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日程１ 開会の宣告 

 

（岸川委員長） 

 それでは、少し時間より早いですけれども、これより佐賀市教育委員会５月定例会を

開きたいと思います。 

 皆さんこんにちは。５月の半ばを過ぎましたら、もう本当に酷暑と言っていいような

暑さで、先週の日曜日に体育祭もあっていたみたいですけど、熱中症とか出なかったか

心配しそうな暑さでした。それから、日曜日は久保泉公民館の落成式ということで、委

員の皆さんも全員出席していただいたほか、私も落成式はなかなか都合がつかなくて今

まで行けなかったんですけど、今度行ってみて、ものすごく来賓の方も見えてあって、

地域の方、それからいろいろな団体の方も１２０名ほどお見えだったと思うんですけれ

ども、本当に公民館に対する皆さんの期待の表れをひしひしと感じることができまし

た。また、子どもたちにもいろいろ出番で花を添えてもらって、本当に公民館というの

が地域の１つの拠点としてますます必要性が高まっているなということを感じました。

これから順次整備されていくのでしょうから、佐賀市のために非常にありがたいことだ

なと思っておりました。 

 それから、部署は教育委員会から離れましたけれども、今わくわく訪問で、２校ほど

私も行ってきました。非常に１年生が落ち着いて、年々効果が出てきているなというの

を実感しました。多分５月いっぱいで全部終わってしまったと思いますけれども、日程

のほうは残っているので、もし可能な方はぜひ行っていただければと思っております。 

 それでは、委員会に入ってまいりたいと思います。 

 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、配付いたしております日程のとおりお願いしたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

    〔「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） 

 ４月２５日の定例教育委員会の会議録につきましては、５月１７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） 

 何か訂正点、あるいはご意見等ございましたらお願いいたします。特に内容に異議は

ございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、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） 
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 資料を出していただきたいと思いますが、本当に今委員長のほうから話がありました

ように、日曜日の佐賀市立久保泉公民館の落成式ありがとうございました。と同時に、

教育委員研修会、雨の中で北部のほうの史跡等を見学いたしましたけれども、詳しい説

明を受けながらゆっくりと回ることができたところでございました。恐らく委員の皆さ

ん方も大変いい研修になったんじゃないかなと、そんな思いがしました。あいにくの雨

でしたけれども。 

 それでは、まず１番目、佐賀市国際交流協会の役員会がございました。これには伊東

委員も役員としてお見えいただいておりましたが、この国際交流協会というのは、佐賀

市と民間団体が連携をしながら市民の国際認識を高めて世界に開かれたまちづくりに

寄与するという、そういう団体でございます。したがいまして、協会独自の自主事業と

ともに佐賀市と共催でやる事業がございますので、今回、この共催事業についてのみ今

年度の状況について報告をしてみたいと思います。 

 まず１点目が、アメリカ・グレンズフォールズ市との交流事業でございますが、１つ

は、教育交流訪問団の受け入れが６月２８日から７月６日までございます。中学生１０

名、高校生１０名及び引率５名ということで、姉妹校の鍋島中学校、佐賀東高校、それ

ぞれの子どもたちの家庭でホームステイをしながら交流を深めることになっておりま

す。多分、この歓迎レセプションなりは案内が来るかもしれませんので、もし時間の都

合がつかれればお見えいただければと思います。 

 それから、２つ目が、今度は逆にこちらのほうから中学生、高校生がグレンズフォー

ルズ市に行く交流事業ですが、これは例年３月に行っておりまして、向こうでホームス

テイをしながら交流をしております。昭栄中学校、佐賀商業高校は、その姉妹校として

ここの中から５名ずつでしたかね、そして一般公募があるというふうに聞いておりま

す。それから、ここ四、五年でしょうか、中国の連雲港市との交流事業が政治的な背景

をもってなかなか交流がうまくいっておりません。当然ながら公式訪問団の大人の交流

はあっているんですけれども、やっぱり中学生交流、若いときに外国を見分するという

のはとっても大事ですから、前のように中学生交流の再開に向けてぜひ積極的に働きか

けてほしいという要望をいたしました。やはりこれから先の社会を担う子どもたちが国

際理解を十分深めておかないと、この社会事情がこれだけ緊迫した、険悪化している状

況の中においては、小さいうちから国際理解を正しくしておくということでは、大人の

交流よりも子どもだというふうに思いますので、これをお願いしたところです。 

 それから、韓国蓮提区との交流事業、これはここに書いているとおりです。 

 ４番目、フランスのクサック村との交流ですが、これは１年越しの行ったり来たりと

いうことで、三瀬中学校の子どもたちが中心です。そういうことで、この４つの事業が

行われておるということで本年度計画がなされておりました。 

 次、２点目ですが、平成２９年度の佐賀県強化拠点校の指定及び指定証の交付式がご

ざいました。これは佐賀国体に向けてのいわゆる準備ということになりますけれども、

平成３５年が第７８回国民体育大会・全国障害者スポーツ大会であります。そのための

競技力向上に向けた対策本部主催で行われました。最初は知事が挨拶をなさいましたけ

れども、非常に強い期待を持った激励をされました。佐賀市の場合ですけれども、そこ

に書いておりますように、７校がそれぞれの種目で強化拠点校になりました。そういう

ことで、いよいよ平成３５年の国体に向けての動きが始まったというふうに思ったとこ

ろでございます。 

 それから３つ目、大隈祭が行われました。この大隈祭ですが、名称が「大隈重信記念

館」と名称変更になったということです。これは市長が挨拶の中で申されましたけれど

も、県知事が大隈記念館じゃわからんと、大隈ではいっぱいおるということで、「大隈

重信記念館」に改名をしたということでございまして、今回がちょうど５０周年記念で

した。これまでにない趣向の大隈祭が催されたところでございますが、オープニングが

例の薩摩琵琶奏者の北原香菜子さんの「大隈重信侯」というタイトルの演奏、これがご

ざいました。そして、昨年スピーチコンテストで最優秀賞をいただいた諸富中３年生の
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今村さん、この中３の生徒が皆さんの前でスピーチを行いました。大変上手で皆さん感

