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日程１ 開会の宣告 

 

（東島教育長） 

 それでは、皆さんこんにちは。２分ほど早いですが、田口委員がちょっと今日は遅れ

て来るということで連絡が入っておりますので、これより佐賀市教育委員会１月定例会

を開きたいと思います。 

 本当に寒くなったり暖かくなったりで、今首都圏では大変な雪での騒動があっている

ようでございますし、今日は白根山の噴火ということで、けが人、不明者も出ていると

いうことを聞いております。 

 また、佐賀市内の学校では３学期が始まりましたけれども、本当にインフルエンザが

猛威を振るっております。今日の時点で小学校が２０校、９学年、４０クラス、これが

学級閉鎖になって、１５クラスは再開にここ１日のところでなっております。中学校が

９校、２０クラスの学級閉鎖と。１２クラスが昨日、一昨日ぐらいで回復をしているよ

うですが、非常に危うい状態にあることには間違いないようでございます。そういう中

での１月の定例会です。元気よく教育委員会を開きたいと思っております。 

 それでは、ただいま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

立をしております。 

 本日の日程につきましては、配付のとおりと考えておりますけれども、提出議案が教

育委員会会議規則により非公開とすべき案件もございます。そういうこともございます

ので、報告事項、議案の順番で日程を進行し、議案については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〕 

 それでは早速、本日の日程に入ります。 

 

日程２ 会議録の承認 

 

（東島教育長） 

 日程２、会議録について説明を求めます。 

 

（大坪教育総務課副課長兼総務係長） 

 １２月２６日の定例教育委員会の会議録につきましては、１月１８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。 

 

（東島教育長） 

 先ほど事前に配付をされておりますけれども、この報告について質疑はございません

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 

 

（東島教育長） 

 それでは、日程３、教育長の報告ということでございますが、新年が明けまして、別

紙のとおり、今回は多くの行事というのはございませんでした。１つは平成３０年の執

務始め式で市長の訓示があったということ、これは非常に心にも残ったところでもござ

います。また、私どもが今後市役所の職員として実行をしなければならないという部分

もございます。 

 それから、２０１８年の佐賀市成人式、これは７日に各会場で行われましたけれども、

これについては既に各委員さん方からの報告はいただいたところでもございました。 
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 なお、現在、教職員の人事につきまして校長ヒアリングを行っております。１月１１

