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日程１ 開会の宣告 

 

（東島教育長） 

 皆さんこんにちは。これより佐賀市教育委員会３月定例会を開きたいと思います。 

 本当に桜の花ももう満開に近くなってまいりまして、先週土曜日は人がどうかなと思

って城内公園を歩いてみましたが、ちらほらでした。まだ寒くてですね、今度の土曜日

は恐らく多いかなとも思っております。 

 教職員の異動については、内示いたしました。市のほうはもう公表がありました。教

職員が今年度からは２７日となっていましたが、県がきょう発表していますので、その

絡みで２９日に教職員を公表します。３０日に辞任式を全て行います。４月１日から新

任地に全て出かけるという形で、今年度から変えておりますので、内示を受けた先生方、

悲喜こもごもなのか、「よし、やるぞ」という気持ちでいらっしゃったら大変ありがた

いなという思いでおるところでございます。 

 それでは、これから委員会に入ってまいります。 

 本日は６人中６人の委員が出席をしております。適法に委員会が成立しておりますの

で、これから始めさせていただきます。 

 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。ご異議ございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これより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、会議録についての説明を求めます。 

 

（大坪教育総務課副課長兼総務係長） 

 ２月２７日の定例教育委員会の会議録につきましては、３月２３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） 

 報告が終わりましたが、内容について質疑等ございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 特別にないようでございますので、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 

 

（東島教育長） 

 それでは、日程３の教育長報告となっております。３月の教育委員会の報告につきま

しては口頭で報告をさせていただきます。 

 議会が中心になりましたので、その中でいろんな佐賀市教育委員会関係の行事があっ

た分について、かいつまんで申し上げたいと思います。 

 まず、１点目が卒業証書授与式、これが９日に中学校、１６日に小学校でありました。

私は諸富中学校、嘉瀬小学校に出向きましたけれども、中学校の卒業証書授与式、本当

に厳粛な中に行われました。姿勢がよくて、返事もよくて、歌う歌声も大きくて、本当

に健全だなという、そういう思いをして、中学校中等教育が本当に尐しずつ充実してき

ている、そのさまを見たような気がいたしました。小学校は、やはりまだかわいいなと

いう感じがして、本当に子どもたちが心の底から卒業を惜しんでいる姿、子どもたち同
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士別れる、そういう思いがあって涙の卒業式でありました。これが１点です。 

 ２点目、さが桜マラソン２０１８、これが行われましたけれども、１７日のランナー

ズナイト、１８日のマラソン本番ということで、ちょうど図らずも肥前さが幕末維新博

覧会が開会をした当日が、ランナーズナイトでございました。と同時に、佐賀城下ひな

まつりも開催をされておりまして、何かいつになく佐賀市内がにぎやかになったなと、

そんな感じを受けたところでございます。当日は非常に暑かったような気がいたします

が、無事に終わったということ、後で報告があるというふうに聞いております。 

 ３点目が、女流棋士の表敬訪問が１９日にございました。これは龍谷高校３年の武富

礼衣さんという方が県内初のプロ棋士になられた。女流初段で、県内で男女を通じて初

ということで、非常に将来を嘱望されていると。立命館大学に進学をするそうですが、

当然将棋を意識して立命館に行かれるんですが、学問は心理学ということで、私ども一

番喉から手が出るほど欲しいような職種でございます。ぜひ佐賀に帰ってきてほしいな

というふうにも思ったものでした。 

 ４点目が、２０１８年グレンズフォールズと佐賀市の教育交流訪問団、この表敬訪問

がございました。うちのほうからは指導主事が１名引率で行っておりますけれども、佐

賀市内中学校１０名、高校１０名、計２０名、これが３月２４日の土曜日から４月３日

の火曜日まで、ニューヨーク州グレンズフォールズ市に交流で行っております。多分大

きな成果を持って、お土産を持って帰ってくるのではないかなというふうに思っており

ます。非常に若くして外国に直にふれることができる、こういう機会があるというのは、

本当に佐賀市の子どもたち恵まれているなというふうな思いもしておりました。そうい

う中で、無事に帰ってきて、そしてお土産話が聞けることを楽しみにしているところで

す。 

 以上、簡単ですが報告に代えます。 

 それでは、私の報告の中で質問等がございましたらお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑がないようですので、教育長からの報告を終わります。 

 

日程４ 提出議案 

 

（東島教育長） 

 続きまして、日程４の提出議案に移ります。 

 本日の会議の案件ですが、来年度からの教育委員会の組織機構の改編、これがありま

すので、それに伴いまして教育委員会規則の改正に関する提出議案が多くございます。

委員会の審議の迅速化を図るために、これら来年度から適用する事務的な改正規則の議

案については、教育総務課から一括して説明を受けたいと考えております。 

 それでは、第２８号議案『佐賀市教育委員会公印規則の一部を改正する規則』から、

第３６号議案『佐賀市スポーツ推進委員に関する規則を廃止する規則』まで、教育総務

課から一括して説明をお願いいたします。 

 教育総務課、よろしくお願いします。 

 

（片渕教育総務課長） 

 先ほどご説明がございましたとおり、第２８号議案から第３６号議案まで９つの規則

の提案につきましては、２月の教育委員研修会でご報告させていただいておりますとお

り、平成３０年４月１日付の組織機構の改編に伴いまして、関係規則等の改正、廃止を

行うものでございます。 

 組織機構の改編の概要につきましては、ご説明させていただいておりますとおり平成

３０年４月１日付で市長事務部局に「地域振興部」を新設いたしまして、公民館事務を

市長部局に一元化すること。また、スポーツに関する事務を教育委員会から市長部局へ

移管するものでございまして、このことに伴いまして、教育委員会事務局を１部制にし、
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名称を「教育部」に変更するものでございます。 

