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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、これより佐賀市教育委員会６月定例会を

開きます。 

 きょうはまず午前中は学校訪問ということで、日新小学校と新栄小学校に、１校行か

れた方、２校行かれた方もおられましたけど、５名の方が参加していただきまして本当

にありがとうございました。学校現場を見させていただくと、非常に子どもたちの元気

な姿、それから先生たちの様子、学校の運営の仕方とか、ふだん気づかないところも見

ていただいて本当にありがとうございます。 

 また６月は、今回が初めての、第１土曜日の登校ということで、私も地元の循誘小学

校で朝あいさつ運動を一緒にさせてもらったんですけど、やっぱり子どもたちが土曜日

が休みじゃないということで、少し元気がなさそうな顔が印象的でしたけれども、学校

は、学年活動をその日に充てたりとか、ユニークな活動をそれぞれの学校がされていた

ということで、今後もいろんな活用の仕方をまた検討していただければというふうに思

います。 

 それから、１週間前も巨勢小学校を学校訪問した際がひどい雨で、午後から佐賀江川

の避難勧告が出たり、非常に皆様方にとっても息の抜けない、また明日も大雨になる予

想が出ておりますので、くれぐれも注意していただければなというふうに思っておりま

す。 

 それでは、始めさせていただきます。 

 本日は６人中、６人の委員が出席ですので、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けれども、日程の最後

に教育委員会会議規則により非公開とするべき案件がありますので、非公開とさせてい

ただきたいと思います。 

 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、説明をお願いいたします。 

 

（大坪教育総務課副課長兼総務係長） 

 ５月２４日の定例教育委員会の会議録につきましては、６月２４日にお配りいたしま

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） 

 この会議録につきまして、訂正箇所やご意見等がございましたらお願いいたします。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 特にないようですので、会議録は報告のとおり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、教育長報告をお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 それでは、資料をお配りしておりますので、それに基づいて、かいつまんで要点のみ

をお話し申し上げたいと思います。 
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 まず１点目は、全国都市教育長協議会の理事会並びに定期総会がございました。その

中での文部科学省の行政説明、これについて若干触れさせてもらいますけれども、当日

は文部科学省の講話、教育研究部会各部ごとの発表、それから分野別研究発表というこ

とで大きく３種類ございましたが、文部科学省から出されましたことにつきましては、

今お手元に資料としてお配りしております。これをかいつまんでお話を申し上げたいと

思いますが、まず１点目は、教育再生実行会議の方向、行方というのが説明されました。 

 資料の１ページを見ていただきますと、その実行会議の経過が載せられております。

この説明が若干ありました。これまでに第一次提言を受けていじめ防止対策推進法が成

立したこと。それから、二次提言を受けて教育委員会制度の改革が行われたこと。そし

てずっと行きまして、第五次提言で先般、伊東委員さんからも資料請求がございました

小中一貫教育の制度化、これがなされたということで、経緯を２ページまでにかけて説

明がありました。その中で、第六次提言に「学び続ける」社会云々という中に、右側の

ほうにコミュニティ・スクールの努力義務化、これが打ち出されております。今コミュ

ニティ・スクールがどんどん増加をしてきておりますけれども、これはやはり地域の中

の学校として、学校だけでの存続はあり得ないと。地域と一緒になって地域の願いや期

待に応えるような学校教育が必要であるという前提のもとに、このコミュニティ・スク

ールを努力義務化というふうにして求められました。当然ながら、答申の中では義務化

ということで出てきておりましたが、ちょっと時期尚早と。第七次提言で、いよいよも

って次期の学習指導要領の改訂に入っていきます。今年度末には、この学習指導要領の

答申が出されるだろうというふうに思っております。それから、第八次提言では、これ

は幼児教育の段階的無償化、それから質の向上、このことが述べられておりまして、こ

のことも今後どういうふうに動いていくのか非常に興味があるところでございます。 

 そういう中で、２ページの下のほう、特に言われたのが、現在の検討事項の中で、今

ＩＴ社会の中でＩＣＴ利活用の教育が非常に盛んになってきている。当然ながら社会の

進展の中では避けて通れないことなんですが、教育にはコンピューターでは代替できな

いものがあると。それが、例えば、子どもに志を持たせるとか、創造性とか感性とかい

うのはやっぱり人対人であるということを強くおっしゃられました。 

 こういう中で、これまでの学校教育というのは、強みは日本の学校は集団の教育力と

いうのは高いと、世界一であると。しかしながら、多様な個性に応じた細かい対応とい

うのはまだまだ未熟であるということで、この弱みのところに力を注ぎたいということ

が話されました。 

 それから、３ページの中で、馳文部科学大臣プランが提案をされまして、いわゆる「次

世代の学校・地域」創生プラン、チーム学校という、この馳プランが出されました。チ

ーム学校、ここを見ていただきますとおわかりのように、学校の中でそれぞれ専門的な

立場を担う専門職を配置していくと。これまでは、いわゆる教員と言われる人間が主流

であったんだけれども、心理的な専門家であるスクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカーの設置、それから地域コーディネーターの配置、こういうふうなそれぞれ

の学校運営上必要な事項に対する専門的な立場の職員をという、こういう馳プランが示

されました。 

 ５ページを開いていただきますと、チーム学校としての学校の在り方ということなん

ですが、この中で言われたことが、やはり子どもたちに求められる資質・能力というの

は、これを育むためには社会に開かれた教育課程と。今までは教育課程は学校で編成を

しておりましたが、社会に開かれた教育課程にしていくということでございました。当

然ながら、そのためのアクティブ・ラーニングの視点、カリキュラム・マネジメントの

視点、そして、それぞれの複雑多様化する課題をどう解決していくか、その体制整備、

これが先ほど言った専門的な立場の人間というふうなことで話がありました。 

 あと見ていただきたいと思いますが、６ページのほうにチーム学校のイメージ図が示

されております。従来、現在、そしてチームとしての学校という３つを比較しながらこ

こに提示をされておりますので、かなり学校の中にそれぞれの専門的な立場の職員が配
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置されていくであろうということが想定できます。 

