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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。それでは、これより佐賀市教育委員会４月定例会を開きたいと思

います。 

 まず一言ご挨拶させていただきます。昨日、教育長と一緒に県教委と佐賀県内市町の

教育委員長、教育長の協働会議に参加いたしました。県教委から、約２時間半方針等を

説明いただきました。その他にも他の市町村の皆さんともいろいろ交流できて、大変貴

重な体験をさせていただきました。課題はどこも一緒だなということを思いましたし、

県の方針に対して、教育長の発言を聞きましたら、やはり佐賀市がトップを走っている

なというふうに実感したところです。本当に佐賀市が佐賀県の教育を引っ張っていかな

いといけないなということを認識した次第でございます。 

 それでは始めたいと思いますが、新年度最初の委員会です。転出転入もございました

ので、自己紹介を改めて行いたいと思います。 

 私は辞令をお渡ししたりしたので、私はもういいと思いますが、伊東委員さん以下、

お一人ずつお願いいたします。 

 

（伊東委員） 

 教育委員の伊東でございます。久保泉から参っております。よろしくお願いします。 

 

（山口委員） 

 教育委員の山口と申します。子どもがまだ中学校と小学校におります。よろしくお願

いいたします。 

 

（片岡委員） 

 教育委員の片岡と申します。昨年の１１月から就任しました。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

（田口委員） 

 教育委員の田口と申します。佐賀女子短期大学の教員をしております。よろしくお願

いいたします。 

 

（岸川委員長） 

 続いて学校教育部、社会教育部の順で、各部長さんから異動してこられた課長さんの

ご紹介をお願いいたします。 

 学校教育部のほうからお願いいたします。 

 

（池田学校教育部長） 

 学校教育部長を拝命いたしました池田でございます。よろしくお願いいたします。教

育委員会は２回目でございます。平成２０年度、１年間教育総務課のほうにおりました。

久しぶりでございます。 

 あと関係課長は、自己紹介してよろしいですか。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 引き続き今年度も副部長ということで頑張らせていただきますので、またよろしくお

願いいたします。 

 

（片渕教育総務課長） 

 こんにちは。教育総務課長の片渕と申します。教育委員会は初めてになります。皆様
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のご指導をいただきながら頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

（江副副教育長兼社会教育部長） 

 続いて社会教育部を紹介いたします。私は変わりありません。３年目を迎えました。

今後ともよろしくお願いします。 

 部の新しく来た職員を紹介します。 

 

（香月社会教育部理事兼図書館長） 

 こんにちは。市立図書館長の香月でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（江副副教育長兼社会教育部長） 

 以下変わっておりません、よろしくお願いします。 

 

（岸川委員長） 

 紹介が終わりましたので、会議に移りたいと思います。 

 本日は、６人中６人の委員が出席しておりますので、適法に委員会が成立いたしてお

ります。 

 本日の日程につきましては、配付のとおりと考えておりますが、今回の報告事項につ

いては、教育委員会の会議規則により非公開とすべき案件となっておりますので、非公

開とさせていただきたいと思います。ご異議ありませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これより本日の日程に入ります。 

 

日程２ 会議録の承認 

 

（岸川委員長） 

 日程２の会議録の報告をお願いいたします。 

 

（大坪教育総務課副課長兼総務係長） 

 ３月２８日の定例教育委員会の会議録につきましては、４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。 

 

（岸川委員長） 

 以上、会議録の内容につきまして、異議等、訂正点ございましたらお願いいたします。

よろしいでしょうか。 

    〔「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、教育長の報告をお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 お手元にレジュメと、それから資料を２種類、昨日の県教委の分も、ちょっと枚数が

多かったんですがコピーをさせてもらっております。 

 １ページからいきますと、もう随分と記憶が飛んでいるところもありますので、まず
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１つ目は、第３７回全国少年柔道大会に出場する精道館道場が表敬訪問に来られまし