 早速ですが、お手元の教育委員会資料１ページをごらんください。 

 まず最初に、第２８号議案『佐賀市教育委員会公印規則の一部を改正する規則』でご

ざいますが、別冊でお手元のほうにございます議案等資料、こちらのほうに新旧対照表

を載せております。こちらの新旧対照表を使って、主な改正部分のみご説明させていた

だきます。 

 こちらの資料の１ページをごらんください。左側が現行の規則で変更前になります。

右側が改正後になっております。 

 新旧対照表の２ページのほうをお願いいたします。２ページ上段の別表になります

が、一番上のほうに「学校教育部長印」を「教育部長印」へ部名を変更しております。

また、１つ下の「社会教育部長」の印と、この表の下から４段目の「スポーツ振興課長」

の公印を廃止するものでございます。 

 次に、こちらの新旧対照表の４ページをお願いいたします。 

 第２９号議案『佐賀市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部を

改正する規則』でございます。 

 改正後の右側のほうをごらんください。上段の表の一番下になります。「社会教育施

設等の設置、管理運営及び廃止に関すること」から、その下の表にかけましては、市長

部局に補助執行させる事務を追加しております。これは教育委員会の事務のうち公民館

行政につきまして、地域振興部に新設する公民館支援課で一元的に業務を行うため、地

域振興部の職員に補助執行させるものでございます。また、スポーツにつきましては、

学校体育施設の開放に関することを従来どおりスポーツ振興課で事務が行えるよう、こ

れも地域振興部へ補助執行させるために改正を行うものでございます。 

 続きまして、新旧対照表の５ページ、６ページをお願いいたします。第３０号議案『佐

賀市教育委員会事務専決規則の一部を改正する規則』でございますが、５ページの上段

の表の一番下をごらんください。 

 今回、教育委員会事務局の１部制に伴いまして、「副教育長」に関する事務の専決事

項を「教育部長」の専決事項として改正するものでございます。 

 続きまして、新旧対照表７ページをお願いいたします。第３１号議案『佐賀市教育長

職務代理規則の一部を改正する規則』でございますが、これにつきましては、教育委員

会事務局の１部制に伴いまして、部名の変更と「教育総務課長」を追加し、改正するも

のでございます。 

 続きまして、８ページから１３ページになりますが、第３２号議案『佐賀市教育委員

会組織規則の一部を改正する規則』でございます。尐し長くなっておりますが、各課の

分掌事務で改正があった主なものにつきましてご説明させていただきます。 

 まず、８ページの上段では部名の変更を行っています。８ページの下段のほうの一番

下になります。ここは教育総務課の項になりますが、教育総務課の第１９号としまして、

「学校体育施設の開放に関すること」が追加されております。所管が教育総務課になる

ことになります。 

 次に、１０ページをお願いいたします。１０ページの上段、社会教育課の項になりま

すが、社会教育課の７号に「公民館長及び公民館主事の任免、給与、分限、懲戒、服務

等に関すること」が追記されております。 

 １０ページの下段になります。下段の中ほどでございますが、スポーツ振興課の移管

に伴いまして分掌事務を改正しております。 

 飛びまして、１２ページをお願いいたします。１２ページの下の段の別表の組織表で

部名の変更を行っております。 

 次の１３ページの表をお願いいたします。一番下のほうの図書館になりますが、今回

図書館の「庶務係」を「総務企画係」に名称変更を行っておりまして、所要の改正を行

っております。 

 続きまして、新旧対照表１４ページをお願いいたします。第３３号議案『佐賀市教育
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委員会事務局職員職名規程の一部を改正する規則』でございます。これにつきましても、

１部制に伴いまして、職名から副教育長の項を改正するものでございます。 

 １５ページ、１６ページをお願いいたします。第３４号議案『佐賀市教育委員会文書

事務取扱規則の一部を改正する規則』及び第３５号議案『佐賀市教育支援委員会規則の

一部を改正する規則』についてでございますが、ともに部名の変更、スポーツ振興課が

移管されることに伴う改正を行っております。 

 新旧対照表につきましては以上になります。 

 もう一度教育委員会資料の１４ページをお願いいたします。第３６号議案『佐賀市ス

ポーツ推進委員に関する規則を廃止する規則』でございますが、スポーツ振興課を市長

部局に移管することに伴い廃止するものでございます。今回、教育委員会規則を廃止す

ることにはなりますが、同時に佐賀市規則として新たに制定されるものでございます。 

 なお、本日の全ての規則の改正施行日につきましては、平成３０年４月１日付となり

ます。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 教育委員会の組織改編に伴いましての議案ということになりますが、たくさんの説明

がございましたけれども、質問はございませんでしょうか。あるいはわかりにくいとこ

ろがあったら、どうぞご指摘いただきたいと思いますが。 

 

（片岡委員） 

 この資料の１ページ目の１３条の２項の「ただし」以下の「文書管理システムを利用

して公印の押印の承認を得たときは、公印使用簿への記載を省略する」という改正につ

いてはどういった内容になるんでしょうか。 

 

（片渕教育総務課長） 

 すみません、この件につきまして説明が漏れておりました。 

 佐賀市では、現在文書決裁につきましては電子システムを活用しております。これま

で書類での公印申請につきましては、公印使用簿に記載することになっていますが、電

子システムで決裁が終わったものに関しましては、公印使用につきましても一部教育長

と佐賀市長の公印を電子システムで承認することが可能になりました。そのことに伴い

まして、文書システムを使ったものについては、公印使用簿への記載を省略することが

可能となった部分を、今回追加で改正させてもらっております。すみません、失礼いた

しました。 

 

（東島教育長） 

 よろしいですか。１ページの１３条２項ですね。これもう既にそういうふうにしてい

ましたよね。それが明文化されていなかったということで、今回これを追記していると

いう形になりますので、ご了解いただきたいと思います。 

 

（片岡委員） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんか。なかなか多くの議案が提示されておりますので。 

 

（田口委員） 

 ９ページの学校教育課と学事課もずっと変更のところに下線を引いておられるのか

なと思っているんですが、どこが変更になったのかが、ちょっとよくわからなかったん
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ですが。 

 

（東島教育長） 

 今の教育委員会組織規則の中での８ページ、９ページ、１０ページで全部アンダーラ

インが引いてありますが、変更になった部分は──どうぞ。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 規則の書き方によるんですけれども、今回２部制が１部制になりまして、８ページの

上段で、左側では学校教育部のすぐ下に教育総務課というのがございます。左側の表で

すけれども、学校教育部という部がなくなることによって、課は全部１マスずつ左にず

れてしまうんですね。そうすることによって全てが、変わっていないんですけど変わっ

たという見え方をしてしまうということで、表記の仕方だけということでご了解をいた

だけたらと思います。 

 

（田口委員） 

 わかりました。全く一緒ですけれども、ここが１マス下がるから全部――わかりまし

た。はい、了解です。 

 

（東島教育長） 

 今の件よろしいでしょうか、８ページの「学校教育部」というのが消えてしまいます

ので、みんな１字ずつ左に上がるので変わったようにアンダーラインが引かれていると

いうことですね。ほかにございませんか。どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 大きく業務が変わっていくということはないでしょうけど、市長部局になったために

若干その中で業務処理する内容というのは変わってくると思うんです。ですから、これ

に追従して業務分掌的なものがきちんと整備されているのか、今後されていくのか、そ

の辺はどうなんですか。課、部ごとに、この課はこういう業務をするというのがこれま

でもあるのかが１つでしょうけど。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 まず、新旧対照表で言えば８ページ、９ページの組織規則の事務分担表が大まかに記

載されています。この課がこういう業務をしますということの記載があります。ただ、

これは尐しざっくりとしていますので、各課、係で業務分担表というものを必ず年度初

めにつくりまして、人事課のほうには提出をしておりますが、かなり詳しい形で業務分

担は整理をされていると思います。 

 

（東島教育長） 

 各課の事務分担表は教育委員会に出ていましたかね。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 出ています。 

 

（東島教育長） 

 出ているね。毎年度初めに簡易の事務分担表が出ますので。 

 

（伊東委員） 

 それがないと、末端の人がどう動いていいのかというのが、非常に時間ロスがあると

思うんです。ぜひこの辺についても部下教育ということも含めて、きちんと業務分掌の
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理解というものを徹底してほしいと思います。 

