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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。きょうは久々の雤で、たぶん半月ぶりじゃないかなと

思うんですが、これまでは乾燥注意報あたりもちらほらと出ておりましたし、非常に夏

日が続いておりました。日本列島の中には真夏日というところもあったようですけれど

も、佐賀地方は桜からツツジに変わって、もうツツジも散りかけている状況ではないか

なと思っています。 

 そういう中で、今「肥前さが幕末維新博覧会」、これが３月１７日から来年の１月１

４日まででしたか、非常に盛況であるというのがきょうテレビのニュースで流れており

ましたけれども、私たちも機会を見つけて一度は足を運びたいと思っているところでご

ざいます。 

 学校のほうも、新年度、新学期が始まって２週間ほどたっております。子どもたちは

新しい年度に希望を持って学校生活を送っているだろうなと思っているところでもご

ざいます。１年後の子どもたちの成長に期待をしたいと考えております。 

 きょうは平成３０年度の第１回の教育委員会の定例会でございます。 

 それでは、これより佐賀市教育委員会４月定例会を開催いたします。 

 きょうは初めてでございますので、それぞれ自己紹介をしていただきたいと思ってお

ります。 

 まず初めに、教育長の東島でございます。また１年間、この教育委員会の会議の運営

をしっかりとやっていきたいと考えております。 

 

（伊東委員） 

 教育委員を仰せつかっています伊東健児です。久保泉からです。よろしくお願いしま

す。 

 

（山口委員） 

 教育委員の山口美恵でございます。大和町のほうに住んでおります。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

（片岡委員） 

 教育委員の片岡優理と申します。普段は弁護士として業務しております。よろしくお

願いいたします。 

 

（堤委員） 

 昨年１１月より教育委員の拝命を受けました堤和義でございます。住まいは水ヶ江六

丁目、校区で言うと北川副校区ではございますが、自由校区ということから子どもたち

は赤松小学校、城南中学校とお世話になっていたところでございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 今１名の欠員がありますけれども、５名ということで教育委員会会議のほうは進めさ

せてもらいます。 

 それでは、事務局のほう、部長から左のほうに行きましょうか。 

 

（百崎教育部長） 

 失礼します。４月に教育部長を拝命しました百崎芳子と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。教育委員会には４年ぶりに戻ってまいりまして、以前はこども家庭課

というところで児童クラブとか児童虐待の業務をしておりました。委員の皆様方からご
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意見をいただきながら、尐しでも佐賀市の教育行政がよくなるように努めてまいりたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 副部長兼教育総務課長の梅﨑です。改めましてよろしくお願いいたします。学事課か

ら参りました。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 ４月１日に学校教育課長を拝命いたしました松島正和と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。３月までは三瀬小学校で校長をしておりました。よろしくお願いいた

します。 

 

（百﨑学事課長） 

 こんにちは。４月の異動で学事課のほうに参りました百﨑静麿と申します。よろしく

お願いします。以前、教育委員会では、当時ありました青尐年課ということで２年間勤

務をしておりました。よろしくお願いします。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 皆さんこんにちは。私も４月の異動で社会教育課長を拝命いたしました山口でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 こんにちは。文化振興課長の宮崎でございます。私は６年生になりました。教育委員

会歴は多分課長さんたち以上の中では梅﨑副部長の次に長いということになるかと思

います。引き続きよろしくお願いいたします。 

 

（江頭図書館長） 

 皆さんこんにちは。４月の異動で高齢福祉課から参りました図書館長の江頭でござい

ます。不慣れでご迷惑をかけると思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 こんにちは。私、組織で言うと教育委員会外でございます。地域振興部という部を新

たに市長部局のほうに設置いたしまして、その下に公民館支援課ということで、こちら

も新しく課として設置をいたしました。それまでは協働推進課と社会教育課の両方で役

割分担をしながら公民館関連の業務を行っておりましたけれども、一本化したほうがよ

り効率的でもあるし、現場とか地域の混乱も招かないだろうということで公民館支援課

を設置したところでございます。その意図、効果を存分に発揮できるように頑張ってい

きたいと思います。公民館については社会教育施設という位置づけは変わりませんの

で、今後ともこの教育委員会には必要に応じて出席をさせていただきたいと思っており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（杉町社会教育課参事兼子ども・若者支援係長） 

 ことしの４月から社会教育課の子ども・若者支援係長として着任しております杉町で

す。４年間図書館のほうでお世話になりました。今後ともよろしくお願いします。 

 