た。精道館、これは練習は少年刑務所のほうでやっているということですが、精道館で

柔道に励む小学生５人が佐賀県のチーム代表として全国大会出場の報告に来られまし

た。メンバーは５年生が２人、６年生が３人ということで、柔道をしている割には非常

に小柄で、佐賀の特徴かなと思いながらも、得意技を尋ねますと全員が背負い投げと、

小柄ながらやっぱり一番理にかなった技かなと思いながら聞いておりましたが、５月５

日が試合だそうです。目標は優勝ですが、一戦一戦自分の力を出して満足のいく内容に

したいという話をしてくれました。 

 ここでちょっと私が気に留めたのが、練習は週３回ということでございます。ですか

ら、子どもたちにとっては練習日が来るのが楽しいということなんですね。こういうこ

とで、やはり何と言うんでしょうか、子どもたちの発達に応じた少年スポーツのあり方

というのはここにも見えるような気がするんですね。まさに子どもたちのことをよく考

えた練習のあり方をされているということを感じたところです。だから、練習のない日

は子どもたちおのおのが、腕立てをやったりスクワットをやったりして自主練をして基

礎体力をつけていますということを子どもたち言ってくれました。これが本来の姿かな

というふうに思うんですね。こういうことで、この少年柔道に出場した子どもたち、本

当に自分たちの言うならば体力に合った、あるいは状況に合った練習をして楽しくやっ

ているということが非常に私にとってはうれしいことでございました。 

 ２点目、これはアルタ・ホープ、毎年のことながら図書カードの贈呈式がありました。

今回で９年目を迎えております。今年度は市内２７校に１１３万円の図書カードが寄贈

されました。この取り組みで９年を迎えたわけですが、累計をしますと７５０万円程度

の図書カードを佐賀市内の学校にいただいていることになります。当然ながら、大豆１

００粒運動としての、子どもたちの体験学習、キャリア教育の機会としても提供してい

ただいておりまして、感謝をしているところでございます。 

 ３点目が万部島祭典、ちょっとここ一、二年私行っていなかったんですが、今年維新

１５０年のこともあったものですから行かせてもらいました。江藤新平ですが、江藤新

平は多分七賢人の中でも全国的に名が知れているのは大隈、江藤、ここは結構名前が知

れているというふうに他県の方たちは言われます。「考える天才、実現する天才」と、

こういうふうに言わしめた江藤新平でございますけれども、日本の近代国家の基をつく

ったということ。特に江藤新平というのは四民平等とか廃藩置県とか、議会の開催、三

権分立論、こういうのは全て新平が考え出したものであって、やっぱり全国的にも名を

轟かせている、業績を残しているなというふうな思いをしたところでございます。一緒

に亡くなった島義勇との同時慰霊祭ということで行われました。 

 ４点目、全国都市教育長協議会の理事会が行われたところですが、文部科学省の行政

説明がここに書いておりますように４点ございました。それぞれの文部科学省の部署か

らの説明がございましたけれども、その中から新教育委員会制度の移行の状況を抜粋し

て資料としてお配りをさせていただいています。 

 かいつまんで説明いたしますと、１ページ、総合教育会議の開催状況ですが、現在の

時点では９６．７％、まだ開いていないのが佐賀県の中にもありました。 

 それから、次のページに行きまして、総合教育会議の議事録等の作成、これも昨年９

月１日現在ですが、９割程度が議事録を作成していると。それを公表しているかという

ことにつきましても９割ということで、これについても議事録を残して公表するように

という指導を受けたところでございます。 

 ３ページに行きまして、印刷物そのものが不鮮明で資料も不鮮明になっておりますけ

れども、総合教育会議でどのような内容を話しているか、話し合われているかというこ

とでございますが、主に重点的に講ずべき施策についての協議、調整というのはかなり

なされていると。特に学校等の施設設備に関して、学力向上に関して、いじめ防止に関

して、こういうものが主に多いようですという説明がありました。あとこの中にありま

すように、それぞれいろんな視点で議論がなされているようですので、今後、私どもが
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市長と総合教育会議を開く際には参考になるのかなと、佐賀の課題にあわせながら総合

