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日程１ 開会の宣告 

 

（岸川委員長） 

 それでは、定刻も過ぎておりますので、これより佐賀市教育委員会１０月定例会を開

きたいと思います。 

 皆さん総合教育会議から引き続きお疲れさまでございます。私は、２学期に入りまし

て学校訪問に１０校程度行かせていただきました。学校訪問で気づくことは、子どもた

ちが落ち着いて授業を受けているということです。これは、いわゆるバリアフリー教育

の浸透といいますか、教室内の前面掲示の撤廃と、それから生活指導員の配置とか、そ

ういったことが功を奏してきていることと、学校現場の皆さんのご努力のたまものでは

ないかというふうに思っております。私自身、ますます佐賀市教育委員としての誇りを

持ったところでございます。 

 それでは、委員会に入ってまいりたいと思います。 

 本日は、６人中５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が、第１６号、第１７号

議案につきましては、人事に関する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。よろしいでしょうか。 

    〔「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、説明をお願いいたします。 

 

（大坪教育総務課副課長兼総務係長） 

 ９月２７日の定例教育委員会の会議録につきましては、１０月２０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） 

 それでは、会議録のほうは事前にお配りしていると思いますけれども、修正点等ござ

いましたらお願いいたします。特にございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」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） 

 資料を用意させていただいておりますので、これに沿って報告いたします。 

 まず１点目が、佐賀大学教育学部との協定書の調印式、これを９月２９日木曜日の佐

大の教育学部長室において行われました。ご案内のとおり、「佐賀大学文化教育学部」

が「佐賀大学教育学部」というふうに改名になって改組されたということで、非常に充

実した教育養成機関になったというふうに言えると思います。 

 そういう中で、どちらにいたしましても、学生さんたちが教員になるためには、やは
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り教育実習という、その機会を得なければなりません。そういう意味からの協定でござ