（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） 

 ことしで２年目を迎えます社会教育課、子どもへのまなざし運動推進室の江口です。

また、今年度「まなざし運動」も１１年目を迎えますけれども、今後も推進してまいり

たいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 
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（豊田社会教育課副課長兼総務企画係長） 

 こんにちは。社会教育課副課長兼総務企画係長をしています豊田と申します。どうぞ

引き続きよろしくお願いいたします。きょうは報告案件で社会教育委員の会議の報告が

ございますので、社会教育課の面々が参列をさせていただいております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

（髙尾社会教育課総務企画係主事） 

 社会教育課総務企画係の髙尾と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（廣
ひろ

公民館支援課施設整備係主事） 

 こんにちは。公民館支援課の廣と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

 

（志波教育総務課副課長兼総務係長） 

 ４月から教育総務課のほうで副課長ということで、教育委員会に関することを所管す

ることになりました志波と申します。３月までは５年間学事課のほうにおりました。ど

うぞよろしくお願いします。 

 

（小野教育総務課総務係） 

 教育総務課総務係の小野と申します。教育総務課は８年目ですけれども、初めて教育

委員会の担当をいたします。よろしくお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 皆さん全て自己紹介ありましたですね。見なれた顔もありましょうけれども、ほとん

ど変わっております。部署が変わって立場も変わっておりますけれども、またことし一

年よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、これから会議に移ります。 

 本日は、在任委員５人中５人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、配付をいたしております日程のとおりお願いしたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。また、本日の日程６「その他」におい

ては、４月１１日に発生しました「佐賀市立中学校男性教諭による飲酒運転及び逮捕事

案」、このことについて報告がありますので、これ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るということで、非公開とさせていただきたいと思っております。 

 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の会議録の報告を求めます。事務局のほうお願いします。 

 

（志波教育総務課副課長兼総務係長） 

 ３月２７日に開かれました定例教育委員会の会議録につきましては、４月２０日に配

付しております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） 

 会議録の報告は終わりましたけれども、何か質問等ございませんでしょうか。特別訂

正等はないでしょうか。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、会議録のほうはこれで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） 