銘を受けたところです。記念講演は早稲田大学の真辺将之教授でしたけれども、大隈重

信のいろいろなエピソードを交えながら、ちょうど明治１４年の政変を境にして、その

前とその後の重信の変化、心の変化、生き方の変化、これをもとに話をされたところで

ございました。その中で印象に残ったのは、大隈の生き方の根底には２つのものがある

と。１つは、大隈そのものはいろんな人の意見、多様な意見、反対であっても賛成であ

ってもそれを尊重したんだということが根底にあると、尊重するという姿勢が。それか

らもう一つは、自ら成長するという自己変革、この２つが大隈の生き方の根底にあると

いうふうなことを話されまして、これは私自身納得をしたところでございました。八賢

人おもてなし隊による寸劇もありました。また伊藤さんは早稲田大学の坪内逍遥大賞を

受賞されてアメリカにお住まいですが、来日をされて、この５０周年のために講演にお

見えになりました。「女子教育論」、向こうのアメリカと日本の違い、これを話されまし

て強烈な印象に残っているのは、ＬＧＢＴの学ぶ場があるということですね。こういう

ところで非常にアメリカのお国柄なのか物の考え方のスケールなのかはわかりません

けれども、日本とは違う。日本はやはり狭い閉鎖的な考えがそれに比べるとあるなとい

う思いがありましたけれども、到底ついていけないような中身も話をされまして、本当

それでいいのというところもありましたが、やはりそこがアメリカなんですね。そうい

うことで、大変興味深いお祭りでありました。 

 ４点目が全国都市教の定期総会、研究大会がありましたが、きのう私がこちらの勤務

に改めてついたものですから資料の整理が間に合わずに、とりあえず２つだけお配りし

ております。いわゆる教職員の多忙化解消、業務改善、これが１ページと２ページにコ

ピーをとらせてもらっておりますけれども、その中でもいろいろありますが部活動、こ

の部活動負担に関する軽減、これは１ページの２つ目のところにありますけれども、１

つは、部活動の適正化を今後どんどん進めていくんですと。そのために１つは、各中学

校の休養日の設定、これを徹底したいと。それから、スポーツ医学の観点から練習時間、

休養日等の調査研究を行いますと。それと、運動部活動の総合的なガイドラインを出し

ますと。そして、中体連等のそのものの大会規定の見直し、これを行いますと。それか

ら部活動指導員の制度化と配置促進、こういうことが話をなされまして、非常に今後ま

た業務改善に向けて、特に部活動、中学校は一番の課題になっておりました。これが進

むのかなというふうに思ったところでございました。おおむね大きくは、長時間勤務に

向けては学校環境改善対策室を省内に設けて、業務改善アドバイザーを配置して各自治

体に派遣をしますということで、いよいよもって業務改善の業務の適正化に向けた動き

がこれから活発になってくるということを期待しているところです。これが１点目で

す。 

 そしてもう１点ですが、これは伊丹市の発表の中でありました。伊丹の図書館のこと

ですが、これは参考になる部分は参考に無理のないところでしてあるというところがご

ざいまして、コピーをしてもらっていますが、ここが例えば、カエボン棚の設置という

のが１番にありますね。４ページのほうになるのかな、ここのところの説明は余り詳し

くなされませんでした。英語で文学に触れるもあんまりなされませんでしたが、図書館

が町を元気にするんだということで、ここに３つほど、帯ワングランプリ、それからま

ちゼミ、プレミアムフライデー、それから、次のページが非常に説明があったところで

す。 

 ５ページですね、中学生が活躍する図書館ということで、これは詳しく説明がありま

した。ビブリオバトルということで、中学生が図書館で観衆に対して本を紹介するとい

うことで、２カ月に１回開催をしていると。高校生が活躍する図書館、ＹＡ（ヤングア

ダルト）コーナーの設置、こういうのをやっていると。ＹＡ会議を月２回実施している

と。大学生が活躍する図書館、こういうことで、いろんなアイデアを加えながら図書館

の運営に取り組んでいらっしゃる姿が伊丹の図書館には見られました。もちろん都市の

規模が佐賀の多分２倍ぐらいありますので、人的にも佐賀以上に豊富だろうということ



  4 

は予測ができるんですが、いいところのエキスを佐賀の地で無理のない程度に取り込む

ことは、これは可能かなということで、これを出させてもらいました。 

 それから、以前に夜間中学の話がありまして、非常にまだ曖昧模糊としておりました

が、これについても説明がきちっとございまして、閣議決定で法令が変わりました。そ

して、その中で、本来は中学校での学び直しをするためには入学希望の既卒者、もう既

に１５歳を過ぎた子どもたちは学校へ入れませんので、それが夜間中学校に行くという

のが前提になっていましたけれども、もっと幅が拡大しまして、小学校の未修了者、小

学校未修了でも、あるいは１２歳ですか、これを超えたら小学校の授業を受けられませ

んので、そういう子どもも受け入れると。それから、現実に今不登校になっている子ど

もが、学齢だけれども、本人の希望があれば受け入れるというふうなことで、非常に枠

が広がりました。そして、国としては全ての都道府県に最低１校は夜間中学校を設置す

るように義務づけるということになった、これはどんな動きになるのかなと。今度夏に

県の教育長との協議会がありますので、その中で、この夜間中学の件は県の教育長とも

議論をしてみたいというふうに考えたところでございました。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 今の報告につきまして、内容につきまして、質問等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） 

 意見になりますけれども、教育長のほうから部活動の適正化というお話がありました

けれども、昨年、教育委員会でもいろいろと社会体育の件ではお話が進んだと思います

けど、今中学校の部活動というのは活動するための決まり事というのがあるかどうか、

教えていただきたいと思います。 

 なぜこの質問をしたのかといいますと、新年度始まってちらほら中学校の保護者のほ

うから、確かに強い部活動ではあったんですけれども、その道具が買えなかった。遠征

費が出せなかった。あとは親御さんのおそろいのユニフォームが買えなかったというこ

とで、退部をしたというお子さんが何人かいらっしゃるというのをちょっとお伺いした

ので、なるべく中学校までの部活動というのはお金がかからなくてもやりたければ誰で

も参加ができる。経験がなくてもみんなチャレンジができるというような仕組みをつく

ったほうがいいかなと思いましたので、佐賀市の中学校の部活動のあり方というのがど

ういうふうになっているのか、ちょっとお伺いしたいと思いました。 

 

（東島教育長） 

 そこら辺になると経済援助になりますよね。もちろん他市にはそういう部活動で必要

な用具の補助とかもあるやに聞いてはおります。ただ、保護者の分はこれは致し方ない

と、子どものじゃないですから。そこら辺、うちの場合は具体的に梅﨑課長、どういう

ふうな補助になっているのか。就学援助関係は部活動には出せてますか。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 出しておりません。 

 

（東島教育長） 

 就学援助の対象ではないのですか。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 対象ではありません。 

（東島教育長） 
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 確かに、山口委員がおっしゃるとおり、義務教育を無償とするというふうにあります

ので、必要最小限のものは学校で揃えておく必要があるだろうと思います。それ以上の

ものは、それは当然ながら自分たちの自主性でやるものですから、それはもうどうしよ

うもないんですが、そこら辺はおいおい考えていかないかんところですかね。 

 

（岸川委員長） 

 これは今言われたように、行政側のことじゃなくて、やっぱり保護者の皆さんたちの

意識ですもんね。ユニフォームを親がわざわざそろえるのは、今どこもやっていること

ですね。それと車の送迎当番とか、コーチの人たちに対する謝礼とかそういったことも

負担になっているかもしれません。最初の保護者会で、あまりお金のかからないように

ということを言っていただくということは可能かなと思うんですけどね。 

 

（東島教育長） 

 それは最初の部活動運営のあり方についての説明の中ですべき中身ですね、学校教育

課のサイドで。と同時に、どんなでしょうかね、私どもも必要最小限のユニフォームは

学校でそろえているわけですよね、小学校にしても。ただ、体操服だってやれるわけで

すよ。だから、本来的には全然できないという状況に仮になるとするならば、それは必

要以上のものを要求しているからということも考えられないわけでもないと。ですか

ら、そこら辺は十分に実態を把握しながら対応すべきかなというふうに思います。 

 

（山口委員） 

 はい、よろしくお願いします。 

 

（岸川委員長） 

 部活動の保護者会で代表になるとＰＴＡの役員より大変なんですよ、もういろいろ、

遠征とかのローテーションを決めたりとか、会費を徴収したりとか、そういう負担まで

保護者会でしないといけないのかなって思うこともあるんですけど。 

 

（山口委員） 

 おさがりでもいいと思うんですよね、卒業された方が使っていたものを新１年生がお

下がりをいただくと。そういう雰囲気になっていけばとてもいいんでしょうけれども、

必要最低限はもちろん要ります。バスケ部だったらバスケットシューズが要りますと

か、サッカー部だったらスパイクが要ります。この辺はやっぱり保護者さんもある程度

ちゃんとわかった上で入部をさせられると思うんですけれども、おそろいの何かをつく

ります。次はこれをつくります。遠征のバス代はいくらです。そうなってくるとやはり

経済的に大変な部分というのが一般の家庭でも出てきます。そうなるとやっぱりやめざ

るを得なくなってこられる方がいらっしゃるんじゃないかなと。だから、もう譲れるも

のは譲って使うとか、例えば、ユニフォームだったら、もう３年生が使って卒業された

ものはいただくとか、そういった何か仕組みづくりみたいなのができればいいなとちょ

っと思いましたので、ご意見を述べさせていただきました。 

 

（東島教育長） 

 それはぜひいいアイデアですね。ただ、遠征関係は補助がありますので、そこら辺は

出したことあるかな、遠征大会補助。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 いや、各種大会補助は出しますけど、それは正式な全国大会、九州大会のみなので。 

 

（東島教育長） 
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 そのどういうふうに出しているというのをここに出したことあったかな。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 各種大会補助金は、今度変更した分をこの間の教育委員会で説明しております。 

 

（伊東委員） 

 今の保護者のユニフォームとかいう話題ですが、やっぱり強いチームという判断があ

る面では勝利主義的な様相の高い学校、やっぱり部費が高いんです、大体が。だから、

その辺の実態もやっぱりそれにも起因すると思いますので、やっぱり実態調査というの

はある程度必要じゃないでしょうか。負担の上限というのがどのぐらいなのかというの

は非常に難しいんでしょうけど、やっぱり強いチームほどあちこちに行くということも

あるでしょうから。ですから、今の部活動の問題というのは全体的にやっぱりメスを入

れて、子どもたち目線でどう部活動を運営していくのかということを考えるへきでしょ

うね。まさしくドイツなんか部活動はありませんから、地域でずっと育てていくという

スタイルですので。ですから、やはり今総合型スポーツクラブというのが、これもドイ

ツをモデルにした仕組みですけど、それがどうもうまくいっていないので、どうしても

６・３・３制のスタイルで学校主導になってしまいます。やっぱり少子化も含めて今か

ら大きく変わらざるを得ないでしょう。一応蛇足的ですが。 

 

（岸川委員長） 

 ほかにはございませんでしょうか。はい、田口委員。 

 

（田口委員） 

 伊丹市立図書館「ことば蔵」の活動と、非常に写真つきでおもしろく、ゆっくり聞き

たいなと思うような中身だったんですが、「Ｌｉｂｒａｒｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｙｅａｒ」と

いう図書館の２０１６年の大賞をとった図書館ということなので、佐賀市の図書館もこ

ういう中で何か、うちはもっとすごいことやっているんですよというふうなこととか、

これを少し取り入れてこんなふうにやったらいいというふうなこととか、佐賀市の図書

館私大好きなんですが、なかなか貸出数とかそういう来館者数がちょっと伸び悩んでい

るところで、せっかくこういう情報があるのでうまく取り入れられないのかなというふ

うなことを思いながら見せていただいたんですが、もし、今じゃなくてもいいんですが、

また佐賀市の図書館のいろんなイベントとか今後の方向性とかちゃんとわかる機会が

あればいいなと思ったところでした。 

 以上です。 

 

（香月社会教育部理事兼図書館長） 

 まず私ども図書館が今大切にしていることというのが２つあります。それは市民の役

に立つ図書館でありたいということと、市民とともに育っていく図書館でありたいとい

うことですね。 

 そういうことで、昨年２０周年を迎えまして、昨年度から１つ調べる学習という取り

組みを始めました。これは子どもたちが図書館を使っていろんなことを調べていくとい

うような、それを学習に生かすというような取り組みを始めました。また、市民の方、

「友とする会」という図書館をサポートしてくれる団体があるんですけれども、そこと

意見交換会をやって、こういうふうなことがあればもっと図書館が使いやすいというよ

うなことをお伺いして、そういうふうな改善に努めているというところでございます。 

 

（岸川委員長） 

 ぜひほかのいいところも取り入れて、ますますいい図書館にしてもらいたいと思いま

す。 
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日程４ 提出議案 

 

（岸川委員長） 

 それでは、引き続き日程４の提出議案でございます。 

 まず、第３号議案『佐賀市社会教育委員の委嘱について』、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１ページをお願いいたします。第３号議案『佐賀市社会教育委員の委嘱につい

て』、お諮りするものでございます。 

 社会教育委員につきましては、社会教育法第１５条において、「都道府県及び市町村

に社会教育委員を置くことができる。」とされておりまして、「社会教育委員は、教育委

員会が委嘱する。」と定められております。また、佐賀市社会教育委員条例第３条にお

きまして、「委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を

行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。」と定めているとこ

ろでございます。 

 今回、佐賀市ＰＴＡ協議会から新たな委員の推薦がありましたので、この案を本日の

教育委員会に提出させていただくものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。新たに委嘱する委員は宮﨑悟氏で、解任する委員は藤