 

（東島教育長） 

 毎年分掌分担は各課から出ていますね、また４月の段階でお出しするということで。

ほかに質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、質疑がないようですので、第２８号議案『佐賀市教育委員会公印規則の一

部を改正する規則』から、第３６号議案『佐賀市スポーツ推進委員に関する規則を廃止

する規則』まで、原案どおりに承認をいたしますが、よろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、第２８号議案から第３６号議案までは原案のとおり承認します。 

 続きまして、第３７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１５ページをお願いいたします。第３７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、新しい佐賀市立松梅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。 

 具体的に申しますと、松梅公民館の供用開始日は平成３０年、今年の４月３０日の月

曜日に決まりましたので、昨年の１１月議会にて議会から承認いただきました佐賀市公

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、松梅公民館落成式につきましては、平成３０年４月３０日月曜日の午前９時 

３０分から挙行予定でございます。教育委員の皆様には後日メールにてご案内したいと

思いますので、あわせてご出席方よろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 第３７号議案の説明がありましたが、質問ございませんでしょうか。公民館の落成式

が４月３０日の…。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 落成式は、４月３０日月曜日になります。午前９時３０分からです。松梅公民館のほ

うで行われます。 

 

（東島教育長） 

 はい、落成式だということで、後で案内が行くそうでございます。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 はい、よろしくお願いします。 

 

（東島教育長） 

 それでは、この件について、特別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〕 

 では、第３７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』は、原案どおりに承認をいたします。 
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日程５ 報告事項 

 

（東島教育長） 

 それでは、続きまして日程５の報告事項のほうに移りたいと思います。 

 まずは「小中一貫校富士校学校運営協議会の設置について」、教育総務課から説明を

お願いいたします。 

 

（松本教育総務課指導主事） 

 教育総務課から２件報告をさせていただきます。資料１６ページからとなっておりま

すのでごらんください。 

 まず初めに、松梅校コミュニティ・スクール設置について、３年間が経過しましたの

で、再設置につきまして報告をさせていただきます。１６ページのほうをごらんくださ

い。松梅校では平成２７年４月に学校運営協議会を立ち上げ、３年が経過をいたしまし

たので、松梅校のコミュニティ・スクールの取り組みと再設置について報告をいたしま

す。 

 佐賀市では、城南中学校区の３校、赤松小学校、北川副小学校、城南中学校と、そし

て松梅校、西与賀小の合わせて５つの学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクー

ルとしての活動を行っております。コミュニティ・スクールでは、学校の中に地域代表

や保護者代表、学識経験者からなる学校運営協議会という組織を設置いたします。学校

運営協議会委員は、一定の責任と権限を持って学校経営に参画をいたします。この松梅

校は、もともと地域と学校とのつながりが強く、自治会、地元などの協力や支援をいた

だきながら教育活動を進めている学校でございます。学校運営協議会では、学校教育目

標である「ふるさと松梅を担う心身ともに調和のとれた子どもの育成」という目的を共

有しながら、学校と地域の連携活動を中心とした意見交換が熱心に行われました。 

 １６ページの上のほうをごらんください。まず、保護者、地域、児童・生徒へのアン

ケートをまとめておりますが、まず学校への関心についてまとめております。保護者の

アンケート「ＣＳとして地域の方々が学校運営に参画されていることを知っている」の

項目に、「よく知っている」、「だいたい知っている」と答えた保護者の割合が約９割と

なっております。この３年間で、コミュニティ・スクールの取り組みが尐しずつ周知さ

れてきた結果であると考えています。また、小中一貫教育にも高い関心を持っていただ

いています。 

 １枚目の下の段でございますが、学校と地域の連携についてです。小学部の保護者ア

ンケート「学校は『ふるさと松梅』を大事にする心を育てている」という項目について、

また教職員アンケートでは、「ＣＳがスタートし、地域の方々が学校運営に協力し、運

営がうまくできている」という項目について記載しておりますが、どちらも「よく思う」、

「だいたい思う」と多くの方が答えられています。学校と地域が連携した行事や学習が

多いことから、連携は年々深まっているようです。しかしながら、地域の力が必要な行

事、活動が多く、今後若い保護者がふえていく中で、地域の力はさらに重要性を増して

いくと思われますので、来年度は松梅公民館が完成ということで、学校運営協議会とし

てもさらに連携が深まるのではないかと期待をしているところです。 

 続きまして、１７ページをごらんください。上段のほうに家庭、地域の教育力につい

てまとめております。まず、児童が「近所の人にあいさつをしている」という項目と、

「早寝・早起き、朝食を欠かさず食べる」という保護者の２つの結果を載せております

が、残念ながら確かな伸びが見られませんでしたので、家庭、地域の教育力向上という

面では今後の取り組みにさらに工夫が必要であると思われます。この学校運営協議会に

は保護者代表の方がいらっしゃいますので、保護者をもっと巻き込んだ取り組みについ

ても検討し、生活面、学習面など教育環境の充実について考えていく必要があると考え

ています。 

 下のほうをごらんください。最後に地域意識の高まりについてですが、松梅の子ども



 8 

たちはさまざまな学習や行事の中で、学校目標にもありますように、ふるさと松梅を愛

する心が育ってきていると言えます。 

 以上のように、今後の課題もございますが、保護者、地域、学校、それから児童・生

徒に好ましい成果が見られ、松梅校ではこの制度が根づいております。さらに今後の取

り組みに向けて一層の連携を進めていきたいと考えておられるところですので、来年度

以降４年目となりますけれども、今後また３年間のコミュニティ・スクールの設置を行

いたいと考えております。 

 以上が松梅校についての報告でございます。 

 続けて富士校の設置ということになりますけれども。 

 

（東島教育長） 

 そうですね、こちらも学校運営協議会の設置ですね。 

 