日から３１日まで校長とヒアリングを行い、今年度末の人事異動に生かしたいという思

いで、今実施中でございます。 

 それから、今週の２８日の日曜日、これは校区対抗駅伝になっておりますので、恐ら

く寒くなると思いますが、もしお手すきであれば応援方よろしくお願いをしたいと思い

ます。 

 それでは、皆様方のレジュメの中には市長の訓示を印刷させていただいておりますの

で、お開きいただいて、市長訓示の中からかいつまんで説明を申し上げますが、１ペー

ジ目の上から４行目に、市長が強く言われたのが市民の一体化を大事にしたい。そして

佐賀市が住みよい町、市民の皆さんが幸福感を感じられる町、あるいは実感されるよう

な町を目指していきたいということでございました。よく市長が言われるのが、７月の

野村総研の「都市の持つ成長可能性ランキング」、これで全国主要都市の１００都市の

中で、「都市の暮らしやすさ」という部門で第１位、「子育てしやすさ」で第３位という

ことであって、今後ともそういうまちづくりをしていきたいという話がございました。 

 それから、１ページの下から６、７行目になりますけれども、私たち職員に対して、

市役所のあるべき姿、その時点、時点でのあるべき姿、それを見つめ直していただいて、

常に公務員としての心がけを持ってほしいということを申されました。私たちは教育公

務員に準ずるところもございますけれども、そういう中で気を引き締めて訓示を聞いた

ところでもございました。 

 重点的に６項目、市長の方針がございます。その中で、特に教育委員会関係では３点

目の「子育て・教育環境の充実」、４点目の「文化・スポーツとコミュニティの推進」、

この２つが市長の重点的な取り組み事業の６本柱の２本、ここに掲げられております。

それから、その下のほうに３行、４行下りますと、いよいよもって今年は明治維新から

１５０年という節目に当たります。そういうことで、この明治維新１５０年の事業につ

きましては、県と連携をして取り組んでまいるということでございましたので、佐賀市

といたしましても、特にお膝元でもございますし、佐賀市の輝かしい歴史と将来への夢

について、市民の皆さんと一緒に語り合える一年になればという思いを話しされまし

た。当然ながら、私たちが所管しています学校の子どもたち、子どもたちにとりまして

も、やはり明治維新１５０年という節目の年を有効に効果的に活用をしてふるさとに対

する理解を深め、そしてふるさとを愛する子どもたちへとさらに深めていけたらなとい

うふうに考えたところでもございました。 

 そして、最後の結びのほうになりますけれども、やはり私たちは市役所のプロのサー

ビス集団、このプロのサービス集団としてチーム力を発揮して推し進めていただきたい

という最後の使命がございました。当然私たち教育委員会としても、教育委員会の事業

についてはプロのサービス集団としてチーム力を発揮して進めていく必要があろうと

いうふうに思ったところでございます。あと、市のホームページの中に詳しく掲載をさ

れておりますので、必要とあらばご覧いただきたいと思います。 

 以上、報告にかえます。 

 質問はよろしいですね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に移りたいと思います。 

 

日程４ 報告事項 

 

（東島教育長） 

 日程４、報告事項でございます。 

 まず、報告事項の１点目「平成２９年度佐賀市成人式の報告について」、社会教育課

のほうから説明をお願いします。 

 



  3 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 定例教育委員会の資料の１ページをお願いいたします。平成２９年度（２０１８年）

