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日程１ 開会の宣告 

 

（伊東委員長職務代理者） 

 皆さんこんにちは。大分、寒くなりましたので、風邪等を注意してご留意いただいて、

自分の体を保護してほしいと思います。 

 それでは、委員長がちょっと遅れるそうですので、私がかわりに議事を進行させてい

ただきます。 

 それでは、これより佐賀市教育委員会１月定例会を開きます。よろしくお願いします。 

 本日は、６人中５人の委員が出席をしておりますので、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、配付いたしておりますとおりと考えておりますが、第２

８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。異議はないでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 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 

 

（伊東委員長職務代理者） 

 日程２の会議録について、説明をお願いします。 

 

（大坪教育総務課副課長兼総務係長） 

 １２月２７日に開催いたしました定例教育委員会の会議録につきましては、１月１９

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。 

 

（伊東委員長職務代理者） 

 今説明がありました会議録について異議のあるの方。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 無いようですので、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 

 

（伊東委員長職務代理者） 

 次に、日程３、教育長報告をお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 今回は、後でも皆さん方の感想等も出てきますけれども、平成２８年度（２０１７年）

佐賀市成人式が行われました。私は富士会場に行きましたが、３２名の対象者でござい

まして、３２名中何人来ていたかを確認するために、資料を見ておりましたが、私のと

ころは２８名が参加をしていたというふうになっているようでございます。一番感心し

たのは、それぞれの成人者が自分の抱負なり、これまでの歩みの中で感想等を言う中で、

私感激したのは、１つは保護者に対する、親に対する感謝の言葉があったということで

すね。これは一人一人子どもたちが感謝を親に対して述べておりました。恐らくこれは

子どもたちの本当に自分のこれまでの思いの発露であったろうというふうに思うんで

すが、これはこれから先の成人者の成長に非常に頼もしさを感じたところです。 

 もう１つは、自分の将来に対して、あるいは将来の希望に対して非常に明確に答えて

くれておりました。もちろん社会人となっている者もおりましたし、学生もおりました。

そういう中で、自分の将来をきちっと見据えて抱負を語ってくれた。これは、ここ数年
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参加をさせていただいて、今回特にそれを強く感じました。ということは、着実に２０

歳の成人を迎えて、子どもたちが成長をしていって、社会を担うにふさわしい人間にな

ろうと努力している姿が伺えて、非常に感心をしたところでございました。 

 それから、２点目の主権者教育のデモ授業をしていただきました成章中学校、これは

後で詳しく担当部署のほうから連絡がございますけれども、これまた３名の市会議員を

お迎えして、やはり私一番感じたのは、政治というのが自分たちの生活に直結している

んだ。そのためには身近な議員が本当に身近に感じるような出会いができた。これが一

番私は成果だと思っています。子どもたちの感想の中にもありました。議員というのは

固くて遠い存在と思っていたけれども、自分の生活と密接に関係していると、身近に感

じたという、ここがまず私は政治を身近に感じるスタートかなというふうな思いがして

おりまして、今回の授業の成果なり課題等を踏まえながら、今後も主権者教育に向けた

義務制の学校でのあり方というのは検討をしながら広めていく必要があろうというふ

うに思ったところです。 

 ３点目が、教職員の人事異動、もういよいよ始まりました。事務所長ヒアリングが先

週で終わりまして、今週からは教育委員会のヒアリングを行っております。これから人

事異動の具体的な話し合いに入りますが、これからは火、金、毎週２回事務所のほうで

人事異動の具体的な作業を進めていくことになります。 

 そういうことで、教育委員の皆さん方には、当然ながら人事異動内示をするための付

議をいただかなければいけませんので、これのためには大体３月の上旬、昨年は３月７

日にしておりますので、そこら辺で臨時の教育委員会を設定してもらうことになります

が、このことについては正式に期間が決まれば、すぐ委員の皆さん方にご相談を申し上

げて設定をしたいというふうに考えておるところです。 

 それから、４点目が先ほどありましたが、第６５回佐賀市校区対抗駅伝大会がござい

ました。寒風の中、非常におもしろいレース展開で、最後の最後まで優勝がわからずと、

最終区で優勝が決まったような、そういうおもしろいレース運びになりました。寒かっ

たんですが、レースそのものは非常に白熱した熱い戦いになりましたので、昨年は中止

になりましたが、ことしは無事に終了したところです。 

 当日は都道府県対抗駅伝もあっておりまして、佐賀は１１位ということで大変すばら

しい成果をおさめたようでございました。そういうことで、１月も２９年が始まって、

滑り出しとしては教育委員会として先が明るいような、そんな感じを受けたところでご

ざいます。 

 以上、報告といたします。 

 

（伊東委員長職務代理者） 

 ありがとうございました。成人式の件、それから成章中の主権者教育、あるいは教職

員の人事異動、それから駅伝という４項目について報告があったと思いますが、これに

ついて質問、意見等ございましたらお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、質疑が無いようですので、教育長の報告はこれで終了します。 

 

日程４ 提出議案 

 

（伊東委員長職務代理者） 

 引き続き、日程４の提出議案であります。 

 第２７号議案『財産の無償譲渡』について、こども家庭課から説明をお願いします。 

 

（久我こども家庭課長） 

 こども家庭課のほうからは、第２７号議案『財産の無償譲渡』についてご説明いたし

ます。 
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 資料の１ページをお願いいたします。これは佐賀市立母子生活支援施設「高木園」の

財産の無償譲渡ということでございますが、この件につきましては、１１月の議会にお

いて佐賀市立の施設としての廃止条例の可決を受け、２９年４月１日をもって法人の持

ち物になるという議案でございます。 

 その経緯につきまして、新しく就任された委員さんもおられますので簡単に説明させ

ていただきます。 

 まず、この佐賀市立母子生活支援施設でございますが、築３７年を経過いたしまして、

施設の老朽化及び耐震基準を満たしていないということから、早急に建て替えが必要な

状況になっておりまして、現在の敷地内で改築を行うというところで検討を進めてまい

りました。その中で、公設民営か民設民営なのかという方針を決定する中で、民設民営

のほうが民間施設給与等改善費の加算があったりということで、ベテラン職員を育てや

すい環境であったり、専門的な職員を法人の中で異動させて、必要なときに配置するこ

とができるということなどから、入所者への支援がより充実することが考えられました

ので、民設民営にするという方針を立てたところでございます。 

 そこで、施設につきましては、建て替えは法人が建て替えたほうが補助金等のメニュ

ーがより有利に使えるということがございましたので、建て替えの前に法人にお譲りを

して、法人の力で建てていただくというところで方針を決定したところでございます。

その法人につきましては、昨年の３月に選定委員会を開催いたしまして、佐賀市大和町

にあります聖母の騎士会に内定をいたしたところでございます。その内定を受けまして

から聖母の騎士会と現在の運営者であります佐賀市社会福祉協議会とは引き継ぎを毎

月１回定期的に行っておりまして、今年４月の引き継ぎに向けて準備を進めているとこ

ろでございます。 

 施設の譲渡後の佐賀市の関与につきましては、聖母の騎士会と佐賀市とが協定を結び

まして、運営に関しましては佐賀市の指導助言を受けることを中に盛り込むという予定

でございます。ほかにも、法人が受ける第三者評価の結果や県による指導監査の結果等

も踏まえまして、適切に佐賀市のほうが指導を行っていくという方針でございます。 

 今後のスケジュールにつきましては、先ほど申しましたように１１月議会において廃

止の条例が可決を受けまして、普通財産になりますので、普通財産として今回財産の無

償譲渡の議案を上げるということになっております。この議案につきましては、議案の

担当は総務部の財産活用課が議案の提案者になりますけれども、こども家庭課も今まで

の経過と今後も指導等でかかわっていくこともございますので、今回この教育委員会の

ほうにお諮りをしたところでございます。 

 では、資料１のほうですけれども、まず、この財産の建物の所在地でございますが、

佐賀市高木瀬西三丁目１５０６番地１２のほうにございます。建物につきましては２棟

ございまして、寄宿舎と倉庫の建物がございます。譲渡の相手方は先ほど申しました佐

賀市大和町の社会福祉法人聖母の騎士会でございます。この議案を２月議会のほうに提

案をさせていただくということになっております。 

 以上でございます。 

 

（伊東委員長職務代理者） 

 こども家庭課から第２７号議案『財産の無償譲渡』についての提案がありました。 

 これについてご質問、ご意見ございませんか。 

 

（片岡委員） 

 高木園というのは母子寮のようなものなんですよね。ＤＶ事案などで保護された後に

こういう母子寮に市の支援で入ったりする事件を扱ったことがあるんですけれども、今

後、同様なＤＶ事案などで市が支援をするときに、民間になっても同じように利用がで

きるように協定を結ばれるということなんでしょうか。 
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（久我こども家庭課長） 

 そうですね、施設の目的としましては、そういったＤＶ被害者の避難ということもご

ざいますので、もちろん佐賀市でそういう相談があった場合には、佐賀市ではなくて県

外のほうに措置をさせていただくということになりますけれども、県外からのそういっ

たＤＶ事案とかでご相談があった場合には、佐賀市を仲介といたしまして、その施設の

ほうに、法人さんのほうに依頼というか、こういった事案がありますよということでし

ご相談をさせていただくということもございますし、すぐほかの自治体のほうから法人

さんのほうに依頼があるということも考えられます。 

 

