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日程１ 開会の宣告 

 

（岸川委員長） 

 それでは、定刻になりましたので、これより佐賀市教育委員会９月定例会を開きます。 

 皆さんこんにちは。昨日、今日とまた暑さがぶり返して、真夏に戻ってきたような過

ごしにくい気候でございますけれども、そして台風の接近が２回あり、そのうち１回は

小中学校が休校になりましたが、佐賀は特に被害がなくて本当によかったかなと思って

おります。地元の城東中学校の体育祭を見せていただきました。台風の影響で１日休み

があり、実質的には三、四日ぐらいの練習だったと思うのですが、とてもすばらしい応

援合戦でした。徒競走も本当にみんな一生懸命走って、こういったところにも日ごろの

教育の成果があらわれているなというふうに思っております。 

 ２学期の学校訪問の日程が近づいております。学校訪問、あるいは幼稚園、保育園の

訪問等、ご都合がつかれる方は積極的に参加していただければと思いますし、またよけ

れば後ほど、今度の日曜日は小学校の運動会があると思いますので、メールで日程等を

教えていただければと思っております。 

 それでは、委員会に入っていきたいと思います。 

 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すけれども、第１２号議案

につきましては、教育委員会会議規則により非公開とするべき案件でありますので、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） 

 ８月２３日の定例教育委員会の会議録につきましては、９月２３日に配付いたしまし

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） 

 これにつきまして、訂正等ございましたらよろしくお願いいたします。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 そしたら、異議がないようですので、会議録は報告のとおり承認することにいたしま

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、資料をお出しいただきたいと思います。５点ほどの報告をいたします。 

 まず１点目が、ゆきとどいた教育をすすめる佐賀県連絡会から来庁されまして要請を

受けました。要請を受けるとともに、佐賀市教育委員会の考え方もお尋ねされたわけで

ございますけれども、これにつきましては資料として別途お上げをしております。端的

に申し上げまして、このゆきとどいた教育をすすめる佐賀県連絡会、これは教育委員長
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と教育長にという宛名で来ておりますが、資料の１ページの一番下のほうにあります７

項目の要請でございました。 

 １つは、国の責任で、３５人以下学級を計画的に前進させること。これは現在１年生

は法にのっとって３５人以下学級ですけれども、２年生は加配の形でなっているという

ことで、定数法の中には法としてはまだ成立していない状況の中にあります。３年生以

上については、まだ今なお４０人学級ということで、これにつきましては当初、年次計

画で１年ずつ繰り上がって３５人以下学級にするという方向が出ておりましたが、最終

的には現状なかなか進まない状況にあります。これについては、私どもも教育長会の中

でも国のほうにも要請を強くしているところでございます。 

 もちろん２番目の部分につきましても、これは当然教職員の定数改善計画ですから１

番と非常にかかわりがございます。 

 ３番、高等学校の就学支援金、これは高等学校無償化の問題ですが、今頓挫している

ような状況の中にありますけれども、これにつきましても、私どもは推進をする形で持

っていきたいというふうに思っております。 

 それから、奨学給付金、給付型の奨学金、この要請がございました。高校、大学とい

うことで、現在は貸与型というのがほとんどでございますけれども、やはりこれだけの

経済格差があって、大学進学したくともできないという子どもたちのために、ぜひ給付

型の奨学金、これについても国のほうに教育長会の中でも要望をしていっているところ

でございます。 

 ６番目の特別支援学校の設置基準、これは小・中学校、高等学校は設置基準がござい

ますが、特別支援学校の設置基準はございません。したがいまして、各県によってばら

ばらなんです。ですから、一定程度の教育環境整備というのは必要だろうと。これはも

う当然考えるところでございまして、やはり特別支援学校にも設置基準を設けて、全国

各地でこの学校に就学している子どもたちにも一定水準の教育が受けられる、そういう

環境整備は当然していかなければいけないということで、これもまた要請をしていって

いるところでございます。 

 ７番目の給食費の無償化の問題、これにつきましては賛否両論ございますので、これ

については佐賀市としては態度はまだ表明していません。そういう中で、給食費無償化

というのが県内でも２町出てきました。はっきり給食費が無償と、これは定住策という

取り扱いがありますが、子どもたちの教育環境の整備の一環として無償化が、今ちらほ

ら進みつつありますけれども、何せ佐賀の場合には２万人近い子どもがおります。かな

りの予算というのが必要になってきます。またそれもありますけれども、給食そのもの

をどう捉えるかというのも大きな根底にありますので、このことについては佐賀市教育

委員会としての見解は述べませんでした。 

 そういうことで、おおむねこの６項目については私どもも積極的に推進をしてもらい

たいというふうに考えたところでございます。 

 ２点目、県と市町の教育長の意見交換会がございました。今回は、県の学力調査の分

析結果の説明がございまして、県教育委員会としての学力向上の取り組み、このことが

話題となって意見交換をやったところでございます。 

 そういう中で、対策として、市町の教育長の中から出てきた意見を申し上げてみます

と、端的に授業改善というのは授業だけではないと。それをもろもろほかの要件もあっ

て、やはり授業、学力向上に向けては、そのほかのいろんな要件も改善していかないと

当然学力向上には結びつかないということで、不登校対策とか、問題行動の対策とか、

貧困の対策とか、こういう取り組みも同時に進めないと、本来の意味での学力向上には

つながらないという意見が大半を占めました。今県教委は授業だけに目を向けて施策を

組んでいますけれども、非常に狭いというふうな意見なんですね。 

 それから、学力を支える学習習慣とか規範意識とか、そういうことを考えますと、家

庭、地域との連携が不可欠であるということ。それから、今年からどっとコミュニティ・

スクールが増えました。小中一貫教育も増えてきつつあります。そういう中で、やはり
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こういう小中一貫した指導のあり方、あるいはコミュニティ・スクールでもって地域と