（松本教育総務課指導主事） 

 続けて１９ページのほうをごらんください。小中一貫校富士校のほうでございます。 

 今年度、平成２９年の４月から１年間、学校運営協議会準備委員会を立ち上げて準備

を進めてまいりました。これまで富士校では「富士の教育を考える会」というものがあ

りましたので、それをもとに進めてきております。もともと富士校も松梅校と同じよう

に地域と学校のつながりが強く、自治会や地元などの協力をいただきながら活動を進め

ている学校でございます。地域連携をさらに進めるために、学校運営協議会の設置につ

いて学校から進んで手を挙げていただき、今年度１年間準備をしてまいりました。教育

委員会としましては、この準備会に出席し、資料の提供等を行いながら携わってまいり

ましたが、この準備委員会では子どもを学校、地域、家庭で育てていくという目的のも

と、今後の組織のあり方等を中心として意見交換が熱心に行われました。 

 資料の２０ページをごらんください。今年度の準備委員会の成果を載せております。

成果として６点上げておりますように、先進校の視察やコミュニティ・スクールのフォ

ーラム等、研修会にも本当に積極的に委員の皆様にも参加していただき、報告会を開い

て今後について話し合いが行われました。富士校が現在既に行っているさまざまな行事

等を工夫していくことで、さらに連携を進めていけると考えております。 

 続いて、今後の課題につきましては２１ページのほうに５点上げております。課題と

いうか、今後の取り組みについてが中心になりますが、まずは富士校がコミュニティ・

スクールになることをしっかり地域や保護者に知っていただくことが大切だと考えて

おります。富士校コミュニティ・スクールにつきましてはパンフレットを作成しており

ますので、４月になって地域住民、保護者の皆様に配布するとともに、保護者の皆様に

も説明を行う予定です。 

 今後、地域の皆さんが子どもたちのために活動をされていることを理解していただ

き、それぞれできる範囲で協力、参画をしようという意識を高めていくことが必要だと

考えております。また、課題３と４に挙げていますように、学校の教育内容と地域とか

かわる学習活動や地域での行事などたくさんございますので、それを整理しながらお互

いに継続可能な取り組みへと発展していくことができるよう、教育委員会としても支援

をしていけたらと思っているところでございます。 

 来年度の組織としましては、１ページ戻りますが、資料の２０ページの中ほどにあり

ますように、現在の３つの活動に整理されました「かしこさ応援団」、「たくましさ応援

団」、この２つの応援団がありまして、あと１つ、地域行事があるときに随時というこ

とで、「地域行事応援団」ということで３つの組織を考えているところでございます。

平成３０年度から実際に活動を進めていきながら活動体制の充実や改善が図られるも

のと考えております。 

 そこで、佐賀市教育委員会規則第２条第２号の目的を達成できるものと判断し、平成

３０年４月１日付で正式にコミュニティ・スクールとなることを通知し、小中一貫校富



 9 

士校学校運営協議会を設置したいと考えています。この富士校の設置で、市内に６校の

コミュニティ・スクールということになるということです。 

 報告は以上です。 

 

（東島教育長） 

 コミュニティ・スクールに関して、松梅校が３年を経過したというところで、改めて

通知書を出すと。それから、もう一つは来年度、平成３０年度から小中一貫校富士校が

新たに設置をするということで通知書を出すということになりますが、このコミュニテ

ィ・スクールについての質問ございませんでしょうか。 

 

（山口委員） 

 ちょっと２点ほど教えていただきたいことがあります。まず、松梅校コミュニティ・

スクール設置に関する評価のアンケートの件なんですが、こちらパーセンテージで出し

ていただいていますけれども、保護者と職員、小学部児童、中学部生徒の人数がわかれ

ば教えていただきたいということと、もう１点が、富士校コミュニティ・スクールの年

間の活動の取り組みの中で、８月と９月に先進地視察（大分市）、先進校視察（山鹿市）

とありますけれども、これはどういった理由でというか、コミュニティ・スクールを先

駆けて取り組んであるので、その大分市や山鹿市に行かれたわけですか。もしよければ

詳しく教えていただきたいなと思います。 

 

（東島教育長） 

 それでは、２点ありますがいいですか。 

 

（松本教育総務課指導主事） 

 はい、わかりました。１点目ですけれども、松梅校の人数については、ここに詳しい

人数を持ってきていないのですけれども、大体小学校の児童が５５人で、中学生が１８

人、１９人、そのくらいでございますので、その児童・生徒と保護者ということになり

ます。パーセンテージで表しておりますけれども、これが人数で表したほうがいいかな

とも思ったりもしていたところなんですけれども、かなり１人当たりの割合が、パーセ

ンテージが大きいので、１人いても数％というような形になっているような状況ではご

ざいます。 

 ２つ目の富士校につきまして、大分市のほうですけれども、今年度九州でこの「地域

とともにある学校づくり」ということでフォーラムが毎年文科省主催で行われているん

ですが、昨年度は長崎、今年は大分ということで、いろんな県で開催をされておりまし

て、大分市のほうで今回ありました。大分市がかなり数多く進められているので、富士

校学校運営協議会準備委員会から大分市のフォーラムと、さらに大分市の教育委員会の

ほうも翌日訪ねられて詳しい取り組みを聞かれております。そして山鹿市のほうですけ

れども、米野岳中学校というところに行かれたんですけれども、そこの方で文科省のコ

ミュニティ・スクールの推進をされるＣＳマイスターがいらっしゃるということで、そ

ちらのほうに行かれて、来年度もまた米野岳中学校と連携しながら研修を深めたいとい

うふうに思われているところです。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 よろしゅうございますか。 

 

（山口委員） 

 はい、ありがとうございます。 
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（東島教育長） 

 ほかにございませんか。どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 このグラフはよくできているんでしょうけど、グラフをトータルして見て、２７年か

ら２９年、そう変化がないという判断を私はするんですが。そもそも非常に地域と密着

した学校だろうと。例えば、うがった見方をすると、こういうコミュニティ・スクール

をつくらなくても、子どもと地域の大きな差というものが私はなかったんじゃないかな

と思うんです。提案があったときにそういう質問をしないといけなかったかもわかりま

せんが、当局側としては、やりやすい地区を選んだのか、恐らくほかに、もっとこうい

う思想を植えつけたいという地区がいっぱいあるじゃないですか。ですから、その辺の

選定基準というものが、まだ学校数が、地域数が尐ないからやりやすいところからずっ

とやっていくのか、そういう考え方があったんですか。 

 もう３年経過していますので、この場でこういう質問がいいかどうかわかりません

が、その辺もう尐し、勉強の意味でも教えてほしいなと思いますが。 

 

（松本教育総務課指導主事） 

 佐賀市では、この学校にお願いしますということではなくて、学校の校長先生がまず

判断をされて、コミュニティ・スクールにしたいということで、手を挙げてしていただ

いているというような状況であります。ですので、今日報告をさせてもらった富士校に

つきましても、地域との連携をもっともっと今から深めていきたいのでコミュニティ・

スクールにしていきたいということで校長先生のほうからお声をいただいて準備を進

めているところですので、松梅校も、おっしゃられるとおり、地域とすごく今まで行事

等も一緒にされているようなところなので、コミュニティ・スクールとしては形になり

やすかったと思います。「松梅の教育を考える会」というのも定期的にあっていました

ので、それをもとに学校運営協議会というものにしていったので、そういう経緯はある

かと思います。 

今後、ぜひいろんな学校で進めてもらえたらなというふうには思っているんですけれ

ども、今年度、佐賀市のほうで、もっとコミュニティ・スクールについて知っていただ

きたいということで、佐賀市の取り組みということでパンフレットを作成して、各学校、

公民館のほうに配布をしてもらって理解を深めたいなと思っています。学校の先生たち

もコミュニティ・スクールに異動されたときはもちろん一緒に取り組んでいただきます

ので、ぜひ知っていただきたいというのと、ほかの学校でもぜひ進んで手を挙げてして

いっていただけたらなという気持ちは持っております。 

 