（片岡委員） 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

（伊東委員長職務代理者） 

 ほかは。はい、どうぞ。 

 

（田口委員） 

 譲渡の理由につきましては納得というか、わかったんですが、少し理解ができていな

いところがあるので、２つほど教えてください。 

 土地の取扱いについてはどうなるのかというのが１点と、譲渡の手続きに関しては何

か費用は発生しないのかというところの２点教えてください。 

 

（久我こども家庭課長） 

 まず土地についてでございますが、土地につきましては、当面無償で貸し付けをする

ということにしております。譲渡につきましては、費用等は発生しないというところで

確認をしております。 

 

（田口委員） 

 はい、ありがとうございました。 

 

（伊東委員長職務代理者） 

 ほかに何か、ご質問、ご意見等ございましたら。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 無いようですので、原案どおり承認をしたいと思います。 

 

日程５ 報告事項 

 

（伊東委員長職務代理者） 

 続きまして、日程５、報告事項に移ります。 

 報告事項「適応指導教室「くすの実」について」、学校教育課からご説明をお願いし

ます。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 資料の２ページ、３ページをご覧いただけますでしょうか。佐賀市の適応指導教室、

不登校の児童・生徒が通っている教室なんですけれども、旧青少年センターですね、勧

興小学校の隣にあります施設の中に現在も残っております。青少年センターがバルーン

ミュージアムのほうに移る際に、このくすの実をどうしようかということで以前もお話

を差し上げていたと思うんですけれども、子どもたちの状況を考えたときに、バルーン

ミュージアムのほうに移すよりも、別の施設があったときに子どもたちが通いやすい、

それから交通の便がある。それから施設として確保できる部屋等があるところに移した
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ほうがいいということで検討を重ねてまいりました。 

 ４番のところに移転先候補地というところで書いておりますが、新設ではなくて、で

きるだけ市の施設を活用して行うということで、いろんな場所のほうを考えさせていた

だきました。この中で、現在ほほえみ館の隣にあります休日夜間こども診療所、ここが

外部から入れるスペースがある。それから交通の便も非常によい。そして周辺に小・中

学校がない。それから近隣の施設を活用しながらいろんな活動ができる。そういう面も

あって、１番の候補地として上がりました。次に、その隣にありますほほえみ館も２番

目の候補として上がりました。ここで検討をさせていただいておりました。休日夜間こ

ども診療所のほうが平成３０年４月に移転することが決まりまして、あそこが空くこと

になりました。そこで、そこを活用すると子どもたちが非常に通いやすい新しい適応指

導教室「くすの実」が配置できるのではないかということもあります。それから、現在

の旧青少年センターは耐震補強等の問題もありまして、継続してずっと使うことができ

ないということもありまして、こちらのほうで使わせていただきたいということで、市

長のほうにも相談をさせていただいておりました。そして、市長のほうからもここを使

って構わないという了承を得ることができましたので、このくすの実を移転させる方向

で今起案をさせていただいて、了承を得ているところでございます。 

 今後のスケジュールにつきましては、３ページのほうにありますけれども、現在、昨

年の１０月から旧青少年センターを単独運営しております。これを平成３０年の７月ぐ

らいまで継続して使わせていただきたいと思っております。そして、休日夜間こども診

療所が２９年の３月いっぱいまで使われて、その後移転されますので、それを４月から

７月までの間に休日夜間こども診療所のほうを改修いたしまして、使える形にして、８

月から、大体夏休みぐらいからこちらに移転して、子どもたちがここで活用できるよう

な方向に持っていきたいというふうに考えております。これにかかわる予算につきまし

ては、来年度予算のほうに計上をさせていただきたいと思っておりますので、きょうご

承認いただきましたら、その後、３月議会の文教福祉研究会のほうで説明をし、来年度

予算に計上し、そして実際に進めていくという形でさせて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） 

 遅くなって申しわけございませんでした。引き続き進行をとらせていただきます。 

 今の説明につきまして、ご質問等がございましたらお願いいたします。はい、山口委

員。 

 

（山口委員） 

 少し詳しく教えていただきたいことがあるんですが、登録者数が１８名で、通級者が

１５名ということなんですが、この通級者の通う頻度とかを教えていただきたいと思っ

たんですが。毎日子どもたちが通っているのか、それともたまにしか来ていないのかと

いう部分でお話をお願いします。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 子どもの状況によってかなり違いまして、ほぼ毎日来ている子は大体五、六人ぐらい

です。時々来ている子、それからたまにしか来ない子、それから、ある程度学校にも行

けるようになった子は、学校の主な行事があるときには学校に行って、それがないとき

にはくすの実に来る子、それから、途中までは入級してずっと来ていたんですけれども、

もう学校復帰ができるようになって、それ以降来なくなった子というふうに、一人一人

状況が違っております。毎月、どの日に来たという、そしてどういう内容、状況だった

という報告書をいただいております。そういう状況でございます。 
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（山口委員） 

 付け加えてなんですが、そのくすの実に行かれているお子さんが、学校にちょっと行

ってみようかなと思った場合は、本人の意向について学校への連絡調整等の支援という

のはやっていらっしゃるわけなんでしょうか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、くすの実のほうには常時３人の担当者がおりますので、子どもたちと毎日話を

しております。そして、そこの状況を学校の教育相談担当、または担任に連絡をし、本

人がこういう意向がありますということで担任のほうに連絡して、そして今度担任のほ

うからご家庭に連絡をして、本人さんがこういうふうに思っていらっしゃるので、学校

はこういう体制をとっておりますので、よろしかったらご連絡をくださいということで

連携を図るようにしております。 

 

（山口委員） 

 ありがとうございます。 

 

（岸川委員長） 

 ほかに。はい、伊東委員。 

 

（伊東委員） 

 以前、この会議の中でも問題になったかと思いますが、将来のフリースクールとの連

携、今恐らく自治体との連携はないと思いますけれども、将来的に社会的自立という立

場から考えると、こういう自治体といわば教育委員会と、それからフリースクールとの

連携というのは今後考えるべきじゃないかなと思うんですが、その辺についての将来像

も含めたところの現況を教えてください。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 フリースクールについては、民間がしているところ、それから総合庁舎の中にあるん

ですが、県が予算を出して民間に委託しているところ、それと全く民間のＮＰＯ法人と

かがされているところとか、いろんな形のものがありますけれども、例えば、フリース

クールでも発達障害関係による子どもたちが二次障害的に不登校になったようなとこ

ろはフリースクールで子どもたちが通っているわけなんですけれども、そことの連携は

学校を通じてしていただいております。ですから、学校とフリースクールが連携をしな

がらする中で、子どもたちがある程度学校に来れるようになればすることになると思い

ますが、くすの実はくすの実とまた学校とやっているんですね。ですから、フリースク

ールとくすの実の連携というのは、実際は今のところは直接的には行われておりませ

ん。 

 ただ、これはある程度中学校とか高校、または中退とかなって、学校に通っていない

子どもたちについてはスチューデント・サポートフェイスというところがありますの

で、そこが間に入ってしている場合もあります。ですから、直接的な連携は行っていま

せんが、スチューデント・サポートフェイスとか、そういうところがうまく間に入って

いただいて、いろんな情報を集めながら、子どもたちがどこに行ったほうが一番その子

たちのためになるかということを今進めさせていただいているところではございます。

ですから、将来的にはフリースクールがもっともっと増えてきたときに、そこをどうい

うふうに学校やくすの実とつなげていくかということは検討しなければいけないとい

うふうには思っております。 

 

（伊東委員） 

 フリースクールは、義務教育制度から外れていますよね。子どもを主体に考えると、
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将来はフリースクールも義務教育の中に入れ込むということも発想として僕は重要じ

ゃないかなと思うんですけど、この辺、教育長どうなんでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 今国が動いておりますが、フリースクールへの国の援助、これを今現実的に考えてお

ります。と同時に、フリースクールに行って、なおかつ卒業認定が受けられなかったと

いう子どもたち、こういう子どもたちのために夜間中学を今度から具体的にその動きが

出てきておりますので、恐らくこれから先は国の制度の中でここら辺のところのかかわ

り方というのは明確になってくるだろうと思っております。現状では、不登校の学校、

親御さん、それぞれがくすの実にやったり、フリースクールにやったりというふうなこ

とでやっていますが、少なくとも学校籍があるのは間違いないわけですから、その学校

との連携は保っていかなければいけないというのが現状であろうと思っております。 

 

（伊東委員） 

 はい、わかりました。 

 

（岸川委員長） 

 はい、田口委員 

 