の連携の中で支え合いながら子どもたちの教育を進めていく、こういうこともやっぱり

条件的には必要であるというふうな意見になりました。 

 そういうことで、資料を２ページから用意させてもらっていますが、抜粋で簡単に申

し上げてみたいと思います。２ページですが、１０教科全てで最低到達基準を上回った

という説明でした。数字で見ると間違いなく上回っているけれども、最低到達基準の中

学２年の４９．８％というのは、これは半分以下の理解じゃないかということですね。

これで本当に到達したと言えるのかという質問をいたしました。もしもこの４９．８％

が最低到達基準であるとするならば、これは問題がおかしいということなんですよ。だ

からもっと問題を吟味して出さないといけないんじゃないですかということなんです

が、いろいろと釈明をされたんですけれども、やはり数字で見る限りでは突破している

ように見えますが、やはり問題の質もあわせながら、本当にどうなのかというところを

再吟味をしていく必要があるんじゃないかなと私は考えたところです。 

 「取組の主な成果」の中で、３ページですが３点、これがよく行われるようになった

と。つまり授業の中でめあてに沿って活動が行われているということ。それから学習の

最後に何がわかったか、あるいはどういうことが自分で身についたか、こういうことを

振り返る場がよくできていると。それからノートの指導がよくできているんだというこ

とが言われました。 

 ４ページのほうに移りまして、そのことの３つの成果を受けながら、さらにここに書

いてあるようにして欲しいということなんですね。要するに授業の入り口、目的と。そ

れからゴールをイメージできるような授業の展開になっているのか。それから、常に目

当てに振り返る、そういう板書がなされているか。やはり子どもたちの思考の過程であ

りますノートのとり方、ここら辺のところが県教委からの分析でおっしゃられたところ

です。 

 「継続して見られる課題」ということでここに書いてありますように、特に上から２

つ目の家庭学習の時間が減少していると。それから読書をする時間、それからテレビゲ

ームの時間、ここら辺の時間の使い方、いわゆる家庭での時間の使い方、このところに

課題が残るということですね。それから解答時間が足りないというのは、これはスピー

ドの問題もありましょうから、問題の量とも関連をするだろうと思いますが、こういう

ことが県教委から説明がありまして、最終的には６ページ、７ページにありますような

施策を推進していきますと。継続して、しかも徹底してやっていきましょうということ

で最終的にはこの会が閉じられました。ここの６ページ、７ページにつきましては後で

ご覧いただきたいと思います。 

 ３点目です。レジュメに戻りますが、佐賀市の歯科医師会との協議会がございました。

特に佐賀市の歯科医師会は、子どもたちの歯の健康、先生方の歯の健康に対して非常に

協力的です。そしてよく実践をしてくださっています。そういう中で、課題として出て

きたものが３点ほどございました。 

 １点目はポスターコンクール、これが学校間の温度差があるというふうに言われてい

ます。特に中学校が少ない。中学校の場合には、なかなかポスターというのは、美術の

時間で書かせるというのは非常に難しい状況の中にあるのは間違いないです。そういう

意味では、例えば、美術部あたりがこういうふうなものを機会としてポスターを作成し

てみるとか、そういう取り組みが必要になるのかなと思ったところでした。また、保護

者、市民への周知が不足しているということでございました。昔は虫歯予防デーには必

ず全児童でポスターを書いて全部出しよったんですよね。でも今はそういうこともして

いないようですし、いろんな応募があるということもございまして、なかなか難しい状

況の中にはあるというのは事実であります。 

 それから２点目ですが、就学時検診とか口腔内の検診時に器具の衛生管理、このこと

が話題になりました。特に口の中の検査ですから、いろんな器具が口の中に直接入るわ

けですね。そういうことで、感染症が非常に危惧されると。そういう意味で衛生管理に
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ついてぜひ対応してほしいという要望でございました。 

 それから３点目は、スポーツドリンクの弊害についての話がありました。間違いなく

子どもたちが熱中症とか脱水症状を起こしたときに水分を補給するわけなんですが、ス

ポーツドリンクで安易に補給するということが、これがやっぱり回数によってはかえっ

て体によくないと、正しい情報を子どもたちに提供して、子どもたちの熱中症対策に向

けてもやはり正確な指導が必要ではないかということでございました。このことについ

ては校長会等を通しながらも、この報告なり指導なりはまた再度していくべきであろう

と思います。 

 ４点目、教育長を囲む会、今回の２回目の囲む会は、１０年以下の若手の教職員を対

象にでした。今自分が抱える教育現場での課題ということで、主に学級経営のあり方、

学習指導のあり方、保護者対応、こういうところから自由に討議を行いました。総じて

若い先生方は非常に意欲があるというのを感じました。もちろん経験、キャリアがまだ

浅いですから未熟な面もあろうかと思いますが、皆さん学ぶ姿勢を持っているというこ

とで、佐賀市の教育はやはりきちんと受け継がれていっているというふうな思いをした

ところです。 

 なお、伊東委員と田口委員にもおいでいただいて、助言をいただいたところでござい

ました。 

 次、５点目、「青少年の健全な育成の推進に関する協定」の締結式ということで、こ

のたび佐賀市青少年センターがバルーンミュージアムの中に新設をされました。そうい

うところで、これは新設は新設なんですが、老朽化に伴う新設なんですけれども、あわ

せて青少年教育のあり方というのも時代の流れの中で考えていかなければならないと

いうふうなことから、佐賀県警察本部の少年サポートセンター、これは今まで県警本部

のほうにありましたが、これを青少年センターの中に設置をするということで、より今

まで以上に緊密な連携をとって、そして即行動ができる体制がとれるということで、非

常にありがたい協力体制ができ上がると。警察といいますと、子どもにとっても私たち

大人にとってもやっぱり行きづらいと。どんなに相談があっても警察にというのは抵抗

があるのでは。そういう意味では、警察に相談したいのも、青少年センターに行って相

談すれば警察と直接的にその場でもつながりが持てるということで、気楽に相談ができ

る、そういう環境が整うんじゃないかなというふうに思います。 

 そういう意味で、今後の青少年の健全育成にこの少年サポートセンターが大いに寄与

するんじゃないかなというふうに思ったところでございました。 

 以上、報告を終わります。 

 

（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。 

 

（福島委員） 

 給食の無償化というのが進んでいる市町が佐賀県内でもあるんですね。 

 

（東島教育長） 

 あります。詳しく私知らんもので、白石町と……。 

 

（梅﨑学事課長） 

 白石町と太良町だったと思います。 

 

（東島教育長） 

 太良町はあれは定住策でしょ。 

 