井英貴氏でございます。 

 なお、委員の任期につきましては、佐賀市社会教育委員条例第４条の「委員の任期は、

２年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。」という規定がご

ざいますので、前任の委員の残任期間である平成２９年１０月３１日までの任期という

ことになります。 

 ３ページをお願いいたします。３ページが新たな社会教育委員の名簿になります。上

から３番目ですね、宮﨑悟氏、佐賀市ＰＴＡ協議会（会長）が新たな委員となるところ

でございます。 

 説明は以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 これは２年が任期なのに、どういう経緯でこのようになったのですか。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 改選時期、４月というか、新年度で役員が代わられますので、前は別の役員さんが入

られて、今回会長さんが入られるということです。 

 

（岸川委員長） 

 従来は副会長が入られてあったんですかね。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 そうですね、今回は会長が入られるということでご推薦がありました。 

 

（岸川委員長） 

 ほかに何かご質問等ございますでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、第３号議案『佐賀市社会教育委員の委嘱について』、原案のとお

り承認いたしたいと思います。 
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日程５ 報告事項 

 

（岸川委員長） 

 続きまして、日程５の報告事項に移ります。 

 まず、「平成２９年度６月補正予算について」、各課からご説明をお願いいたします。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 それでは、まず学校教育部の分を申し上げたいと思います。 

 学校教育課から研究指定校委嘱事業について、３つの事業が今度の補正予算になって

おります。これは本予算の提出後に年度末に次年度の研究委嘱が入り、その分が間に合

いませんので、６月の補正予算で対応することになっています。これは全額国または県

からの委託になっております。 

 ３つあります。１つ目が、次期学習指導要領に係る研究委嘱事業で、城南中学校と巨

勢小学校を研究委嘱しております。１年間に２０万円の予算になっています。これは主

体的で対話的な深い学び、いわゆるアクティブ・ラーニングと言われていることの研究

委嘱になっておりまして、現在も思斉小中学校が研究委嘱をしているんですけれども、

これについては全教科・全領域でしておりますが、この城南中学校と巨勢小学校は、今

度教科指定で取り組みをしてほしいということで研究委嘱をしております。城南中学校

は中学校理科、それから巨勢小学校は小学校社会ということで委嘱をしておりまして、

２校とも研究主任を中心に新しい教育課程に沿って研究を深めていただいているとこ

ろでございます。２年間の研究委嘱です。 

 それから、児童生徒の活用力向上研究指定事業として、これは中学校区単位で事業を

することになっておりますが、鍋島中学校校区の鍋島中、鍋島小、開成小の３校で取り

組むことになっております。３校で７５万円の研究委嘱事業です。これは基礎基本を中

心にしながら児童・生徒の活用力を高めるための研究委嘱事業でございます。以前、佐

賀市では諸富中学校校区がこの研究委嘱を受けておりました。そして今年度から２年

間、今度は鍋島中学校校区でぜひ取り組んでほしいということでされております。鍋島

中学校を中心に、この３校で連携協力しながら、小中連携も含めた基礎基本を充実させ、

そしてそれを活用力につなげる授業、それから中学校区として、例えば、家庭教育の学

びとか、そういうふうなものを保護者にも伝えていただきながら、家庭や地域とも連携

した学力向上に取り組むということで研究委嘱をお願いしております。 

 ３つ目は、帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業でございます。これは日本語

の指導が必要な外国人の子ども、それから帰国子女等の子どもたちに対して日本語指導

を行うための研究委嘱事業でございます。２校で４０万円の委嘱となっております。神

野小学校と本庄小学校に研究委嘱が当たっておりますが、昨年度からこの２校には日本

語指導の特別な加配ということで教員を１人ずつつけておりまして、その職員が先ほど

言いました日本語指導が必要な外国人や帰国子女の子どもたちに対して個別に取り出

して日本語指導をしております。これを研究を進めていくとともに、今はこの２校を中

心にやっておりますが、ほかの学校にもそういう対象の子がおりますので、そのほかの

学校にも対象を広げられないかということで研究委嘱をするということで進めている

事業でございます。本庄小学校はちょっと人数も多いので、まずは学校でということで

進めておりますが、神野小学校は昨年に比べて若干子どもの数が減りましたので、近い

勧興小学校とか、そういう近隣の学校で日本語指導が必要な子どもの指導を今年度当た

るということでまず取り組みを進めているところでございます。 

 以上でございます。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 社会教育部の表になります。社会教育課所管の分で、コミュニティ助成事業でござい

ます。これは一般財団法人自治総合センターの宝くじ受託事業収入を財源といたします
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コミュニティ事業助成金を財源として、コミュニティ施設の建設や備品購入を行う団体

に対しまして、補助金を交付するものでございます。佐賀県知事から助成金の決定通知、

これはことしの３月２９日に採択の通知が届いておりますけど、この通知に基づきまし

て今回補正を行うものでございます。 

 内訳でございますけど、高木瀬坪の上自治会と開成の八戸溝自治会が対象となってお

りまして、坪の上自治会が音響設備等の購入分として２４０万円、開成の八戸溝自治会

がテーブルや椅子等の購入分として２４０万円の合わせて４８０万円を計上するもの

でございます。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 以上２件の説明につきまして、ご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。 

 私から、このコミュニティ事業助成金というのは、これは公募なんですか。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 そうです、公募で上がってきております。ちょっとメニューが２つございまして、一

般コミュニティ助成事業という、今言った備品の購入の分がこれに当たります。それと、

コミュニティセンター助成事業、これが自治公民館の新築や改築、改修に当たるのがこ

れになりますけど、今回コミュニティセンターについては採択がございません。一般コ

ミュニティ助成は、備品の購入等について採択が２件ありました。今、委員長言われた

ように公募で手が挙がったところに優先順位をつけて、県の方を通して自治総合センタ

ーの方に上げるという形になっております。 

 

（岸川委員長） 

 公募はたくさん申し込みがあるということですか。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 そうですね、コミュニティセンターのほうが２件応募がございました。それと、一般

コミュニティ、備品購入の分が４件申請がありました。 

 

（岸川委員長） 

 はい、ありがとうごさいました。 

 外国人児童教育の支援ですけど、これはちょうどわくわく訪問のときに循誘小学校に

中国人のお子さんがいるということで、アドバイスに来てある場面を見たのですが。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 そういう外国人の子どものために県の非常勤講師派遣事業というのもあります。これ

は実際に国際交流協会とか大学の方にお願いして、例えば、中国語とかタガログ語とか、

英語とか韓国語とか、そういうお話ができる方に来ていただいて、日常の生活を支援す

るためにされているものでございます。ですから、これはかなりたくさんの学校に行っ

ていただいていますが、実際に学習に使う日本語指導になりますと、日常会話だけでは

なくて、例えば、文字の読み書きとか学習言語とかを理解するとか、そういうことにな

りますので、専門的な研修を受けて、そして教員の免許を持っていないとできない指導

になるわけですね。そういうものをするのがこの日本語指導のための支援事業になりま

すので、各学校に派遣している方というのはあくまでも学習支援というよりも、日常の

会話とか、そういうものを子どもたちがふだんできるように支援をしていただくという

ことで、隣についてちょっとアドバイスをしたり、かわりに通訳してあげたりとかいう

もので、この事業とは直接的にはかかわっていませんけど、連携することはやっており

ます。 
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（岸川委員長） 

 わかりました。 

 ほかに補正予算についてはございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質問がなければ、次に「小中学校の学校訪問、主な行事の日程報告について」、学

校教育課から説明をお願いいたします。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 ５ページ、６ページを開いていただけますでしょうか。まず、学校訪問、１学期、２

学期、３学期の分がございます。それぞれ学校訪問、Ａ、Ｂ、それから東部教育事務所

訪問があります。教育委員の皆様方にも、昨年度もたくさんの学校に行っていただきま

したけれども、できるだけたくさんの学校を訪問していただいて、そして子どもたちの

様子、先生方の指導の様子を見ていただいて、ご指導、ご助言等をいただければありが

たいというふうに思っております。また、出席確認等につきましては、学校教育課の渕

上係長の方からご連絡をさせていただきたいと思っております。 

 それから、横長のＡ３版になっております７ページ、そして８ページの方をご覧くだ

さい。これは小中学校の主な行事予定になっております。先ほど委員長の方から、この

間の日曜日の体育大会についてのお話がありましたけれども、今度の日曜日、５月２８

日にも体育大会が予定されています。小学校は神野小学校、それから兵庫小学校、高木

瀬小学校、本庄小学校、開成小学校、中川副小学校、大詫間小学校、南川副小学校にな

ります。真ん中あたりに体育大会というところに書いてある５月２８日（日）のものに

なります。 

 それから、中学校は次のページですけれども、城南中学校、昭栄中学校、諸富中学校、

大和中学校になります。これらの学校がこの次の日曜日に体育大会がありますので、も

しご都合がつかれましたら近隣の小・中学校に見に行っていただいて、子どもたち、先

生方の頑張りを見ていただいたり、励ましのお言葉をいただければと思っております。

ここには、あと研究公開や修学旅行、それからさまざまな学校行事、文化発表会等もあ

りますので、見ていただいて、そしてご都合がつかれた学校には足を運んでいただけれ

ばありがたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 １学期のフリー参観デーは７月１日なんですよね。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、そうです。 

 

（岸川委員長） 

 今のご説明について、ご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。 

 