 それから、２点目になりますが、これは教育研究部会の第１部会、研究部会のほうは

１カ所しか入れませんので、私が入った研究部会は教育行財政の部分でございました。

その中でいろいろ説明がある中に、貧困による教育格差の解消という説明がございまし

た。それが資料の２でございます。この中で、まず前提になったのが、平成７年が１６

人に１人の貧困率だったと。それが平成２５年には６人に１人になっているというふう

な説明がなされました。当然ながら、貧困率という、貧困の中の大半がひとり親家庭で

あると。これが半分を占めているという現状にあるということでございました。貧困率

の計算方法というのはおわかりと思いますけれども、貧困ライン、いわゆる世帯所得を

１人当たりの所得に直し、そのを中央値をとって、貧困線とするというふうな説明だっ

たと思います。そういうことで、ひとり親家庭の対応というのが文部科学省でも非常に

力を入れられているということがわかりました。 

 ３点目、これは先般出されました「子どもの貧困対策に対する大綱」なんですが、こ

れは法律が２５年に公布されたんでしたかね、２６年度に閣議決定になったと思います

けれども、学校のありようという視点から話がありまして、学校をプラットフォームと

した子どもの貧困対策の推進をしていかなければならないという説明がありました。そ

のためにはやはりスクールソーシャルワーカーの配置を充実させていきたいと同時に、

そういう貧困の子どもたちのやはり学力保障をしてあげないと貧困の連鎖につながっ

ていくということで、ここに手を打ちたいという話でございました。 

 ４ページへ行きまして、４ページの中ほど以下は貧困対策のプラットフォームとして

の学校の役割ということで、ここで図示がされております。教育相談の充実、スクール

ソーシャルワーカー、スクールカウンセラー、そして教育委員会と学校、学校と家庭、

そして学校と福祉関連の機関ということで、このことが説明ありました。 

 そして、５ページにありますように、全体像として自治体の窓口のワンストップ化の

推進をしてほしいということがありました。これは教育委員会だけではなかなか難しい

問題ですけれども、支援につながるワンストップ化を図ってほしいという話がございま

した。 

 そういうことで、多くの話がありましたけれども、一応教育に絡んだ今の課題という

のが見えたような状況でございます。これが１点目です。 

 ２点目は、また資料の１ページに戻りますが、熊本地震に伴う被災地支援職員の派遣、

これ佐賀市の教育委員会からも阿蘇郡の西原村のほうに人を送っております。これまで

に８名支援職員として送りました。また来週の月曜日から１週間さらに１名行っていた

だくようになっておりまして、現状でいけば９名の方が行くと、あるいは行く予定にな

っているというふうなことでご理解いただきたいと思います。 

 ３点目、佐城地区児童生徒交通安全推進委員会がございました。 

 この組織というのは、佐賀地区交通安全協会というのが主催をしておりますが、警察、

行政、教育委員会、学校、関係団体の代表で構成されております。この活動の目的とい

うのは、関係機関や団体相互の緊密な連携によって児童・生徒の交通モラルの向上、そ

れから交通事故防止、この２点が図られております。そして、どのような活動をされて

いるかということなんですが、主なものとしては、１年生が黄色いランドセルカバーを

つけていますが、あれもここから贈呈を受けているということですね。それから、新入

学児を守る交通安全週間があるということ。自転車のルール遵守とマナーアップ運動月

間があるということ。それから、自転車安全利用モデル中学校の指定、今年度８中学校

が指定をされておるそうです。それから交通安全ポスター、作文、標語の募集、交通安

全子ども自転車大会、こういうことで子どもたちの交通モラルの向上と交通事故防止に

事業をしているという説明がありました。 

 県警の説明がありましたけれども、佐賀県が人身交通事故の発生件数・負傷者数、こ

れは全国ワースト１ということでございました。事故発生件数・負傷者数はワースト１

で、１０万人当たり死者数はワースト５というふうになっているそうでございます。そ
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の中でも、佐賀市の児童・生徒の受傷、いわゆる人身事故による傷を負った状況という

のは、昨年度小学校が１０２件と。これは前年比でいきますと１８件プラスと。中学校

６９件、これは前年比マイナス６と。ほとんどが自転車絡みであるということがおっし

ゃられました。そういうことを考えますと、やはり自転車の乗り方の指導、あるいはそ

れも含めて、歩行の指導もそうなんですが、交通安全教育の重要性を感じたところでご

ざいました。 

 ４点目、これは委員長も先ほど挨拶の中にありましたけれども、土曜授業の初回が今

月の４日に始まりました。雨模様でしたけれども、私も午前中で２校回ることが何とか

できました。やはり各学校非常に工夫をして、土曜日という特性を使った教育課程の編

成、あるいは行事の持ち方、そういうことで対応をしておられました。特に私気がかり

だったのが、北部のほうは公共交通機関を使って通学をしております。そのために、土

曜日のバスの時刻というのを変更していただいております。そういう関係で、子どもた

ちが乗りおくれたりとかしないだろうかという、これが一番心配でしたが、北部のほう

も確認をとりましたら、全て子どもたちは登校できていたということでございましたの

で、それぞれに気持ち的な混乱はあったのかもしれませんが、何とか１回目が実施され

たというふうに思っております。改めて土曜授業の意義というのをここに書いておりま

すように、地域と連携・協働した、そういう学校の教育活動をすることによって連携強

化をより図っていくということ。それから、保護者や地域の皆さん方が学校に来れる機

会がこれで土曜日ということでふえるということで学校理解につながっていくと。それ

から、地域の特性を生かした特色ある学校づくりが一層進むのではないだろうかと。そ

れから、やはりきめ細かい指導がその分、言うならば時間が確保されたことで、学力向

上にも１つの効果があるのではなかろうかということを考えたところでございました。 

 ５点目です。佐賀市の人権・同和教育研究大会の総会と研修会を行いました。これは

佐賀市人権・同和教育研究会と佐賀市教育委員会の主催で行っております。教育委員会

が委託をして行っているものでございますが、ことしも共通テーマのもとに各学校実践

活動に取り組んで、年度末にはその成果発表会を行います。そういうことで、内容的に

はここに書いているとおりでございます。 

 ６点目、平成２８年度の子どもの教育を考える日「学校フリー参観デー」が６月１２

日日曜日にございました。これも数校行ってまいりましたけれども、それぞれの学校に

多くの参観者がおいでいただいて、学校の教育課程等を見ていただいたというところで

はないでしょうか。私が気づいたところでは、授業をずっと参観していく中で、学習指

導の計画がきちんと立っているけれども、まだ年数の浅い先生方は全体に目配りをす

る。全体の子どもたちの言うならば動きや思いを受けとめる。やっぱりそこら辺はまだ

まだ未熟だなというふうな思いで、経験不足というのはそういうものかと思いながら今

後の成長に期待をしたところでございました。 

 最後につけ加えて、北海道の小学２年生が山林に置き去りをして、１週間近く水で生

活して助かったという、助かったというところは本当によかったという思いなんです

が、このことが世界にも大きな波紋として投げかけられて、果たしてこれがしつけかと

いうふうなことで、欧米やヨーロッパではこれは虐待であるというふうなことさえ言わ

れておりますけれども、なかなか日本という１つの風土環境の中では、果たしてどうい

うふうに捉えたらいいのか考えさせられる話題であったなというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 ただいまの報告内容につきまして、ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたし

ます。はい、山口委員さん。 

 

（山口委員） 
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 日本における子どもの貧困の問題の話が出たんですが、例えば、学校の中で、いじめ

でしたら学校に独自のいじめ対策委員会というのが多分設けられていると思うんです

が、このような貧困等で何か気になるお子さんが目についたときに、学校側の対策とい

うか、どういった流れで支援に結びついているのかというのと、実際そういったケース

が今まで小・中学校であったかどうか、もしそういうことがあるならば教えていただき

たいなと思ったんですが。 

 