佐賀市成人式についての報告でございます。まず１ページでございますけど、参加者数

等の実績でございます。成人式の各会場の出席者数、全体の出席者数につきましては、

今月の９日の教育委員研修会で速報値ということでご報告しております内容と同様で

ございます。また、今月の教育委員研修会の際に堤教育委員から成人式に出席された保

護者数がわかれば教えて欲しいというご質問がございました。これにつきましては、会

場には来賓の方々、恩師の方々もお見えになっておられて、現状では保護者だけの数と

いうのが把握できていないというのが実情でございます。ご了承いただきたいと思いま

す。 

 次に、２ページ目から４ページ目までに、参考に市内各会場の式典、ティーパーティ

ー等の様子を掲載しているところです。これも後でご参照いただきたいと思います。 

 次に、５ページをお願いいたします。これは佐賀市成人式に関するアンケートの集計

結果でございます。５ページが佐賀市全会場、８会場全体の集計結果です。今回のアン

ケートにつきましては、質問を３項目設定をしております。まず、質問１で「あなたは、

「子どもへのまなざし運動」を知っていますか？」、質問２で「あなたは佐賀市が好き

ですか？」というふうな質問でございます。これは子どもへのまなざし運動の成果を見

るために、今回新たに設定した質問項目でございます。質問３、「佐賀市成人式は旧町

村ごとの８会場で開催していますが、今後はどのような形式で開催したほうがよいと思

いますか？」、これは例年とっている質問項目でございまして、この３項目を質問とし

ているところでございます。 

 まず、質問１については、佐賀市教育政策市民満足度調査の中で、子どもへのまなざ

し運動に関して一般市民や保護者に対して行った項目と同様の項目でございまして、ま

なざし運動の認知度について今回初めて新成人に問い合わせたものでございます。この

結果でございますけど、まなざし運動認知度は、「運動を理解している」「運動をある程

度理解している」を合わせて、全体の２４．２％というような結果でございました。こ

れにまなざし運動を「見たり、聞いたりしたことがある」を加えると５３．２％という

ことを踏まえますと、まなざし運動の名称は知っているが、具体的にどういう運動なの

かという内容までを説明できるまでには至っていない新成人が多かったということだ

と思います。このような結果になった要因につきましては、今回のアンケート結果のみ

では判断することができませんが、まなざし運動自体が大人への働きかけ、社会全体で

子どもを育むというふうな運動でございますので、運動自体の子どもへの働きかけがど

うあるべきか考えなくてはいけないのかなというような思いを持ったところでござい

ます。今までまなざしを受けてきた新成人の意識だったり認識だったりというものは重

要な指標と考えておりますので、次年度以降も同様の設問を継続するとともに、今回の

アンケート結果を受けて、より一層情報発信やＰＲを工夫しながら進める必要があると

思ったところでございます。 

 次に、質問２の佐賀市への愛着度でございますけど、これも同じく佐賀市教育政策市

民満足度調査の中で、子どもたち、小学校４年から６年及び中学校１年から３年を対象

にアンケートをとった項目と同様の設問を設定し、お尋ねをしております。佐賀市を「す

ごく好きである」「まあまあ好きである」を合わせると９２．７％の新成人が佐賀市を

好きだとの回答でございまして、佐賀市への愛着度、郷土愛が大いに読み取れる数値で

はないかと思っております。この９２．７％の数値が、まなざし運動の１つの成果の指

標となるものではないかと思っているところでございます。 

 続いて、質問３の成人式の開催形式でございますけど、先ほど申しましたけど、これ

は例年アンケートをとっている項目でございます。今年度は、「これまでどおり８会場

で開催したほうがよい」と分散開催を希望する新成人が７７．７％、また、「１会場で

開催したほうがよい」と統一開催を希望する新成人が２２．３％となっております。昨

年度に比べると、大体昨年度が分散開催を希望する新成人が７５％でございましたの
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で、２．７％ぐらい伸びているような状況でございます。 

 参考にアンケート調査結果の内訳で、６ページが佐賀会場で、７ページが旧町村ごと

の７会場の集計結果を記載しております。佐賀会場でも７５．３％の新成人が、その他

７会場でも８１．３％の新成人が分散開催を希望しておりまして、これも新成人の地元

に対する深い思いや意識の高さのあらわれではないかと思っているところでございま

す。 

 今回の結果を踏まえまして、引き続きよりよい成人式のあり方を検討していきたいと

思っているところでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 今、本年度の成人式についての報告がありましたけれども、質問ございませんでしょ

うか。 

 これの（新成人へのまなざし運動認知度に関するアンケート）過去からの推移はどう

なっているのでしょうか。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 まなざし運動の分ですね。新成人に対するアンケートが今年初めての設問でございま

すので、ちょっと経年で見たいなというところもあって、来年以降も同じ質問をしよう

かなと思っています。 

 

（東島教育長） 

 今年度からスタートですね。これから見れるわけですね。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 はい。 

 

（伊東委員） 

 よろしいですか。 

 

（東島教育長） 

 はい、どうぞ、お願いします。 

 

（伊東委員） 

 まなざし運動を知っていない人が意外と多いんだなと思ったので、この辺について今

後どういう展開が予想されるんですか。 

 

（江口社会教育課主幹兼子どもへのまなざし運動推進室長） 

 これはまなざし推進委員の分科会の中でも話に出たんですが、学校関係で子どもたち

に対して、キャラクターでまなざし君であるとか、まなざし君の手袋を、登校時に、出

演・登場させることによって、まなざし運動を、まず視覚とかから訴えるというような

ことをしてはどうかというご意見をいただいているところでございます。そのご意見を

参考にして、また次年度以降に活かしていきたいと考えているところです。 

 

（伊東委員） 

 １つは、この前の公民館運営の件でもご質問をしたんですが、先だって地域でもまな

ざし推進の座談会があったんです。そこに参加している人たちは、４０歳代が数人、残

りは年配の人ばっかりというイメージがします。私は前から高校生を公民館に、何かの

テーマを持って集まらせるような工夫をということで、この前、社会教育課長から、よ
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そはこういうことしているよとかありましたよね。傾向的に若い人が公民館での活動に