いました。正式には「教育実習及び教育実践フィールド演習に関する協定書」というこ

とで調印を行ったんですけれども、やはりこれから先の教育者の卵というのは大学だけ

が担うんじゃないと。やはり現場も、教育教育行政も一体となって担っていかなければ、

これだけの多種多様な教育課題には対応できないというふうなことになっております

ので、ぜひ私どももこれからの佐賀県の教育を見据えたときには、ぜひ協働をして将来

の有望な先生方をつくっていくということにお手伝いをしなければならないと。あるい

は主体的にそれに臨まなければならないという思いから調印式をしたわけでございま

す。 

 ２点目が、佐賀バルーンミュージアムの開館式典がございました。９月３０日に行わ

れましたけれども、その話の中で、世界で３番目というふうに聞きましたし、アジアで

初というふうなことも聞きました。もうひょっとしたら見ていただいたのかもしれませ

んけれども、あそこでは常時バルーンについて学習ができる。あるいは体感ができると、

そういう施設になっております。佐賀市の子どもたちにはぜひとも佐賀市の特徴、ある

いは佐賀市の誇りとして、この「熱気球の街」というふうなことから、ぜひ学びの中に

このバルーンミュージアムも加えたいというふうに思っております。入場料が要ります

けれども、学校教育に関しては減免で、端的に言えば無料で入れるということでござい

ますので、積極的に活用させてもらいたいというふうに思っております。 

 ３点目は、その翌日が青少年センターの開所式がございました。これには教育委員の

皆さん方もご出席をいただいておりましたので、余り詳しく述べる必要はないと思いま

すけれども、ここに書いておりますように、新たに青少年センターがバルーンミュージ

アムの３階に開所をしたと。実に明るい、そして実に心が和むような雰囲気ができ上が

っております。そして、これは改築と同時に青少年教育のあり方検討委員会のほうから

答申を受けて、それに基づいて新たな出発というふうなことで、ここで今業務をしてい

ただいております。その大きな特徴がここに３点書いてございますが、一番の特徴とい

うのは、警察やＮＰＯと一体となった活動ができるということですね。警察でやってい

た少年サポートセンター、ＮＰＯのところでやっていた子ども・若者支援室、こういう

のが青少年センターの中に一応設けたと、一体となった連携・協働ができると、これが

大きな特徴ではないかなというふうに思いますし、少年センターは行きやすい雰囲気が

今でき上がっておりますので、警察に行かなくても少年センターに行けば警察との連携

ができるということで、期待もしているところでございます。 

 ４点目、第６９回の県民体育大会の結団式、これは佐賀市の結団式でしたが、ここに

書いているとおりでございます。今年度からグラウンド・ゴルフが得点種目に加わりま

した。そういう意味から、皆さん方の近況報告があったときにグラウンド・ゴルフの選

手の皆さんはほかの種目以上に張り切ったように弾んだ声で決意を述べていらっしゃ

いました。ちなみに、１５、１６日の両日に県体がありましたけれども、知事杯を手に

することができたと、連続１９回、５６回目ということだったと思います。 

 ５点目、第１０回の大隈重信スピーチコンテスト、これが８日に大財別館で行われま

した。毎年毎年ここに参加してくる中学生、本当にいろんな自分の感性に基づいて、い

ろんな着眼を持ってスピーチをしてくれます。今まででひときわ違った観点が、大隈重

信の趣味的なものに着眼をした子どもがおりまして、これは私は非常に感心しました。

大隈重信の生き方、みんな同じような見方をするんですが、趣味に着眼してスピーチを

していました。これは非常におもしろかったですね。最優秀賞の「失敗をプラスと考え

る心」という、この今村さんのスピーチは極めて上手でしたね。もう体全体で表情豊か

にスピーチをしておりました。 

 ６点目、第４２回全日本教育工学研究協議会全国大会佐賀大会がありました。これを

私が書いたのは、佐賀市はフューチャースクールから絆プロジェクトまで、パソコン、

いわゆるＩＣＴを使った教育は、言うならば佐賀県内でも先駆けてやっておりました。

その中から西与賀、若楠、そして城西中学校、ここが授業を公開してくれたんです。こ
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の公開をして、実際に全国からお集まりの先生方、あるいはいろんな関係者が見られた

んですが、私の耳に飛び込んできたのは全て高評価でした。西与賀を見られて実にすば

らしいと、ＩＣＴの特徴をよく捉えて、今までの教育効果にＩＣＴの特徴を生かしたさ

らなる効果を狙った授業であると。つまりアナログとＩＣＴのデジタルの、これをきち

んとそのよさを踏まえながら授業をしてくれていたということを言われました。 

 それから、私は若楠は行けませんでしたが、西与賀、城西に行きましたが、若楠のほ

うに行かれた逗子市の教育長が、夜のレセプションのときに私のところに来られまし

て、「若楠すごいですね」って言われたんですよ。私授業を見ていなかったんですが、

すごいですねと彼が言うなら本当にすごいだろうと思います。といいますのは、彼はこ

の大会のパネラー、パネリストだったんですよ。つまり教育工学に対して極めて堪能で、

そういうふうな類いの神奈川県ではトップにあった人間でしたから、その人間が褒めた

ということはお世辞抜きに、佐賀のＩＣＴ利活用教育はこれは間違っていないんだと、

こういうふうに思ったところでした。 

 ７点目、佐賀市総合防災訓練は嘉瀬小学校で一昨日行われました。小雨降る中での防

災訓練でしたけれども、やはり私たちは「備えあれば憂いなし」、市長がよく言います

減災、災害を避けることはできない。ならば災害の被害をできるだけ小さくする。その

ためには一人一人の心構えも必要でしょうし、地域の協働体制も必要であるということ

で、いい勉強になりました。ついでにその日の午後はガス展とコスモス祭に行ってまい

りました。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 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） 

 ６番目のＩＣＴ教育の研究ということの佐賀大会だったんですけれど、これは佐賀の

実践ではすばらしかったという評価だったわけですね。前に武雄市に視察に行ったこと

があるんですが、正直、武雄のを見たときにあんまり教育的な効果がないんじゃないか

なと。今さらお邪魔させていただいておいて言うのはちょっと申しわけないですけど、

何と言うんですかね、あのときは反転授業で最後に振り返りをするということだったん

ですけど、何か消費者アンケートみたいな、アンケートに答えるような感じでチェック

をしていて、理解がどこまで深まったかというのをきちんとチェックしているようなお

さらいじゃなかったんですよね、ＩＣＴのタブレットを使ったのは。ああいうのは佐賀

ではやっていないということなんですね。 

 

（東島教育長） 

 佐賀でやっておりません。私も二度参観したんですが、その後どれだけ進化している

かは私も知りませんので、ただ、少なくとも子どもたちが本当にわかるためにどう使う

かという視点で物事を見ておかないといけませんので、あそこはまだまだ発展途上にあ

ったんだろうと思いますが、現在はどうかというのを見てみないと何とも言えないんで

すが、やはり子どもたちの思考のサイクルの中でＩＣＴをどう使っていくのか。そして

それが次の時間につながるようにどう使うのか。その次の時間につながるためにあそこ

は家庭に持ち帰ってやっていたわけですが、今後、これまでにまた進歩している部分が

あるかもしれませんが、佐賀の場合にはＩＣＴをそこで使うということはまだやってい

ません。 

 