（伊東委員） 

 関連でいいですか。今、山口委員さんおっしゃったように、表に出る貧困の情報はき

ちんと処理をされると思うんですけど、申請されてようやく動くということだと思いま

すので、潜在的な影に隠れている貧困、その辺を手助けしないと何もならんと思うんで

す。例えば、ワーキンググループをつくるとか、そういう具体策を何かやらないと、文

科省の格好いいキーワードだけで、あと現場は何しているのということにならないよう

に、非常にスピーディーにやらないといかんと思うんです。その辺について何か見解が

あれば、山口委員さんの意見と一緒に教えてください。 

 

（東島教育長） 

 貧困という視点から子どもを見るという、感覚というのは、これまであんまり持ち合

わせていませんでした。ただし、子どもの中には経済支援というのは生活保護とか、あ

るいは教育扶助、就学援助とか、そういう家庭については各担任は把握をしております。

ただ、それが教育的にどういう影響を及ぼしているのかというのはこれからの私たちの

課題であろうと思っております。と同時に、ひとり親家庭というのも把握はできていま

す。だから、家庭環境がどうであるかというのは家庭訪問等もしながら、子どもの家庭

環境はおおよそつかんでいますが、今後はこの貧困という視点から子どもたちを見てい

かないと、言うならば、極端に言えば二次的な被害が発生していく、例えば、不登校の

問題とか、あるいはいじめの問題とかいうのも、これは全然関係がないわけじゃないと

いうことになりますもんね。ですから、やはり子どもの貧困は家庭環境を担任が、学校

がしっかり捉えながら、組織で捉えながらその子たちをどうしていくか。ただ、私ども

は今貧困であるかないかにかかわらず、学力保障というのはどの子にも、到達していな

い子どもたちにはするわけですよね。でもそれは確かに大事なことなんだけれども、貧

困から来るいろんな影響、家で勉強できないとか、勉強するところがないとか、勉強す

る材料を持たないとか、いろんな条件が重なって勉強が不振になっていくということは

当然考えられますので、今後はやっぱり各学校まさに貧困というのを視点に置いて、恐

らく目線は生活保護の家庭の方、就学援助家庭の方、ひとり親家庭のところ、こういう

子どもたちにやっぱり目配りをしながら、学力保障、学校生活の様子、ここら辺と絡め

て指導をしていかなければいけないだろうなと思っております。ただ、その視点はまだ

まだ十分ではないと思っています。今後ここは力を入れていかないといけないだろうと

思います。 

 

（福島委員） 

 子どもの貧困の問題は、世帯の収入はあっても子どもにお金を使わない親がたまにい

るんですよね。奥さんや子どもには全然お金を渡さないと。収入が父親はあるのに、子

どもはいつも同じ服着ているといじめられて学校へ行かなくなるとか、そういうのもあ

るので、やっぱり就学援助の対象じゃなくてもそういうときがあるので、子どもの様子

から見てもらったほうがいいかなと思います。 

 

（久我こども家庭課長） 

 子どもの様子なんですけれども、こども家庭課のほうで家庭児童相談室を持っており

まして、そこの職員がまず年に２回、定期的に夏と冬に各学校、保育園も回って、気に
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なる子どもさん、例えば、そういう同じ服をずっと着ているとかお風呂に入っていない、

栄養状態が悪そうだとか、もちろん殴られている様子だとか、そういったことも聞くん

ですけれども、そういう状況を聞きましたら、まずその世帯に入っていくとかアプロー

チをして、お困り事がないかというところから入っていって、経済的な問題があればそ

ういう支援のほうにつなぐとか、そういう虐待等が疑われるので児童相談所も入っても

らって一時保護につなげるとか、そういったところで子どもの権利を守るというところ

で活動をしております。 

 

（山口委員） 

 先ほどのお話なんですが、その聞き取りというのは校長先生のほうにこども家庭課の

ほうから聞き取りをされるわけですか。気になるお子さんはいますかというような。 

 

（久我こども家庭課長） 

 こちらのほうで把握している世帯がありますので、各学校ごとにリストというのをつ

くりまして、今現在、こども家庭課のほうで把握している子どもさん、この学校では気

になる子どもはこういった子どもさんがいらっしゃいますと。その子どもさんの現在の

状況、学校での状況を聞き取りする。家庭訪問等で学校のほうがご存じのことがあった

りすれば、そういった情報もお聞かせいただく。リスト以外の子どもで新たに気になる

子どもがいるということであれば、その子どもさんの情報もいただいて、今度はその子

どもさんについての調査といいますか、そういう聞き取り、周辺なり関係機関との連携

をしながら、この子どもさんについて、例えば、医療機関にかかっているとか、そうい

う情報とかがあればそういうのを寄せて、この子どもが今どういう状態にあるのかとい

うのを把握しながら、何か必要な支援がないのか、家庭にまたアプローチをしていくと

か、そういったところでしております。 

 

（山口委員） 

 家庭へのアプローチは、児童相談所もされるでしょうけれども、こども家庭課のほう

からも直接家庭のほうにアプローチをされるということですね。 

 

（久我こども家庭課長） 

 はい、そうですね。 

 

（山口委員） 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

（伊東委員） 

 ただ、基本は情報共有からスタートなんでしょう。ですから、その親が拒否すれば保

護対象にならないでしょう。実際に学校が把握して、この子ども少しおかしいなと思っ

ても、親が、例えば、行政のほうに申請をやらないと。そこが問題なんですよ、親が困

窮している場合、例えば、年収２００万円以下という立場の中で、子どもたちにしわ寄

せが来ますので、そういう場合はどうされるんですか。 

 

（久我こども家庭課長） 

 まずはその支援策を、この世帯だとこういう支援策が使えそうだということでいろい

ろお示しするんですけれども、おっしゃるようになかなか、例えば、特に多いのが生活

保護が受けられる世帯、収入的にですね。ですけれども、生活保護になると車が使えな

いとかという制限がありますので、そこを嫌って生活保護はしないというふうな方も多

いです。そういったところへは、こちらもそう言っているのを無理して申請させるとい

うことはできませんので、見守りを続けていくというところで、ただ、相談はいつでも
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受けるし、受けられる支援はいつでも提供するのでということはお伝えした上で見守り

を続けていくというような状況になっております。 

 

（伊東委員） 

 そうなると、やはり地域を巻き込まないと、コミュニティという話がありましたけど、

恐らくチーム学校もそこまで含まれたところの総合効果だと思うんです。ですから、そ

ういう中で、行政としてどう地域を巻き込んでその家庭を、あるいは子どもを救ってい

くのかというワーキング的な努力をしないと絵に描いた餅に終わってしまうんじゃな

いでしょうか。 

 

（久我こども家庭課長） 

 私どもも、その訪問、家庭へのアプローチというのを継続はするんですけれども、頻

繁にというわけにもいきませんので、地域の民生委員さんだったり、主任児童委員さん

とかにお願いをして見守りをしていただいて、変わった状況があれば、特に一時保護が

必要な状況というのが一番危ないですので、そういった状況になればすぐ介入ができる

ようにということで連絡を密にとっております。 

 