無関心な気がしてなりませんので、やっぱりイニシアチブをとる、特に公民館から、子

どもへ、特に１８歳から２０歳代への働きかけをもっと積極的にやるべきだろうと思い

ます。総じて、何かあると６０歳以上の人たちばっかりの会合ということになっていま

すので、ぜひ若い人をどうやって参加させていくのかということ、その辺がまなざし運

動への展開と結びついていくのではないかと思っています。少なくともまなざし運動の

認知度は４０％とか５０％ちょっと切れるぐらいのイメージを持っていたんですけど、

ちょっと残念でした。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 予想以上に低いですもんね、どこに要因があるのか。ちょうどこの成人者は１０歳ぐ

らいですよね。ですから、まなざし運動が始まったころの子どもたちですもんね。これ

から来年度、再来年度と伸びていくのかどうか。また伸びるように工夫しなければなら

ないところがあります。今、伊東委員がおっしゃられたように公民館との連携という視

点、それから若者、特にＰＴＡの皆さん方、ここにどういうふうに啓発をしていくか、

ここら辺が課題かなというふうな思いがいたします。 

 ほかに質問ございませんか。どうぞ。 

 

（片岡委員） 

 先ほどのまなざし運動の認知度なんですけれど、結構キャラクターのマークは目にし

たことがあるけど、運動を理解しているかという質問だとわからないというふうな回答

もあり得るのじゃないかなと思うので、そのキャラクターとかで登校のときにつけて周

知を図るというのがそのまま理解につながるかどうかはちょっとわからないところも

あるので、例えば、アンケートの仕方を、このマークは知っていますかとか見たことあ

りますかという質問プラス運動の内容を理解していますかというものに、２段階にして

みるとか、多分目にしたことはあるので、見たことあると言う子どもが多いのかなと。

結構服とかにマークをつけたりしているので、どこかで見たことはあって、ただそれが

どういう活動なのかというのを理解していないので、その文書の聞き方だと理解してい

ないということになるのかなと思うので、その周知の仕方も、キャラクターとかの周知

が今不十分なのかどうかわからないですけど、そのキャラクターを知っているかどうか

と運動自体の意義とかを理解しているかというのが確認できるようなアンケートをし

てはどうかなと思います。マーク自体の認知と運動の趣旨の認知とかですね。結構目に

しているんじゃないかなと思います。 

 

（東島教育長） 

 このアンケートのとり方の工夫の面が出ましたが、ここら辺は一遍議論をしてみまし

ょうか。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 今回のこの聞き方というのが、実は佐賀市の教育政策市民満足度調査というのがござ

います。その中で一般市民の方、それと保護者の方に同じアンケートをとっていまして、

同じような聞き方なんですよ。その数値自体をご紹介いたしますと、一般市民の方で「運

動を理解している」「運動をある程度理解している」を合わせると２８．２％です。保

護者が５０％なんですよ。われわれとしては、一般市民の認知度をもうちょっと上げた

いというところがあって、第三者評価委員会の中でもその旨説明したところ、ここ何年

も上がっていない状況があるんですよ。そういう中で、一般の成人ばっかりに聞くのは

ちょっとどうかと。実際にまなざしを受けた方の認知度がどうか調べたほうがいいんじ

ゃないという話がありまして、同じ項目でそしたら聞いてみようかということで、この
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項目に決まったところでございます。 

 今、片岡委員言われたように、まなざしアーチは聞いたことある。まなざし君は見た

ことがあるというのは多いかと思いますけど、実際に理解しているとなると、ほかの方

に説明ができるレベルまでなくてはならないとか、そういうことでこのような回答にな

ったのではないかなという気がしています。ここはちょっと経年的に追っていきたい

し、今回の結果を踏まえてどういう運動にしていくのか。その辺の、今、片岡委員言わ

れたようなことも含めて工夫はしていきたいと思っております。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 ほかに質問ございませんか。どうぞ。 

 