（田口委員） 

 新青少年センターに、くすの実が移らないで、旧青少年センターに残るというふうな

こともいろいろ考えてされていると思うんですが、一方では、新青少年センターのほう

には、山口由美子さんが子どもの居場所をということで、ずっと不登校の子どもたちの

居場所づくりをしていたのが、これを機に新青少年センターに、活動の拠点を移された

と聞いているのですが、民間とくすの実のすみ分けをどのように考えたらいいのかなと

思っているんです。何となく不登校の子たちは人目を忍んでそっとしておったほうがい

いのではないかなみたいに思ってはいたんですが、山口さんたちがそうやってたくさん

の人たちの輪の中に入っていく居場所づくりを一方ではされているので、そこら辺をど

んなふうに私も理解をしたらいいのかなというふうなことを思っていたので、くすの実

のその後の状況とかがわかれば、たくさんの人たちが旧青少年センターを利用されてい

たときのくすの実の子どもたちの様子と、現在の様子で何か違いとかあるのかなという

ところを、もし分かるところがあれば教えていただければと思います。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 基本的には、子どもたちは変わっておりません。今までも旧青少年センターには何も

不登校の子だけじゃなくて、あの施設を利用する若者たちもたくさんいらっしゃいます

し、地域の方もサークル活動とかにも使っていらっしゃいました。一応動線は違う形に

するようには、入り口とかはしているんですけれども、廊下等で出会うこともたくさん

あったんですが、ただ、学校の子どもではなかったらあんまり子どもたちは気にしない

子もいます。中には、ある程度地域の方とも親しくなられて、勧興校区で勧興まちの駅

というのをされているんですけれども、そちらに定期的に自分たちがつくった手づくり

のクッキーを販売したり、向こうで地域の方とかかわったりすることができる子どもは

参加したりしています。今もそれをされているんですけど。ですから、子どもたちにと

っては変わったから、自分たちが単独になったからということで大きくは変わっていな

いと思います。 

 ただ、今度移転させる理由の一つが場所の問題があったんですね。勧興小学校のすぐ

隣ということだったので、実は成章校区の子どもは１人も来ていないんですよ。不登校

の子どもは確かにいるのにですね。そういうのもあって、やっぱり小・中学校から離れ

たところ、そして交通の便がいいところと考えたときに、この休日夜間こども診療所と
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いうのは、バスセンターに来て、ゆめタウン行きのバスに乗ればすぐ着くことができま

すし、もとの青少年センターが駐車場が非常に狭くて、保護者が送迎してもなかなか車

が置けない状況にあったんですが、ほほえみ館の前のところに広い駐車場もありますの

で、そういう送迎しても行ける。バスとかでも行きやすい。そういうことを考えたとき

にこちらをさせていただいたんですが、子どもたちにとっては場所が変わるということ

に対しての違和感というのは、今のところそういうふうにはないというふうに聞いてお

ります。 

 

（田口委員） 

 ありがとうございました。 

 

（岸川委員長） 

 新しい場所は、非常にいいところを考えられたなというふうに思っているんですけ

ど、やっぱり心配なのが規模ですね、ここが２００㎡以上だったらいいということでさ

れていますけど、やっぱり私のイメージ的にはスペースが確保できるのかなというふう

なところが、ちょっと心配で、例えば、授業の一環としてハンドベルの授業をされてい

ましたけど、改装でそういうこともできるようなスペースができるのかなというのがち

ょっと心配なんですけど、その辺はどうでしょうか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 これは中身の配置図等も全部あわせて、教育総務課の施設係とも話をしましたけど、

音楽室等も含めて、活動スペースも全てそこの中にとることができる広さがありました

ので、十分それは確保できます。 

 

（岸川委員長） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

（伊東委員） 

 人員体制の指導員３名、補助指導員１名ということですが、この人たちは教員の資格

というのは持っておられるんですか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい。 

 

（伊東委員） 

 わかりました。 

 

（岸川委員長） 

 そしたら、ほかに質問がなければ、次に移りたいと思います。 

 続きまして、「佐賀市いじめ防止基本方針について」、同じく学校教育課からご説明を

お願いいたします。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 県のいじめ防止基本方針のほうが変わりましたので、これに対してどのように佐賀市

の基本方針を考えるかということで、別紙の資料もあわせてお示ししていると思いま

す。 

 担当の青柳のほうが来ておりますので、青柳のほうが説明させていただきます。 

 

（青柳学校教育課指導主事） 
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 佐賀市いじめ防止基本方針についてということですけれども、昨年１１月に佐賀県い

じめ防止基本方針の一部改定が行われまして、県のほうから学校教育課に１１月２８日

に送付をされました。参考資料ということで送付をされた次第です。お手元の資料にあ

りますように、佐賀県いじめ防止基本方針新旧対照表というのがあります。その中で大

きく変わったところは、右側の新というところの真ん中から下のところです。 

 １つ目は、米印の「県立学校における不登校重大事態に関する知事報告までのフロー

は、別紙２及び別紙３とする。」ということで、後ろに表裏でカラー刷りでつけている

ものです。それから、四角囲みで、これはいじめ防止対策推進法に記載されている内容

をここに追加されたものであります。これに伴って、佐賀市の基本方針をどうするかと

いうことで学校教育課でも検討をいたしましたけれども、現時点では改定についてはし

ないということで考えております。 

 理由としましては、もう既に学校にはいじめの重大事態については、市教委の学校教

育課のほうに直ちに報告をして、学校教育課から指導助言を仰いで対応することという

ことで、既にもう進めております。また、いじめによる不登校があった場合は速やかに

学校教育課に報告を上げるということにしておりますので、特に、相当の期間というこ

とで、３０日以上欠席があった場合は重大事態というふうになっておりますが、その前

の段階から学校教育課に相談をして、学校教育課のほうでも指導助言をして連携して進

めるということで、もう既に進めておりますので、これで十分対応できるであろうとい

うふうに考えております。 

 それから、現在文部科学省が２０１３年に策定しましたいじめ防止基本方針、いわゆ

る国の方針ですが、これの見直しを進めている段階です。大体３年を契機に見直しを進

めていきますので、ちょうど今その見直しを進めている段階ということで、その後にま

た考えていいのではないかということで、やはり途中、途中に変えていくと学校も混乱

をいたしますので、できるだけ、とにかく小さいことでも何かあったらすぐ学校教育課

に報告をして、それで指導助言をしていくという形で今進めていますので、そういうこ

とで現時点では佐賀市いじめ防止基本方針については改定をしないということで考え

ております。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 これにつきまして、何かご質問があったらお願いいたします。 

 

（片岡委員） 

 私先日、文科省の研修に参加をさせていただいて、教育委員研究協議会というところ

でいじめ・不登校対策についての分科会に参加した際に、文科省の担当者の方から、佐

賀が全国で一番いじめの認知件数が低いというようなお話がありまして、平成２５年度

は京都府が１，０００人当たり９９．８件で、福島県が一番少なくて１．２件だったん

ですけれども、そこからいじめの定義をきちんと考えて、なるべくいじめということで

拾い上げるようにという指導をした結果、徐々に認知件数が増えてきて、平成２７度年

は京都府が一番多くて１，０００人当たり９０．６件なんだけれども、佐賀が今最低で

１，０００人当たり３．５件ということなんですね。この２６倍の差があるということ

で、文科省の担当者からも、もう佐賀県が名指しで認知件数が少ないというのは、やは

りいじめが少ないというよりも拾い上げられていないんじゃないかということですと

か、あとは別のアンケートで小・中学校で９年間を通して、悪口とか陰口とか言われた

ことがあるかどうかを調査したところ、９割の子がそういうことをされたことがあると

言っている一方、学校に調査すると４０％ぐらいの学校がうちではいじめがないみたい

な回答があるので、やはり佐賀でいじめを拾い上げるというところのシステムに何か障

害になっているものがあるんじゃないかというようなお話が直接あったので、持ち帰っ

てもう一度検討をしますというふうには回答したんですけれども、その文科省のほうで
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いろんな佐賀の制度とかを調べているそうなんですけれど、ちょっと私もはっきりよく

わからないんですけれど、どういうシステムで学校から教育委員会に上げるのか、報告

をするのかというところを教えていただいてもよろしいですか。 

 