（片岡委員） 

 久保泉公民館の落成式の後に、近くの鍋島小学校の体育大会を参観させていただい

て、二十何年ぶりに見たんですけれども、地域の方との種目というか、ふれあい種目が

あって、地域の自治会の方とじゃんけんをしてお子さんが障害走みたいなのをされたり

とか、あと保育園の年長さんが参加されたりなどしていて、とても地域全体で運動会、

体育祭をされているんだなということがわかりまして、とても新鮮で、ちょっと見るだ

けのつもりがずっと見れるぐらいすごく楽しくて、応援合戦とか、あと６年生のスタン

ツとかもすごく練習を積まれていたんだなということがわかってとても楽しく見学さ
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せていただきました。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 非常に今地域もそういった一緒にやっていくところも増えてきて、ちょっと規模の小

さな学校はもう町区大会が学校の体育大会と一緒にされているところも、例えば、勧興

小学校とかもそういった形でされています。それと、思斉とかは小学校、中学校が一緒

にされているということで、そういったところも見学してもらうと非常に参考になるか

なと思います。 

 

（片岡委員） 

 はい、ありがとうございます。 

 

（岸川委員長） 

 この行事予定をつけていただいてありがとうございます。これは本当に見やすく、保

存しておかないといけないですね。 

 ほかにご質問がなければ、次に「第４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） 

 今日お配りしている資料でご説明をいたします。 

 「第４回佐賀市社会教育委員の会議 会議結果の報告」というタイトルでございます。

これで説明をいたします。 

 まず、開催日時でございますけど、平成２９年２月１７日金曜日、開催場所、青少年

センターのほうで、出席者の氏名ということで社会教育委員１２名中９名の出席で会議

を行ったところでございます。 

 ５番目の議題のところをお願いいたします。議題が１つございまして、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、第三次佐賀市教育基本計画に掲

げた事業のうち、社会教育関係事業の平成２８年度の成果等について報告を行ったとこ

ろでございます。説明につきましては、別添の資料によって説明をしております。 

 説明を受けての委員からの主な質問、意見と回答を次にまとめております。星空学習

館管理運営事業につきましては、運営のチェック体制はどのように行っているのかとい

うふうな質問がございました。回答といたしましては、四半期ごとにモニタリングチェ

ックとして、事業の進捗や経理の状況を確認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。あと１つ質問がございまして、来年度に向けての事業のＰＤＣＡサイ

クルはどのように考えているのかという質問がございまして、これに対しては、指定管

理期間の５年で実施する事業計画を念頭に、今年度実施した事業を踏まえ、来年度行う

事業について指定管理者と協議することにしているということでお答えをしていると

ころでございます。 

 次に、社会教育委員について質問があっております。議論を深めるための会議のあり

方を具体的にどのように考えているのかというような質問がございまして、今年度は過

年度の社会教育委員の会議で、運営のあり方等を議論していただいた施設、８月の第２

回会議で星空学習館、４回目の２月の会議で青少年センターで会議を行い、現場を見て

いただきまして、意見の反映等について確認をしていただいたり、運営体制について報

告を行ったりして議論が深まるように努めたところでございます。 

 それから、公民館等事業の評価制度についてご質問があっております。事務局側の説

明としては、自己評価は実施しているが、第三者評価の実施までは至っていないという

説明をしておりまして、これを受けて、第三者評価の具体的な予定はどうなっているの

かというふうな質問がございました。お答えといたしまして、評価項目や評価者の人選
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の検討に時間を要しているということ。先進地を調査しながら検討し、進捗状況を適宜

報告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。 

 裏のページ、２ページをお願いいたします。地域人材バンクの活用整備のところでご

ざいまして、この地域人材バンクと申しますのが、協働推進課で整備をしております地

域人材バンク登録制度でございまして、登録者の高齢化、事業の形骸化等の課題がある

という説明をしておりまして、これを受けて、公民館講座の講師を人材バンク登録に誘

導してはどうかということでご提案、意見があっております。これを受けて、公民館で

もさまざまな講師にご活躍いただいているので、いただいたご意見を参考とさせていた

だきたいということでお答えをしているところでございます。 

 その次の少年巡回指導事業でございますけど、少年育成委員の人選が困難になってい

るということで質問があっておりますけど、大学生ボランティアに目を向けてはどうか

というようなご提案があっております。このご提案は、少年サポートセンターの運営に

携わっている委員の方からのお話でございまして、少年サポートセンターでは大学生が

相談者や利用者に勉強を教えたり学習支援をしているということもございまして、そう

いう学生ボランティアを考えてみてはどうかというようなご意見がございました。これ

に対しては、年齢を問わずやる気のある人ということで、公民館長に少年育成委員の人

選をお願いしているが、平日・昼間の活動等も多く、現実としてある程度の年齢、年齢

が上の方が推薦されてくるというような状況があるということでお答えをしておりま

す。 

 ただ、大学生につきましては、青少年センターの運営等のボランティア等を考えてい

るところであって、そういうふうな施設ボランティア等の協力を求めたいと思っている

ということで回答をしたところでございます。 

 その下の青少年向け講座開催事業でございますけど、今は小学生向けの教室となって

いるが、選挙の話であったり、社会への参画というようなキャリア教育ができればとい

うような感想を持ったということでご意見をいただいております。キャリア教育につい

ては今後の参考とさせていただきたいということでお答えをしているところでござい

ます。 

 その次の久米島中学生交流事業でございますけど、今まで参加された中学生がその後

も久米島とのつながり、久米島の子どもたちとのつながりがあるのかというようなご質

問でございました。 

 これに対してのお答えですけど、追跡調査はしておらず、実態を把握はしていないと

いう前提でございますけど、久米島の子どもたちとの交流を続けている子どもたちもあ

ると聞いているということで、具体的には文通とかＬＩＮＥでまだ交流を続けている方

がいらっしゃるということをご紹介したところでございます。 

 その他のところで、青少年センター利用に関する報告ということで、青少年センター

には子ども・若者支援室、これは佐賀市からの委託事業でございますけど、ＮＰＯ法人

のスチューデント・サポート・フェイスのほうに委託をしているところでございます。

ニート、引きこもり等の困難を有する青少年等の相談窓口として開設をしているという

ことでございまして、そこの代表をされている委員のほうから今の子ども・若者支援室

の状況、現状のご報告が上がっております。青少年センターの子ども・若者支援室には

１０月から１２月までで１７２件の相談が来ており、相談内容に応じたケース会議は１

３回開いている。一般的には、国県等の支援事業と市の支援事業の整理、連携が縦割り

行政の弊害で非常に難しいということで言われております。具体的には、利用者、相談

者については複合的な問題、課題を抱えていることが多いということもございまして、

いろんな窓口支援事業、支援メニューごとに手続書類を本人が記入する、記載する場合

が多いということで、非常に煩雑だというふうなお話があって、縦割り行政の弊害で非

常に難しいというふうな言い方をされております。ただし、佐賀市は手続等を簡素化し

ようとしているので、利用者にとってみると非常にありがたいと思うというふうなお話

を受けているところでございます。 
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 その次の少年サポートセンター、これは県警本部の少年サポートセンターの副所長を

されている委員の方から、少年サポートセンターの現状について報告が上がっておりま

す。県警本部に少年サポートセンターがあったときは、平成２７年度で延べ１５０人の

来客があり、そのうち相談者数が９３件、面談に至ったのが６件であったということで、

青少年センターに移転した後、１０月から１月の４カ月間で来訪者が７８２名、そのう

ち相談件数が６８件、面談に至ったのが３６件であったということで、来訪者、相談件

数ともに大きく伸びたということでご報告が上がっております。あと、青少年センター

やスチューデント・サポート・フェイスとの連携ができやすく、少年サポートセンター

に精神疾患を抱えるケースの就労支援の相談などがあったときには、スチューデント・

サポート・フェイスのほうに、部屋が隣にあるということで、扉をトントンとたたいて

つなげることができるというような非常に連携がとりやすくなっているというような

お話もあったところです。 

 説明については以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はございますでしょうか。はい、山口委員さん。 

 

（山口委員） 

 ちょっと私が資料の見方が悪いかもしれませんけれども、この子ども相談事業の電話

相談が２７件というふうに、こちらに載っているかと思うんですけれども、多分込み入

ったことは言えないかもしれませんけれども、子どもたちが相談してくる内容で一番多

かったのはどういった内容が一番多かったのか、もしお答えできる範囲であればお伺い

したいんですけれども。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 手持ちで今その資料はございませんので、大体友達との関係だったり部活動の部員と

の関係だったり、親御さんとの関係だったりというのが多かったと思います。 

 

（山口委員） 

 このＮＰＯ法人スチューデント・サポート・フェイスに相談があった１０月から１２

月までの１７２件というのは電話ではないですね。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 これは電話だけではないです。直接来られた方も含まれています。他にアウトリーチ

のほうもやっていただいておりまして、その辺の実績については、またご報告をこの中

でするような形をとりたいと思います。余りプライバシーに関することまでは言えませ

んけど、件数についてある程度分類をしてご報告をいたします。 

 

（山口委員） 

 はい、ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 星空学習館が開館して１年ですね。出前授業の回数が小学校９回、中学校１回ですよ

ね、これは出前授業ですから、単費事業として行われた分は含まれていない。 

 

（水田社会教育課社会教育係長） 

 出前授業については、星空学習館の事業として出ておりますので、市の単費で行って

いる分の委託料になっています。 
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（東島教育長） 

 これは学校の教育課程に沿った授業の一環でしょう。 

 

（水田社会教育課社会教育係長） 

 はい、授業の一環として行わさせていただいております。 

 

（東島教育長） 

 ＰＴＡ関係で、例えば、単位ＰＴＡでＰＴＡ行事を学校の中でするときに行ったとい

うケースはないのですか。 

 

（水田社会教育課社会教育係長） 

 若楠校区では子ども会からお呼びがかかりまして、子ども会への出前講座というのは

行っております。 

 

（東島教育長） 

 まだ１年で内容の周知が十分でないと私は思うんですよね。ですから、今年は校長会

とか市のＰＴＡの役員会なりで説明の予定はありますか。 

 