（山口委員） 

 １つ教えてください。回収率が少し低いようですけれども、初年度なのでこれぐらい

かなとは思うんですが、当日、新成人が受付をされたときにそのアンケート用紙を配ら

れて、帰るときの回収だったんでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 回収率の問題、鉛筆は自分の鉛筆を使うんですかね、筆記具も用意してありますか。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 はい、鉛筆は準備しています。 

 

（東島教育長） 

 そこまで準備してあって２４．２％ですね。 

 

（江副副教育長兼社会教育部長） 

 リーフレットの中にアンケートを入れて、そこに鉛筆を入れて、それでもやっぱりま

だですね。 

 

（山口委員） 

 もう嫌がるんでしょうね。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 そうですね、そこまで気持ちが至らないのか。 

 

（山口委員） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 ほかに質問ございませんか。 

 では、来年度改めてマナーとか改善すべき点がないでしょうか。ショールの問題が一

度ありました。それからコートの問題がありました。それと司会者がよく理解をして司

会をしていただきたいということがありました。こういうことを改めてまた来年度に生

かしていただきたいというふうに思います。 

 ほかにないでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、報告の成人式についてはこれで終わりたいと思います。 

 続きまして、「明治維新１５０年事業 島義勇と札幌展について」、図書館のほうから
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説明をお願いします。 

 

（香月社会教育部理事兼図書館長） 

 教育委員会資料の８ページになります。「明治維新１５０年事業 島義勇と札幌展に

ついて」、図書館から説明いたします。 

 本日、お手元にこの展示会の開会式のご案内を差し上げております。その中に「島義

勇と札幌展」のチラシを入れておりますので、そちらをごらんください。 

 それと、前回伊東委員のほうからお話がありました日刊スポーツに掲載された広告の

コピーについても本日入れております。これについては後で説明をさせていただきま

す。 

 今回の展示は、日本が近代化するために佐賀が果たした大きな役割について、次の世

代に引き継ぐことと、これをきっかけにさらに佐賀が発展するようにということで開催

をいたします。佐賀には幕末から明治にかけて活躍した偉人がたくさんいますが、今回

は明治新政府で初代開拓判官として北海道開拓に貢献した島義勇を取り上げ、その開拓

精神を紹介いたします。 

 では、説明についてはお願いします。 

 