（梅﨑学事課長） 
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 定住策です。 

 

（東島教育長） 

 ちょっと意味合いが違うね。 

 

（梅﨑学事課長） 

 最近では白石町だけだったと思います。 

 

（福島委員） 

 それは中学校もそうなんですか。 

 

（東島教育長） 

 全部やったろう、あそこ。 

 

（梅﨑学事課長） 

 全部かどうかはわかりません。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事） 

 上峰町もだったと思います。 

 

（東島教育長） 

 あっ、上峰町は今度ね。来年度が恐らく。 

 

（福島委員） 

 お弁当はもう中学校は持ってこなくて、みんなもう一律給食なんですかね、そういう

ところは。 

 

（東島教育長） 

 そうです。白石町は数校ありますけど、上峰町なんかは２校です。小・中学校は。 

 

（福島委員） 

 わかりました。 

 

（伊東委員） 

 今、学力テストの話がありましたけれども、ちょっと私いつも懸念するのは、いろい

ろなデータによると、生まれ育った環境がどうも学力差に作用していることが、特に現

在顕著に出ているような気がするんです。いわば生活の苦しい子どもと、そうでない家

庭の子どもは、特に学校帰りの勉強も、塾とか。その辺の判断というのはどういうふう

に県教育委員会として分析をされているのか。本当言うと、その差が出てくるといかん

と思うんです、生活環境の問題が。 

 それが１つと、それから、幾ら学力がよくても体力がないと社会人になっても成長し

ませんし、世の中に溶け込んでもいくことができないです。学力を重んじる割には体力

向上というものが非常に表に出てこない気がしてならないです。特に小学校の子どもた

ちを見ると、完全に二極化しているんです。できる子は野球とか、私がやっている陸上

とか、できない子はもう本当に走ったらすぐ休む、あるいはけがをする、ですから学力

の向上をどんどんやるに従って体力向上というものも、特に小学校の部門では、今の状

況よりもっと強化をしないといかんのじゃないかなとつくづく思っていますが、この２

点教えていただければ。 
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（東島教育長） 

 正直、県のほうの学力向上に対する分析と対応策というのはまさに授業中心の範囲で

す。ですからあえて各教育長から意見が出たんですね、そういう学習環境とか、あるい

は経済力とか、そういうふうなものが大きく作用していますということで、そこのとこ

ろにも手を着けないと、本来の学力向上、学校の授業とか、そこをいかに緻密にやって

も、本当の学力向上につながらないということで、今回の県との意見交換会の中ではそ

こら辺の認識が出てきたと思っています。 

 それから、体力の面ですが、これはもともと学習指導要領が知・徳・体の生きる力と

いうことで、必ず知と徳と体、これの調和のとれた育成を目指さなければいけないとい

いながらも、知と徳には視点が当たるんですが、体に対する視点がなかなか当て切れな

いのが現状ですね。だから、私どもはこの体、いわゆる体力の問題を具体的にどう進め

ればいいのか、ここら辺のところはやっぱり大きな課題だろうと思っております。 

 

（福島委員） 

 今、小学校の子どもは学校が終わると、真っすぐおうちに帰らなきゃいけないという

子が結構多くて、私たちの子どもの頃って帰りに運動場でドッジボールしたりとか、い

ろいろして遊んでから帰っていたんですけど、今は、あまり子ども同士で放課後遊んで

いないような気が見ていてするんですよね。それだと学校のカリキュラムの中で遊ばな

いと、なかなか子ども同士で遊んで体力をつけるというところが今ないんじゃないかな

という感じがしますね。 

 

（東島教育長） 

 全くそのとおりです。だから昔は学校から帰っても自然発生的に一緒に遊んでいたわ

けです。その姿は全くないでしょう。あの中で体力も培われていたし、いろんな能力も、

巧緻性とかいろいろ培われていたんですけれども、今もう帰ったら自分一人と。恐らく

子どもたちは一日のスケジュールがもう分刻みであるような気がしてならんのですよ。

学校から帰れば、社会体育に行かにゃいかん、あるいは塾に行かにゃいかん、家に帰れ

ば宿題という、なかなかやっぱり昔みたいに子どもが主体的に使う時間がないような気

がしてならんのですよね。 

 だから、ここら辺はやっぱりこういう社会環境の変化の中で致し方ないと捉えていい

のか、ここにどうメスを入れるのか。 

 

（福島委員） 

 子どもたちが自分たちで体を使って遊ぶ時間というのを無理やりつくらないと、全部

親が管理しているように見えますので、子ども自身の主体性が育たないんじゃないかな

という感じがしました。 

 

（岸川委員長） 

 遊ぶ場所が無いというのもあるのではないかと思います。だから、こういうことも小

学校スポーツとの絡みになってくるんですけど、もっとグラウンドを自由に使える空間

として確保するということも必要かなと思うんですね。やっぱり遊べるところがないで

すもんね、はっきり言って。簡単に遊べるというとやっぱり学校しかないかなと思うん

ですけど、野球やサッカーに占拠されておったら、なかなか使えないですね。そういっ

たところも複合的に絡み合っていますから、ある程度指針も必要かなと思いますね。 

 

（伊東委員） 

 私は両方とも、やっぱり地域を巻き込まないとできないと思うんです。それで、手前

みそですけど、先だって自治会長ＯＢ会を立ち上げて、子どもと年寄りのパイプ役にな

ろうということでやっています。特に子どもたちの体力と学力的に、不登校だとか、そ
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ういうところまで自治会のＯＢでいろいろ指導しながらやっていこうというものをせ

んだって立ち上げて、私もメンバーの一人になりましたけど、やっぱり地域もどう関わ

っていくのか、学力にしても、親だけじゃいかんじゃないでしょうか、そう思います。 

 

（東島教育長） 

 例えば、学校のカリキュラムの中で、昔はそういうふうなことやっていますけれども、

そこだけで終わって、地域の中で、じゃ、それが生きているかといったらそうは思えな

い。学校で仕組んでやらにゃいかんという、何か奇妙なんですね。難しいところですけ

ど、これだけ交通量も発達したというのもありますよね、昔は田んぼで遊んだりしてた

んですがね、やかまし言われながらも。今はやっぱり道路でも遊べませんし、当然田ん

ぼも遊べませんし、公園か学校が遊び場ですね。 

 