教育会議を開いていくときの参考になるというふうに考えたところです。 

 ４ページ、新制度になって首長部局との連携でございますけれども、やはり国のほう

からは成果が出てきているということです。端的に言えば、お金を持たない教育委員会

の予算が首長の理解によって予算が取りやすくなってきているという話がありました。

ここに書いてありますように、ほとんど予算の面でございますけれども、市長の理解、

首長の理解が進むと、やはり予算面での裏づけも可能になってくると。ですから、この

総合教育会議はぜひ教育委員会の施策を十分理解していただく場にしてほしいという

説明がありました。 

 ５ページに移ります。これは教育委員会の活動状況ですが、都道府県指定都市につい

ては１００％が教育委員会の活動状況について第三者評価がなされているけれども、市

町村におきましては９７％ということで、これまた確実にやるようにという指導があっ

たところでございます。佐賀もここの中に、実施していない市町の中に１つありますけ

れども、やはり教育委員会の評価、事業評価につきましては法で定められておりますの

で、今後とも説明責任を果たしていくという視点から、これを充実させていっていただ

きたいという説明がありました。 

 次、６ページは、これは前回の定例教育委員会で中尾係長が説明をしたと思いますの

で、これについて分厚い改正法が配られましたけれども、端的に申し上げまして義務標

準法の一部改正があったということ。これにおいて通級による指導のための基礎定数が

新設されております。児童１３人に１人という、これはもう定数で決められた、それか

ら日本語能力に課題のある生徒への指導、これも基礎定数に新設をされています。１８

名に１人の教員と、これは今まで全て加配とか、その時々で対応してきたものが基礎定

数化されたと。それから初任研のための基礎定数、これは初任者６人に１人ということ

で定数化されています。それから少人数指導推進の基礎定数、これの新設、これは学校

の児童・生徒数に応じて算定というふうになっています。それからもう一つは、共同学

校事務室、これが明示されたということです。これは今までありませんでした。事務の

共同実施やっておりますけれども、今後、この共同学校事務室のことが少しクローズア

ップされてくる可能性があるかなというふうに考えておりますので、頭の隅に私も置い

ておるところでございます。 

 それから、義務教育国庫負担法の一部改正がありまして、いわゆる不登校とか、ある

いはその他の理由で義務教育が受けられなかった子どもたち、これが意欲を持って受け

たいと思ったときに、これは今の制度で受けられなかったんですね。それを受け入れる、

いわゆる夜間学校、夜間学級、こういうものの教職員給料の国庫負担、これが追加をさ

れております。ですから、いよいよもってこれについては、多分県のほうがまず動き出

すんじゃないかなというふうに思っていますけれども、市町にどの程度これが及んでい

くのか、そこら辺のところは今後推移を見ていきたいと思っております。 

 それから、学校教育法や地教行法、社会教育法の改正、これは学校の事務職員の公務

運営への参画、この職務規定が見直しになっております。これは学校教育法です。それ

から先ほど言いました共同学校事務室、これは地教行法の中で制度化されました。それ

から、いわゆるコミュニティ・スクール、この努力義務化ですね。そして、その委員の

中に地域学校協働活動推進員を加える規定の見直しと同時に、地域学校協働活動推進員

を加えるとなると、これに連動して社会教育法の一部が改正されたというふうなこと

で、今年４月１日からこれが施行されております。そういうことで、またまた動きが法

によって加速度化される可能性が非常に高くなってまいりました。 

 それから、皆さん方にお配りしております分厚い資料、これは昨日県のほうから出さ

れた県の教育方針です。これはもう説明をいたしませんが、特に力を入れているのがふ

るさと学習です。ふるさと学習について、特に説明がありました。 

 ３３ページから、「さがを誇りに思う教育推進事業」、これが県教委のほうから新たな

事業として起こされまして、この学習については、明治維新１５０年に向けてこれを推
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進していきますということで、３４、３５ページ、どんなことをやるか３６ページまで

に書かれておりますので、これを後もってご覧いただきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上で説明を終わります。 

 

（岸川委員長） 

 教育長の報告につきまして、何かご意見、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） 

 この資料の６ページに書いてあります不登校児童生徒を対象とする夜間学校の件な

んですが、佐賀県が多分音頭をとるであろうということですけれども、佐賀市のほうが

一番児童数が多いと思うんですが、昨年３月に卒業した子どももいるとは思うんですけ

ど、昨年度末までに佐賀市で不登校の中学生の割合というのはどの程度いたんでしょう

か、わかる範囲で結構ですので教えていただきたいと思います。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 今ちょっと数字を持ってきていないんですけど、昨年末は約３％だったと思います。

一昨年度よりも若干増えています。小学校のほうは少し減っていました。 

 

（東島教育長） 

 先程の資料の３１ページから不登校対策になっていますけれども、これは県です。全

国平均は上回っていると。ただ、２８年度は前年度よりも下回っているということです。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 最終の人数が今手元にないので。 

 

（東島教育長） 

 それでは、後ほど報告してください。 

 

（山口委員） 

 はい、済みません、ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 そして、私が県がそこら辺は見通しをつけるだろうと言ったのは、教職員の給与、国

庫負担制度というのは、国が３分の１、県が３分の２なんですよ。つまり県が給与を払

っているものですから、県がすると言わない限りは給与が出ないわけですよ。ですから、

県がどういうふうにこれを解釈して佐賀県内で進めていくのか、これはあくまでも給与

体系が県と国が持つものですから、佐賀市単独で進めることはなかなか難しいところが

あって、ちょっと成り行きを見ているところです。 

 

（山口委員） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

（岸川委員長） 

 多分この夜間学校は、私も研修に行ったときに話題になったんですけど、ニュアンス

としては、これは成人した方が対象のような感じでした。今不登校で行かれなくなった

人への対処というよりも、事情で義務教育を受けられなかった人のためにするというふ

うなニュアンスだったと思います。実際幾つか既にそれをやっている都道府県が２０都
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道府県ぐらいありましたかね。これもちょっと動きとして出てきているというような話