（松本図書館主幹兼サービス２係長） 

 では、詳しく説明をしたいと思います。こちらのほうを見ていただいてよろしいでし

ょうか、お手元にあります。表のほうの左下に赤いような文字で、２月９日金曜日から

３月１１日日曜日まで「島義勇と札幌展」を開きます。９日には９時から開会式を行い

ますので、皆様方にもお時間があられる方はぜひ参加をしていただきたいと思っており

ます。 

 裏のほうを見ていただいてよろしいでしょうか。そこに１番から６番までありますけ

れども、そこをちょっと読んでいきたいと思います。 

 まず１番目が、中央ギャラリーで「島義勇の生い立ち」というのをまず説明いたしま

す。それから２番目に「蝦夷地を巡る」ということで、「入北記」というのがそこの下

に小さい文字で３行ばかりある中に書いてありますけれども、これが蝦夷を探検したと

きの自筆の日記になります。それを公開します。それから、３番目に「島義勇の旅日記」

ということで、これが佐賀市の重要文化財に当たります。４番目に「札幌のまちづくり」

ということで、漢詩を島義勇が「北海道紀行草稿」というものに残して書いております。

それ全部ではないんですけれども、幾つか並べて、そのときの思いを語ってもらいたい

と思っております。それから、５番目に「札幌を離れて」ということで、その後、明治

天皇の侍従をした時代もありますし、初代の秋田県権令時代のエピソード、そういうも

のもあります。そういうものを５番目に入れていきたいと思っております。それから、

６番目に「島義勇と札幌の人々」ということで、これは現在、札幌、佐賀からもう真反

対、北のほうにありますけれども、そこでどのように島義勇が親しまれているか、尊敬

されているかということをここで説明をしたいと思います。これを２階の中央ギャラリ

ー、丸くなっているギャラリーのところで行いたいと思っております。同じく左上のほ

うに札幌市紹介コーナーというのを書いておりますけれども、ここは２階のロビーギャ

ラリー、中央ギャラリーのすぐ隣になりますけれども、そこで現在の札幌の様子をパネ

ル等を使ってご説明をしたいと思っております。それから、その下に移りますけれども、

「島義勇が出会ったアイヌの世界」ということで、１階の佐賀の情報コーナーというの

があるんですけれども、そこでアイヌの世界というのを紹介してみたいなと思っており

ます。そこの下にまた丸い欄がありますけれども、図書館の中にはパンゲアといって定

食などが楽しめるところがあるんですけれども、そこにご協力をいただいて、２月１６

日、１７日、１８日の３日間、数量限定で北海道グルメランチというものをご用意した

いと思っております。 

 もう一度表に戻っていただきまして、一番下のところですけれども、講演会がありま
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す。「島義勇と札幌のまちづくり」ということで、講師の方は札幌市公文書館の榎本洋

介様という方で、退職されて２年ぐらいたたれる方です。この方は「佐賀偉人伝」の「島

義勇」などを書かれていまして、非常に佐賀にお詳しい方で、以前県のほうからでも佐

賀のほうに呼ばれておられまして、おもしろい話をたっぷりと聞かせていただけると思

っております。これは２月１８日の午後１時半から３時半までということで、先着８０

名ということで、同じ２階の多目的ホールで開催をさせていただきます。 

 これについては終わりまして、先ほど館長のほうが触れました伊東委員からのお話が

あったということで、日刊スポーツの昨年の１２月２６日号に佐賀市及び佐賀市教育委

員会推薦ということで、「島義勇と札幌展」と同じような図柄が載っておりました。こ

の日は月曜日で、私たち図書館は休みなもので、私歯医者に行っておりまして、歯医者

さんでこれがたまたまあったので広げたら、あれっ、同じのがついていると思って、そ

のときはそこまでで、どういうことかちょっとよくわからなかったんですけれども、こ

れは、この「島義勇伝」というものを出していますエアーダイブ社が、「島義勇伝」の

コマーシャルということで、佐賀市及び佐賀市教育委員会も推薦図書として出していま

すよということで書いたもので、うちのほうとしては一切関係はしていないということ

で、そこのところはご理解をいただきたいと思っております。 

 説明につきましては以上です。 

 

（東島教育長） 

 この日刊スポーツに出した記事は、ほかの新聞社にも掲載されるということでしょ

う。 

 

（香月社会教育部理事兼図書館長） 

 どこの新聞社かはわかりませんが、日刊スポーツのほうから幾つかの新聞社に対し

て、空いたときにはこの広告を載せてくださいというふうな依頼をされているようで

す。エアーダイブのほうに問い合わせたところ、自分たちもどこの新聞にいつ載るのか

というのは事前には把握していないと。載った後で報告が来るというようなことを説明

いただいております。 

 

（東島教育長） 

 今、「明治維新１５０年事業 島義勇と札幌展」、これについて説明がありましたけれ

ども、質問ございませんでしょうか。どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 その当時も僕は質問の中で言いましたけど、コンビニに売ってあるのはついていない

んです。家庭がとっているところとか、それから、先ほどおっしゃった歯医者さんとか、

ですから、それで何でかなというふうに思ったものですから、こういうのは大体お金が

発生しますので。よく調べていただいてありがとうございました。 

 

（東島教育長） 

 ほかに質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 じゃ、この件についての報告事項を終わりにいたします。 

 それでは、報告事項の２点終わりましたので、先ほど日程確認のときに説明をさせて

もらいましたが、本日の議案、これが佐賀市教育委員会会議規則で規定する非公開の案

件となる教育委員会に属する職員の任免その他の身分取扱に関するものでございます

ので、非公開とさせていただきますが、ご異存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、これから先は非公開といたします。 
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 申しわけございませんが、関係部署以外の方は退席をお願いいたします。 

 

〔非公開〕 

 終了時間 午後３時１３分 

 

 