（田口委員） 

 この県教育委員会がご説明をされていた、学力調査のことについて、ちょっとまだ私

よくわかっていないのでご説明もう少ししていただけたらと思うんですが、到達基準に

目標到達基準と最低到達基準とありまして、大体点数差が２０点ぐらいになっているの

で、ちょうど真ん中が平均点なのかなと、よくわからないんですけれども、この最低到

達基準を上回ったことというのはどういうことなのか。これはどうやって教科ごとに点

数がこんなふうに出ているかというのは、例えば、国語は７２．０が全国平均の正答率

だったのかなとか思ったりしたんですけど。 

 

（東島教育長） 

 これは佐賀県が独自に基準はつくっています。ですから、佐賀県が問題をつくって、

その問題の言うならば標準化を図って、これ計算式があるらしいんですが、その目標到

達基準、これがいわゆる言うならば到達基準であって、最低でもここはクリアしないと

いけませんよと、だから最低到達基準と比較をして上回りましたと県は言っているんで

す。 

 

（田口委員） 

 これは県が独自につくった調査で、学力調査をさせる前に想定した目標到達基準と最

低到達基準が作成段階にあって、そしてそれぞれの基準に対してどうなのかという結果

がこうでしたと。どれもが最低基準は上回っていましたということなんですね。 

 

（東島教育長） 

 そういうことです。 

 

（田口委員） 

 この真ん中の７２点ぐらいが大体、目標到達と最低到達の真ん中の７２点ぐらいがそ

こそこ目標になるのかなと思ったんですけど、最低到達基準より上回っていたら今回の

テストはよしということでいいんですか。 

 

（東島教育長） 

 というふうに県は説明をするんですね。だから、目標到達基準って何なのか、最低到

達基準って何なのか、明確にしたいですね。 

 

（田口委員） 

 この範囲に入っていればよしということなんですね。 

 

（東島教育長） 
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 そうですね、少なくとも小学校５年生の６２点を２ポイント上回っておれば、その学

年のこの教科はクリアしていると。 

 

（岸川委員長） 

 中２、中３の数学というのは、そんなに急激に難しくなるもんですかね。 

 

（東島教育長） 

 これ問題の質だと思います。この標準化を図るときに、ある程度ピックアップしてさ

せていると思うんですよ。 

 

（田口委員） 

 ああ、予備調査をしていてですね、なるほど。 

 

（東島教育長） 

 そうだと思います。 

 

（福島委員） 

 学力向上の問題は、教育長がおっしゃったとおり、不登校の問題とか、そういうとこ

ろにも対応していかないと、不登校でも塾だけは行っていて学力維持できている子もい

ますけど、不登校な子とか不登校気味な子とかというと、どうしても学力が落ちてしま

うと思うので、そのあたりの対策をきちんとやっていけば、全体の平均としては、ぐっ

と上がっていくんじゃないかなと思うんですよね、以前佐賀市は不登校対策を一生懸命

やって、それなりに成果が上がっていたと思うので、そういうのを県に見せて、佐賀県

全体で不登校がすごく多いので、不登校の取り組みをしたほうが結果的に学力も上がる

んじゃないでしょうかということで、出してみるとか。 

 

（東島教育長） 

 確かにおっしゃるとおりなんですよね。県は県として不登校対策もやってはいるんで

す。ところが、これを両方リンクさせて、いく必要がります。 

 

（福島委員） 

 不登校対策はいじめの問題とかいろいろやらなきゃいけないことが増えてくると思

うんですけど、そういうのを全部やれば上がると思うんですね。 

 

（岸川委員長） 

 算数は、目標と実際の正答率で、小学校の時点で差があるじゃないですか。この差が

中学校でさらに広がっているということがわかるんですよね。この理解できていない子

たちをいかにフォローしていくか、塾は行けんでも公民館か何か使ってですね、特に夏

休みに公民館が主導でやったりしていますけど、そういったことも必要なのかなと思う

んですね。家に帰っても誰もいない子たちを集めてですね。 

 

（東島教育長） 

 今中学校は、放課後あるいは土曜日の補充学習をやっています。ですから、そういう

のももちろんですけれども、もちろん授業の中で落ちこぼさないのが一番重要であっ

て、と同時に、やっぱり到達不十分な子どもができるだけそれに近づくように補充学習

をしてあるのも当然私どもの務めだろうと思っているんですけどね。ですから、そうい

うのをあわせながら、どんどん差は広がっていきますので、わからなかったら次の学年

もう１つ雪だるまでいきますので、やはりその学年を責任持って子どもたちを学習させ

て次の学年に送り込むという、そういうやっぱり教職員の気概というか、そこら辺が必
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要かなというふうに思いますね。 

 

（岸川委員長） 

 それでは、ほかの点で何かりますか。 

 

（山口委員） 

 先ほど経済格差と高校無償化の話が出たんですが、佐賀市内の件でちょっとお伺いし

たいんですけど、中学校卒業は１００％だと思うんですけど、そこからの高校への進学

率と、そこから高校の卒業というのは大体何％ぐらいあるんですか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 ９０後半だと思います。進学しない生徒は各学校に数人ぐらいしかいないのでです

ね。 

 

（山口委員） 

 そこから卒業というのは大体どのくらいの割合になりますか。 

 

（東島教育長） 

 中退も多いと聞いています。 

 

（山口委員） 

 そうですね。 

 

（東島教育長） 

 それについては佐賀市で把握していないてす。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 中学卒業後の進路は把握しているんですけど、その後はちょっとこちらは、高校なの

で。 

 

（山口委員） 

 はい、わかりました。 

 

（岸川委員長） 

 もう高校になると、実業高校もあれば進学校もあるから、やっぱりさまざまでしょう

ね。 

 

（山口委員） 

 高校を中退する子が多いというのを耳にするので、高校入学後が顕著に格差が現れて

くるのかなと思ったものですから。 

 

（岸川委員長） 

 それでは、教育長からの報告は終わらせていただきます。 

 

日程４ 提出議案 

 

（岸川委員長） 

 続きまして、日程４の提出議案でございます。 

 第１１号議案『佐賀市文化財保護審議会委員の任命』について、文化振興課からご説
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明をお願いいたします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 資料１ページのほうをお開きください。第１１号議案『佐賀市文化財保護審議会委員