（東島教育長） 

 今の件は、例えば、児童虐待とか、表に出てきたときにはそういうふうな対応ができ

るんですが、例えば、本当に経済的に困窮していて、親は一生懸命子どものためにやっ

ているけれども、それがなかなか見えにくい。ただ、学校納入金関係でそこら辺がわっ

てくるということもありますし、そういうときには学校側も積極的に就学援助のことを

勧めて、子どものためにということでやっているんですよね。だから、なかなか表に出

てこない隠れたというふうに、一生懸命生活しているけれども、収入がなくて人と同じ

ようなレベルでの学習が受け入れられない、できないということですね。そういう子ど

もが一番私どもも見えにくいと思います。 

 

（岸川委員長） 

 私も民生委員をやっているんですけど、大分変わってきたとはいえ、やっぱり学校が

そういった情報を民生委員に対しても余り提供されないんですね、保護関係とかそうい

ったことは。ですから、今後はもっと協力し合ってしていかないと、さっき言った地域

での見守りというのもできなくなるので、こども家庭課と福祉総務課が管轄になります

ので、やっぱり連絡を密にすることが必要じゃないかなというふうに思います。 

 

（福島委員） 

 １つ、つけ足しで申しわけないんですけど、小学校だと義務教育だから学校に来てい

るかということで見れるんですけど、困ったなと思ったのが保育園の場合なんです。子

どもさんがゼロから就学までの間で、貧困な家庭で親は両方とも働いていない。お母さ

んもお父さんも働いていないから保育園を退園させられて、そのまま働いていない両親

と２歳児ぐらいの子どもとずっと家にいて、結局虐待になったんですよね。気になる家

庭の場合は、働いていないから保育園に入る資格がないですよと言って、そのまま子ど

もを家に戻してしまうと非常に危ないなと思ったので、気になる家庭の子は、やっぱり

保育園に行かせた方がよかったなと。結局、１年半ぐらい働かないお父さんと一緒に居

て大変なことになったので、ぜひ気になる家庭の子は、たとえ親が働いていなくても保

育に不安があるということで、保育園に通わせてあげてください。小学校はまだ学校で

ちゃんと給食食べてくれるからいいんですけど、本当に１年半閉じ込めっ放しみたいな

状態があったので、ぜひよろしくお願いします。 

 

（田口委員） 



  8 

 保育園によっては、貧困家庭の子に、おにぎりとかバナナとかリンゴとかちゃんと保

障している園も結構あるようです。見るに見かねてみたいなところがあるんですけど、

小学校はなかなかそういうところまでは難しいところがあるのかなと思っていたんで

すが、アメリカとかは朝ご飯を親子で食べさせるような体制ができているような州もあ

ったりとか聞いているので、いずれそんなふうなこともあるのかなと思いながらなんで

すけれども、貧困家庭のところって結構本当大がかりにしなきゃいけない、６人に１人

と聞いたので、佐賀市はどうなんですかね、これ日本の子どもの貧困率、６人に１人、

１６．３％。 

 

（福島委員） 

 格差が開いているというのもあると思うんですね。中央値がすごく上がってしまって

という部分も、昔はみんな貧困だったというふうなことなので。 

 

（田口委員） 

 総体的貧困率なんですね、これ２分の１なんですね。 

 

（山口委員） 

 ただ、以前新聞の記事で載っていましたけど、佐賀県なんですけど、県も割と数字は

高かったですよ、沖縄が１位で。九州がやっぱり、佐賀も入っていましたね。 

 

（伊東委員） 

 県は１１％ぐらいだったでしょう。全国が今おっしゃった６人に１人、意外と多いで

す。 

 

（福島委員） 

 保育園の場合、どうしても市が認めないと入れないという基準があるんだと思うんで

すね。両親ともに働いていないので収入ゼロなんですけど、働いていないから保育にか

けるところがないといって退園させられちゃって。 

 

（岸川委員長） 

 そういうケースはどうされているんですか。保育料を払えないとき。 

 

（久我こども家庭課長） 

 養育にやはり不安がある世帯については、やはり保護者の方が精神疾患とか持ってい

らっしゃる方も多いですので、そういう場合は働いていなくても保育園のほうでお預か

りしていただいて、その子どもを見守るというような体制はとっておりまして、その辺

はこども家庭課と保育幼稚園課が連携しながら、この世帯の子は親は働いていないけれ

ども保育園でお願いしますというようなことはお願いしています。 

 

（福島委員） 

 子どもがもう大変なことになっていたわけですよ。働かないお父さんと一日中一緒に

いる２歳とか３歳ぐらいの重要な時期に、全く外の刺激がなくなっている。 

 

（岸川委員長） 

 そういう家庭は子どもさんだけのことじゃなくて、その親御さんたちまで含めた対策

をしないと、大体生活保護というのは自立するためにするわけだから、自立する方策と

いうのを、子どもを先に、どっちが先かじゃないですが、それはしていかなきゃならん

ですね。 
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（藤田こども教育部長） 

 実態の中でも、保育園の昼の食事とかおやつが唯一の食事という子どもさんもいるの

で、そういう意味ではやっぱり子ども家庭課が把握した情報は保育幼稚園に流して、そ

れで今の、たまたま福島委員がおっしゃった分は確かに退園させられたケースかわから

ないですけれども、基本的には、そういう事情がある限りにおいては簡単な退園という

ふうな形にはならないと思っています。 

 

（岸川委員長） 

 この件については、これは教育長の報告を受けての話なので、またこれをテーマに研

修会などの議案として、それでもっと詰めた話をできればと思います。 

 

（藤田こども教育部長） 

 前回の議会も今回の議会も、子どもの貧困については議員さんもご質問あっていま

す。ただ、実態的に、佐賀市の実態としては、一応今こども家庭課を中心に、今年度ア

ンケート調査を含めて実態調査をさせていただいて、その実態調査の結果の中でまた今

後の課題という形で、そこら辺を整理したいと思っています。 

 

（岸川委員長） 

 ほかに教育長の報告について、ご意見、ご質問等がございましたら。 

 フリー参観デーについて、もし行かれた方があって、ご感想等があれば。 

 

（福島委員） 

 神野小学校に私行ったんですけれど、ＰＴＡさんがバザーをされていて、いろんなも

のが１０円とか２０円とか１００円ぐらいで買えてよかったので、ああいうので要らな

いものを持ち寄って、売ってお金にかえてＰＴＡの活動もできるし、安く物を買えるの

でいいかなと思いました。 

 

（岸川委員長） 

 今度は雨が降っていたにもかかわらず、非常に参加が多くて、夫婦でお見えになる方

が年々ふえていらっしゃって、非常にいいことだなというふうに思いました。 

 

（山口委員） 

 土曜授業の話なんですけど、ある小学校では国語辞書を使った授業をされていて、日

ごろ国語辞書を引く時間を授業にかけられないので、こういう時間があるとすごくいい

ですといって１時間丸々子どもたちが国語辞書を引いている授業を拝見しました。でも

なかなか最近引かないので、子どもたちはあんまり、どうだったかなと思ったんですけ

ど、でもいい機会だろうなと思ってですね。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 ほかになければ、教育長からの報告を終わりたいと思います。 