（福島委員） 

 わかりました。 
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（伊東委員） 

 １ついいですか。 

 

（岸川委員長） 

 はい、伊東委員。 

 

（伊東委員） 

 さっきの６項目の中の、今あちこちでアクティブ・ラーニングというのがキーワード

として出てくるんですけど、ＩＣＴをうまく使いながらアクティブ・ラーニングを活用

しているという実例というのは何かあるんですか、佐賀市、佐賀県。 

 

（東島教育長） 

 西与賀小学校はもうやっていますし、若楠もやっています。今度いつか視察をしてみ

てもいいですね。 

 

（伊東委員） 

 何かひとり歩きしているような感じがするんです。具体的なイメージがぴんとこない

んです。自主行動、子どもたちが自主的に動くというのは印象としてわかるんですけど、

それを具体的にＩＣＴを活用しながらどうやっているのかというのがぴんと来ないん

ですけど。何か事例があればぜひ。 

 

（東島教育長） 

 はい、それは事例は西与賀でもありますし、若楠でもありますので、もう見るが一番

です。子どもたちの考えたことをひとつ持ち寄ってやるという、要するに自分たちの思

考が深まる。あるいは自分の思考がもっとほかの思考に移っていくという、そういうふ

うな授業の深まりの中でそれが活用されない限りは本物ではないですから、これは一度

見学、参観をしていただいて、その活用でいいのかというのは見ていただいたほうがい

いのかなと思います。 

 

（伊東委員） 

 我々の素人的な考えですると、アクティブ・ラーニングをすることによって授業時間

が長くなるんじゃないかなという気がするんですけど、その辺が実態はどうなんでしょ

うか。 

 

（東島教育長） 

 アクティブ・ラーニングと言いますが、今までも特に小学校はもうアクティブ・ラー

ニングと言わないまでも、もうやっていたんですよ。協働学習というのはこれは絶対必

要なものですし、自分の思考を深めるためには１人ではできないんです。必ず友達と集

団になって思考を深めていく必要があるんです。だからやっていたんですね、問題は高

校以上がやっていなかったということで、あそこにメスが入ってアクティブが出てきて

小学校までできたんです。これは実際的に授業の４５分の時間計画の中でやっぱりきち

んと位置づけてやっていると。 

 

（伊東委員） 

 いや、昔は本当ここが中心じゃなかったかなと思うんですけど、今あえて横文字を何

も使わなくてもいいような感じがしているものですから。はい、わかりました。 

 

（岸川委員長） 

 はい、山口委員。 
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（山口委員） 

 青少年センターの件なんですけれども、開館して間もなく１カ月がたとうとしている

んですが、利用者数というのがもしわかれば教えていただきたいなと思ったんですけれ

ども。あれは必ず使うときに記名をさせていらっしゃるんですかね。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 使うときにまず登録者、個人登録カードというのをつくっていただいて、使うときに

は記名をして、何時に入って何時に出たというところを書くような形になっています。

日曜日とか、土日はやっぱり３００人を超えるような入場者があっておりますので、平

日でもちょうど高校が先日中間テストがあっていたこともございまして、その勉強であ

ったり、そういう部分で１００、２００の数は来ていたかと思いますけど。詳細はまた

ご報告いたしますので。 

 

（山口委員） 

 はい、ありがとうございます。 

 

（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〕 

 ないようでしたら、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１４号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例』について、社会教育課から

ご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） 

 それでは、条例議案のご説明をいたします。１ページをお願いいたします。佐賀市公

民館条例の一部を改正する条例についてでございます。 

 まず、提案理由でございますけど、久保泉公民館につきましては、現在地の東側の土

地で改築を今しているところでございます。この改築に伴いまして、公民館のまず位置

が変わること。それと部屋の数や名称、面積が変わることから使用料等の所要の改正を

行うものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。まず、改正の内容でございますけど、見出しの４の佐