（伊東委員） 

 意見ですけど、逆に手を挙げるところというのは、今おっしゃったように地域が、そ

もそもがスクラムができている。ですから、手の挙がらないところを逆に手の挙がるよ

うに持っていく。手の挙がらないところはやりづらいところだと思うんです。逆にそう

いうところに問題が潜んでいると思うんです。ですから、やりやすいところをセッティ

ングするのも１つの手でしょうけど、やりにくいところをやれるように校長先生と地域

の自治会なり、あるいは公民館なり、その辺を仕掛けてやっていって、本当にこういう

コミュニティということをレベルアップしていくということが今後必要じゃないでし

ょうか。逆にやりやすいところは、もう素地ができていると思うんです。ただ、コミュ

ニティ・スクールというネーミングの高い称号をもらえますので。 

 その辺もひとつ一考いただいて、逆に手の挙がらないところにどう突き進むのかと。

そして全市挙げてコミュニティ・スクールという思想を定着させる。 

 私の判断が間違っていればご指摘いただきたいと思いますが、その辺についてどうな

んですか。 
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（松本教育総務課指導主事） 

 本当に地域との連携を全ての学校がいろんな形でされております。なかなかこの取り

組みが広がらないというのが、コミュニティ・スクールになりますと、まず１点課題と

いうか、会議が増えますし、それに対する先生方の負担というのも必ず出てきます。そ

れが１年、２年、３年とたってうまく組織が運営されていけば、先生方の負担軽減とい

うか、うまく本当に回っていく、子どもたちの教育のためになるということで、いいと

ころがあるんですけれども、まず最初のスタート時点がなかなかですね、それに対する

誰かが、それを教頭先生が主に担当されるということになるので、そのあたりの負担が

１つあるのかなというふうに思います。 

 それとあと一つは、この学校運営協議会が、校長先生の学校経営方針を承認するとい

うところが一番大きい役割としてありますので、校長先生方がその方針を地域の方、学

校運営協議会に説明して了承を得る際に、何か意見も出るということで、その二つがま

だすぐにはなかなか広まらないところかなと思いますが、例えば、赤松小学校が立ち上

げたときは、保護者とか地域からのいろんな苦情というか、ご意見もあったということ

ですが、こういうふうにコミュニティ・スクールになってから本当に今地域と学校がつ

ながって、保護者もつながってすばらしい取り組みをされているので、そういうところ

を紹介しながら、もっと地域とつながっていけるようなところはぜひ、というふうにお

話はしていきたいなと思っています。なかなか広がりにくいという点もあるかなと思い

ます。 

 

（伊東委員） 

 もう数年になると思うんですけど、文科省が「チーム学校」というネーミングを、広

報をいっぱいしているじゃないですか。これも実際に現場におりるとひとり歩きです。

ですから、逆に言うとチーム学校からコミュニティ・スクールという段階的なものがあ

るのかなと思うんですけど。むしろ大きく広げてコミュニティ・スクールというよりも、

まずチーム学校ということで校長先生なり、学校教育のそういうトップが地域の人と、

組織的に小さいところからずっと大きくしていくと。ですから、順番として僕はチーム

学校というスタンスが先じゃないかなという気がするんですけど。 

 

（東島教育長） 

 そこをちょっと整理させてください。コミュニティ・スクールは、地域を挙げて地域

の中にある学校づくりですね。これは法によって努力義務化されました。ところが、チ

ーム学校は、学校内の組織の中のチームづくり、だからコミュニティ・スクールとは一

線を画しています。内部組織の中身と地域組織の中身の違いがあるということ。それか

ら、このネックになっていたのが、校長の意識が非常にコミュニティ・スクールに関し

ては前向きじゃなかった。というのは、校長が決まって言う言葉が、うちは地域と非常

に手を結んでいろいろやっていますと、こう言う校長が非常に多い。これはコミュニテ

ィ・スクールを阻害している。つまり、コミュニティ・スクールは、地域の中の学校を

つくるために地域のいろんな方たちを組織的に動かしていくんです。でも、今地域と連

携していますよ、と言っているのは、１つの行事で手伝いに来られるとか、そういうこ

とはあっても、これは組織化されていないんです。組織的に年間を通して計画的に動く、

これがコミュニティ・スクールです。 

 だから、今文科省は、地域の土壌を耕してからコミュニティ・スクールにしてくださ

い、そのためには松梅でしたら「松梅の教育を考える会」、思斉も「思斉の教育を考え

る会」、こういう土壌づくりをして、つまり学校にかかわっている保護者とか大人だけ

でなくて、全地域を対象に組織づくりをしてください、というのがコミュニティ・スク

ールです。しかも組織的に年間を計画的に動きます。だから、地域と連携が図られてい

ますよと言っているところは、コミュニティ・スクールではないということなんです。
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だから、組織化されたコミュニティ・スクールをつくるためには、やはりこうやって働

きかけをしていかなければいけない。当然、伊東委員さんがおっしゃるように、これが

必要な地域いっぱいあります。こここそやってもらわなくてはいかんというところがあ

りますが、そのための土壌づくり、これには校長の力は物すごく大きくなります。地域

の公民館とか自治会長さんの力は大きくなります。そこをもっともっとプッシュしない

といけないんですが、何せ校長は何を思っているかというと、自分の学校経営方針をコ

ミュニティ・スクールで承認いただかなければいけないという煩わしさが１つある。そ

れから、コミュニティ・スクールは、人事について意見を言うことができるんです。こ

れに対して校長は非常に煩わしさを持っている。しかも、定期的な会議があって、そし

て定期的な部の動きがあって忙しくなる。だから、ここの最大の解消策は、そういうか

かわりを持つ人的な配置をしてやらないとだめだということになります。だから、赤松、

北川副、城南は主幹教諭というのを別に置いて、そこが動かしていると。だから、まだ

まだこれは広めていきたいんですが、そういう人的な配置等を絡めながらいかないと、

なかなか難しいと。ただ、コミュニティ・スクールの趣旨というのは、これは絶対各学

校とも持ってもらわなければいけないわけですね。だから、今後教育委員会としても、

これは推進をしてまいりたいと。チーム学校については、国が言っているように、やは

り役割分担ができるような組織ができる人的配置を、ぜひ各学校にしてもらいたいとい

う働きかけを、国のほうにしていかなければいけないだろうと思っています。 

 