 

日程４ 提出議案 

 

（岸川委員長） 

 引き続き、日程４の提出議案でございます。 

 第６号議案『佐賀市立図書館協議会委員の辞任に伴う補欠委員の任命』について、図

書館から説明をしてください。 
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（園田図書館長） 

 本日の定例教育委員会の資料の１ページ目でございます。第６号議案『佐賀市立図書

館協議会委員の任命について』でございます。 

 図書館協議会につきましては、図書館の運営に関し、館長の諮問に応じるとともに、

図書館の行う図書館方針につき館長に対して意見を述べる機関ということで定められ

ております。この協議会委員さん、佐賀市では１０名お願いしておりますけれども、こ

のうちの３名様から所属する団体の役員交代などによる辞任届が提出をされました。そ

して、同各団体からの推薦書の提出がなされましたので、今回図書館法第１４条及び佐

賀市立図書館条例第９条並びに佐賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則第２条

第４号の規定に基づきまして、この案を教育委員会に提出させていただくものでござい

ます。 

 具体的には、２ページ目に新たな委員さんの案ということで掲載をさせていただいて

おります。１０名中５名が公募の委員さんで、あとは学識経験者、学校教育関係、社会

教育委員関係の委員さんということになっておりまして、今回は太字で書いております

１番南川雪子開成小学校校長、前任者は春日小学校の土井校長先生でございました。─

─が小中学校の校長会のほうから推薦をいただいております。それと、２番目の香月雅

彦さん、これは佐賀市ＰＴＡ協議会の副会長さんでございまして、前任の方は同じく副

会長の松林弘子さんでございました。それと５番目、丸田康循さん、佐賀新聞社編集局

生活文化部長さんです。前任は同じ生活文化部長の高井誠さんでございます。この３名

につきまして、委員の残任期間、この以前の１０名につきましては、平成２７年の１２

月１日に任命をしていただきまして、任期が平成２９年１１月３０日までということに

なっております。この残任期間、平成２９年１１月３０日までの委員さんとしてご承認

いただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 今のご説明につきまして、ご意見、ご質問等がある方はお願いいたします。 

 これはいずれも異動とか変更によるものばかりですね、この３名さんは。 

 

（園田図書館長） 

 そうですね、今回も退職の方、それと異動の方でございます。 

 

（田口委員） 

 ４番の白根先生は、ことし４月から図書館長を終えられておられますが。 

 

（園田図書館長） 

 失礼いたしました。早速確認いたしまして、修正をさせていただきます。 

 

（岸川委員長） 

 特に異議がないようですので、第６号議案『佐賀市立図書館協議会委員の辞任に伴う

補欠委員の任命』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 

 

（岸川委員長） 

 続きまして、日程５、報告事項に移ります。 

 報告事項「佐賀市社会教育委員会議の結果の報告について」、社会教育課から説明を

お願いいたします。 
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（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 それでは、同じ資料の３ページをお願いいたします。報告事項で、平成２８年度第１

回佐賀市社会教育委員の会議の結果についてご報告をいたします。 

 まず開催日でございますけど、平成２８年５月２４日、白山の佐賀商工ビルで委員１

２名中８名の出席で開催をしているところでございます。 

 この会議の議題でございますけど、２点ございまして、１点目に平成２８年度社会教

育課・協働推進課（公民館）に係る事業につきまして、これが１点目です。 

 ２点目に、社会教育助成事業補助金について、この２件を議題として上げているとこ

ろでございます。 

 まずは１番目の平成２８年度社会教育課・協働推進課（公民館）に係る事業について

でございますけど、当日の資料を本日お手元にお渡しをしております。附箋でインデッ

クスをつけた部分でございますけど、この議題１のところを開いていただきますと、Ａ

３版で資料をつけております。これは第三次佐賀市教育振興基本計画の中で２つの施

策、７つの基本事業に係る社会教育関係事業の２９事業につきまして、今年度に取り組

む事業計画、目標、課題、問題点等について説明をしております。 

 今回の会議の進め方といたしまして、まずは事務局から今の表で事業計画等について

説明を行った後に委員一人一人に一通り意見を言っていただきまして、その後、事務局

から一括して回答する形で進められております。この議事録では、議事の内容がちょっ

とわかりにくいので、Ｑ＆Ａ形式で整理したものを別紙でつけております。今の資料の

一番、表のところを見ていただきまして、委員の主な意見、事務局からの回答といたし

まして、ここに取りまとめておりますので、これをもって説明をさせていただきます。 

 質疑応答の主なものでございます。子どもへのまなざし運動についてということで見

出しが書いておりますけど、そのＱということで、委員からの意見でございます。子ど

もたちの防犯上、子どもが防犯ブザーを携帯しており、不審者と思われることもあり、

声かけ挨拶等が個人的にみずから取り組みにくいというような意見をいただいており

ます。今後の目標値である３５％、これにつきましては子どものまなざし運動の市民の

認知度の目標でございます。これは伸び悩むだろうということでご意見いただいており

ます。それと、子どもの側の視点での評価というのも必要ではないかということで意見

をいただいておりまして、これに対する回答といたしまして、Ａというところに書いて

おります。まなざし運動について、住民の多くは個人であいさつ運動を行われており、

市は各団体にも参加を呼びかけている。目標値向上については、啓発グッズ等を用いな

がら地道に活動していくということで回答をしております。 

 その次の見出しの放課後子ども教室推進事業、学校地域連携事業でございます。２番

目のＱでございますけど、学校地域連携事業は国でも中教審でも非常に重要な政策課題

であり、恐らく新規で国の補助事業の予算がつくと考えられるので、財源や人の配置も

含めて拡充・発展を考えていかなければならないというような意見をいただいておりま

す。 

 その下のところです。地域人材バンクの活用・整備についてということでございます。

活用できていない。学校側として、誰かに依頼するとなる場合は校区内からの人材を探

すという考えになるので、佐賀市というよりは各校区での人材バンクを充実させること

が先ではないかというようなご意見をいただいております。 

 次のページをお願いいたします。 

 ２行目です。Ｑで、人材バンクそのものに問題があるのか、利活用のところで問題が

あるのか、むしろもっとよいシステムがあるのか検討したほうがよいのではないかと感

じたというような意見をいただいております。 

 これに対しまして、地域人材バンクについてリストを市のホームページで公開し、利

用すれば報告を受ける仕組みだが、その実態を把握する必要もある。既に団体の登録も

あり、公民館でも地域人材バンクのリストを作成しているというような回答をしている

ところでございます。 
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 その次です。子ども・若者育成支援事業、子ども相談事業につきまして、これについ