（青柳学校教育課指導主事） 

 現在は、佐賀県につきましては、例えば、児童・生徒及び保護者からいじめられてい

るという、そういう訴えがあったり、またアンケートで記述があったりした場合に、そ

れを担任、または顧問あたりが話を聞いて、それを管理職に報告をいたします。その時

点で覚知ということで捉えております。それを受けまして、被害、加害、事実確認を行

いまして、そういう情報収集をした結果、学校にありますいじめ防止対策委員会を開き

まして、これはいじめである、いじめではないというのを認知するのかしないかという

のを決めます。まず、覚知の時点で学校のほうから学校教育課のほうに報告をするよう

になっておりますし、その後のいじめ認知についても、認知をしたのかしていないのか

とについても報告を上げるようにしております。基本的には、いじめについては、これ

までは担任１人で対応をしていたりしていろいろと問題がありましたけれども、とにか

く組織で対応をするということで、複数の目で、複数の考えでこれはいじめであるのか

どうかというのを検討しまして、最終的には学校長判断で、これはいじめであるという

ことを認知して対応しています。対応する際については、これも組織で対応をして、い

じめの被害または加害について、聞き取りであったり心のケアであったり、または指導

であったり謝罪であったり、それにあわせて保護者との連絡、連携も含めて早期発見・

早期解決、そして１カ月たって何もなければ解消ということで今進めている段階です。 

 実は、佐賀県が全国でも一番認知件数が少ないということで言われておりまして、実

は、昨年佐賀県のほうから佐賀市小・中学校の校長会の中で、１１月２５日の金曜日に

自主校長会の中で、県のほうからお見えになって話がありまして、そこで言われたのは、

このいじめの定義の解釈ですね、やはり解釈について全国的にいろいろと解釈の違いと

いうか、温度差があるのではないかということで、県としましては、「嫌だと思う行為

があれば認知をしてください。」というようなことを言われまして、確認をいたしまし

た。それに伴いまして、平成２７年度、そして平成２８年度ももう一度いじめにかかわ

る事案についての見直し等を現在進めているところです。 

 その一方では、佐賀市におきましては、小・中学校において、「いじめ・命を考える

日」などのさまざまな未然防止の取り組みも充実させて取り組んでおりますので、その

佐賀市の取り組み、または佐賀県のそういったいろんな未然防止の取り組みによって認

知件数が少ないということも言えるのではないかというふうに先生たちの間では考え

られておりますので、一概に京都と比べて認知件数が佐賀県は一番低いので、それは何

か問題ではないかというのもちょっとどうだろうかというところもあります。とにかく

いじめについてはゼロが一番いいんですけれども、やはりいじめはいつでもどこでも起

こり得るということをもとに考えた結果、やはりいじめ見逃しゼロですね、絶対に見逃

さずに必ず対応して解決を図って解消に至るように、やはり社会総がかりでやるという

ことが一番大事じゃないかなというふうに考えております。 

 以上です。 

 

（片岡委員） 

 ありがとうございました。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 ちょっとつけ加えさせていただきますと、いじめの認知のやり方が県によって若干違

うというところにも課題があるのかなと。佐賀県は、まず覚知があって認知があるとい

う２段階なんですよね。ところが、それがなくて、もうちょっとでもそういう訴えとか

があったら全て認知としているところもあるんですよ。例えば、無視されたと言われて、
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自分はいじめられているとします。ところが、たまたまそれを気づかずに横を向いたの

を無視されたというふうに思う人もいるかもしれないんですね。それから、例えば、友

達が物を隠したと言っていたけれども、たまたま机と机の間から、例えば、自分の消し

ゴムとか筆箱が落ちて下に行っていただけで、隣の子が勝手に思ったと、そういうふう

な勘違いということもあったりするわけですね。ですから、まずはそういう状況があっ

たときに、そしてそれを確認して、いや、それはなかったよということで、ああ、そう

だったのかということを本人が納得できたら、それはいじめではないだろうということ

で認知しないということになるんですけれども、そういうのを一応２段階に分けて佐賀

県はやっているんですが、最初からそういう訴えがあったのは全てもう認知だというふ

うにすると、数がまた変わってきたりするので、一応県のほうには、他県とやっぱりそ

ういうやり方が違うので、数値的にも変わっているので、同じ基準でできるように全国

統一でしてもらえないかということをうちからも要望をしているんですが、いや、佐賀

県は一応このやり方で基本方針を決めているので、これでやりますというふうなところ

をなかなか変えていただけないのがあって、県によるこういう大きな差になっている原

因の一つでもあるのではないかと考えております。 

 

（片岡委員） 

 その文科省の担当者がお話しされていたのは、佐賀だと校長先生が何か全体のメーリ

ングリストか何かで報告されるんですか、そういう制度ではないんですかね。何か、そ

の文科省の担当者は、校長先生がいきなり全体に報告を上げなきゃいけなくて、それが

物すごくハードルが高いので、グレーな段階で認知という件数で上げなくて、いじめだ

と確信できない限り報告ができないというハードルの高さが認知が少ない理由じゃな

いかみたいなことをおっしゃっていて、私はどういうやり方で県のほうが認知件数を把

握されているかわからなかったんですけれど、実際そういうようなやり方をされている

んですか。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 一応１人で判断しないで、校長をトップとした校内委員会というところで確認をし

て、そして、そこでいじめと認定したときには認知ということで報告書を上げるという

形にしているんですよね。ですから、グレーの段階でというよりも、必ず何かあったと

きには担任が勝手に判断しないで、校長または教頭に報告して、そこで必ずその委員会

を開きましょうと。そして、そこで判断して、これは認知だということであれば、即報

告をしなさいということでやっているので、例えば、はっきりしないままずっとずっと

延ばすのではなくて、はっきりした時点ですぐ報告をするようにということでさせてい

ただいているので、そこら辺はうまく伝わっていないところもあるのかなという気がす

るんですけどね。 

 

（青柳学校教育課指導主事） 

 学校にはいじめ防止対策委員会が２種類ありまして、１つは学校職員による校内委員

会ですね、もう１つがＰＴＡ役員と学校評議員とスクールカウンセラーの３名の外部委

員を入れた拡大委員会というのがあります。そういった中で、これが年２回定例会議を

行いまして、いわゆるその年度のいじめ事案についてこういうふうに判断をして、こう

いうふうに対応をして解決を図りましたというふうな報告会、または外部委員からのア

ドバイスをいただくような会がありますので、いわゆる学校職員だけではなくて、プラ

ス外部委員の目も入って、その中で客観的にいろんな意見を聞きながら、いじめについ

て考えるというふうにしていますので、そういった意味では非常に以前よりも、この佐

賀市のいじめ防止基本方針ができる前の段階よりも、このいじめの認知件数ははるかに

増えておりますし、そういう意味で、見逃しをできるだけしないで、どんな小さなこと

でも対応をしていこうということでやっていますので、そういう面では佐賀市のほうは
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頑張っているほうかなというふうに考えてはいます。 

 

（伊東委員） 

 非常にいい、頑張っているという表現を素直に受けたいと思いますが、私はちょっと

視点を変えると、やっぱり現場力が強いかどうかだと思うんです。実際に佐賀県の場合

も昨年度、これは高校ですからイコール小中学校という形にはならないと思いますけれ

ども、第三者委員会が非常に遅れて開催されたとか、それが現実的にあっていますよね、

不適切な対応、あるいは関係職員の認識不足という表現をすればですよ。ですから、問

題は現場力が、学校の先生たちがどうそれに対して全体で考えられて行動を起こされて

いるのかということです。今現場も非常に複雑化していますから、先生たち全てがそれ

だけの現場に反応できる、情報を共有できるスタイルになっているのかなという気がし

てならないんです。 

 例えば、岩手県の矢巾町、あそこでも部活の失敗を問われて、いじめられて自殺をし

た経緯があるじゃないですか。その場合も、学校対応はその都度対応をしたよという発

言があっています。しかし、現実的には教員全体での情報共有は不足していたというこ

とでした。ですから、いじめが起きる前の現場力、先生たちの言葉じゃなくて心で子ど

もと向き合うと。ある面では、子どもと向き合う時間をどうつくるか、今部活の例を言

いましたけれども、ほとんど練習内容を指示して、後は職員室でパソコンです。その辺

を考えると、基本方針はわかりますけど、本当に心から子どもたちと向き合っている先

生が全てかなと疑問に思ってならないんです。防止する方法としては、例えば、片岡委

員がおられますけれども、弁護士を中に入れて、中学生を教育していくとか、そういう

法的な立場から、先ほど教育長からの報告がありましたように、政治的な面を成章中で

教育をしたと、非常にいいことですし、ですから、防止策そのものはいろいろ考えられ

るでしょうけど、もっと現場に密着した、現場第一主義というぐらい、その辺がないと

完全ないじめ防止はできないんじゃないでしょうかね。今までもずっと私の調査した中

では、大津中でしょう、これが１つの大きな流れになっています。それから仙台市立、

これも中２、もう大体中２なんです、多いのが。これもちょっと不思議でならんですけ

ど、それから青森市の中２の女生徒。またさらには横浜、原発事故があって横浜に来た

子どもがいじめられています。キモいとかそういう表現されながら、菌という、そうい

うひどい言葉を浴びせられています。ぜひ現場力をどう強化するかということもあわせ

て考えていただきたいなというふうに思います。 

 ちょっと口幅ったくなりましたけれども、以上です。 

 

（岸川委員長） 

 はい、田口委員。 

 

（田口委員） 

 今、伊東委員がおっしゃったことも聞きながら、横浜の教育委員会の教育長が、金銭

の授受というのは成立しない、いじめとは言えないみたいなことで、すごく今批判をさ

れているのを見て、佐賀市でもこういうことがあったときに、私たちがどういうふうに

いじめと見るのかというのは、すごく自分事として記事とかも見せていただいたりした

んですけど、私もちょっとそういういじめに対する経験の中で似たような事例があっ

て、何年間にわたって友達からずっとおごってと言っておごってきた子がいるんですけ

れども、その子はやっぱり仲間に入れてもらいたいものですから、本当は物すごく嫌で、

お財布とかも隠したりいろいろするんですけど、みんなから取り上げられたりして、も

うおごらざるを得ないような状況になって、そのときに、やっぱり仲間にも入れてもら

いたいし、力関係も自分の中でどうにかしたいと思うので、おごられる被害者ではなく

て、だんだん自分が今日は何をおごってやろうかなとか、いじめられる側が何がおごっ

て欲しいのとか、あるいはえっ、まだそれだけでいいのとか、そういうことを言わざる
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を得ない心理に陥っていくんですね。そしたら、表面上はやっぱりいじめた側がいやい