の任命』について、佐賀市文化財保護審議会委員条例第４条及び第５条の規定に基づき

提案をしております。 

 今回は、委員を務めていただいておりました杉谷昭さんという方ですけれども、ご逝

去されまして、それに伴いまして、後任の委員を任命するものでございます。 

 今回任命をお願いするのは、２ページの名簿のほうの上から３番目ですが、山本長次

氏でございます。山本氏は、佐賀大学の経済学部の教授で、専門分野の一つに前任の杉

谷氏と同じ近代史が含まれておりまして、杉谷氏の後任としては適任と考えておりま

す。 

 任期でございますが、佐賀市文化財保護審議会委員条例第５条の規定により、前任者

の残任期間ということになりますので、平成２８年１１月１日から２９年の１１月３０

日までといたしたいと思っております。 

 説明は以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 今のご説明につきまして、質問等ございましたらお願いいたします。 

 この委員さんというのは、文化財の工事をするたびに調査がありますけど、工事の可

否とかも審議をしてあるのでしょうか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 それは保護審議会ではなくて文化振興課のほうでしております。審議会の委員さんの

役割というのは、文化財の指定とか、そういったことが主な業務になってまいりますの

で、通常工事のときに、これはいいとか悪いとか、これは本調査しないといけないとか

という判断は、一応佐賀市の文化振興課でして、それは県のほうに進達をして最終判断

してもらうという形になっております。 

 

（岸川委員長） 

 はい、わかりました。ほかに。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第１１号議案『佐賀市文化財保護審議会委員の任命』につ

いては、原案のとおり承認したいと思います。 

 

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「平成２８年度第２回佐賀市社会教育委員会議の報告について」、社会教育

課から説明をお願いいたします。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 社会教育課でございます。資料の３ページをお願いいたします。第２回の佐賀市社会

教育委員会議の会議結果の報告でございます。 

 まず、開催日時でございますけど、平成２８年８月１９日金曜日でございます。開催

場所につきましては星空学習館のほうで行っておりまして、会議に先立って星空学習館

の施設の見学をして、その後会議に入っているところでございます。 

 社会教育委員１２名中９名の出席で会議を開催しております。事務局につきまして
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は、江副副教育長兼社会教育部長以下、社会教育課、協働推進課の職員が事務局として

入っております。 

 議題でございます。社会教育助成事業補助金についてということで、これにつきまし

ては、別添の資料に社会教育委員の会議次第をつけておりますけど、表紙をあけていた

だきまして、社会教育助成事業補助金について、１の意見交換会の趣旨ついてですが、

社会教育団体への補助金につきましては、社会教育法第１３条に「地方公共団体が社会

教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、社会教育委員の

会議の意見を聴いて行わなければならない。」と規定されておりまして、さらに法第１

１条第１項には、「教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じて、これに対し、専

門的技術的指導又は助言を与えることができる。」と規定されているため、佐賀市の社

会教育関係団体の代表８名と補助金の使途などについて意見交換を行っております。 

 意見交換会につきましては、補助団体の活動内容の説明だけではなくて、課題や問題

点の解決の糸口となるような場とするということで位置づけているところでございま

す。 

 それから、団体からのまず報告でございますけど、３のところに各団体の会議の出席

者及び資料ページということで書いておりますけど、１番目の佐賀市地域婦人連絡協議

会、以下８団体の代表の方に会議に出席をしていただきまして、その右のページから最

後のページまででございますけど、各団体から事業の報告なり決算報告、収支の状況な

どを報告してもらっております。団体の概要、活動実績、補助金の使途及び効果、現在

の課題や問題点、今後の取り組み等についてご報告があって、それを受けて意見交換を

するという形で進めたところでございます。 

 定例教育委員会の資料の３ページにお戻りいただきまして、団体からの報告が今申し

たとおりでございますけど、その下に主な意見ということで書いております。 

 まず、補助金につきまして、補助金の使途については、社会教育委員から特に意見は

ございませんでした。補助金は税金から支出しているものであり、そこをしっかり理解

して適正な執行に当たってほしいと、社会教育委員長が総括をされております。 

 その他、団体の課題でございますけど、組織率の低下を課題としている団体が非常に

多かったという特徴がございます。 

 その下の個別の意見等でございます。佐賀市地域婦人連絡協議会からでございますけ

ど、ここも加入率が非常に低下しているという問題がございます。加入者をふやすため

に婦人会独自の特色や特別な活動などについてよい案が浮かばない。現在７０歳から７

５歳までが対象の寿案内、これは食事会だそうです。というものがあり、これが加入者

の楽しみとなっている。それと、女性の会と婦人の会の合併についてどうかというご質

問がありましたけど、これにつきましては、全国でも検討があったが現状維持という結

果になったということでご報告があったところでございます。 

 その次の佐賀市青少年健全育成連合会でございます。現在、青少健は２６校区地区、

旧市の１９校区、それと７地区、支所管内は旧町村単位で１地区を組織されております

ので、１９校区７地区で組織されております。地区で組織されているところでございま

すけど、校区ごとに組織を立ち上げたいということで、小学校区の数、３２校区で組織

を立ち上げることについて、行政の支援、協力をお願いしたいというご意見がございま

した。 

 その下の佐賀市スカウト運動推進連絡会、ここも組織率の低下、新規加入の少なさが

悩みだということを言われておりました。スカウト運動は活動の盛んな低学年の子ども

を活動場所まで送迎するなど、保護者の協力が不可欠であるということ。 

 それから、その下で、これは、スカウト運動推進連絡会と佐賀子ども劇場が、同じよ

うな意見でございましたが、会員の入会で成り立っている団体ですので、入会促進のた

めにホームページやフリーペーパー、佐賀新聞などによる広報、チラシの配布などを行

いながら会員の募集、加入促進をやっていますというお話でございました。 

 その下です。佐賀市ＰＴＡ協議会ですが、小学校の隣接校の学校選択制によって、子
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どもが地元の小学校に通っていないことを理由に親が自治会や子ども会活動に参加し