ては２番目のＱでございます。子ども相談事業については、専任補導員に女性や若い世

代の人がいれば、対面での相談につながっていくのではないかというようなご意見をい

ただいております。これに対しまして、子ども相談事業について、専任補導員は教職員

ＯＢ、警察ＯＢの男性３名で業務に当たっており、業務に街頭巡回指導を含むため女性

の導入が難しいというような回答をしております。あわせて男性でも相談業務の相談し

やすい雰囲気づくりに努めていきたいと。１０月からは相談業務の委託も考えており、

Ａ委員やＢ委員と相談しながら体制づくりに努めていきたいと考えているということ

で、Ａ委員につきましては、ＮＰＯ法人スチューデント・サポート・フェイス代表の谷

口委員、Ｂ委員については、佐賀県警の生活安全本部の少年サポートセンターを所管し

てある桑原委員でございますけど、Ａ委員やＢ委員と相談しながら体制づくりに努めて

いきたいということで答えております。 

 その次でございます。家庭教育講座開催事業についてということで、講座を催すに当

たって、話すことだけではなく困っている親子たちを見つけ出すことが必要ある。家庭

教育の事業は重要であるにもかかわらず、現実には減少している。学校教育課と社会教

育課で調整し、どのような事業内容にしていくのかということを協議してほしいという

ふうなご意見がございました。これに対しまして、家庭教育講座について、新入学説明

会は全ての保護者に話を聞いてもらうよい機会であり、学校の協力のもと、最低３０分

を確保したいということで実施をしております。アンケート意見を講師の方にも伝え、

話す内容も工夫をしてもらっているという回答をしているところでございます。 

 その次でございます。公民館等の整備事業、星空学習館管理運営事業につきまして、

これについては公民館等の整備事業における久保田支所との複合化について、公民館の

活用がその後どのように展開していくのか。またどのような利用者層を想定しているの

か。業者任せではなく社会教育課で考えていくことが重要であるというようなご意見を

いただいています。 

 あわせて星空学習館管理運営事業について、子どもの学習に利用したいが、どんな団

体がどのように使っているのか利用状況等を提供してもらえると学校側も利用しやす

いというような意見をいただいております。これに対しまして、星空学習館について、

どういう団体がどのような形で使用しているのか。各種メディア等と書いておりますけ

ど、これは市報とかホームページ等で広報するように指定管理者と検討していきたいと

いうことで答えております。今年度の利用者や課題の天文台の利用者は増加していると

いうことでつけ加え説明させていただいております。 

 それでは、次の議題２でございます。(2)の社会教育助成事業補助金についてですが、

これは先ほどの資料の議題２というインデックスになります。これを用いて説明をして

いるところでございます。これは昨年１０月２７日に社会教育委員の会議におきまし

て、社会教育団体への補助金に関して、会議の中で定期的に補助対象団体の諸活動に対

して客観的な意見を出したり、評価できるようなヒアリングの場を設定すべきというよ

うなご意見をいただいているところでございます。これを受けて、その後、上野委員長

との打ち合わせの際に、１団体ずつのヒアリングというかた苦しい形式ではなく、自由

に意見交換ができる形式のほうがよいのではというアドバイスを受けておりまして、こ

の資料をもって事務局から次回の今年度の２回目の会議において補助金交付８団体の

代表にご出席いただいて意見交換会の形式で実施したい旨を提案し、異議なく了承をさ

れたところでございます。 

 続きまして、報告事項ということで、これはインデックスで報告事項と書いていると

ころでございます。この資料を使いましてご説明をしております。内容につきましては、

今年１０月１日に供用開始をする新青少年センターにつきまして、施設の概要、実施す

る施策事業、あるいは移転に伴う例規の改正内容等につきましてご説明をしたところで

ございます。あわせて青少年センター内に設置しております少年センターの組織名称の

廃止、少年センター運営協議会の廃止についても説明をしております。委員の意見とい
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たしましては、少年センター運営協議会にかわる新たな協議会をつくるということで説

明しておりましたけど、この協議会には佐賀警察署の生活安全課長をメンバーに入れて

いただきたい旨の意見をいただいております。これに対して、新たな会議は実効性のあ

るケース会議のようなものを想定しており、必要に応じてお声かけをしたいということ

で回答をしているところでございます。 

 以上、概略説明を終わります。 

 

（岸川委員長） 

 今のご説明につきまして、ご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。山

口委員さん。 

 

（山口委員） 

 ちょっと教えていただきたいのですが、本日いただいた資料の２ページ目に、子ども

相談事業について、専任補導員は男性３名という、女性の導入が難しいということです

が、街頭巡回指導というのは女性が行くとやはり危険をこうむるようなというか、私の

これは意見なんですが、１人ぐらい女性がいたほうがいいんではないだろうかと思った

ものですから、ちょっとそれをお伺いしたいのと、１人で巡回指導はされていらっしゃ

るんでしょうか。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 まず、巡回指導については２人ペアでされています。車に乗ってという形でもありま

すし、車から降りてという形でもあります。専任補導員につきましては、書いているよ

うに教職員のＯＢだったり警察のＯＢの方で、特に対面という部分があって実施してお

りますけど、今、山口委員言われたような意見については、我々も検討していきたいと

思いますので、意見は承っておきます。 

 

（東島教育長） 

 今の件は検討しました。以前女性を入れようと。ただし、これは補導員なものですか

ら、巡回をして自転車で回ったりするんですよ、遠いところまで。体力的に物すごく、

夏の暑いときでも。ですから女性は不向きだということで結論づけました。ただ、電話

相談とかいうことになると、女性の方がいらっしゃったほうがいいなと思うんですが、

毎日巡回をして佐賀市内を回っていくときにはかなりの体力を要すると。しかも暑いと

きも寒いときも雨の日もというふうになりますと、ちょっと女性にとっては酷だなとい

うことで、これはちょっと今の段階では難しいだろうと。だから、相談員として、そこ

にいて相談するという人間をもう１人配置すれば、これは女性でもいいと思うんです

が、外の出回りはちょっと難しい状況にあるんですね、だからこれちょっと頓挫してし

まったんです。 

 

（山口委員） 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

（福島委員） 

 １つ意見なんですが、６ページの松梅公民館についてですけど、松梅公民館は山間部

であるため、造成工事に時間がかかる見込みであるという課題、問題点を指摘されてい

るのですが、これは私の余計な心配かもしれないんですけど、前に松梅小学校、中学校

に行ったときに、山間部なので温度差があって寒冷地なので、すごく結露が、建物の中

がすごかったんですよね。一回建ててしまうと、あとはもう水がどんどんしみ出てくる

という感じで、部屋が１つ使えないような感じだったので、佐賀市なら旧佐賀市的な感

覚で建物を建てると、山間部の気候に合っていないなと思うところがありまして、私も
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事件で一回欠陥住宅の事件をやったことがあるんですけど、やはりこっちの海沿いとい

いますか、旧佐賀市内的な発想で山のほうに建てたらすごい結露が出て、欠陥住宅だと

問題になったんですけど、なので、ぜひ建てるときに山間部なのでちょっと気候が違う

と、長野とか北海道ぐらいの感じで建ててもらうという前提で、その設計段階からそう

いう温度差があるということを前提に設計してもらったらいいんじゃないかなと思い

ました。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 ありがとうございます。公民館建設につきましては、地元の自治会の方とか、あと役

員の方が入られて、建設検討委員会というのを設置して中身を詰めていきますので、そ

ういう意見も聞きながらやっていきたいと思います。十分その辺の気候というのはわか

りながら議論ができると思いますので、よろしくお願いします。 

 