賀市公民館条例の一部を改正する条例のところを見ていただきますと、条例第２条第１

項に定める公民館の位置を「久保泉町大字川久保１３５３番地１」から「久保泉町大字

川久保１３６３番地１」に変更するものでございます。 

 次に、第７条の関係の別表を下につけております。これは使用料を定めた表でござい

ます。これにつきましては、市内に住所を有する者、佐賀市民ですね。それと市内に通

勤し又は通学する者、これらの者を中心とした団体及び市内を活動拠点とする団体を除

くという形になっていますけど、市民以外の市外の方が使用する場合に使用料を徴収す

ることになっておりまして、大会議室、中会議室、和室、調理実習室それぞれに使用料

を設定するものでございます。 

 なお、この条例の施行期日でございますけど、現在改築の工事が３月中旬までの予定

となっておりまして、その後、引っ越し等の時期もございますので、そこらあたりが確

定し次第、別途教育委員会の規則で施行期日を定めたいと考えております。 
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 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はありませんか。はい、伊東委員。 

 

（伊東委員） 

 ２ページ目の先ほど使用料の問題をおっしゃいましたが、図書室はないんですか。 

 

（水田社会教育課社会教育係長） 

 図書室でございますけれども、図書室の設置はございません。今現在、新築の公民館

につきましては、図書・フリースペースと称しまして、住民の方々、皆さんが自由に集

うことができるスペースとして設けております。 

 以上でございます。 

 

（伊東委員） 

 そこには、今ある本の数とかは従来どおり移管するんですか。 

 

（水田社会教育課社会教育係長） 

 基本的にでございますけれども、今まで久保泉公民館にあった図書自体が大分古いも

のとなっておりますので、図書・フリースペースとすることで公民館に必要な例えば、

郷土資料ですとか、そういった最低限のものを残し、あとはフリースペースとしての活

用というのを目指しております。 

 

（伊東委員） 

 今ある図書室はもうなくなるということですね。 

 

（水田社会教育課社会教育係長） 

 そうですね、図書室という形では設けておりません。 

 

（伊東委員） 

 結構子どもたちが利用しているような気がするんですけど。 

 

（園田図書館長） 

 私ども図書館のほうで今設置しておりますのが、どん３にあります本館、それと分館

ということで、旧町のほうに設置しております６館が今ございます。今社会教育課と一

緒に久保田のほうの分館をということでやっているところですが、そのほかに分室とい

うのを各箇所に設けております。久保泉につきましては金立分室を設けておる関係で、

その範囲内ということで分室扱いのちょっと大きな、一応７０平米ぐらいを金立にはつ

くっておるんですけれども、そこで一緒の面積の中でということで考えておりまして、

そのさっき言われました図書室というのは、本は置いてありますけれども、そういった

形の分室の体としてはしていないという形でございます。 

 

（伊東委員） 

 はい、わかりました。 

 

（岸川委員長） 

 そしたら、異議がないようですので、第１４号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正

する条例』については、原案のとおり承認いたします。 

 続きまして、第１５号議案『佐賀市公民館職員給与等に関する条例の一部を改正する
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条例』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） 

 資料の３ページをお願いいたします。佐賀市公民館職員の給与等に関する条例の一部

を改正する条例についてでございます。 

 資料の４ページ、次のページをごらんいただきたいと思います。まずは１の改正理由

でございます。民間給与等の格差とか状況を勘案した人事院勧告、これがことしの８月

８日に出ております。その後に、佐賀県の人事委員会の勧告、これが１０月１１日に出

ておりまして、これを受けまして、１１月議会において佐賀市の一般職員の給与改定の

条例議案が、これは市長部局のほうでございますけど、上程される予定となっていると

ころでございます。この給与改定に準じまして、佐賀市行政職給料表の２級及び３級相

当を基礎として設定しております公民館職員の給料につきまして、一般職の職員と同様

に公民館職員、これは主事でございますけど、給与の改定を行うものでございます。 

 次に、見出しの２番目の改正内容についてでございますけど、これは公民館職員の給

料表を改正するもので、資料の５ページをお願いいたします。 

 次のページでございます。５ページに新旧対照表を載せておりますが、別表第１の表

のとおり、給料月額を１００円、または２００円を減額するものでございます。 

 なお、今回の勧告は、ことしの４月まで遡及して適用することになっておりまして、

今年度４月から１１月までの８カ月間分の給料及び６月の期末手当、これは１カ月分で

ございますけど、これに調整率をマイナスの０．０６５％を乗じた額を１２月の期末手

当から減額調整することにしております。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 ただいまの説明につきまして、ご質問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〕 

 異議がないようですので、第１５号議案『佐賀市公民館職員給与等に関する条例の一

部を改正する条例』については、原案のとおり承認します。 

 

