（岸川委員長） 

 それでは、ないようですので、次に進みたいと思います。 

 先ほど日程確認のときに説明させていただきましたとおり、本日の提出議案には佐賀

市教育委員会会議規則で規定する非公開の案件に深くかかわる案件となりますので、こ

れから以降は非公開としたいと思います。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、非公開で審議を続行いたします。 

 

会議終了（午後４時１４分終了） 

 