や、何とかちゃんもおごってやるよと言ったもんとか、だってこれ買ってやるよとか言

って上から目線でもらったけんとか、私たちはおごってもらっとっとよみたいな事実関

係で言うと、おごってもらっていると言ってもいいようなことを、やっぱりいじめられ

る側が現実として言っていたりするんですが、それはやっぱりいじめられた側のその場

で生き抜くためのどうしようもない言葉だったりするというところが、表面的なところ

だけ見ると、もうこれはおごってやったことになるんじゃないとなるから、本当に当事

者の心理をしっかりと見て、その本質を見ていかないと、ああいうふうに事実関係だけ

表面的なものをたどれば、言った言わないだけの世界だとそういうふうになるのかなと

いうと、それがすごく怖くって、やっぱり私たちは、当事者の気持ちに沿った判断とい

うのをしないと、通り一遍だと多分、ああ、そういうことが横浜でも起こっているんじ

ゃないかなというふうに思って、いじめられた側はそういうふうに強気の発言をするこ

とって、私も２年、３年そうやって続いた子たちを、ずっと調査というか、聞き取りを

ずっとさせていただいたときに、こういうふうなカモフラージュの仕方とか、被害者の

ほうがこういうふうにして仲間関係を維持していかなきゃいけないがために言ってし

まうことがあって、そこがいじめいじめられをぼやかしちゃっているというところがあ

るのかなというふうに思ったので、私も教育委員をしていて、いついじめのことがこの

委員会で問題になるんじゃないだろうかとどきどきしているところもあって、何かもっ

ともっと予防策なり何なり積極的にできないのかなというふうなことを思ったりしま

したし、２５年度の認知件数の中でやっぱり気になっているのは、ほかの都道府県が教

員が発見する割合が６割、７割、８割だけど、佐賀は３割しかないという数値があって、

認知件数の中で教員から見つけられるという力をもっとつけていかないといけないの

かなというふうなことも思いました。今回、こういう話題が出てちょうどよかった、い

ろいろ認識を新たにしていかなきゃいけないいい機会だったんじゃないかなと思いま

す。 

 済みません、長くなりました。 

 

（伊東委員） 

 横浜は、金額も１５０万円という大きな金額です。あそこまで何でわからなかったか

なというのが不思議でならんのですけど。 

 

（岸川委員長） 

 ちょっと断片的な情報ですから、真相の分からない部分もあるんですけど、やはり想

像力というか、今、田口委員もおっしゃられたように、子どもの心理をおもんばかると

いうか、そういうことも非常に必要だなというふうに思いますね。 

 しかし、金銭が絡んでくるのは、もういじめというよりも一つの恐喝罪ですね。 

 

（東島教育長） 

 もちろん金銭は基本的には、おごったりおごられたりというのは、これは義務教育の

段階ではあり得ないし、今回の場合は異常な状態です。ですから、そういうことが起こ

ったときには、これはやっぱりいじめ、力関係で及んでいるというのは、もうみんなそ

ういうふうに教職員は見ると思います。そうしないと、これは正常な形じゃないですも

んね。 

 それから、もう１つ佐賀のほうでの取り組みで、全国的にもいち早くやったのが、平

成１８年でしたかね、いじめ自殺が起こってから１９年からだったんでしょうか、いじ

め・命を考える日、これは全国でも初めて毎月１回の人権教育を行う。そして、実態調

査、アンケート調査を始めました。それから、生徒会みずからによるいじめゼロ宣言に

よって、自分たちでいじめのない学校をつくろうという、子どもの動き、これも当然な

がら佐賀が一番早かったと思います。正直いって予防的な取り組みはいち早く佐賀はや
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っている。この成果が一方にあるのは間違いないんですね。それと、今委員さんたちが

おっしゃられるように、教職員がやっぱりいじめのサインを見逃さない、これはこれか

らやはり私どもがそういう観察眼なり、心理の心を読むという力なりをつけていかない

かんところだろうと思っておりますので、数字を比べることだけで善し悪しを決めたら

いけないと思うし、それまでの取り組みがどういうことをやってきたかを見ながら、そ

こら辺の判断をすることが大切でしょう。 

 

（岸川委員長） 

 ありがとうございました。次に行っていいですかね。 

 引き続きこのことに関しては、学校現場の方にはさらにご努力をお願いしたいなとい

うふうに思います。 

 続きまして、「主権者教育について」、同じく学校教育課からご説明をお願いいたしま

す。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 先日、成章中学校で行われました主権者教育、先ほど教育長からも報告がありました

けれども、その内容を、ちょっと私別用で参加できなくて本当に残念だったんですけれ

ども、そのときの状況、それからアンケートの結果等について、青柳指導主事から報告

をいたします。 

 

（青柳学校教育課指導主事） 

 お手元の配付資料に２枚つづりで載せております。１月13日の金曜日に市議を３名講

師として招いて、成章中学校のほうで主権者教育の授業を実施いたしました。それを受

けての中学３年生のアンケート結果、それから２枚目は授業を参観された方の感想とい

うことでまとめております。 

 まず１枚目についてですけれども、主に３点声かけをしておりまして、１つ目の「市

議さんからの話を聞いて、前より、政治や選挙に関心が高まりましたか」という点につ

いても、「とても高まった」、「高まった」を合わせると８６％を超えております。 

 それから、２番目の「社会のできごとや地域の課題について、積極的に考えることが

できましたか」というのも、「とてもできた」、「できた」を合わせますと、これも８７％

を超えております。 

 それから、３番目、「政治にはさまざまな見方や考え方があること、住民の考えが政

治に反映される流れを理解することができましたか」というのも、「とてもできた」、

「できた」というのが８８％を超えている状況です。非常に子どもたちにとっては好意

的な評価になっております。 

 下のほうには主なものを、感想ということで載せております。この中には、例えば、

３つ目のチョボの右側には、「議員という仕事は人の役に立てることがわかりました」

とか、４つ目のチョボには「地域の行事に積極的に参加し、佐賀市の課題について考え、

少しでも政治に関わろうと思った」と、そういうふうな感想を述べております。 

 それから、次に２枚目ですが、参観者の感想ということで、１つ目が、授業について

のよかった点ということで上げております。いろいろと上げておりますが、これは議員

さんたちの間からも出ましたし、先生たちの間からも出ましたし、子どもたちからの感

想にもありましたけれども、下から２番目、「議会で可決したことを中学生の生活にど

のように影響したのかについて、エアコン設置等の具体例をあげられて、生徒にとって

身近な話題で分かりやすかったと感じた」という感想であったり、それから、一番下の

「子どもたちが、市議を身近に感じて良かった。子どもたちには社会に目を向けるきっ

かけになったと思う。市議が、子どもたちに直接話すことに意義がある」というふうな

感想があったりしております。 

 その一方で、２番目のところ、授業についての課題、改善点、要望ということで上げ
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ております。 

 その中で、実は授業の展開の中で、初めに子どもたちから質問が１０件ぐらいぽんぽ

んと非常に意欲的に出ました。ちょっと先生も緊張されているのかなというのもあった

んですが、ちょっと授業の展開上、一度そこで質問を遮って、次の授業の展開に進めら

れたところがありまして、せっかく質問をして、それに対する回答、さらなる深まりと

いうか、広がりとか、そういったところが見れなかったものもありまして、次のような

感想がありました。下から２番目です。「授業の展開について、工夫・改善が必要だと

感じた。例えば、授業のはじめに、１０名の生徒が意欲的に質問をしたので、ぜひそれ

を生かして欲しかった。生徒のやる気を大事にして、市議の回答、生徒の更なる質問・

意見、生徒同士の意見のやり取り等という具合ですすめれば、生徒の関心がさらに高ま

り、「深い学び」ができたのではないかと感じた」と。 

 あとは下のほうのチョボですが、「授業展開の一例として、はじめに市議会の説明、

市議の活動の説明を行い、生徒の質問、「佐賀市のまちづくり」等テーマを絞った内容

で、生徒の提言、ペア及び全体で意見交換、自分の考えのまとめという授業展開もあり

かと考えました」というふうに、今後、授業の内容の工夫、改善は必要かなという意見

があっております。 

 ３番目ですけれども、事前の準備とか運営のあり方等についてなんですが、中学３年

生は社会科の公民的分野で、大体１１月末ぐらいまでに地方自治を学習します。できれ

ば理想としましては、やはり地方自治を学習したすぐ後に発展的な学習ということで、

１２月に実施したほうがよいという意見も実際はあったんですが、やはり１２月議会と

重なってなかなか日程調整がうまくいかないというふうなところがあります。 

 実は、きのう議員さんと選挙管理委員会と議会事務局とちょっと反省会ということで

簡単な、この間の授業の感想、意見交換をしましたけれども、その中でも、やはりもし

来年度またするのであれば、ここのところを、日程調整がうまくできないだろうかとい

う、ここのところを検討したいというふうに言われておりました。 

 一応来年度以降についてはまだはっきり決まってはおりませんが、できれば成章中以

外でもこのような主権者教育の授業を進めていきたいというふうに考えております。 

 私のほうからは以上です。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問等ございましたらお願いいたします。 