 次に、日程３、教育長報告ということになっておりますので、教育長報告をさせてい

ただきます。 

 皆さん方のお手元に資料をお配りしておりますので、それに沿っていきたいと思いま

す。 

 まず１点目、これは平成３０年度佐賀市小中学校長会の総会、これが９日にほほえみ

館でありました。今年度は定年退職者が６名であったということで、大きな異動にはな

りませんでしたが、何せ所帯が大きいものですから、１１名の新校長を佐賀市に迎えて

おります。佐賀市は小中学校が５３校ございまして、その中に５０人の校長がおります。

そのうち１１名ですから２０％程度が変わったと。ただ、来年度は１６名の定年退職者

が出ますので、恐らく２０名、３分の１近くが変わるんじゃないかと推測をしておりま

す。ということは、来年度はがらりと変わって、尐し原点に戻りながら進めていく必要

があろうかなということも考えているところです。新体制になった佐賀市の小中学校長

会なんですが、１年間の活動方針を決める総会でございました。この中には力点が２つ

ありまして、１つは「委員会やブロック会での協議時間の確保と充実」。校長会の中に

は専門委員会がございます。それから地域ごとのブロック会議がございます。こういう

ものの充実を図るというのが１点。それから、力点２には「校長会の課題解決に向けた

継続的な取組強化」と、こういうものが上げられました。ご案内のとおり、佐賀市小中

学校長会は、平成１７年度の合併で平成１８年度から、いわゆる校長会の自主的・自発

的な活動を行うということで設立をされました。目的をここにかいつまんで書いており

ますが、１つは校長相互の連携と意思の疎通・親睦・融和、２つ目が学校経営の円滑な

推進に向けた協議、研修、それから３点目が佐賀市教育委員会等関係機関との連絡調整

です。つまり、佐賀市教育委員会の施策が十分に生きるように、校長会とは車の両輪と

して共通理解を図りながら進めております。そういうことで、今年度も校長会のほうに

は期待をしているところでございます。これが１点です。 

 次、２点目、全国都市教育長協議会の第１回の理事会が東京で行われました。ここに

書いておりますように、文部科学省の行政説明が６点ございました。この６点の中から

幾らか資料を抜粋して用意させてもらっていますので、それをかいつまんで説明をした

いと思います。 

 資料の(1)の１、これは働き方改革にかかわる資料でございました。１ページのほう

は学校現場が抱える課題の状況、これを見ていただくともう一目瞭然なんですが、不登

校、暴力行為、日本語指導が必要な子ども、通級による指導の状況、特別支援学級・特

別支援学校の在籍者の数、要保護・準要保護の児童・生徒、これを見ていただくとおわ

かりのように、子どもの状況とか、あるいは子どもを取り巻く環境というのが悪くなっ

ているのではないか。ということは、学校教育への対応の難しさを物語っているのでは

ないかなと、そういうふうに捉えております。 

 次、２ページへ行きます。これは教員の勤務実態調査の速報値からとったものだそう

ですけれども、左側の「教諭」を見ていただきますと、おおむね教諭の場合には、週当

たり５０時間から６５時間働いています。それから、副校長・教頭が５５時間から６５

時間働いているということになります。これを大ざっぱに１日８時間の労働と考えます

と、５日間４０時間ですので、週当たり１０時間から２５時間超過勤務をやっていると

いうことなんです。ということになりますと、これは１日平均でいくと２時間から５時

間ということになります。過労死ラインが月８０時間ですから、１０時間で４０時間、

２０時間でもう８０時間を超えるというふうなことで、先生方の労働時間が非常に難し
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い、忙しい状況の中にあるというのが、これでもおわかりになろうかと思っております。 