（水田社会教育課社会教育係長） 

 校長会のほうには、今度の６月にお願いをしようというふうに思っております。ＰＴ

Ａの役員会にはまだできておりません。 

 

（東島教育長） 

 まだまだ浸透度が薄いですから、ＰＲを極力努めるようにして、もっと活用が図れる

ようにしてください。 

 

（水田社会教育課社会教育係長） 

 はい。 

 

（岸川委員長） 

 はい、伊東委員。 

 

（伊東委員） 

 ２ページの今説明いただいた地域人材バンク、これ私も見たのは２０年ぐらい前だと

思うんですが、最近ずっと更新、リニューアルされているんですか、公表をされている

んですか、人材バンクの人名とか。今特に地域では指導者不足とかリーダー不足という

のはあちこち聞きますので、非常に大事なことだろうと思いますし、もし人材バンク的

なものがきちんと整理されているようであれば私は見せてほしいなというふうに思い

ますけれども、どういうスタイルの人材バンクのまとめ方なんでしょうかね。 

 

（山口協働推進課副課長兼公民館支援係長） 

 協働推進課ですけれども、更新のほうはしばらくされていないというふうに把握して

おりますが、この名簿の実際の登録の状況等につきましては、ちょっと現時点で把握し

ておりませんので、また別途ご報告させていただきたいと思います。よろしいでしょう

か。 

 

（伊東委員） 

 もし更新されていないのであれば、最新のものにチェンジしてください。非常に大事

なことだと思いますので、ぜひ次のステップに行動を起こしてほしいなというふうに思
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います。そして公表できるかどうかもあるでしょうから。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 それと、少年育成委員の人選が困難ということですけど、大学生ボランティアという

のはどうかと思うんですけど、非常にやっぱり年齢層が高過ぎますよね。もう少しやっ

ぱり子どもたちと理解し合えるぐらいの年代の人が、実際ＰＴＡ役員とかされておっ

て、子どもが高校、大学ぐらいになっているくらいの年齢の人は結構それぞれの校区に

おられると思うんですよね。余りそういう人たちを公民館長さんが把握していないだけ

じゃないかなと思うんですけど、やっぱり７０代ぐらいの方が結構多いですもんね。だ

から、本当に４０代、５０代ぐらいの方は探せばいらっしゃると思うので、ぜひアンテ

ナを広げていただければなと思います。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 今の件、制度的に公民館長から推薦にはなっておりますけど、青少健の役員さんだっ

たり、いろんな団体の役員さんにはお声かけしながらいい方をということで、相談しな

がらやっていても今のような状況でございますので、今、会長が言われたようにＰＴＡ

のほうにも声かけを広げるとか、それと、やっぱり子どもたちが通学しているときに見

守りとかそういう形の活動も出てまいりますので、働いている方、勤め人の方は非常に

難しいというふうな実は現実がございますので、そうは言いながらも、やっぱり若い方

が活躍、活動できるような育成委員であったほうがいいと思いますので、そこについて

はまたいろいろな団体にお願いしながらやっていきたいと思います。 

 

（岸川委員長） 

 はい、お願いいたします。 

 ほかにご質問はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 そしたら、その他で幾つかご報告があるようですので。 

 まず最初に、学校給食異物混入問題について、学事課のほうからお願いいたします。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 学校給食異物混入についてということでご報告を申し上げます。 

 今回につきましては、春日小学校の調理室で起こったもので、この間みたいにほかの

業者さんからの異物じゃなくて、調理場から入ったということで非常に残念に思ってい

ると同時にご迷惑をおかけしました。春日小学校の１年生の男の子がグラタンを食べた

ときに、この約２．４センチの細い針金状のやつを一旦口に入れたということで、この

子がグラタン嫌いだったもので、少しずつ食べており、ほかの子はもう全部食べてしま

った後に見つかったものです。早くわかればストップがかかったんでしょうけれども、

結果的にこの男の子だけから出てきたということです。その次の日、健康被害について

の報告もあっておりません。 

 針金状の金属が出てきたんですが、５番目に書いておりますけれども、エノキダケを

洗浄する際に金網のざるを使って洗浄をしていたんですが、そのざるの縁のほう、上の

ほうに枠がありますけど、その枠の切れ目のところから少し針金がぴっと出ていまし

た。実際にそういうのがありまして、それが入ったんじゃなかろうかということで、実

際に専門家のほうで成分検査をしましたが、ほぼ間違いないだろうということで、そこ

の針金の部分が混入したものと思われます。 

 今回は、前にも伊万里で、針金状の金属が入っていたというのもありまして、今度保

健所のほうも結構厳しく、当日、夕方３時間ぐらいかけて調理場内を全部見られて、写

真を撮られて、隅々まで、掃除の仕方からチェックを受けたところでした。我々はそれ
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を含めて、次の日の午前中、校長先生とお話をしまして、調理員さんたちも動揺してい

るし、保護者の方も事件があって次の日に調理するのもいかがなものかということで、

一旦その日はご飯だったんですが、外部に委託しているご飯とふりかけにゼリーをつけ

て、簡易給食と言っていますけど、その日は対応をいたしまして、調理はいたしません

でした。そのかわりに、学事課の給食の係の３人と調理員９名で全部の器具を点検しま

した。今回、ざるの針金の部分を中心に見まして、針金とかがあった物についてはもう

やめようということで、それを取り除きました。基本的にはそんなにはなかったんです

が、ただ、使わないざるを調理場内の棚か何かに入れていて使っていなかったんですが、

それも保健所から使わなければ現場に置くなと指示があったので全部捨てました。春日

だけじゃなくて、ほかの調理場もありますので、春日の写真を添付した文書を各調理場

のほうに送って、点検結果については必ず何日までにということを義務づけまして、点

検を行うことにしました。 

 今少し慣れているような状況もございますので、さらに基準等について指導をしてい

きたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 これについて何か。はい、伊東委員。 

 

（伊東委員） 

 よく確認を徹底するとか、十分注意をするとか、そういうのは抽象語です。それで、

私がここで非常に大事だなと思うのは、その学校の現場に調理作業の標準的なものがき

ちんとあって、それが教育されているのか。その中に用具点検、それと作業の仕掛かり

時の標準、手順、それから終わったときの手順、それがあると、こういうのはたびたび

起こることないと思うんです。忘れたころに必ずやってきているじゃないですか。現場

の手順書があって、誰がしても同じ手順で料理するんですよ、点検するんですよ、もち

ろんツールにはチェックリストがあって。そういう指導が僕は現場でできていないんじ

ゃないのかなというふうに、注意をしているときは。ですから、その辺が１０人おれば

１０人の作業者の方が、皆さん横一列でレベルの高いチェック項目で教育されていると

いうことが前提だと思うんですけど、これでは見えないんですよね、手順書、マニュア

ルという表現はありますけれども、ですから、その辺の手順書が作業手順書であり、こ

こは絶対見落としたらだめよとか、写真等をつけて注記して、例えば、用具等の取っ手

とか、ここは見落としたらだめですよとか、そういう細やかさが僕は現場にないと思う

んです。これは製造だって一緒ですけど、前にも言いましたけど、我々がＴ社さんに１

つ不良品を出すと億の損失ですよ。 

 そういうことを考えると、やっぱり現場のそういう調理手順とか、そういうツールが

欠けていると思う。だから忘れたときにやってくるんじゃないですか。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 機材とかのチェック表については毎日記載するようにしているんですけど、チェック

が甘かったみたいです。今言われるように、見方についてもそういった手順の中に入っ

てくるんでしょうけれども、刃物類が欠けていないかとか、そういった基本的な部分に

ついてはチェック表をつくって、誰がどこをどのようにしたというふうな記載をしてい

たんですけど、ただ、少し甘いところがありまして、数なんかも若干ざるの数が違って

いたりとかいうところもありましたものですから、今回、全員で数から当たって、さら

にその器具についてはきちっと点検表をつくりました。今回保健所のほうにもこういっ

たところを修正をしましたということをお話ししています。ただ、ほかのところの調理

場についても同じですから、そういった指導をしていきたいなと思っています。 
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（伊東委員） 

 例えば、先程の作業手順書ですけど、一番ベテランの人に手書きで書いてもらって、

それをみんなで討議してきちんと仕上げる。それを今度教育で徹底して皆さんに教育す

る必要があります。作業手順書は校長先生がトップで、ルールや、点検チェック項目の

検討がされたのかということです。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 直接の指導は栄養士の先生ですね。 

 

（伊東委員） 

 そこら辺にも問題があるのではないでしょうかね。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 校長先生も一応検便もされていますし、調理場には来られますが細かなチェックをす

るというふうなところまでは。 

 

（伊東委員） 

 第三者の目でチェックしないと漏れますよ。校長先生が定期的に、作業をするときの

必須項目のチェックをしておく必要があったと思います。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 わかりました。今言われたことを考えてみたいと思います。 

 

（岸川委員長） 

 それぞれの給食室の中で、栄養士の人が長のかわりなんですか。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 そうですね、基本的には指導を栄養士の先生のほうにしていただいています。 

 

（伊東委員） 

 これは１つはマネジメントですよ、技能じゃなくて。校長先生は料理では別枠でしょ

うけど、そこでチェックする機能というのを組織的につくることが絶対大事だと思いま

す。それがないとまた忘れたころにやってきますよ。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 学事課にも栄養士が２人おりますので、職員と年に１回は必ず全部のチェックに入っ

ております。 

 

（伊東委員） 

 被害者が発生すると、同じことをここでまた論議せんといかんじゃないですか。なく

て当たり前ですから。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 そうですね。 

 

（伊東委員） 

 もう一度厳重にチェックするという監視の目で、そういう仕組み、システムをチェッ

クしないと、また発生しないとはいえないでしょう。よろしくお願いします。 
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（田口委員） 