（岸川委員長） 

 はい、どうぞ。 

 

（水田社会教育課社会教育係長） 

 先ほどの補足でございますけれども、既に数回の建設検討委員会を開催しておりまし

て、地元の役員の方からは、いわゆる寒冷地仕様でお願いするということで意見は出て

おります。そういったところも含めて材質等を勘案しながら建設をしていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。はい、田口委員さん。 

 

（田口委員） 

 １ページのところ、最初のＱ＆Ａのところの子ども側の視点で評価をするということ

は必要ではないかという問いに対するＡの答えがどれかなと思っておりましたが、これ

に関してももう少しご説明していただいてよろしいですか。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 すみません、今の議事録自体が要約版になっておりまして、生の意見をお読みさせて

いただきますと、そこで提案だが、子どもの側の視点で評価をするということが必要で

はないかということで、例えばということで、今まで見知らぬ人へついていったことが

あるかとか、そういう聞き方をしたほうがいいんじゃないかというふうな話がありまし

たので、ちょっと質問がなじむのかなというのもあって、それについてはお答えを差し

控えたというところでございます。 

 

（田口委員） 

 そういうことでの評価なんですね。 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 そうです、はい。ただ、ほかの考え方としては、例えば、近所の方からの声かけが多

くなったかとか、そういうことを聞くということはできるのかもわからないですけど、

ちょっと質問が今まで見知らぬ人へついていったことがあるか等だったので、ちょっと

お答えは差し控えていたところでございます。 

 以上でございます。 

 

（田口委員） 
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 そういうことですね。はい、了解しました。 

 

（岸川委員長） 

 我々もまなざし運動でこういった分科会に出て、この数値目標についての意見が出て

いましたけれども、必ずしも数値目標自体が絶対ではないと思います。これはやっぱり

聞き方によってずっと変わっていくわけですから、要はいかに実質的に子どもたちに目

くばせをするかということのほうが問題なので。そこはもう絶対不可逆でやってはなら

ないことですので、そこは頑張っていただきたいなというふうに思います。 

 ほかになければ、これで報告事項については終わります。 

 続きまして、その他です。 

 きょうもニュース等で話題になっていましたけれども、県の教育システムの不正アク

セスについて、学校教育課のほうからご説明をお願いします。 

 

（米倉学校教育課義務教育指導係長） 

 きょうは学校訪問ありがとうございました。そこでも話題になったんですけれども、

ＳＥＩ－ＮＥＴに昨日入られたということで全国的なニュースになっておりますので、

ＳＥＩ－ＮＥＴを担当しております行徳のほうから概要について報告させていただき

ます。 

 

（行徳学校教育課ICT利活用教育係指導主事） 

 失礼します。昨日午後３時の段階で、県の教育情報課に電話で確認をしました。その

内容をお伝えします。 

 今回の件は、県立高校の生徒が１人１台持っているタブレットパソコンがあります

が、その学習管理機能という機能がいろいろあるらしいんですけれども、その機能の一

つに生徒と先生がやりとりする機能があるらしいです。その機能を使って不正アクセス

しているようです。どこにアクセスしたかというと、ＳＥＩ－ＮＥＴのシステム自体に

侵入したわけじゃなくて、学校のサーバーに侵入しています。なので、ＳＥＩ－ＮＥＴ

システムが破られたわけではないです。それで、各学校のサーバーから情報が流出して

いるということで、サーバーも幾つか種類がありまして、校務用サーバーと言いまして、

成績だとかが入っているサーバーもあるし、学習者用のサーバーということで、県立高

校になるとタブレットを使った履歴等が保存される場所があるんですけれども、校務用

サーバーに侵入された学校が、東高、北高、致遠館中高ということで４校あるというこ

とで、それから学習者用サーバーに侵入された学校が北高、致遠館中高、それから小城

高、佐賀商業、武雄高ということで、それ以外にも侵入された学校がありまして、トー

タルで９校の学校のサーバーに侵入されているようです。佐賀市でもＳＥＩ－ＮＥＴを

使って活用しています。教職員はメール機能を使っていますし、県から文書のやりとり

も使っています。それから出席簿を小学校、中学校で昨年度から始めました。それと指

導要録というものもＳＥＩ－ＮＥＴの機能にありますので、これを使ってやっていると

ころですが、ＳＥＩ－ＮＥＴのシステム自体に侵入されたわけではないですので、安心

であるということで、このまま使い続ける判断でおります。 

 以上です。 

 

（伊東委員） 

 ちょっと強烈な言葉になりますけど、非常にお粗末だと思います。これだけＩＣＴ対

策で非常に力を入れておられる割には、これは県の問題かわかりませんが、やはり何か

仕組みをつくるときというのは、メリット、デメリットあるじゃないですか。そのデメ

リット、いわばリスクです。それを予測して、こういう場合はこう対応しようという外

堀を埋めた中で次の改革というのは進まんといかんじゃないですか。そういう中で、県

内から、例えば、ＪＴＢみたいに、どこかの外国からそういうのを利用してするとかい
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うのはある程度防げないかもわかりませんが、こういうのは予測できることでしょう、

それが１つです。 

 それから佐賀市としての実態、小・中学校がどうなのか、それをどう対応しようとし

ているのか、現状の分析とそれに対しての対策を教えてください。 

 

（行徳学校教育課ICT利活用教育係指導主事） 

 佐賀市は５３校、５１拠点小・中学校あるんですけれども、夏休みに各学校にある校

務用のサーバーを一括してデータセンターに集めるサーバーの仮想化というのを行い

ます。そこに一括一元管理することによってより強固なセキュリティーに、情報が漏れ

ないようなシステムの構築を今進めているところです。より安全に情報が漏れないよう

に、佐賀市小・中学校の情報が漏れないような環境を構築しているところです。 

 

（伊東委員） 

 今回の場合も、管理者のＩＤ、パスワードを、そこで自由──自由と言うと表現悪い

ですけど、生徒が使えるようなことが何でセキュリティーが入っていなかったのかなと

いうのが不思議でならないんです。ある面ではそこから入っている、いわば泥棒じゃな

いですか、犯罪者です。振り返るともっと今の小学生からそういうＳＮＳに対しての道

徳教育も本当に必死でやらないと、こういう子どもたちがいっぱい増えますよ。結局、

物が何かをとると、ハード的に、例えば、コンビニで何かとると防犯カメラでやられる

じゃないですか。しかし、目に見えないから犯罪の感覚がないんですよ。ですから、学

校として、市の教育委員会として小学生、中学生をどうその辺を教育していくのか。今

までの事件が、何かがあるとふたかぶせて、そしてそれに対して再発防止しましたと、

前段階の現場への目が私は行き届いていないと思うんです。非常にこれお粗末ですよ。 

日経新聞にも大きく載っていました。これが佐賀の不正アクセスですから、例えば、こ

れが東京からとか、そういう手管にすばらしい悪いやつがしたということであれば幾ら

か、それもこういうことをすることそのものが１７歳でしょう。そしてあと、生徒や保

護者らに経緯を説明する文書を送ると、これでいいんですかね。これは皆さんに言って

も一緒でしょうけど、本当に文書で済む問題なのかなと思うんですけど。 

 それともう１つは、警視庁からの連絡でわかったということじゃないですか。こうい

うのは恐らく事前に、そういうセキュリティー担当者だとか、そういう人がいて予知し

ておって、それが警視庁とやりとりしながら発覚したということであればわかりますけ

ど、その辺が私が言う、これは評論になったらいかんでしょうから、非常にお粗末だな

と思います。その辺はどうお考えですか。 

 