ていないなど、校区内外の地域活動に支障を来たしているというようなお話でした。赤

松校区のほうが非常に他からの、隣接校区からの通学者が多いので、いろいろこういう

問題があっていますよというふうなことがございました。 

 その下です。佐賀市子ども会連絡協議会でございます。上のＰＴＡ協議会の話を受け

て、自治会に加入していない世帯の子どもがイベントに参加する場合もあって、子ども

会としては子どもの保険、これは活動時にけがした場合の保険等でございますけど、こ

の部分にだけ親に負担をしていただいたり、自治会に入ることによって子どもにどれほ

どの恩恵があるのかということを提示して加入促進に努めていますというふうなお話

でございました。 

 その下です。社会教育委員の意見ですが、今後もこのような場を設けて校区単位で活

動している他の団体と互いに連携をとって情報交換するのは非常によいと感じたとい

うことで、今回のこの意見交換会については非常によかったというような総括をしてい

ただいたところでございます。 

 その次の報告事項でございます。(1)の「平成２７年度公民館等運営自己評価の概要

と総括」、これは別添資料の附箋をつけているところで、「平成２７年度公民館等運営自

己評価の概要と総括」という部分でございます。この資料に基づいて説明を協働推進課

のほうから行っております。これにつきましては、先日の定例教育委員会のほうでもご

報告をしておりますので、今回報告は割愛させていただきます。これに対して、委員か

らの意見等はございませんでした。 

 その次の(2)でございます。「地域における公民館の役割について」、これも別添資料

の報告事項の(2)、これは１枚のＡ４で、一番最後のページになります。これによって、

今の公民館の役割だったり、まちづくりにおける公民館の役割や公民館を取り巻く環境

についてご報告を行ったところでございます。 

 別添資料の裏のほうをお願いいたします。こちらをちょっと説明をさせていただきま

す。３番、４番というところを説明させていただきます。 

 まず、４番で公民館の体制でございます。職員体制につきましては、地域における社

会教育と地域コミュニティ施策の推進、公民館の役割・機能の充実を図るための活動に

必要な３名体制を実現するということで進めております。一般職主事、これにつきまし

ては市長部局が配置する市職員、協働推進課に配置する職員がございます。実際は公民

館のほうで業務を行っておりますけど、この一般職主事を段階的に配置をする。全公民

館へ平成２８年度から平成３０年度、３年間をめどに配置をしていくということにして

おります。 

 あと、次の※でございます。公民館長と専門職主事、この専門職主事につきましては、

平成１８年度から１９年度にかけて地域で雇用した職員でございます。旧市の１９公民

館で雇用した職員がこれに当たります。現在３４名おります。その職種がちょっと違う

ような職員がいるということでご理解をください。 

 公民館長と専門職主事の所属及び施設管理は、社会教育課が所管しております。 

その下の一般職主事の所属及び公民館の運営全般は協働推進課が所管ということで、

今後３年間で体制をとっていくということで考えているところでございます。 

 それでは、上のほうの３番に戻っていただきまして、地域コミュニティ活性化実践校

区連絡会（４月１５日）開催での意見というところでございます。これにつきましては、

公民館の役割に関して、各校区のまちづくり協議会、会長さんだったり役員さんのほう

から意見、要望がこの会議の際に出ております。 

 ここに幾らか例示をしておりますけどご紹介いたします。「地域毎にまちづくりの取

組みが違うから公民館の関わり方も違うという説明だが、行政サービスは公平であるべ

き。地域での取組みの違いに関わらず、公民館の役割はこれとこれだと決めてもらいた

い。」というふうな意見がございました。これに対して、協働推進課の回答でございま

す。「協議会の設立時期も違えば取組状況も違う。各公民館も、それぞれの地域の実情
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に合った支援を行っている。」というふうな回答でございました。 

 その次でございます。「公民館の事務分掌にまちづくり協議会の業務は入っていない

のか。そこをはっきりしてもらいたい。」、回答です。「業務の中に「まちづくり協議会」

とはないが、地域との連携を図る業務がある。」。 

 次が、「我々の地域は公民館と連携して上手くやれている。なぜこの会議で公民館の

役割がどこまでかを決めなければならないのか。」、回答が「地域によりまちづくり協議

会の取組状況に違いがあるため、関わり方が違う。」というふうな回答でございます。 

 その次が、「公民館は活動の拠点だと言いながら、まちづくり協議会の部屋もなく荷

物も置いておけない。パソコン等も自前で準備せねばならない。」、これに対する回答で、

「各公民館の施設やまちづくり協議会が違う。個別に協議してもらいたい。」という回

答でございます。 

 その次が、「公民館・公民館職員の協力がなければ、まちづくり協議会は続いていか

ない。」、回答が、「公民館や公民館職員の関わり方は、地域の取組状況の違いもあり、

一律ではない。ただ、公民館・公民館職員も現に協力をしているし、今後も協力してい

く。」というようなやりとりがございました。 

 ここの部分を社会教育委員の会議の中にご報告、説明をしたところでございまして、

これに対して、社会教育委員からの主な意見でございますけど、資料の４ページに戻っ

ていただきまして、主な意見というところがございます。「地域活動の支援について、

公民館の一般職主事が専門職主事と同様にやってくれるのか心配だ。」、このことにつき

まして、協働推進課からの回答でございますけど、「今後も、公民館主事に対して、職

員としての心構えなどについて教育や研修を行っていきたいと思う。」というふうな回

答でございました。 

 その次ですが、校区のまちづくり協議会によって、準備段階であったり、設立済みで

あったりと実情が異なる。現時点で、まち協同士が交流を活発にすると、おのおのの公

民館のかかわり方に差があることをそれぞれのまち協の会長、役員がわかってしまう

と、公民館への事務支援の要望が今まで以上に出たりするというような懸念の意見がご

ざいました。それに対して回答が、「まち協というものは、地域の方々が主体の自主運

営の組織なので、公民館は状況により、必要な支援を行うことにしている。」というふ

うな回答でございます。 

 最後に委員長が取りまとめ、総括をされております。「公民館において、まち協は非

常に重要なものであるが、地域の団体の一つであるという前提を、まち協の会長たちに

は理解をしていただいたうえで、地域に合った必要な指導・助言を行ってもらいたい。」

ということで総括をされて終わったところでございます。 

 以上、報告を終わります。 

 

（岸川委員長） 

 今のご報告につきまして、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

 