（堤委員） 

 コミュニティ・スクールにかかわっている人間として、尐しお話をさせていただけれ

ばと思いますが、まさに伊東委員さんおっしゃるところごもっともだと思うんですね。

ただ、これはよそから「すべきじゃないか」と言われてするべきことじゃなくて、今、

教育長からあったように、校長先生が、これがあればうまく機能するねというふうにご

判断いただければスムーズな展開ができる施策かなというふうに、私１０年ぐらい携わ

っている中で感じているところです。要は、全てこの認定を受けるためにも、若しくは

委員の推薦も全て校長先生なんです。ですから、いわゆる校長先生の学校経営を完成さ

せるためのブレーンなんですね。というふうに校長先生方がいかにそう受けとめていた

だくかというところがまずあるかなと思います。全国に３万校の義務制の学校がある中

で、文科省としては１割をまず超えようということで3,000校ですね。3,000校超えてま

したよね。佐賀市も６校ということで１割になったというところなんですが、私として

は徐々に、いわゆる校長先生が、あれば有効に機能すると思っていただければどんどん

出てきていいんじゃないかなと。だから、こういう団体なんですよということをいろん

な形でコミュニティ・スクールから、これからならわずか１割の学校ですから発信して

いくことによって、先生方がこうなると我々の仕事がやりやすいというふうにお感じい

ただけるのかなというふうに思います。 

 要は、先ほどあった校長先生がお考えになっている煩わしさの部分、その学校経営の

承認をもらわないといけない。承認するということは協力しないといけないんです。達

成させないといけないんですね、学校運営協議会の委員は。だから私、赤松では承認し

ましたね、じゃ、皆さんこれを達成しましょうと。達成するためにいろんなことをそれ

ぞれのセクションの人間が動かないといけませんよ、というようなことをお伝えしま

す。 

 また、人事の面というようなところもありましたが、これも、こういう学校にしてい

きたいね、こういう地域にしていきたい、こういう学校にしていきたいというような学

校の思い、また地域の思いというのは一致して、こういったことに長けた学校にしたい

ねということで、そういった雰囲気づくりができる人事を要望しようじゃないかという

ことで、決してその足を引っ張るためじゃないと。 

 また、予算についても、学校運営協議会に入って、これだけの予算でよく学校をやっ

ているなと思うところが見れるんですね。民間で考えると、わずかな予算の中で先生方
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は苦労をされています。じゃ、こういう協力が地域で必要だねと、もっと地域で稼いで

あげて協力をしてあげる。そういう中身を知らせることで協力体制が自然と高まってい

くから、私はこの冒頭言いましたように、まずは校長先生がそういったところで、ああ、

あったらいいなと思われたらつくられたほうがいいと思います。 

 かかわっている人間としては、つくられたら先生方って楽になるだろうけどな、と内

心思いながら周りの学校さんを見ているところでした。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 はい、ありがとうございました。ほかにございませんか。 

 

（片岡委員） 

 質問なんですけど、設置期間が３年間とか、これを更新とかいう話があったんですけ

れど、この期間が終わった後は、例えば、加配措置とか予算とかはどうなっていくんで

すか。 

 

（松本教育総務課指導主事） 

 ３年間で区切っているのは、設置をしたらずっとコミュニティ・スクールですよとい

うのではなくて、ある程度３年間の成果と課題を教育委員会としても判断をして、今後

の継続をどうするかというところで一応判断する時期ということで、３年間ということ

で時期を置いているということで、国のほうはそういう設置期間を設けましょうという

ことではありません。佐賀市のほうで一応３年間ということで成果と課題をこのように

まとめをさせていただいて、次への課題を洗い出して新しくということでしていますの

で。 

 

（片岡委員） 

 それでは、ずっと更新されていくようなイメージでいいんですね。 

 

（松本教育総務課指導主事） 

 そうですね、ずっと更新されていくような感じですが、学校運営協議会がもしも成立

していないということであれば、それはまた問題になりますので、そのあたり３年間を

区切って指導助言をしていくということで考えています。 

 

（片岡委員） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

（伊東委員） 

 そこの継続というのが一番大事だと思うんです。３年と市が設定しているから４年以

降が。それに校長先生は大体３年ぐらいで代わられますよね。そうすると、校長先生の

力量でそこが左右されるというのが懸念されるじゃないですか。校長がトップですか

ら。その辺の校長先生のマネジメント教育が非常に懸念するところなんです。 

もし堤委員さんよければ、赤松校区の継続するためのノウハウ的なものはありますか。 

 

（堤委員） 

 当然異動で校長先生が新しく来られます。新しく来られる校長先生は、コミュニテ

ィ・スクールに行くと、どんなに大変かなと思いながら来られるんですが、前任の校長

先生からの引き継ぎであったり、また校長先生と第１回の会議のときであったり、そこ

でもうその心配が杞憂に終わったということで、赤松小学校は、今２年目の校長先生が

いらっしゃるんですが、まさに来られたときもそこを一番心配して来たけれど、逆にこ
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こに来てよかったということでですね。だから、そこでほっとしていただければと。た

だ、場合によっては、委員のメンバーによっては、ほっとできないような環境になって

いれば３年で切れるから、もう校長がやめますと申請しなければいい話なのかなと。 

 

（伊東委員） 

 ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 これは、もともとは指定は教育委員会がするとなっております。それで解除も教育委

員会がすると。成果が上がらないところは教育委員会がそれを解除すると、当初こうな

っていたんです。でも今は通知書というふうに変わって、学校側の意思がそこにあって

いいようになったんでしょう。 

 

（松本教育総務課指導主事） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 だから、大体毎年教育委員会は学校運営協議会、コミュニティ・スクールとして本当

に成果が上がっているかというのを見届けながら、成果が上がっていなかったらここは

もう指定をしませんと、単年度ごとで切っていいと、これは教育委員会の権限でした。

ところが、そうすると広まっていきませんので、やっぱり学校が主体ですから。そうい

うことで今は通知書となって３年でやっているというところになります。 

 ほかに。はい、どうぞ。 

 

（堤委員） 

 １つだけ質問ですけど、この継続のときと、あと富士校さんのように新しくこれから

始める学校で、校長先生はご異動はないですか。あと、人事異動での配慮というのはさ

れているのか。 

 

（東島教育長） 

 配慮はしますが、絶対ないとは言えません。前回臨時教育委員会で議決をしていただ

きましたので、あれで大体おわかりと思います。まだ公表されていないものですから、

申しわけないです。ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、コミュニティ・スクールについての報告はここまでにしておきたいと思い

ます。 

 続きまして、「公民館主事（専門職主事）の異動について」、社会教育課のほうお願い

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２３ページをお願いいたします。平成３０年度佐賀市公民館主事（専

門職主事）の人事異動についてでございます。 

 公民館主事（専門職主事）の異動につきましては、こちらに記載をしておりますとお

り、組織の活性化を図るとともに公民館主事の育成、市民の生活、文化の振興、社会福

祉の増進を図るため実施しているところでございます。 

 以下、基本的考え方、人事異動実施基準、今回の人事異動の概要の順番にご報告をい

たします。 

 まず、１の基本的考え方についてでございます。こちらに記載の４点を基本的考え方

としております。１つ目に、公民館主事の自己評価書、公民館の状況、公民館主事本人
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の状況、地域の状況等を総合的に判断し、市内全ての公民館を対象といたします。２つ