 質問させていただいていいですか。混入異物の特定ということで、使用した金属製の

ざるを初め、混入の危険のある器具は撤去いたしましたということで、具体的に混入の

危険がある器具は何だったのかというのを教えてください。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 入りそうな物というのは、ざるがやっぱり多かったですね、その網状の部分がプラス

チックの水切りもあるんですけれども、パンチをするような方式で穴があいているんで

すが、やはり大きな物になると非常に重い、水切りも悪いということです。基本的には

部品が取れそうな物について、全部排除をいたしました。 

 

（田口委員） 

 それは新品であっても、これを使い続けていたらということでもう撤去したという理

解でよろしいですか。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 はい、今回の分が新品同様だったんですけれども、この造りだとまずいよねというこ

とで、それについても排除いたしました。 

 

（田口委員） 

 もう一つ、ほかの学校の調理場のほうにも指示を行ったということですが、点検結果

だけじゃなくて、この網状、同じようなものは撤去して新しいものにというところまで

指示があったというふうに理解していいですか。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 そのざるの写真をつけて、こういったざるについて、処分を行うように指示を出して

います。 

 

（田口委員） 

 他校もそれを見習ってやっているということですね。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 そうですね、同じような物があるところについては処分していると思います。 

 

（田口委員） 

 再発防止をしないといけないので、どこまでの指示が具体的だったか聞きたかったの

で、ありがとうございました。 

 

（岸川委員長） 

 はい、片岡委員。 

 

（片岡委員） 

 先程新品同様のざるだったというようなお話もあったんですけれど、そもそもの調理

器具の購入時の選定ですとか、どういうものを選んだりとか、後は入れかえ、買いかえ

の時期ですとか、予算などはどういった流れというか、全体としてどんな運用をされて

いるんでしょうか。 

 

（梅﨑学校教育部副部長兼学事課長） 

 基本的には学校に対して、給食関係の予算をつけておりまして、やはり現場で買いか
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え時期というところについては判断をしてもらっています。ただ、どういう物を購入し

たほうがいいかというふうなところについては学事課にも相談があったり、栄養士の先

生と相談したりしています。ある程度頻繁に使う器具については統一した単価で学事課

ので契約をしています。大きさの関係とかで、学校独自で買われるケースもあります。 

 

（片岡委員） 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

（岸川委員長） 

 ほかによろしいでしょうか。はい、お願いします。 

 

（山口協働推進課副課長兼公民館支援係長） 

 先ほど伊東委員のほうから人材バンクについてのお尋ねがありましたけど、それにつ

きまして説明をさせていただきたいと思います。 

 先ほど確認、調べてみましたところ、人材バンクの現状につきましては、公表に関し

てのことですが、佐賀市のホームページのほうに掲載をさせていただいております。

「佐賀市地域人材バンクのご案内」というタイトルで載せておりますので、そこに名簿

をつけております。現在８２名登録しておりまして、ただし、平成２７年２月現在で載

っておりまして、そして２７年度及び２８年度も登録があっていない状況でございます

ので、現在もそのままといったことでございます。各自の名簿それぞれにつきまして、

連絡先とか該当する分野、歴史とか体育とか、いろんな分野がございますけど、それに

ついてもわかる一覧表の形式にして載せております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

（伊東委員） 

 はい、わかりました。 

 

（岸川委員長） 

 そしたら、次に学校史切り取り被害の状況について、図書館のほうからお願いいたし

ます。 

 

（香月社会教育部理事兼図書館長） 

 佐賀市立図書館でございます。今日資料をお配りしておりますが、これは５月１２日

に皆様にお送りしたものとほぼ同じでございますが、一部変更があっております。それ

はその他の報道からの取材が幾つか増えております。この資料に従って説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、報道で取り上げられました佐賀市立図書館での学校史の切り取り被害の状況と

いうことでございますが、経過でございます。まず５月２日に学校史関係の資料の切り

取り被害のことが報道にありましたので、市立図書館での状況の調査を始めたところで

ございます。５月４日、調べものコーナーの郷土資料のコーナーで１冊発見いたしまし

た。学校史関係は全体で約５０冊保有しておりますが、その中の１冊でございます。５

月１１日に全館、全館といいますのは、本館、分館、分室の調査が終了したところでご

ざいます。 

 被害の状況でございますが、市立図書館では、今回の調査で発見されたのは、本館の

調べものコーナーで発見された循誘小学校の文集１冊、これは写真も載せております

が、ここにあるこれでございます。この中で、クラス写真と寄せ書きの部分１４枚、中

ほどなんですが、切り取られていると、２８ページ分ですね。切り取りの時期と意図に

ついては不明でございます。カッターで切り取られたような感じですね。 

 図書館の対応といたしましては、切り取られた今その現物がある資料については閉架
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書庫に移動して、職員による館内の巡回を増やしたということでございます。その他と

いたしまして、報道からの取材がこのようなメディアからの取材を受けております。 

 このような切り取りというのは、今回は学校史ということで発見されたわけなんです

が、大体年間で全体で１００冊ぐらいこういう切り抜きを発見しております。主に雑誌、

ファッション雑誌が多いですね、被害があります。大体タイトルが特定できております

ので、その雑誌についてはカウンターの中で保管して、お客様からの要望があった際に

それをお渡ししているというような状況でございます。 

 報告は以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 はい、山口委員 

 

（山口委員） 

 この学校史は貸し出しをされていらっしゃるんですか。 

 

（香月社会教育部理事兼図書館長） 

 貸し出しはしておりません。その調べものコーナーの郷土史のコーナーに置いており

まして、館内でのご利用だけという形にしております。 

 

（山口委員） 

 ということは、館内で切り取られたということになりますね。 

 

（香月社会教育部理事兼図書館長） 

 はい、館内で切り取られたということです。 

 

（山口委員） 

 図書館内には防犯カメラは設置をされていらっしゃるんですか、いらっしゃらないん

でしょうか。 

 

（香月社会教育部理事兼図書館長） 

 防犯カメラは、館内の閲覧コーナーには設置しておりません。その理由といたしまし

ては、プライバシーというものがありますので、誰がどこでどんな本を読んだのかとい

うのが、そういうことは記録に残らないようにということで、そういう防犯カメラとい

うのは館内には置いておりません。 

 

（山口委員） 

 はい、ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 閲覧コーナーは周りからの目というものはありますか。 

 

（香月社会教育部理事兼図書館長） 

 閲覧コーナーですからほかのお客様も、利用者もおりますので、周りの目というのは

あると思います。 

 

（東島教育長） 

 必ずしもそこで切り取ったんじゃなくて、どこか持っていって切り取ったというのは

考えられないの。例えば、トイレに持ち込んでとか。 
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（香月社会教育部理事兼図書館長） 

 そういうことも想定できると思います。 

 ただ、調べものコーナーで、そこに置いているものに関しては、館内であってもそこ

から持ち出すというときには、一応それは持ち出せませんよというふうな注意をしてお

りますので、このことに関してはやはり現場で切り取られたのかなというのが私の感想

でございます。 

 

（岸川委員長） 

防犯カメラというのは必要じゃないですかね、何が起きるかわからないから。 

 

（香月社会教育部理事兼図書館長） 

 そこはいろいろな考えがあると思いますが、図書館を使う方が自分が使っているとい

うことを公にしたくないとか、そういうことが知られたくないという方もいらっしゃる

ということで、市立図書館の考えとしては、本を読むコーナーとか資料を使うコーナー

についてはそういう防犯カメラを置かないと。ただ、外構ですね、駐車場とか駐輪場と

か、幾つか問題がある部分については防犯カメラを置いております。 

 

（東島教育長） 

 室内に防犯カメラを設置している県内の市町図書館はありますか。 

 

（香月社会教育部理事兼図書館長） 

 そこについては申し訳ありません、今承知しておりません。 

 

（片岡委員） 

 抑止効果もあるのかもしれないんですけれど、確かにどういった本を読んだりしてい

るかというのを、その方の思想とか心情とかを推測できるようなものでもあるので、や

はりそれを自治体とかが収集できるということになると、プライバシーの面でも確かに

問題になるのかなとは思うので、こういった被害も確かにあるとは思うんですけれど

も、プライバシーの問題との考慮でなかなか防犯カメラの設置は難しいのかなとは思い

ます。防犯上必要な、例えば、入り口ですとか、駐車場とかは問題ないとは思うんです

けれども。 

 その学校史は貴重な物なんですか、ここにしかないんですか。 

 

（香月社会教育部理事兼図書館長） 

 図書館としては非常に貴重な物だというふうに思っております。学校のほうには保管

されているかもしれませんが、市立図書館としてはこれ１冊しかありませんので、そこ

の部分にどういった内容のものが載っていたのかというのはもう今となってはわかり

ませんので、非常に残念なことです。 

 

（伊東委員） 

 現在の再発防止策というのは市でどういうことをされているんですか。 

 

（香月社会教育部理事兼図書館長） 

 １つが、先ほど申し上げました館内の巡視を不定期に、職員が職員とわかるような格

好でやるということですね。ここに図書館職員というような、ご案内というような腕章

をつけて廻るということと、それともう一つ、職員のほうからお声かけを頻繁にするよ

うにという対応を今しております。何か立ちどまったり、お困りの方には職員がお声が

けをして、図書館の職員がお客様のことをみんな気にしていますよというふうなことを

意識づけていただくような取り組みをしております。 
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（岸川委員長） 

 今回は切り取りだったですけど、よく雑誌コーナーで持っていかないでくださいと書

いてあるんですけど、やっぱりとられているんですかね。 

 

（香月社会教育部理事兼図書館長） 

 ちょっと今手元に数は持ってきておりませんが、確かに雑誌、書籍の持ち去り、盗難

というのはあります。年に１回蔵書点検と言って全部の図書を確認するんですが、その

ときにやはり発見をしております。私どもの本には、ゲートを通ると磁気を抜かないと

ブザーが鳴るような仕組みを持っているんですが、それで発見できずにどのようなやり

方でやられているのかというのはちょっと想像できないんですが、そこをすり抜けられ

ているという事例があります。 

 