（福島委員） 

 私が今の報告を聞いても、どの辺が問題でどこをどうすればいいのかというのがちょ

っとよくわからなかったんですけれど。何か奥歯に物が挟まったというか、何のどこが

誰が問題なのかというのをはっきり言ったほうがいいんじゃないかなという気がしま

す。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 ちょっと簡単にと申しますか、まちづくり協議会は先ほど資料のほうでもございまし

たけど、資料の最後のページですね、平成２３年度から嘉瀬、本庄、金立、諸富、それ

からずっと校区が増えていっていまして、今準備段階のところも実はございます。現在

２６校区設立済みです。 
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 これ以降が今からで、あと、まだ準備にも入っていないところが実はございます。公

民館ができた後にまち協の設立準備を始めますというような話の中で、例えば、まち協

の事務の大半を公民館でやっているところがあったり、事務はまち協の役員さんが自前

でやったり、支援の仕方がちょっと違うので、まち協の方も高齢化していって、次の方

に引き継ぐ方がいらっしゃらなかったりいろいろ問題が出てきております。公民館のほ

うで一律に支援をしてくれないだろうかと。事務は事務でしっかりやってくださいと

か、ここまではやりますよとか、ここから先はまち協でやってくださいというふうな線

引きができていないので、そこを決めてくださいという話です。中には、全部公民館で

事務は持ってとか、そういうご意見まで出ているということでございますので、そこは

それぞれの今までの成り立ちだったり、できてからの期間だったり、その辺があります

ので、一律にはできないというふうな回答を今のところしているところでございます。 

 

（岸川委員長） 

 この協議会からの意見も、正反対の意見がありますね。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 そうです。自分たちでやっているから余り手を出さなくてもいいよというところもあ

りますし、全部やって欲しいというところもありますし、もっと支援して欲しいという

ところもあるので、ちょっと一律ではいかないところがあります。ここまでやりますよ、

ここからやりませんよというふうな線引きが難しい状況です。 

 

（岸川委員長） 

 確かに地連協とか、青少健もそうなんですけど、やっぱり事務負担というのが皆さん

大変で、公民館の人がするのが当たり前という意識を意外と皆さん持たれていますもん

ね、総会資料をつくるのもですね。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 そうですね、まさしくその辺、総会資料だったり。 

 

（岸川委員長） 

 結局、事務分担とかも人間関係が重要ですね。 

 

（東島教育長） 

 委員長の総括は、このことをぴしっと頭に置きながらどうするかということを言って

あります。ここが大事なところですよね。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 そうですね。最後に委員長が総括されているのが一番基本なんですね、やっぱり独立

した団体なので、あんまり行政が手を出すのもどうかなという話が。 

 

（岸川委員長） 

 まちづくり協議会で公民館長さんは、理事とかに大体なってあるんですね。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 実はそういうところもありますし、入っていないところもあります。 

 

（岸川委員長） 

 入っていないところもあるんですね。 
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（中野協働推進課主幹兼公民館支援係長） 

 はい、役員に入っていないところもあります。 

 

（東島教育長） 

 それはどっちかというと進んでいるほう。 

 

（中野協働推進課主幹兼公民館支援係長） 

 そうですね、より自立しているといえます。基本的に、佐賀市地域コミュニティ活性

化検討委員会からの提言で、望ましい姿というのは自立した運営ということでうたって

あるんですけれども、そうは言っても、地域住民の方がそこまでできないということも

ありますので、校区の状況に応じて支援をしていこうということでのかかわり方になっ

ているところです。 

 

（伊東委員） 

 この専門職主事と一般主事というのは、きちんと分けるとどういう業務の違いなんで

すか。 

 

（中野協働推進課主幹兼公民館支援係長） 

 基本的には、公民館の業務、公民館事業の実施ということで変わりはないんですけれ

ども、強いて言えば、行政の職を異動している職員については公民館に予算を配当して

おりますので、財務の処理を、一般職主事、公民館の事業に加えて行っているという形

になります。 

 

（伊東委員） 

 そこの違いだけですか。 

 

（中野協働推進課主幹兼公民館支援係長） 

 ええ、特にそこまでの違いはないんですけれども、ただ、その専門職については、も

うここ１０年ぐらい経験がございまして、一般職の方は来たばかりというところの中

で、知識とか地域の方とのかかわりの中で、積極的なところが、やっぱり１年目のとこ

ろはなかなかできにくい部分がございますので、そういったところを踏まえて、一般職

の方だけでの初任研修みたいな研修を行いながら、知識や意識の向上に努めているとこ

ろでございます。 

 

（東島教育長） 

 専門職主事って、何か資格が要ると。 

 

（中野協働推進課主幹兼公民館支援係長） 

 いや、そういう呼び方で呼んでいるということでありまして、平成１８年、１９年に

地域に採用された方で、公民館主事として専門的に仕事をしている方になります。その

中には、資格と申しますか、九州大学の社会教育主事講習に１カ月間ぐらい行かれて、

勉強を積まれているという方もございます。講習を修了すれば、社会教育主事の有資格

者ということになります。教育委員会が発令をすれば社会教育主事という形になります

が、今のところは公民館の専門主事は、有資格者という形になっております。 

 

（伊東委員） 

 一般職主事、専門職主事という呼び方は必要ですか。住民はあんまり知らないですね。 

 

（中野協働推進課主幹兼公民館支援係長） 
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 そうですね、住民の方は、どちらも「主事さん」と呼んでいただいて構わないです。

逆に区別するということも必要ではないと思います。 

 

（伊東委員） 

 いや、業務上わざわざ分けているために、ちょっとした業務処理に２人の間に壁があ

って、専門職、一般職で連携が取れない、そういう弊害的なものはないんですか。住民

はみんな一般とか専門を知らんで、「あんたこれどがん思う、やってくれんね」とか来

るじゃないですか。そういった呼び方の違いは、実際に業務処理の中で必要ですか、お

互いに助け合うという観点からいけばむしろ弊害の部分があるんじゃないですか。 

 