日程５ 報告事項 

 

（岸川委員長） 

 続きまして、先ほど申し上げましたとおり、日程５の報告事項のほうを先に行いたい

と思います。 

 報告事項「平成２８年（２０１７年）佐賀市成人式について」、社会教育課からご説

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） 

 それでは、８ページをお願いいたします。報告事項でございます。平成２８年度（２

０１７年）佐賀市成人式についてのお願いでございます。 

 まずは(1)の開催趣旨でございますけど、成人という人生の節目を迎えた若者を市民

全体で祝福をして、新成人自身が成人としての自覚を持つ機会とするため、平成２９年、

来年の１月８日の日曜日、成人式の前日でございますけど、佐賀市の成人式を開催いた

します。 

 次に、(2)の該当者でございます。平成８年４月２日から平成９年４月１日までに生

まれた方で、９月末日現在の住民基本台帳をもとに１１月１８日に案内状を送付する予

定で進めております。 

 次に、(3)の開催日時及び会場でございますけど、表を見ていただきますと、式典に

つきましては、旧市町村ごとの８会場で午後２時からの開催を予定しておりまして、教
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育委員の皆様におかれましては、正月明けのお忙しい時期とは思いますが、今年度も成

人式当日の市長式辞の代読をお願いしたいと考えているところでございます。 

 なお、ご担当していただく会場等の詳細につきましては、後もってお知らせをいたし

ます。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） 

 今のご説明につきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問がないようですので、これで報告事項については終わります。 

 その他ですが、何かございますでしょうか。 

 それでは、「芸術祭」と「東名遺跡シンポジウム」について、文化振興課から説明を

お願いします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 きょう文化振興課のほうから２種類イベントのご案内でチラシ等を差し上げており

ます。１点目が佐賀市民芸術祭、第４回となりますが、１１月１１日からの３日間文化

会館のほうで行います。今年は新たな取り組みとして、宝塚の衣装とかパネル展ですと

か、屋外ステージ、あるいは子どものひろば、絵と音と映像のコラボレーションなどい

ろんな催しを用意しております。１１月１１日金曜日の１８時３０分からオープニング

セレモニーとジャズステージを行いますので、よろしければのぞいていただければと思

います。 

 それと、教育委員の皆様には封筒の中に入場整理券が必要なものを３種類あります

が、２枚ずつ入れさせていただいておりますので、期間中よろしければおいでいただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

 ２つ目がシンポジウムのお知らせでございますが、東名遺跡につきましては、１０月

３日に正式に告示がありまして、国の史跡に指定をされました。ということで、今回 

１１月１９日に国史跡指定記念シンポジウムということで、県立美術館ホールのほうで

行います。時間的にはチラシの裏面を見ていただきたいんですが、長丁場で１０時半か

ら５時近くまでありますので、基調報告が何本もありますので、どれか１つでも興味が

おありのようなものがあれば聞きに来ていただければと思います。それとあわせて表の

ほうの左下に書いているんですが、企画展のほうも１１月１６日から２７日、県立博物

館の３号展示室のほうで行いますので、こちらのほうもご覧になっていただきたいと思

います。 

 ご案内は以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 ご質問ございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ぜひよろしければ、ご参加をいただければと思います。 

 ほかにございませんでしたら、先程日程確認のとき説明させていただきましたとお

り、この後の議案が改正前地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第６項で

規定する非公開の案件となる人事に関する案件になりますので、これから以降は非公開

としたいと思います。ご異議ございませんでしょうか。 

    〔「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。 

 申しわけございませんが、関係部署以外は退室をお願いいたします。 

 

（今井こども教育部副部長兼教育総務課長） 
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 委員長、先程の報告が届いたみたいなので、事前に説明をいたします。 

 

（岸川委員長） 

 はい、お願いします。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 先程ご説明いたしましたけれども、青少年センターの来館者数の詳細というか、平日

が一番少ないときで９７人、一番多いときで３０５人ですね。休日ですけど、少ない日

はちょっと調べていませんけど、一番多い日で３３２人ということで、これは１０月１

０日だそうです。現在２４日、昨日までの集計をしておりますけど、１０月が５，３３

６人、ちなみに去年が３，０００人ということですので、２倍弱ぐらいにふえていると

いうような状況でございます。 

 以上でございます。 

 

（山口委員） 

 どうもありがとうございました。 

 

〔非公開〕     午後３時２３分終了 

 

 

 