（岸川委員長） 

 良識に訴えるしかないものですかね。 

 

（田口委員） 

 実際に過去にちょっとそういう現場を見てとか、何か要望というか、切り取られてい

る状況を見たりとか、そういうことで現場を押さえるというか、そういうふうなことっ

てあるんですか。もう全部結果になりますか。 

 

（香月社会教育部理事兼図書館長） 

 私も以前図書館で働いていたことがあるんですが、そのときに一回気づいたことは、

窓際に本が置いてあって、それはそこの窓をあけると外からもまた手が伸ばせるという

ふうな感じのときがありまして、それはひょっとするとそういう形で持っていかれてい

るのかなというのを感じたことがあります。ただ、実際にカッターとかで切り取られて

いるという場面は、図書館員がそれに気づいたということは私も報告を受けておりませ

んし、そういう現場を見れば、多分そこで注意をするというふうに思います。 

 

（田口委員） 

 発見がないんですね、年間１００冊ぐらい切り取られているけど、実際にもう結果切

り取られてですね。どんな状況かわからないということですね。 

 

（伊東委員） 

 これは全国ニュースで入って、それからまねしたということじゃないということです

ね。 

 

（香月社会教育部理事兼図書館長） 

 恐らくそういうことじゃないと思います。 

 

（岸川委員長） 

 やっぱり自分がこれを失くしたから、見たいなと思ったとか。 

 

（東島教育長） 

 学校にあるはずですよ、全部保管してあります。 

 

（岸川委員長） 

 個人ももらっているわけでしょう。 
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（東島教育長） 

 そうです。 

 

（岸川委員長） 

 この件については、引き続きご注意をしていただくようにお願いしたいと思います。 

 そしたら続いて、教育委員会活動状況点検シートについて、教育総務課からお願いい

たします。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 早速ですけれども、お手元の方に活動状況点検シートというのをお配りさせていただ

いております。次回の評価委員会に向けた教育委員会の自己点検をしたいと思っていま

す。委員の皆様には貴重なお時間をいただきまして、シートを作成いただきましてあり

がとうございました。 

 まず、教育委員会の評価、いわゆる第三者評価についてなんですけれども、法律によ

り定められておりまして、この中で効果的な教育行政の推進と市民への説明責任を果た

すということが求められております。このため、外部有識者からの意見を聴取しまして、

点検及び評価を実施し、結果についての客観性の向上を図ることとされています。第三

者評価におきましては、事務局が実施をします事務事業の評価のほかに、今回教育委員

の皆様にお願いしました教育委員会の活動に対する自己評価についての評価を行って

いただきたいと思っております。 

 それでは、お手元に配付しております自己点検シートをごらんください。各委員から

の回答につきましては、委員の皆様の全ての意見を記載することが非常に難しいですの

で、内容が類似しているもの、まとめられるものにつきましては事務局のほうでできる

限りまとめさせていただいております。また、事前に資料を配付及びメールで送信して

おりますので、今回は平成２９年度に向けた課題と改善点を重点的に簡単に説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 なお、事前資料につきまして、片岡委員のほうからご指摘がありまして、委員の出席

状況等については一部修正をさせていただいております。大変申しわけございませんで

した。 

 点検シートにつきましては、設問が６項目ございます。各項目ごとに確認を行ってい

きたいと思いますので、記載の内容についてのご意見ですとか、追加、削除、修正等に

つきましてお願いしたいと思っています。 

 まず１ページ目、(1)教育委員会の会議の運営の状況、①教育委員会会議運営の充実

についてでございます。実績中、平成２７年度と比較しますと、定例会、臨時会の議案

が７件増加をしております。報告案件が１２件減少をしております。増加の要因としま

しては、保育幼稚園課、こども家庭課の市長部局への移管ですとか、青少年センターの

移転に伴う規則等の改正が主な増加の要因でございます。減少の要因としましては、文

化財関係、基本計画等の計画策定に関する報告案件が減少したことが要因に挙げられま

す。また、研修会の案件につきましては、就学援助の支給時期の見直しですとか、教職

員の人事評価などの制度改正に伴い、事前説明の議題が増加をしております。しかし、

学校給食における異物混入の事案等が平成２７年度が５件ございましたけれども、それ

がゼロ件ということで、そういった要因で報告案件が減少をしている状況です。 

 ２ページに入りまして、自己評価の主な意見としましては、事前配付資料を十分に把

握した上で活発に議論する。地域や教育現場の実情、課題を捉えて教育行政に反映をす

る等のご意見がありまして、２ページの上段のようにまとめさせていただきました。こ

の教育委員会会議の運営充実について、補足のご意見とか修正がございましたらお願い

したいと思います。 

 １項目ずつ処理をしていきたいと思っています。 
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（岸川委員長） 

 いかがでしょうか。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 よろしいでしょうか。 

 

（岸川委員長） 

 はい、いいです。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 それでは、②教育委員としての役割、レイマンコントロールについてに入ります。 

 自己評価の主な意見としまして、教育委員としての知見を深める。地域、教育現場の

実情をそれぞれの立場で把握する。中立、市民の視点で議論する等のご意見が多くござ

いまして、２ページの中段のようにまとめさせていただきました。この教育委員として

の役割について、補足のご意見等がありましたらお願いしたいと思います。 

 

（岸川委員長） 

 よろしいですかね。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 ありがとうございます。それでは、(2)教育委員会の各種活動の状況、①市民や教育

現場の意見聴取についてに入ります。 

 実績といたしまして、委員それぞれの立場から児童・生徒や教職員の先生方の様子に

ついて積極的に学校訪問を行っていただきました。その中で、学校環境や組織マネジメ

ント等についてご指摘をいただきました。また、平成２７年度からはわくわく学校訪問

も実施していただいております。そのほか、幼稚園、保育所等の保育現場の実態把握も

実施していただいておりますが、平成２７年度と比較をいたしますと、減少の幅は大き

くなっております。 

 自己評価の主な意見としましては、各種教育機関等に積極的な訪問や関係する団体と

の意見交換を実施して施策に反映させる。教育長を囲む会は継続実施、学校訪問等の学

校訪問時の管理職以外との意見交換等のご意見が多くございまして、自己評価としまし

て、３ページの下段のようにまとめさせていただきました。この市民や教育現場の意見

聴取について、補足の意見がございましたらお願いしたいと思います。 

 

（岸川委員長） 

 一番下のところは、この実情を把握の前に、やっぱり幼・保・小連携の実情を把握と

いう言葉とかを入れてもらったほうがいいかなと思います。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 はい。追記をいたします。ほかによろしいでしょうか。 

 ４ページをお願いいたします。次に、市長部局や関係機関との連携についてでござい

ます。 

 総合教育会議につきましては、昨年度１回実施しております。自己評価の主な意見と

しましては、市長との課題共有、共通理解という点では一致したご意見であったと思っ

ております。市議会との意見交換というご意見もございました。自己評価としまして、

４ページの中段のようにまとめさせていただいております。この市長部局や関係機関と

の連携について、補足のご意見がこざいましたらお願いいたします。よろしいでしょう

か。 
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（岸川委員長） 

 はい。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 それでは、次に③事務局との連携についてでございます。 

 自己評価の主な意見としましては、事務局との連携体制という面では肯定的な意見が

多くございましたけれども、情報不足、事前の審議についてのご意見もございました。

また、委員会の審議をより深めるために自発的に情報を求めていくというご意見もござ

いました。自己評価としまして、４ページの下段のようにまとめております。事務局と

の連携について、補足のご意見をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 

（岸川委員長） 

 はい。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 次に、④教育委員としての資質の向上について、５ページをお願いいたします。 

 自己評価の主な意見としましては、視察や研修は有意義であり、積極的に参加をする。

課題提案型の視察研修が有用。その他、それぞれの分野で培った経験や知識を生かして

お互いに研さんを積んでいくというご意見がございました。自己評価としまして、６ペ

ージの中段のようにまとめております。この教育委員としての資質向上について、補足

のご意見をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 

（岸川委員長） 

 はい。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 最後に、全体の自己評価になります。多くの委員の皆様が「概ね達成」というご意見

でございましたので、今回、２８年度事業につきましては「概ね達成」という評価で評

価委員会に諮りたいと思っております。よろしいでしょうか。 

 

（岸川委員長） 

 はい、よろしくお願いいたします。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 本日のご意見につきましては修正しまして、再度教育委員の皆様のほうに最終版とい

う形でメールで配信をしたいと思っております。 

 最後に、教育委員会評価委員会の通知を最後のページにおつけをしております。６月

２８日水曜日と７月１９日水曜日の両日２日間、１８時からということで２回開催を予

定しております。教育委員会の自己点検につきましては、６月２８日水曜日の第１回目

に実施をしたいと考えております。教育委員の全委員の出席については必要ございませ

んけれども、教育長のほかにどなたか出席をお願いできればというふうに考えておりま

す。 

 この件につきましても、本日改めてメールで開催の通知を教育委員の皆様にお送りし

たいと思いますので、出席いただける場合はそのメールに返信いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。 

 説明は以上であります。 

 

 これ以外に何かございましたら。 
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（山口委員） 

 いいですか、先日、中村課長からメールをいただきましてありがとうございました。 

不登校の数字を詳しくメールで見せていただいたんですけれども、今、学校現場で不

登校対策、あの数字は完全不登校というか、どういう基準で不登校というふうにカウン

トをまずされているかというのがちょっと疑問に思った点と、もう一つが、不登校対策

というのが今どういう感じで行われているのかというのと、それは不登校になった子に

対しての対策なのか、それから不登校にならないために何か学校でなされているのか。

前、何か資料を見せていただいたときに、学校が楽しくないという子どもたちの数字が

物すごく多くて、５８％ぐらいあって、その数字を見たときにすごくショックを受けて、

その原因はじゃ、なぜ楽しくないというふうにこの子たちが答えたのかというのをわか

れば伺ってみたいなと思っていたので、よかったらその辺をちょっと教えていただきた

いなと思いました。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 まず１点目の不登校というのは、３０日以上の欠席の子どもを不登校というふうにし