でした。 

 

（山口委員） 

 はい、ありがとうございます。 

 

（岸川委員長） 

 あと、ふるさと教育も昨日その話題が結構出たんですけど、佐賀市は「さがの人物探

検９９＋You」を作成されていますよね。ありがちなのが、作ってそこで終わりになる

ことが多いので、それをいかに活用するかということの大切さが、昨日の協議会の中で

も出ていました。 

 

（東島教育長） 

 佐賀は、これを教育過程の位置づけで使うのと同時にふるさと支援事業をやっている

わけですよ。現地に行って体験学習ができるように、７００万円ほど予算をつけて、必

ず４年生と６年生は行くようにしていますから、否が応でも活用しなければならないと

いう状況をつくり出しているんですね。だから、ほかの市町も本来は、よそのところな

ものですから余り言えないですが、そうやってやっぱり状況をつくり出してやらないと

なかなか効果的な活用ができないと思います。 

 

（岸川委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 質疑がないようですので、教育長からの報告はこれで終わりたいと思います。 

 

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１号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則につい

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１ページをお願いいたします。第１号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正す

る条例の施行期日を定める規則』でございます。 

 まず、規則の制定理由でございますけど、新しい佐賀市久保泉公民館の供用開始に伴

いまして、佐賀市公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める必要がございま

すので提案するものでございます。 

 これは、久保泉公民館の供用開始の日が平成２９年５月２１日、来月の２１日の日曜

日に決まりましたので、昨年の１１月議会において市議会から承認していただいており

ました佐賀市公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を供用開始日にあわせて定

めるものでございます。 

 なお、久保泉公民館の落成式につきましては、供用開始日の平成２９年５月２１日

（日）１０時から開催する予定でございます。教育委員の皆様には後日メールにてご案

内をしたいと考えております。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） 

 何かご質問はございませんでしょうか。 
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（東島教育長） 

 場所はご存じですか。 

 

（岸川委員長） 

 学校の南側ですよね。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 はい、久保泉小学校はおわかりですかね、久保泉小学校の南側に今の公民館あります

ので、その東側に公民館を新しく造っています。 

 

（水田社会教育課社会教育係長） 

 簡単な案内図をメールにて一緒に送らせていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

（岸川委員長） 

 余談ですけど、タイムカプセルを天井裏に入れてあるそうです。以前、グラウンドに

埋めたら場所がわからなくなってしまったということでした。ちょうど卒業式の日に行

った時にそんな話を聞きました。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 今の公民館の天井裏にタイムカプセルがあるということですね。 

 

（岸川委員長） 

 はい、そう言われていました。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 はい、わかりました。 

 

（岸川委員長） 

 そしたら、ほかに質問がないようですので、第１号議案『佐賀市公民館条例の一部を

改正する条例の施行期日を定める規則について』は、原案のとおり承認します。 

 次に、第２号議案『佐賀市少年育成委員の委嘱について』、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） 

 それでは、１ページ開いていただきまして、資料の２ページをお願いいたします。第

２号議案『佐賀市少年育成委員の委嘱について』、ご説明をいたします。 

 少年育成委員につきましては、兵庫校区が、委員の方が亡くなられたことによりまし

て３月４日から、それと鍋島校区が、新しい鍋島公民館長に育成委員の方がなられたと

いうこともございまして、３月３１日付で辞退届が提出され、平成２９年４月１日から

それぞれ１名の欠員が生じているところでございます。 

 次のページ、３ページの表をお願いいたします。今回、その欠員の補充といたしまし

て、表に記載しておりますとおり、佐賀市少年育成委員設置規則第２条第１項の規定に

基づきまして、兵庫校区が小栁暢彦氏、この方については、前兵庫公民館長でございま

す。それと、鍋島校区吉田強氏、この方については交通安全協会員、それと子ども見守

り隊の活動をされている方でございます。このお二人に対して委員の委嘱を行うことに

ついてお諮りするものでございます。 

 なお、任期につきましては、同規則第２条第２項の規定によりまして、前任者の残任

期間となっておりますので、他の委員と同様、平成３０年７月３１日までとしておりま
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す。 

 説明は以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問がないようですので、第２号議案『佐賀市少年育成委員の委嘱について』は、原

案のとおり承認いたします。 

 続きまして、先ほど日程確認のときに説明させていただきましたとおり、本日の報告

事項につきましては、佐賀市教育委員会会議規則で規定する議会の議決等を経るべき案

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が、よろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これ以降は非公開といたします。 

 大変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。 

 

〔非公開〕 

 

 

 終了時間 午後３時１０分 

 

 