（中野協働推進課主幹兼公民館支援係長） 

 公民館の中では、例えば、業務の分担については、１つの業務を１人で担当している

場合や１つの業務を２人で正副で担当している場合があります。身分については、一般

職主事は協働推進課付け（教育委員会勤務）で、専門職主事は教育委員会からの任命で゛

ありますが、あまり業務内容は変わりはないですが、ちょっと内部の説明や依頼する際

に区分けしているような状況でありますので、実際運営して住民さんが見て、一般だと

か専門だとかいうふうに区分して、言っていないですね。一般的には、「主事さん」と

いう形で言われています。 

 

（江副副教育長兼社会教育部長） 

 今言われたように、先ほどの福島委員も何が問題なのという話なんですけど、いわゆ

るまちづくり協議会というのを佐賀市のほうが取り組み出して、校区・地区のことは自

分たちでやっていこうというふうな組織づくりを今進めています。３２校区あるんです

けど、そのうちの今２６ぐらい、それぞれ地域でそういった団体をつくってもらって、

それぞれの部門ごとに皆さん方が一生懸命やっていると。 

 その中で、この役割ですね、職員、表向き公民館主事ということで、地域の人たちに

とってはイコールです。ただ、特殊事情があって、ここに公民館の運営と書いています

けど、平成１７年度まで旧佐賀市も全部市の直営で市の職員を配置していました。それ

が１８年度に地域委託ということで、地域のほうで雇用してくださいねということで、

いわゆる専門職主事と今言っていますけど、三十数名の方が地域で採用されました。そ

れを見直して２４年度にまた直営のほうに戻したわけですね。そうすることによって、

そういった当時雇用された人たちを職員として採用することになりましたので、その人

たちがいわゆる専門職主事という形で我々呼んでいます。その中で、体系的にはそれを

専門職主事から、あるいは市の正式な職員ですね、それを配置して、イーブンで置いて

おこうかということで今動かしています。だから、今公民館によっては身分が違う、あ

くまでも身分ですね、給与体系が違います。いわゆる専門職主事と一般職からの市の職

員の配置した部分が今混在しているような状態です。ただ、先ほど言ったように、公民

館業務はお互い公民館業務をイーブンでやっております。だから表向きは皆さん方は公

民館の主事さんですねという話で、そこはもう対等にやっていますけど、身分の違いと

給与体系が違うということと勤務時間が違うのが混在しているので、そこでまちづくり

協議会の動きと、その職員さんたちのかかわり方が今ちょっとまだ混乱しているような

地区があると。ただ、うまくやっているところも当然あります。まち協のつき合い方と

かですね。今現実的にそういうふうな状況で、これがちょっと今課題として、これはま

さに伊東委員さんが言われたのは、６月議会で山口議員が質問されたところはそこなん

ですよ、どう違うのかと。そういうふうなやっぱり疑問があると。そこはきちんと役割

分担しているのかという話です。それは基本的にはまち協とうまくやっている。お互い

がそれぞれの公民館主事が考えながら地域の部分を動かしていますよという話です。そ

ういうのは課題として、佐賀市特有の今課題が公民館職員としてあるというふうなこと

が課題の一つです。 
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（伊東委員） 

 はい、ありがとうございました。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 会議の報告では、非常にもめているように見えますけど、うまくいっているところも

実はございます。 

 それと、先ほどまち協の設立が「２６」と申しましたけど、今現在で設立が「２４」

ですね、準備段階は５です。まだ未実施、準備にも入っていないところが３つというこ

とで、全体で３２校区ございます。先ほど「２６」と言いましたけど、「２４」が設立

済みです。済みません、訂正します。 

 

（伊東委員） 

 はい、わかりました。 

 

（岸川委員長） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、ご質問がなければ、その他ということで、「さが桜マラソン」について、

スポーツ振興課のほうからお願いいたします。 

 

（稲富スポーツ振興課長） 

 スポーツ振興課からお知らせです。「さが桜マラソン２０１７」分の大会要綱とボラ

ンティア募集のお知らせをお手元にお配りしております。２０１７については１０月４

日から募集開始というふうな状況でありますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 これについては特によろしいですね。 

 では、青少年センターについてもお願いいたします。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 青少年センターが平成２８年１０月１日、今週の土曜日にオープンしますというチラ

シをお手元に置かせていただいております。 

 このチラシについては、９月の中ごろ、市内の小・中学校、高校の全ての児童・生徒

にお渡しをしております。 

 それと、バルーンミュージアムのビルの開所式が今週の金曜日、９月３０日１６時か

ら、それと青少年センターの開所式がその次の日ですね、オープンの日、１０月１日土

曜日の８時３０分からということで予定をしております。 

 教育委員の皆様にはご案内を差し上げていると思いますけど、お忙しい中でしょうけ

ど、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 最後に郷土学習資料についてお願いします。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 以前からお知らせしておりました郷土学習資料ですね、旧「さがの七賢人」を改訂い
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たしまして、９９人をお示ししました「さがの人物探検９９」ということで、ようやく

できましたので、各学校に先週配布をいたしまして、早速各学校で活用をしていただい

ております。随分反響がありまして、新聞報道もあったので、今問い合わせがあちこち

から来ております。来週から販売開始ということでさせていただくことにしておりま

す。 

 ちょっと残り冊数が非常に少ないので、今年度分についてはどれくらい販売できるか

わからないんですけれども、早速増刷を考えておりますので、来年度の予算で増刷させ

ていただいて、そしてそれ以外の希望の方とか、それから今年どうしても配布ができな

かったところ等については来年度配布ということでさせていただこうと思います。ぜひ

じっくり見ていただければありがたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

（山口委員） 

 子どもたちに何冊ぐらいあげてありますか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 ４年生と６年生に全児童分置かせていただいておりますので、教室に保管ということ

で、子どもが家に持ち帰れなくて学校で自由に見るということで、毎年その学年に上が

ったら、もちろん授業や一般の本として見ていただくということでさせていただいてお

ります。 

 それから、中学校等については図書館に５冊ずつ配布をさせていただいて、図書館で

読めるようにしております。 

 

（岸川委員長） 

 それでは、先ほど日程確認のとき説明させていただきましたとおり、この後の議案が

佐賀市教育委員会会議規則で規定する非公開の案件となる職員の任免に関するものに

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が、よろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、以降は非公開といたします。 

 関係部署以外はご退室をお願いいたします。 

 

〔非公開〕 

 

 午後３時５２分終了 

 

 