ております。不登校対策については、もちろん不登校、または不登校傾向の子どもにつ

いては定期的に対策をして、取り組みについて各学校してもらいますけれども、不登校

の未然防止ということについてももちろん取り組んでおります。子どもたちが楽しく学

校で過ごすことができるようにするためにはどうしたらいいかということ。まずは、特

に授業が楽しいとか、子どもが活躍できる場があるとか、それからまなざし運動でもや

っておりますように、子どもに出番や役割や承認を与え、子どもに意欲を持たせるとか、

そういうことについて、学校だけではなくて保護者や地域と連携をしながらやっている

というところであります。 

 それから、学校が楽しくないという子どもが、小学校は非常に多いんですけれども、

中学校が楽しいという子どもが恐らく５割を超えていないと思うんですよね。ですか

ら、なぜそういうふうになるかというと、１つは勉強がわからないという子どもがおり

ます。やっぱり小学校と違って中学校になって勉強が難しくなった。わからないからや

っぱりおもしろくないというところがあると思います。それから、自分が思い描いてい

た中学校生活と実際が違うというところもあると思います。それと、やっぱり部活動と

か友達との関係で、ちょっとしたトラブルに対してうまく対応できない子どもたちがふ

えてきているという部分もあると思います。それから、特別な配慮を要する子どもたち

がかなりふえてきて、そういう子どもたちがやっぱり、その二次障害的におもしろくな

いから学校へ行きたくないというふうに感じている部分と、それから、そういう配慮を

要する子どもたちが周りに対していろいろちょっかいを出したり暴力的になったり、気

に障るような言動をしたりするんですけれども、それを我慢している子どもたちもかな

りいるんですよね。ですから、そういう子どもたちにとっては、あの子がいるから学校

がおもしろくない、行きたくないというふうな部分もあると思います。ですから、各学

校では特別支援教育についても話をしておりますし、先生方にもそれについてしっかり

と学習をしながら、周りの子どもたちも含めてどういう支援をしていけばいいかという

ことを、研修等をしていきながら子どもたち全体のことを支えていけるような、そうい

う学校づくりを校長先生を中心にやっていただいているところではございます。ですか

ら、それがうまくいっているところは非常に子どもたちの学習意欲とか、学校が楽しい

という子どもたちがふえてきているんですね。ところがやっぱり、なかなかそれがまだ

十分に機能していないところは、そういう子どもたちの割合が高かったりしているんじ

ゃないかなというふうに思っています。 

 それと、もう一つは、特に小規模校とかもあるんですけど、今回もちょっと問題にな

っているんですが、小規模校化になってきて、子どもたち、これは大きな学校もそうな

んですけど、部活動が限られてきている。いろんな種類を前のようにできなくなって、

中学校に入ってあの部活動に入りたいと思ったのに、行ったらその部活動がもうないけ
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ん、ほかの部活動ばせんばいかんごとなったと、そういうことも原因の一つとも挙げら

れているんじゃないかなと。ですから、今、幾つかの学校で問題になっているのが、地

元の小学校から中学校に行かず、ほかの校区の中学校を希望したり、または県立や国立

や私立を希望したりする子が増えてきてしまっているのも、そういうのも１つ原因にな

ってきているのかなという気がしております。そこについてはまた今後学校としてもど

ういうふうにしていくか、小中連携も含めて対応策を考えているところでございます。 

 

（山口委員） 

 素人目線で、その数字だけを見て何か言うのは間違っているかもしれませんけれど

も、あの数字だけを見て、このパーセントだけを見て、ああ、各学校にこれぐらいの子

どもが不登校になっているんだなと思ったときに、後々佐賀市を担っていく子どもたち

がそれだけ中学校に行けていないということかなって思ったんですよ。教育長がさっき

おっしゃったみたいに、早くそうやって夜間中学ができればそういう対策がすぐとれる

かもしれませんけれども、それがいつになるかもわからない状態でどんどん不登校がふ

えてきて、そしてもともと佐賀市にずっと残ってくれる若者が少なくなっている状態

で、そうやって不登校の方がどんどん増えていくんだったら、佐賀市の将来自体が何か

危うくなるんじゃないかなとか、素人目線ですけれどもそう思ってしまって、十二、三

歳ぐらいで学校がおもしろくないとか、これはもう学校現場、親御さんだけではなくて、

本当に地域全体、佐賀市に住む大人が一生懸命考えていかなければいけないと思いま

す。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 ただ、１ついい方向は、最近不登校で復帰する子どももかなり増えてきているんです

よ。ただし、不登校で復帰したら、１回３０日以上になっているから、不登校のカウン

トに残ってしまっているんですよ。ですから、復帰している子どももかなりふえている

ことは間違いないです。特に、中３になって、ある程度進路を見据えたときに、やっぱ

り自分は高校に行きたい、こんなことをやってみたいというときに、今のままじゃだめ

だということで、いろいろ働きかけたり先生方も呼びかけられたり、カウンセラーとか

いろんなところが働きかけたりして、やっぱり復帰したいということで、３年生で復帰

している子どももかなりの数います。ただし、３年生の１学期までにもう３０日以上超

えていたら、カウントとしてその子たちは復帰したら元に戻ることにならないんですよ

ね。だからそこは全くマイナスばっかりじゃなくて、効果も表れてきているのは間違い

ないと思っています。 

 

（山口委員） 

 私昨年の中学校の学校訪問のときに、どこかの中学校で不登校のまま卒業をされたお

子さんは、その後の進路はどうなっていらっしゃるか把握はされているんですかって聞

いたことがあって、そしたらやっぱり、ここから高校はもう違いますというお答えをそ

のときはいただいて、私もちょっとそのころよくわかっていなかったんですけど、確か

にそうだろうなとは思いますけど、どこかの中学校では、校長先生が、ご自分の机の後

ろのホワイトボードにその子たちの経過をずっと書いてあったんですよ。ここを卒業し

たら終わりとかではなくて、やっぱり国がそうやって夜間中学をつくるというふうに踏

み出していくんだったら、やっぱり教育現場にいらっしゃる方や地域の大人たちはそう

いうのを把握して、なるべくその子たちの教育が後々でも受けれるような仕組みができ

たらいいなと思うし、校長先生もお忙しいでしょうけど、子どもたちの経過というのも

ほんのちょっとでもいいので気にしていただけたらいいなと思います。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 それは、言い方は悪いんですけど、校長先生が十分情報を得ていらっしゃらないんじ
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ゃないかなと。実際、進路調査というのを必ずしますので、その後子ども、家庭に連絡

をとって、どういう状況ですかというのを定期的に報告いただいているんですよ。 

 

（山口委員） 

 そうなんですね。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい。ですから、恐らく校長先生がそこら辺の情報がまだ入っていらっしゃらなかっ

ただけじゃないかなと思います。確実にそれはやっております。 

 

（山口委員） 

 はい、わかりました。お時間とらせましてありがとうございます。 

 

（伊東委員） 

 ちょっとこの件でいいですか。１２月の新聞だったと思うんですけど、ＫＴＣ中央高

等学院というのができたのご存じでしょう。あそこに中学校対象の不登校の対応で無料

開放で、その後、そういう事業がどうなったかとか利用者がどうなったかとか、その新

聞によると１０人ぐらいそれを利用していると。そして復帰をした実績もあるという表

現になっておったと思うんですけど、その辺と学校との関連とか情報共有とか、その辺

をうまく使うとか、その辺はどういうふうなご判断をされてますか。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 一応フリースクールとか、そういうことについては、不登校の子どもたちが今どうい

う対応をしているかというのは、学校は連絡をとって、今フリースクールに通っている、

またはくすの実に行っている、またはＩＣＴ支援をしているとか、そういうふうなこと

で、不登校の子どもについては毎月グループローラー作戦というのをやっていて、その

状況を毎月毎月報告をしてもらうようになっているので、そこについてはどこに行って

いるかというのは学校はちゃんと把握していますし、その報告はこちらに上がってきて

おります。そこと連絡をとったりすることもありますし、向こうから報告が来ることも

あります。そして、一応今フリースクールも教育課程にのっとった授業等をしていただ

いたら出席とカウントしていいということに変わりましたので、それはそういう連絡を

もとにして、進路のときに不利益にならないようにしているところでございます。 

（伊東委員） 

 はい、かなり把握はされているでしょうけど、実情をチェックして欲しいなと思いま

す。 

 以上です。 

 

（田口委員） 

 昨年９月でしたか、文科省が不登校についての方針か何か出して、今不登校は問題行

動とは言わんというふうなことも出ていて、そして、もう方針の中にフリースクールを

非常に活用していくんだという方向性も打ち出しているので、そういうところも見なが

らうちの佐賀市の状況も見ていくということが必要なのかなというふうに思って見て

いました。 

 それと、今、中村先生のほうから学校に復帰する、中３でというものも聞いたんです

が、学校復帰というイメージは教室にも復帰するということなのか、学校の中の相談室

とか図書室とか保健室に復帰して、そこで個別に勉強することも含めて学校復帰と言う

のことでしょうか。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 
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 それも含めてです。とにかく学校に来れなかった子どもが学校に来れるようになった

ということを学校復帰というふうに捉えております。 

 

（田口委員） 

 教室までというのは厳しいんじゃないかというイメージを持っていますが。 

 

（中村学校教育部副理事兼学校教育課長） 

 そうですね、はい。 

 

（田口委員） 

 はい、わかりました。 

 

（岸川委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 そしたら、ほかにないでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、本日の定例教育委員会は終わりたいと思います。どうもお疲れさまでござ

いました。 

 