 

（片岡委員） 

 質問ではないんですけど、弁護士会で主権者教育という取り組みもやっていて、ただ

それは１８歳以上になったので、高校生向けに弁護士が学校に行って、民主主義の根幹

である選挙権の重要性などを説明したりするというような方法をとっていまして、聞い

たところによると、ほかの県では弁護士会と選挙管理委員会とかが協力して投票のセッ

トみたいなものをつくって体育館で実際にやってみたりするような実践的な主権者教

育を高校でしているというお話を聞いていて、私も主権者教育のイメージはそういうも

のなのかなと思っていたんですけれど、今回の件を聞いて、小中学生からしたら、やっ

ぱりまずは政治に興味を持って、自分が政治を動かす力を持つ一人一人の選挙権が重要

だと、政治を身近に感じていくということがまず重要なので、小中学生の段階でこうい

うふうに議員さんなどと接する機会があって興味を持てるというのはとてもすばらし

いことだと思います。こういうふうに小・中学校の段階で興味を芽生えさせて、きちん

と興味・関心を高めた上で高校生の段階で実際の選挙権の重要性などを教えていくこと

によって、とても段階的な小学校から高校生までつながった主権者教育ができると思う

ので、来年から選挙権があるという高校生だけに教育するんじゃなくて、下積みがとて

も重要だと思うので、この取り組みを広げていっていただければと思いました。 

 以上です。 
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（岸川委員長） 

 私も参加させてもらいました。時間が足らなくて、子どもたちも多分同じような思い

をしたんじゃないかなと思います。その中で非常に良かったと思ったのが、執行部と議

員の関係、議決の部分をはっきり分けて子どもたちに教えておられて、ともすれば、子

どもたちは執行部も議員も全部一緒というふうな概念が多分あったと思うんですけど、

行政をする側と、それをチェックする側という違いをはっきり教えられたので、それが

非常によかったなと思いました。 

 それで、私も考えたのは、何も議員に限らず、市役所の執行部も、できれば市長も来

てくださるともっといいと思いますけど、それも１つの主権者教育じゃないかな思った

ところです。議員だけだったらもう学校が限られてしまうので、執行部でも主権者教育

をすればもっといろいろなところにできるんじゃないかなと思いました。質問のやり取

りの仕方でさっき言ったような反省が出たと思いますけど、最後は非常にきれいにまと

められてよかったです。肯定的な意見が多かったので、せび教育長も取材で答えられて

おりましたけど、クラス単位でできればすばらしいなというふうに思ったところです。 

 

（伊東委員） 

 行けなくて残念でしたけど、もう来年度のプランが１月、２月で決まるでしょう。こ

の時点で総合的によかったねという判断ですから、来年もほぼやるよというぐらいは言

えないんですか。 

 

（青柳学校教育課指導主事） 

 はい、やります。 

 

（伊東委員） 

 やる方向で、ぜひ今度違う学校をやってほしいなと思います。 

 

（田口委員） 

 たまたま私も二、三日前に、同じ職場の同僚の方から、自分のゼミの学生を議会の傍

聴に連れていったけれども、非常によかったと。もう学校全体でこれ取り組まれたらど

うですかという提案を受けて、私自身も余り議会の傍聴とか経験がないんですが、やっ

ぱり行くと行かないのでは全然違いますよと言われたので、今聞いていて、中学校で議

会傍聴という可能性もあるのかなとか、そこら辺はどうなんだろうというふうにちょっ

と思ったんですが、どんなものなんでしょう、そういう取り組みとかほかの県でされた

りとかは。 

 

（青柳学校教育課指導主事） 

 議会事務局が小学校を対象に議会の見学、また説明、そういったのは数校やっている

というふうに聞いております。だから、やはり発達段階に応じてやるということで、例

えば、議会事務局が主催する目的、または選挙管理委員会が主催する目的と、この学校

教育課が主催してやる目的、やっぱり目的によって方法が変わってきますので、例えば、

選挙管理委員会も、実は高校のほうに出前授業ということで行かれて、選挙についての

仕組みであったり投票の呼びかけ等をされていますので、その発達段階または目的に応

じていろいろと変わっておりますので、そこら辺はうまく連携を図りながら進めていく

必要があるかなというふうに考えております。 

 

（東島教育長） 

 議会傍聴が、議会のときが、学校はもう授業真っただ中なんですよね。ですから、一

部の子どもは行けても、あそこの議会傍聴席６５名、一部の子どもは行かせても、結局
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学校としての教育活動は成り立たんのですよ。だから、昔は夏休み中に子ども議会をや

っていました。各学校から代表を集めて、自分たちが議員で執行部が答えるという形だ

ったと思いますよ。これは毎年やっていましたが、これはやっぱり無理がありました。

これだけ人間がおったなら、子どもがおる中で、何名かをピックアップして各学校から

連れてきても、その労力と効果を見たときには一部の効果しかないということで、やっ

ぱりこれだけ大規模になりますと、むしろ出向いていってする以外にないかなと。やっ

ぱり全部の子どもに保証してあげないかんというのがありますから、最低でもクラスの

１単位は保証してやらなきゃいけない、一部じゃなくてですね。だから難しいなという

ふうに思います。夏休みにでもその議会があれば子どもたち聞きに来れるんですが、い

かんせん夏休みはないですね。 

 

（岸川委員長） 

 ぶんぶんテレビの議会中継を電子黒板を使って授業中見せることが可能かと思いま

す。 

 それでは、よろしいでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 続きまして、「第３回社会教育委員の会議の報告について」、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、資料の４ページ、５ページをお願いいたします。第３回佐賀市社会教育委

員の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１１月２１日月曜日で、開催場所、青

少年センターの大会議室で開催をしております。出席した者の氏名、社会教育委員１２

名中、１１名の出席で１名欠席でございます。事務局は、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に入っております。 

 ５番目の議題でございます。平成２８年度佐賀市社会教育関係事業の進捗について、

それと２番目に、社会教育助成事業補助金についてということで、議事のところで(1)

平成２８年度佐賀市社会教育関係事業の進捗についてということで、第３次佐賀市教育

基本計画に掲げた事業のうち、社会教育関係の重点事業の上半期の進捗状況について、

中間報告を行っているところでございます。 

 中間報告の内容につきましては、別添の別紙で資料の第３回社会教育委員会議の次第

というのを今お渡しをしております。次第を１ページあけていただきまして、４事業に

ついて説明をしております。 

 まず１つ目の事業でございますけど、施策２の「自ら学ぶ生涯学習の推進」というこ

とで、公民館等の整備事業、これについてご説明をしております。 

 中ほどの事業内容でございますけど、松梅公民館、久保泉公民館、若楠公民館、それ

と大詫間公民館、久保田支所と公民館の複合施設、この件についてご報告をしていると

ころでございます。 

 一番下の評価のところ見ていただきますと、今年度は第二次公民館整備計画に基づ

き、５つの公民館の新築を行っているが、用地買収であったり造成工事、それから設計

等のほかの課に委託をしている事業におくれが出ているということで説明をしており

ます。松梅・若楠公民館については、用地買収や造成工事が計画どおりに進んでいない

ということ、少しでも計画に近づけるため、今後も引き続き関係課と連携を密にし、計

画完了に向け取り組んでいきたいということでご説明をしております。 

 上半期の評価でございますけど、計画におくれが生じていると評価をしているところ

です。 

 その次のページをお願いいたします。 

 これも施策２、「自ら学ぶ生涯学習の推進」の「地域課題解決推進事業」でごさいま
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す。事業の概要ですが、公民館講座で地域課題を解決するための知識や手法等について