目に、適材適所に配置をいたします。３つ目に、おおむね５年をめどに人事異動を行い

ます。４つ目に、常勤職員（一般職主事）の配置状況や異動の意向調査を毎年やってお

りますので、この意向調査を勘案しつつ、平成２８年度からおおむね３０年度をめどに

全地域へ配置を目標としておりましたが、常勤職員（一般職主事）の配置が完了しない

状況でございまして、次年度以降の配置を見据えた人事異動となっております。この４

点の基本的考え方をもとに人事異動を実施するため、１月下旪に先ほど申しましたけど

公民館主事全員との面談、ここで意向調査のヒアリングをします。この面談を行いまし

て、各公民館の状況や異動希望について聴取を実施いたしております。 

 次に、２番目の人事異動の実施基準についてでございます。こちらに記載の５点を基

準としております。１つ目に、長期在籍者は原則人事異動の対象とする。２つ目に、同

じ公民館に在籍する２人の職員を同時に異動をさせない。３つ目に、一方の公民館職員

の在館年数が１年未満の場合は、もう一方の公民館主事の異動は避ける。４つ目に、た

だし、教育委員会が判断して必要な場合は異動もある。５つ目に、公民館の建設やほか

に何らかの事情がある場合は異動の対象としないというふうな考え方でございます。 

 そして、これらのことを十分に考慮いたしまして、今回平成３０年４月１日付の人事

異動を行いました。これは２３日に内示を行っているところでございます。 

 ３番目の平成３０年４月１日付人事異動の概要をごらんいただきたいと思います。 

 まず、対象の公民館でございます。現在３１公民館でございますけど、３０年度の４

月３０日に松梅公民館を開設いたしますので、全部で３２の公民館となります。その全

ての公民館を配属先の対象としております。 

 次に、人事異動の内容でございますけど、現在、２９年度ですね、公民館主事（専門

職主事）は男性１４名、女性１９名の合計３３名を配置しております。３３名のうち、

在館年数が５年未満の者が２２名、５年以上９年未満の者が６名、９年以上の者が５名

おります。このうち、今回は女性４名の異動を行っております。 

 なお、表の下に※印で記載をしておりますけど、新設の松梅公民館へ常勤職員（一般

職主事）１名と、女性の公民館主事（専門職主事）１名の配置を行います。そのほか、

女性の公民館主事（専門職主事）３名の異動は、今回は常勤職員（一般職主事）の新規

配置が２名にとどまったため、旧市の公民館内での異動を行っております。 

 なお、異動に関しましては、意向調査を踏まえて実施をしております。また、常勤職

員（一般職主事）の新規配置が２名であったため、嘱託職員９名の任用の継続、それと

１名新規募集をして対応をすることにしております。 

 各公民館の職員配置の状況につきましては、次の２４ページをお願いいたします。一

番左の表が平成２８年度でございます。公民館主事（専門職主事）が３４名、常勤職員

（一般職主事）が１９名、嘱託職員が１２名で表のように配置をしておりました。公民

館職員の配置ということで一番上にタイトルを書いておりますけど、平成２８年度から

おおむね３年をめどに市域の全公民館へ配置という目標で人事課と協議を重ねてきた

ところでございます。 

 それと、平成２９年度（現行）の表がございます。今年度の配置状況でございまして、

公民館主事（専門職主事）１名が退職し、公民館主事（専門職主事）が３３名、常勤職

員（一般職主事）が２２名、嘱託職員が１０名を配置しておりました。その右側が今回

平成３０年４月１日付の人事異動を反映させたものでございまして、先日の人事異動内

示によりまして常勤職員（一般職主事）が日新、松梅に１名ずつ配置をされ、これに伴

い、勧興、日新、本庄、新栄の４カ所の主事を異動させております。この結果、公民館

主事（専門職主事）が３３名、常勤職員（一般職主事）が２４名と嘱託職員が１０名と

なっております。 

 最後に、一番右のほうで当初予定しておりました、これが目標の分でございますけど、

ともに館長、常勤職員（一般職主事）１名、公民館主事（専門職主事）１名の３名体制

が当初の計画でございましたので、公民館主事（専門職主事）、常勤職員（一般職主事）
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はともに３２名ずつを目標としておりました。当初計画を達成するためには、常勤職員

（一般職主事）があと８名の配置が必要でございます。引き続き人事課とは常勤職員（一

般職主事）の配置について協議を重ねていくことにしております。一番右の嘱託職員に

つきましては、施設管理の補助のため、規模の大きい公民館へ３名加配をしているとこ

ろでございます。規模の大きい公民館は諸富町公民館、春日公民館、富士公民館、この

３館となっております。 

 報告は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 今の報告について質問ございませんでしょうか。 

 

 一番長い方で何年、９年以上が３名おられますが。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 １１年という方ですね。 

 

（東島教育長） 

 やっぱりなかなか動きがとりにくい。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 そうですね、とりにくいというか、常勤職員（一般職主事）が張りつけばいいですけ

ど、張りつかなかったり、その辺の状況もあったりしますので。それとやっぱり地域に

詳しいということで、地元のほうが今回こういうイベントがあるから残してくださいと

か、そういうお話もありますし、先ほどありました公民館の建設だったり、いろいろな

特殊事情もございますので、長いから動かせるという状況では今のところないと。 

 

（東島教育長） 

 なかなか、昔の地域委託のころには、要するに永年勤続者になっていく形だったのが、

やはり職の成長と、それからやはりいろんな地域、佐賀市の全体の地域的なものを知る。

その地域だけじゃなくて、そういう視点から、それから気持ちを一新させる。そういう

意味からやっぱり、長くおると功よりも罪のほうが多くなりますね、教員も一緒ですよ。

もう８年以上たったらどんな優秀な教員でも、もう惰性で動いて新しいアイデアが生ま

れてこない。だからどんどん動かして心機一転させて、新しい地で力を出させたほうが

望ましいという面がありますね。人事はそのためにありますから、あんまり長いのは地

域が言っても、やっぱりいかがなものかなというものがありますよね。 

 ほかにございませんか。 

 

（伊東委員） 

 こういう場合というのは、希望もいくらか聞かれるんですか。私はどこの公民館に行

きたいという、いわば自己申告書的なものを。ほとんど通らないでしょう。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 先ほど申しましたけど、意向調査というのを毎年やっています。異動したいかしたく

ないか、異動したい、第１希望どこか、第２希望どこかみたいな形でとっていますので、

本人にいろいろ理由などを聞いて、なるほどだなという場合は動かすことありますし、

基本あまりそれを優先してという形にはならないかと。ここだけは行きたくないという

のがあったりするんですよ。自分の地元だけ行きたくないとかですね。そういうことあ

るので、その辺を聞きながらやっているところでございます。 
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（伊東委員） 

 中には地元でしたいという人もいらっしゃるでしょう。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 中には地元で勤務したいという方もいらっしゃいますし、中には自分も地元で子ども

会活動とかＰＴＡ活動をやっている中で、公私が混同してしまって、そこの地域の公民

館の職員でかつ役員ですね、団体役員をしたときなど、その辺が本当オンオフというか、

私人なのか、仕事の延長でやっているのかというのが周りから見てわかりにくいし、周

りからどう見られるのかが気になるので、地元は避けたいというお話もあります。 

 

（伊東委員） 

 我々第三者から見ると、地元の人が活躍しやすいような感じしますけど、一長一短で

すね。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんか。 

 