（行徳学校教育課ICT利活用教育係指導主事） 

 情報モラル教育ということで、佐賀市では児童・生徒にそこら辺の教育はしていると

ころです。 

 

（山口委員） 

 素人考えなんですけど、学校のサーバー侵入ってそんな簡単にできないですよね。そ

の１７歳の少年が物すごい技術を持っていたということですよね。普通は簡単に私たち

が入ろうと思って、友達のＩＤを使ってとか、そういうことが簡単にできるようなシス

テムではないんですよね。 

 

（行徳学校教育課ICT利活用教育係指導主事） 

 はい、能力が高いというのは、それは否めないと思います。 

 

（岸川委員長） 

 非常にやっぱり心配なのは、今の小中学生でも、特に不登校になっている子たちで、
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そういった自己実現というか、自己顕示欲のような方法で、そういうのが非常に心配だ

なと思うところがあって、ここはモラル教育だけでできることなのかなと思います。 

 

（伊東委員） 

 これ２０１３年でしょう、この仕組みができたのが。３年前じゃないですか。この子

も恐らく中学生のときに、そういうＳＮＳあたりの道徳教育というのは受けていると思

います。学校がどこかわりませんけれども。ですから、もう少し現場に密着した子ども

たちの、それこそ先ほどアクティブ・ラーニングという話がありましたけど、その辺で

本当に厳密にやっていかないと、その子ぐらいのレベルというのは全国にかなりいると

思うんです。どうかすると何十万人とか、それはすぐれた、ある面では、これは悪いこ

とですからすぐれたという言葉を使っていいのかがわかりませんけど、ですから、その

辺はもう少し真剣に──真剣にと言うと今まで真剣じゃないかということになるでし

ょうけど、本当この新聞記事見たときはショックでした。きょうも電子黒板をいっぱい

使って授業をされて、ああ、便利だなと。わかりやすいだろうなと思う反面、この子た

ちの中からこういう子が出てくるんじゃないかなということで私授業参観を見ていま

した。ですから、その辺を本当に、これを機会に佐賀県だけに頼らないで市としてどう

していくのか、これはもう絶対避けて通れないと思うんです。 

 

（岸川委員長） 

 いずれ１人ずつ端末を持たせるというのが議論になっておったじゃなかですか、事務

局レベルでも。でも今回ちょっとそういうことも慎重にならざるを得ん部分があります

よね、こういうことがあれば。 

 

（福島委員） 

 いつかこういう子が出てくる事件は起こるべくして佐賀が第１号だったというとこ

ろはあるかなと。 

 

（東島教育長） 

 子どもたちが学校との端末を持っていなかったらこういうところまで発展していな

かったんでしょう。 

 

（行徳学校教育課ICT利活用教育係指導主事） 

 結果論としてはですね。こういうふうに１人１台なければ。 

 

（福島委員） 

 学校の無線ＬＡＮが届くところまでそのパソコンを持っていってやったと書いてあ

りました。 

 

（岸川委員長） 

 無職の少年とありました、多分高校にいたけど、何らかの理由でやめていったのてし

ょうか。 

 

（東島教育長） 

 そこら辺、まだはっきり私どもも説明を受けていません。でも恐らく、今度の教育委

員会の連合会のときにその説明があるんじゃないかと思います。ただ、私どもは、こう

いうふうな犯罪が起こらないように情報モラル教育がきちっと今計画されて、２年前か

ら各学校佐賀市独自の計画でやっているわけですよね。ただ、これを防ぐだけの技量・

技能を持って、そこのセキュリティーを先手を打っていけるかどうか。 
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（福島委員） 

 お金がかかるでしょうからね、県が予算をかけないとそのセキュリティーもかけられ

なかったかなという気もするんですけど、結構ああいうのは高いからですね。 

 

（東島教育長） 

 県のほうの説明もしっかり受けてみないことにはわかりませんから、ただ、うちはう

ちとしての歩みをきちんとモラル教育と、それからセキュリティーの問題、うちの場合

には様するにＵＳＢ、メモリー紛失で問題が起こったのが何件かありました。でもそれ

にはきちんとしたロックをかけていますので、なくしてもこれから漏れることはないと

いうふうなことで、セキュリティーは何重にもかけているつもりなんですが、そこを打

ち破ってくる人間は必ずおるということも想定しておかんばいかんということですね、

難しいところですが。 

 

（福島委員） 

 今回漏えいした情報って、佐賀市の小学校、中学校の子の情報は漏れていないんです

かね。高校だけなんですかね。 

 

（伊東委員） 

 いや、小中も書いてあったですよ、新聞には。 

 

（行徳学校教育課ICT利活用教育係指導主事） 

 致遠館中だけです。 

 

（東島教育長） 

 県立の中学校は利用していますので。 

 

（伊東委員） 

 ああ、そうですか。一般の小中もという表現があったので。 

 

（東島教育長） 

 市町立小中学校は一切活用していないです。 

 

（伊東委員） 

 ただ、犯人は佐賀市在住ですよね。 

 

（東島教育長） 

 佐賀市在住となっていますから、どこの誰というのはようわからんでしょうけどね。 

 

（伊東委員） 

 ただ、１つ僕が気になるのは、犯人は何らかの形で生徒になりすましてというのが気

にかかるんです。何らかの形でという抽象語が。それが解明されないとまた起きますよ、

ゲーム感覚でやっていますので。 

 

（藤田こども教育部長） 

 言いわけがましくなりますけど、県教委からの情報が、きょうやっとプレス発表の内

容が来たものですから、正直今教育長も話したように、今後やはりそこら辺のちょっと

したＳＥＩ－ＮＥＴの脆弱性といいますか、私たちの想定していなかったような脆弱性

もわかるかわかりませんので、そこら辺もう一回突き合わせをさせていただきたいと思

います。 
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（伊東委員） 

 あくまでもお粗末と言うのは、僕は県がお粗末という意味ですから。 

 

（岸川委員長） 

 また県のほうから詳しい情報があれば、次回の研修会でも次回の定例会なりどちらか

でまた報告をしていただければというふうに思います。 

 そしたら、先ほど日程確認のときに説明させていただきましたけれども、この後の報

告が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関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存じます。異議ありませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

（岸川委員長） 

 それでは、これ以降は非公開といたしますので、大変申しわけありませんけれども、

関係部署以外は退室をお願いいたします。 

 

〔非公開〕 

 

これより非公開  

午後４時１１分終了 

 