学ぶ機会を通して、地域のコミュニティ形成の機運を高め、コミュニティ活動の活性化

を支援するような事業でございます。 

 中ほどの事業内容でございます。まず一番上の事業計画体制の検討ということで、事

業実施公民館に対するサポート体制づくりということで、協働推進課職員が１名、社会

教育主事有資格者、これについては、ほかの公民館の主事への応援を頼んで、サポート

体制づくりをしながらこの事業を進めております。 

 その次の事業実施館の募集・決定ということで、19館からの応募がございました。今、

公民館31館ございますけど、19館からの応募があり、16館での取り組みが決定をしてお

ります。残りの３館につきましては、県の事業であったり、協働推進課のほかの係の事

業等もございますので、それを活用し、同様の取り組みをされているところでございま

す。 

 その下の全体会議のところでございます。５月３０日に事前研修会を、６、７、１０

月に、公民館職員研修会を実施しており、この研修会では、地域課題解決のスキルアッ

プのための研修を行っております。 

 一番下です。公民館講座の実施ということで、各館で事業の企画立案や、講座の実施

を今やっているところでございます。全て予定どおり進んでいるということで、一番下

の評価でございますけど、本事業については、公民館で各校区の地域課題を捉え講座を

実施し、コミュニティ活動の活性化を支援しており、講座を終了した後も継続した取り

組みとなるよう心がけているということで、計画どおり進んでいると評価をしていると

ころでございます。 

 その次のページをお願いいたします。施策６の「家庭・地域・企業等の教育力の向上」

というところでございます。事業名が「子どもへのまなざし運動の推進（周知・啓発・

具体的取組）」です。 

 事業の内容でございます。運動を推進するため、３つの事業による具体的な取り組み

を展開しているところで、広める事業、紹介する事業、ほめる事業、３つの柱で事業を

進めております。 

 中ほどの事業内容でございます。まず広める事業で、家庭・地域、企業等・学校等へ

の周知啓発、右のほうに詳細を書いております。 

 ２番目に、紹介する事業、まなざしリポーターの活用、まなざし放送局、つながるさ

がし（ＳＮＳ）の活用、これも右のほうに詳細を書いております。 

 ３番目に、ほめる事業、まなざしキラリ賞、推進委員会・推進大会の開催、それと庁

内の関係各課との連携、地域教育コーディネーターの配置ということで、地域教育コー

ディネーターは、諸富中、川副中、鍋島小、西与賀小の４校に配置をしております。 

 その下の成果指標でございます。一番上、「「子どもへのまなざし運動」の市民の認知

度（理解している、ある程度理解している）」、この認知度でございますけど、２８年度

の目標値を３７％に設定をしております。平成２７年度実績を申しますと３６．３％、

同じように、子どもへのまなざし運動を意識して子どもとかかわるようになったと回答

する市民の割合、これが４０％の目標値に対して３８％、地域行事、社会体育活動等の

活動への子どもの参加状況、これも８５％に対しまして７３．１％、佐賀が好きだと答

えた子どもの割合９０％に対しまして、８９．９％となっております。 

 一番下の評価でございます。出前講座や各種団体への説明会等の実施や、各種団体や

企業に対して啓発用の「まなざしグッズ」を配布するなど、啓発活動を継続することで

成果向上を図っているということで、上半期の評価につきましては計画どおり進んでい

ると評価をしております。 

 その次のページでございます。これも施策６、同じ施策で「家庭・地域・企業等の教

育力の向上」、青少年センターの移転整備事業でございます。これは１０月１日にバル

ーンミュージアム３階に移転オープンした新しい青少年センターの移転整備に係る事

業でございます。 
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 事業内容のところを見ていただきますと、改修工事については平成２８年９月６日、

工事検査完了し、２８年９月７日に引き渡し、規則については平成２８年４月教育委員

会で制定、要領は平成２８年９月決裁、佐賀県警本部との協定の検討及び締結、これに

つきましては少年サポートセンターの設置に係るものでございますが、平成２８年９月

６日に県警との協定を締結しております。その下のニート・ひきこもり等の相談・支援

業務の委託契約等に関する検討・締結、これはＮＰＯのスチューデント・サポートフェ

イスと委託契約を結んでおりまして、２８年９月３０日に契約を締結しております。そ

のほか、備品等の整備については、２８年９月３０日までに納品を全て完了していると

ころでございまして、全て計画どおり進捗をしているところでございます。 

 一番下の評価でございますけど、上半期の評価については計画どおり進んでいるとい

うことを社会教育委員の会議の際に説明をしております。 

 これを受けて、きょうの定例教育委員会の資料の４ページに戻っていただきまして、

次に、今説明した部分について質疑応答がなされております。施策２の「自ら学ぶ生涯

学習の推進」の中で、地域課題解決推進事業に対しまして、委員のほうから意見があっ

ております。地域課題解決の事業はその地域、その公民館での取り組みのため、そこで

蓄積された成果を共有化し、市民の方々に見ていただくことも必要だと思う。地域づく

り研修会などのイベントで周知をしてほしいという意見を受けております。 

 その下の施策６「家庭・地域・企業等の教育力の向上」のところでございます。子ど

もへのまなざし運動の推進に対しまして、意見をいただいております。主な意見のとこ

ろで、まなざし運動の一環として、無意識に自然と行っていることであっても、それが

まなざし運動の一つなのかどうか、理解している人が少ないと感じたということです。

先ほどの成果指標のところに、実績のところを見ながらの意見だったかと思います。 

 

 回答です。昨年度２０校区ほど市内を回ってまなざし運動について説明をさせていた

だいた地道な啓発活動を継続することが重要だと考えているということで答えており

ます。 

 その次の意見です。佐賀市まちづくり基本条例の中に「子どもへのまなざし」という

文言が入っておりまして、子どもも地域の一員でまちづくりに参画する権利がある。行

事を計画する段階で子どもたちを入れてほしいというふうな意見が出ております。 

 これに対する回答でございますけど、条例第２５条にある子どもへのまなざしを佐賀

の教育のキーワードとして条文に入れている。この自治基本条例の周知を小中学生にも

わかりやすくするために、例えば、川掃除を行うこともまちづくりへの参加であるとい

うようなことを掲載した子ども版のパンフレットをつくり、学校に配布して授業で活用

していただくように案内をしているということで答えております。 

 次です。２番目の議題の社会教育助成事業補助金についてでございます。前回８月に

社会教育委員の会議で実施をした社会教育関係団体へのヒアリング、意見交換の内容を

確認をお願いしております。また、社会教育法第１３条に基づきまして、各段階への補

助金の算定額につきまして、現行の基準でいいのか社会教育委員の意見を聞いておりま

す。それとあわせて、前回行った各社会教育関係団体との意見交換会につきまして、社

会教育委員の任期が２年であることもございまして、今後は任期中に一度意見交換会の

場を設けるということで提案をしたところでございます。それらに対する社会教育委員

さんの意見でございますけど、意見交換会については、その回数は２年に１回というこ

とで異論はない。意見交換会は非常に画期的な取り組みだったと思う。そして、社会教

育関係団体は子ども関係の団体が多いので、団体間の垣根を超えて手を結んでいくとい

う考え方があってもいいと思うという意見を受けております。次に、平成２７年度に社

会教育委員の会議の場で、補助金の積算基準を議論して決めていただいておりますの

で、平成２８年、２９年度の算定金額についても議論の余地がないということで意見を

いただいているところでございます。 

 その下の報告事項でございます。青少年センター事業について報告を行っておりま
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す。バルーンミュージアムの３階に青少年センターが１０月に移転をしておりまして、

開館以降の利用状況を報告しております。１０月１日にオープンしてから１カ月の利用

者数が６，６８８人ということで、昨年同月が３，８１６人ということで、１．７５倍、

約１．８倍の利用者増となっております。特に高校生の増加が顕著でありまして、学校

の試験前になると中高生が勉強しに多く来館されます。 

 それと、新しく整備した音楽練習室でございますけど、大学生の利用が一番多くござ

いますが、利用料金が安いこともありまして、高校生の利用も増えております。また、

吹奏楽部の生徒が個人レッスンをするために音楽練習室に自分の楽器を持ってくると

いうのも最近の傾向として目立つようになってきたところでございます。 

 少年サポートセンター、佐賀県警本部、この分でございますけど、相談件数が増加を

しているそうでございまして、直接相談を受けたのが１０月中に８件あったということ

で報告があっております。県警本部の中にサポートセンターを設置していたときよりは

数段多くの利用者があるということで報告があっております。それと、青少年センター

の中に少年サポートセンターがあることによって、相談に対しても連携がとれ、素早い

対応がとれたケースもあったということで報告があっております。 

 それと、発達障害についての電話相談が少年サポートセンターのほうに直接あったそ

うでございますけど、電話を保留にしたまま、隣に子ども・若者支援室、これはＮＰＯ

法人のスチューデント・サポートフェイスのほうにお願いをしているところでございま

すけど、そこの臨床心理士の方に対応していただくなど、迅速な対応がとれたというこ

とで報告があっているところでございます。 

 説明については以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 以上のご説明につきまして、何か質問がございましたらお願いいたします。何かござ

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、続きまして、「平成２８年度（２０１７年）佐賀市成人式の実施

報告について」、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） 

 資料の６ページをお願いいたします。平成２８年度（２０１７年）佐賀市成人式のご

報告でございます。 

 まずは、教育委員の皆様におかれましては、市内の各会場の式典で式辞をお願いいた

しまして、ご協力ありがとうございました。おかげさまで、各会場ともに大きなトラブ

ルもなく成人式を終えることができました。誠にありがとうございました。 

 それでは、内容及び参加実績ということで、開催日については平成２９年１月８日、

日曜日でございます。佐賀から久保田まで８会場に分けて、各支所ごとに会場を設定し

て成人式を行ったところでございまして、右のほうの参加者実績のところを見ていただ

きますと、全体で２，０６７人の参加者でございました。例年と余り変わらない人数が

参加されているところでございます。 

 今回の成人式で特徴的なものでございますけど、今年度、昨年の４月に支所再編とい

うのが行われておりまして、支所の教育課がなくなって成人式のほうも社会教育課のほ

うで全て集約して行うことになりました。それにあわせてということでございませんけ

ど、全ての会場で新成人がメンバーとなった実行委員会方式をとっております。 

 ２つ目に、式典の開始時刻を午後２時に統一したことなどが上げられます。 

 ２番目に、新成人への記念品でございますけど、マイ箸を贈呈しておりまして、これ

は佐賀市産ヒノキ材の諸富家具振興協同組合のほうにお願いをしてつくっていただい

ておるところでございます。 

 なお、成人式当日に新成人に成人式の会場を１カ所に集約するのがいいのかとか、今
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現行どおり各支所ごとにやったほうがいいのかとか、その辺のアンケートをとっており