（田口委員） 

 常勤職員（一般職主事）というのは、市の公務員の方が公民館にその期間仕事されて

いるというイメージでいいんですか。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 今言われたように、市の行政職の職員が異動で公民館に行く形になります。 

 

（田口委員） 

 そこは大体３年ぐらいめどに変わるということでしょうか。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 だいたい、市が３年から５年ぐらいで異動をしていますので、公民館主事（一般職主

事）のほうも人事異動のサイクルの中で異動になるかと思いますけど。 

 

（田口委員） 

 では、この常勤職員（一般職主事）の中にも長く公民館だけを動いているような方も

いらっしゃるという認識でいいんですか。公民館主事（専門職主事）の方は、長く民間

でずっと仕事されているイメージがあるんですが、この常勤職員（一般職主事）という

方は通常の行政の異動みたいに３年で変わるというふうな感じですか。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 ずっとおられる方というのは基本的にいないですね。というのが、平成１８年に地域

委託をして地域で採用をしていますので、そのときには公民館への配属を中断をしてい

ますので、平成１７年以前に公民館に配属されていた者が、また公民館にいるというの

はおりますけど、ずっと続けてというのはいないという形です。 

 

（東島教育長） 

 一般職員というのは、市全体の異動と考えていいんですよね、公民館だけじゃないよ

ということですね。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 そうですね、公民館だけじゃない異動になりますので。 
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（田口委員） 

 いろんなさまざまな方が数年間主事として仕事をされているということですね。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 そうですね。今後公民館でずっと異動していく方が出てくるか、その辺はちょっとわ

かりませんけど、今のところ通常の異動の中でという形になりますので。 

 

（田口委員） 

 はい、どうもありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 それでは、質問事項についてはこれで終わりたいと思います。 

 時間が随分押してきておりますので、その他について何かございますでしょうか。 

 さが桜マラソンの報告書が出ていますので、スポーツ振興課お願いします。 

 

（稲冨スポーツ振興課長） 

 お手元の資料のほうに、２０１８の大会結果の速報を載せております。主な点だけ紹

介します。 

 開催期日が３月１８日、それからゲストは増田さん、道下さん、中山さん、そしてゲ

ストランナーとして君原さん、栁川さんをお迎えしております。大会結果については、

男子、女子とも佐賀県内のランナーが優勝をしております。特に女子の場合は、大会記

録として吉冨さんが優勝をしております。 

 続いて、出走者数と完走者数ですけれども、マラソンの場合ですけれども、完走率が

９１．７％という９０％を超える数値となっております。救急搬送についても４件とい

うことで、昨年度よりも尐ない数字でございます。 

 主なおもてなしイベントとして、先ほど教育長から話がありましたように、裏面にな

りますけれども、ランナーズナイト、前夜祭を３月１７日に開催しておりまして、先ほ

どのゲストの中の増田明美さんと道下さんのトークショーを開催しております。増田さ

んのほうからは、いろんなマラソンに関する情報等、アドバイスをいただいておりまし

て、また、終わりましてからも、増田さんのほうから教育長のほうにお礼の手紙等をい

ただいて、いろんな情報交換をしているところでございます。あと、桜ステーションを

毎年のことですけれども、佐賀駅構内に設置をしております。あと、３つ目の桜プロジ

ェクトということで、今回、開会式と表彰式の際に、ランナーへのおもてなしとしまし

て、佐賀中部障がい者ふくしネットで育てました桜のプランターを並べて紹介しており

ます。この写真に載っているところですけれども、こういうことで大会を盛り上げてい

こうということで、福祉の部分と連携した取り組みを今回行っております。下の沿道応

援については、昨年と同様、熱気球係留、それから中学校の吹奏楽部による演奏、それ

から大和の太鼓、東神野の浮立のおもてなしということでやっております。 

 あと、もう一枚のほうは新聞等の部分で今回かなりにぎわった部分を載せているとこ

ろでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 はい、ありがとうございました。何か質問等、意見等ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 大変ご苦労さまでございました。 

 ほかにその他はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 ないようですので、きょうの部分は終わりにしますが、あと教育委員さん方のほう話

がございますので。 

 まず田口委員さん、一旦退席をいただいてよろしゅうございますでしょうか。 

    〔田口委員 退席〕 

 きょう急遽議案として出しますのは、田口委員のほうから、この会議の前に、本日３

月２７日付で教育委員を辞任したいということで辞任願が提出をされました。内容はお

わかりと思いますが、佐賀女子短大の学長に昇任されたということで、学長職に専念を

すると。もちろん教育委員会の教育委員としての仕事はなかなか続けることはできにく

いという事情がありまして辞任願が出されたところでございますので、皆さん方にお諮

りしたいと思います。特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〕 

 よろしゅうございますかね。残念ですけれども、承認という形でございますので、快

く送り出したいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（伊東委員） 

 それでは、規定上は空席になるんですね。 

 

（東島教育長） 

 しばらくですね、次の議会までは。 

 そういうことで、教育委員会としては田口委員の辞任を同意したいと思います。同意

については、市長のほうに届けて、あと後任を決めて６月議会になると思います。そこ

までは空席という形になろうかと思います。 

    〔田口委員 入室〕 

 それでは、先ほど田口委員から出されました辞任願に伴いまして、教育委員会として

同意をさせていただきましたので、田口委員のほうから辞任のご挨拶をお願いしたいと

思います。 

 

（田口委員） 

 皆さんどうも、このたび私事で佐賀市教育委員の皆様にはご迷惑をおかけするような

流れになってしまいましたけれども、この２年半、かつてないような経験をさせていた

だきました。 

 平成２７年だったと思いますけれども、東島教育長様が来校してくださいまして、教

育委員にどなたか推薦をということでお話をいただいて、学校の中で検討しまして、私

が学長から行きなさいということでした。月２回来てくださればいいからと言ってくだ

さって、月２回ぐらいなら行けるかなと思いお引き受けしましたけれども、こんなに大

きな職責を伴う委員ということを本当に認識がないままお引き受けしたので、本当に最

初のころ、今もそうなんですけど、ご迷惑かけることばっかりで申しわけなかったなと

思っております。 

 委員を引かせていただいた後も、佐賀市の教育に関しましては、先日本学、佐賀女子

短期大学と佐賀市は包括協定も結ばせていただきまして、地域の抱える課題に対して尐

しでも問題解決ができる人材養成ということで、できるだけ学校の中だけではなくて、

地域に飛び出して学んでいくような姿勢で、活躍ができるような女性をつくっていきた

いと思っていますので、ぜひまた佐賀市のいろんな事業に教員も参画させていただけた

らと思っておりますので、どうも本当に２年半ありがとうございました。今後ともよろ

しくお願いいたします。（拍手） 

 

（東島教育長） 

 どうもお疲れさまでした。 

 それでは、これで３月の定例教育委員会を閉会いたしたいと思います。本当に今日は
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ご苦労さまでした。１年の終わりでございます。また来年度もよろしくお願いいたしま

す。 

 