ます。これにつきましては、その結果を２月の定例教育委員会のほうにご報告をさせて

いただきたいと考えているところでございます。 

 参考に、７ページから９ページまで市内８会場の様子、写真を載せておりますのでご

参照いただきたいと思います。 

 それと、教育委員の皆様には各会場の式典にご出席いただいておりますので、会場の

様子とか感想をお聞かせいただければと思っておりますので、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） 

 恒例ですので、皆さんそれぞれの会場での感想なり言ってもらいたいと思います。上

の順番で、本会場は省くといたしまして、諸富は私が行かせてもらいました。諸富は公

民館とはいえ非常に立派な建物で、たくさんの出席者がおりまして、非常にみんなおと

なしく、式典もスムーズになりました。アトラクションで中学時代の様子をＤＶＤで流

す予定が、諸富中学校で見つからなかったそうなんですよ。以前東与賀でもそういうの

があって、非常に見ていて楽しかったものですから、そこが残念だったのと、諸富の公

民館はちょっと音響が悪いので、聞けばもう４０年間変えていないというふうな話なの

で、音響は直しておいたほうがいいかなという感じがしました。 

 以上です。 

 次、大和会場お願いします。 

 

（田口委員） 

 私が行かせていただきました。昨年久保田だったんですが、大和のほうはホテル龍登

園ということで、やっぱり少しリッチな感じだったし、人数的にも久保田よりも多かっ

たんですけれども、滞りなく式自体はすんなりといきました。事前に来賓の部屋に待っ

ていたんですが、来賓の方何人かお見えになられて、どなたがどなたかわからないで、

ちょっとでもご挨拶をと思って、「教育委員の田口と申します」と言ったんですが、よ

く考えると私は主催者側なので、来賓の方にも今日はどうもようこそ来ていただきまし

てという、一言言わなきゃいけなかったなと、後になって、挨拶だけして、その一言が

足りなかったから、来年はそういう意識を持って参加しなきゃいけないなというふうに

思いました。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 はい、ありがとうございます。川副をお願いします。 

 

（山口委員） 

 当日は心配していた雨も午後からからっと上がって、本当によかったなと思って会場

に行かせていただきました。最初は式が始まる前は少々心配な部分もございましたけれ

ども、式辞が始まった途端に皆さん顔を真っすぐ上げられて、静かに聞いておられてと

てもよかったと思います。少しざわつく場面もございましたけれども、滞りなく式も順

調に進みましたので、とてもよかったと思いました。 

 

（岸川委員長） 

 はい、ありがとうございます。東与賀をお願いします。 

 

（片岡委員） 

 私が行かせていただきました。私初めて参加させていただいて、最初にすごく緊張し
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て式辞を読み上げた後に、もう皆さんと顔見知りの議員さんがかなり場を盛り上げてく

ださって、手品をするときには黄色いハンカチをひらひらとさせたら、もう新成人たち

が来た来たみたいな感じで言って、すごく和やかで、もう皆さん顔見知りでとてもいい

式でした。司会を新成人の方がされているのもとてもいいなと思いました。とてもしっ

かりもされていましたし、自分たちでつくりあげているという感じがあって、とてもす

ばらしかったです。最後に全員で写真撮影もしていて、私も引きとめられて一緒に写っ

てしまいました。ここの真ん中に写っていますが。とてもいい式でした。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 はい、ありがとうございます。久保田は伊東委員ですか。 

 

（伊東委員） 

 私です。３人ほど目立った人がおりましたけれども、別に厳粛にとり行われて、その

中で今来賓の話がありましたけれども、来賓に恩師の人の、先生が多くて、非常に感心

をしました。非常に和やかな雰囲気で。それから、一番うれしかったのは、意見発表の

中で堂々と男の子が、僕は将来先生になりますと言いました。教育委員として非常にう

れしかった一言でした。 

 ただ、ちょっと気になったのが、時間ぎりぎりまで、もうあと１分しかないのに、ス

マホであちこちで写真撮ったりしている人たちが見受けられました。少なくとも５分ぐ

らい前にはもうやめていただいたらなというふうに感じたところでした。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 ありがとうございました。はい、どうぞ。 

 

（東島教育長） 

 先ほど田口委員がおっしゃられたように、私たちが主催者ですということで、お互い

に共通理解しておったほうがいいんですが、今回は富士は控室がありませんでした。で

すから、皆さんが来賓席におそろいになったところに私が行きまして、ご臨席いただい

たことに対するお礼を申し上げました。終わった後に、またそこに行きまして、お礼の

挨拶を申し上げました。控室があるときには、そこで皆さんにお礼を言われて、あとは

三々五々になる可能性がありますので、式が終わってもしも向こうに来賓席にいらっし

ゃるときには、そこに行ってお礼を言われればいいかなというふうに感じました。 

 それから、もう１点が、議員がそこにお見えになっておりまして、成人式が１つにな

るという、非常に危機感を持っていらっしゃいました。議員その者がそれぞれ感想を聞

きに行くというふうにおっしゃっていましたので、成人者の感想とともに、主催をした、

実際にそこに立ち会った人たちの意見も聞いてください。 

 

（岸川委員長） 

 全国的な傾向として、特に都会部は出席者がいろいろ批判もあるような行動をすると

いうことで、やり方を見直そうという意見が出てきて、それは私も前から言っているん

ですが、地域単位を推奨するというのが全国で増えてきているらしいんですよ。もっと

地域の大人たちが子どもたちをお祝いするというのが、他市では本当に目を背けたくな

るような、何のために式をしているのかという本質を見失って、子どもたちのお祭りみ

たいな感じになってきているというのがあるのと、私の知り合いの子どもが今度本会場

に行って、１人が中に入ろうとしたら、他の子に、会場には入らないと言って、入った

子が戻ってきたらもうみんな居なくなっていたらしくて、それですぐ帰ってきたらしい

んですよ。会場に入らないのが当たり前のような感じになっている佐賀の本会場という
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のもちょっと考えていかんとなとやっぱり思ったところでした。まあ検討課題というこ

とで。 

 質問がなければ、報告事項については終わりたいと思います。 

 その他ですが、何かありますか。はい、お願いします。 

 

（梅﨑学事課長） 

 学事課です。先日の１３日に大川の小学校でハンドボールのゴールが転倒いたしまし

て、佐賀市のほうでの対応についてご報告をさせていただきたいと思います。 

 １月１３日に大川の小学校でハンドボールのゴールにぶら下がった４年生の児童が

その倒れたゴールの下敷きになって死亡したという事件が起こりました。その当日、 

１３日に全小・中学校のほうに、ハンドボール等のゴールの設置状況の確認と、不備な

ところについては杭を打ってくださいということと、それから、子どもたちにもそうい

った危険な行為をしないようにという指導のメールを出しております。それが金曜日で

して、月曜日に県のほうから事故防止の通知文がありましたので、その通知文と、また

設置状況の調査表もありましたので、合わせまして、各小・中学校のほうに出しており

ます。その調査の内容は、ハンドボール、サッカー、バスケットゴール、それから鉄棒

の設置状況だったんですけれども、常設につきましては、ほとんど杭等で固定をされて

いました。ただし、ゴールを移動させて使用しておりますので、移動の場合について、

その使用時に杭とかおもり、それから土のう、チェーン等で固定をしているというとこ

ろが、ほとんどでしたけれども、ちょっと内容に温度差があり、例えば、杭なんかも２

カ所だけで留めてあるところもありましたので、再度各学校のほうに注意点として３点

徹底するように文書を出しております。 

その注意点と申し上げますと、固定する場合は３カ所以上、または四隅を固定するな

どして前後左右にぶれがないように防止をしてください。 

 それから、２点目につきましては、移動して使用する場合は、必ず杭とかおもりで固

定した状態で転倒しないようにしてくださいということ。それから、使用しない場合は

倒した状態で固定するなど、杭などで必ず固定をしてくださいと、その３点についてき

ちっとしてくださいと再度学校のほうに注意喚起を行ったところでございます。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 つけ加えて、社会体育でサッカーをする場合があるんですよ。その練習にあわせてゴ

ールを移動させたりすることがありますので、施設開放の際にも言っておいたほうがい

いと思います。 

 

（梅﨑学事課長） 

 学校のほうでそういった貸し出しをされているところについては、その社会教育に使

用されている方にも指導をお願いしますというお願いはいたしております。 

 

（岸川委員長） 

 よろしくお願いいたします。これについて何か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 そしたら、ほかに無いようでしたら、日程確認のときに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議会の

議決を経るべき案件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、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。 

 関係部署以外はご退室をお願いいたします。 
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〔非公開〕 

 

これより非公開  

午後４時２４分終了 

 