 では、３ページ。そこで、働き方改革の中で、１番の中では新しい学習指導要領が告

示されまして、３２年、３３年に全面実施になりますけれども、現実的に小学校では、

新たな教育内容がふえました。特別の教科に道徳、それから教科には外国語、そして外

国語活動がふえました。それから、よく言われているプログラミング教育、こういうも

のもつけ加わってきている。つまり、時代の流れの中で、当然ながら教育内容というの

は変わってはいきますけれども、現状でいくと、スクラップ・アンド・ビルドができて

いないで、どんどん積み上がっていっている現状にあります。そういう中で、授業時数

が週当たり１コマずつふえていくということになりますと、課業日は週５日の範囲でや

るわけですから、１日の授業時数がかなり負担がでてきています。教員の負担は、つま

り受け手の子どものほうの負担でもあるわけですね。非常に内容、時数がふえてきてい

る中に、忙しさはさらに拍車がかかっているというのが見てとれるような気がします。 

 それから２点目、これは学校における働き方改革の基本的な考え方、この中で特に考

えたいのは、一番左側２つ目の点の教職員の時間管理の概念が希薄であること。教職員

ほど計画的に仕事をしない人間はいないとも言われます。それは仕事の特性かもしれま

せん。授業時間とか勤務時間にかかわらず、何かあれば教師はすっ飛んでいきます。私

たちが若いころは、警察に夜中に何度も何度も子どもを引き取りに行ったこともござい

ました。そういうふうなのがむしろ教員であったわけですね。つまり、授業を教えるだ

けが教員ではないと。やはり生徒指導の面でも、生活指導の面でも、家庭への支援の面

でも、やはり教員の職務内容というのは本当に幅が広がったと。ここら辺のところで時

間管理の面については教職員の指導が必要だろうと。それから、その左側に行ったとこ

ろで、教職員定数の改善が不十分。これを私は非常にポイントだと思っています。これ

だけ内容が加わって、これだけ時数がふえているのに、教職員定数は昔のままです。で

すから、この定数改善が急務であろうというふうに思っていますので、やっとここの面

にも文部科学省はメスを入れつつあるというところではないかと思っています。それか

ら、その下の「子どもたちのために」という使命感、責任感により、業務範囲が拡大と

ありますが、これは痛しかゆしの分があります。使命感、責任感をないがしろにして、

もう労働者なんだと割り切ってしまえばそこまでなんですが、それでいいのかという日

本の教員のジレンマがありますね。そこら辺のところはやっぱり先生方の気持ちも考え

ながら、教員としての言うならば使命感とプライド、これは持っていただかないといけ

ないなと。これは非常に難しいところです。 

 次のページへ行きます。学校・教師が担う業務の明確化・適正化、この中で、下のほ

うの四角囲いがありますが、学校・教師が担ってきた代表的な業務の例ですが、これに

対する考え方をこういうふうに変えましょうということです。例えば、基本的には学校

以外が担う業務だとされている登下校の対応です。今校長も校門に立って子どもたちを

迎えています。それは地域に任せなさいと。もう校長、学校がするべきものじゃないん

ですと、こういうふうに言われても、なかなか割り切れないところもありますけれども。

子どもたちの登校の姿を見て、子どもの状況がわかるんですね。ですから、必要なんだ

けれども、業務の負担をかけているというのも間違いない。そういうことで、学校以外

が担うべき業務と必ずしも教師が担う必要のない業務、それから教師の業務だが負担軽

減が可能な業務、例えば、負担軽減が可能な業務の中には、給食時の対応というのもご

ざいます。どういうふうに負担を軽減するのか、給食指導という教育活動をどういうふ

うに考えたらいいのかと。それから授業の準備、それから成績処理、学校行事の準備・

運営。なるほど、わかりはしますけれども、なかなか日本の教育にとっては本当にこれ

でいいのかなという抵抗感のあるものも中にはありそうですが、今後また議論を進めて

いかれるだろうと思っています。 

 ５ページはもう省かせてもらいます。 

 ６ページの中では、５番の勤務時間に関する意識改革と制度面の検討、一番下の窓の

中に黒い大きな字でアンダーラインを引いてあります。勤務時間に関する数値で示した
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上限の目安を含むガイドラインを早急に検討したいと。つまり、教職員の上限勤務時間、

もう残業してもここまでですという上限を決めたいというふうに文科省は言っていま

すので、ここもいずれ出てくるのではないかと思っております。それからその下、給特

法の問題です。これはもともと教員には残業というものにはなじまないと、やはり教員

の特殊性があったということで、給特法で月４％の加算額で残業手当というふうにされ

ておりましたけれども、これではやっぱり対応できないという状況の中にあります。そ

ういうことで、今後も議論を進めていかれるだろうと思います。 

 次、２点目です。これは公立小中学校の適正規模、適正配置の問題です。 

 (2)－１ページを見ていただくとおわかりのように、市区町村の小中学校の適正規模

に関する認識では、８割以上の市区町村に課題があると。つまり、尐子化に伴って学校

の適正配置がいびつになってきているというのは８割が認めているんです。ところが右

側のほうに行きますと、その８割の中で４０％を超える市区町村は、検討の予定が立っ

ていないと、こういう状況にあります。これはやっぱり、なかなかデリケートで難しい

問題ですから、わからないこともないわけですけれども、こういう状況の中にあります。 

 次、２ページを開いていただきますと、現在、全国的に統合の事例件数ですが、過去

３年間で６５１件、全国で行われております。一番直近では平成２８年度２２１件の統

合が行われているということになります。統合の形態なんですが、小学校同士の統合、

これが４５８件、中学校同士の統合１６４件、そして義務教育学校という小中セットに

したあり方、施設一体型の小中一貫校の設置が２９件というふうになっております。佐

賀市の場合には、今答申を受けてやっているのは、複式学級を持っている学校は、その

統合という視点から考えていきましょうということで歩みをしております。ただ、全国

的に見たときに、右手のほうの一番上なんですが、統合の検討・結論に要した時間は一

番多いのが３年かかっている。やはり３年ぐらいかかるんですね、地元の理解を十分得

る必要があるということがございますから。 

 次のページへ行きます。次のページですが、上から２つ目の市区町村調査というのが

あります。この市区町村調査で、学級数で学級規模の基準を決めている市区町村は１

７％、佐賀市は、平成２１年１２月にこの適正規模に関する第三者委員会の中で答申を

受けました。その中で、学校規模に関しては、真ん中にありますように、小学校は１２

から２４学級が適正であり、中学校は９から１８学級が適正であるという佐賀市の答申

をいただきました。と同時に、２つ目は通学の観点がございました。この通学の観点は、

子どもの足で徒歩３０分以内が望ましいというふうになっておりました。それは登下校

中の安全性の問題からです。 

 それから、３点目の答申の中では、地域との関係を崩させないようにしなさいという

ことがありました。つまり、地域コミュニティの拠点ともなっている学校でございます

ので、十分地域の皆さんの理解を得てくださいというのがありました。そういうことで

現在も進めているところでございます。 

 次は、割愛したいと思います。 

 最後の(6)の１ですが、これはスポーツ庁からの説明で、実は運動部活動の在り方に

関する総合的なガイドラインが出ましたが、その説明は全くありませんで、この「スポ

ーツ医・科学の観点からのジュニア期におけるスポーツ活動時間について」という、こ

れの説明で終始をいたしました。これを見ていただくとおわかりのように、スポーツ医

学、もしくは科学の観点からジュニア期の理想的なスポーツのあり方という視点で、こ

れだけまとめられております。特に２ページのオーバートレーニングに関する国際的な

研究結果の中では、「年齢×１時間より多い場合」、例えば６年生で１１歳ですから、十

一、二時間より多い場合にはスポーツ障害が出てくる可能性が高いということです。そ

して、その下なんですが、疲労骨折で来院したアスリートのうち７１．３％が週６日以

上のスポーツ活動を行っていたということですね。そして提言１で、これは国際オリン

ピック委員会なんですが、やはりジュニアアスリートの育成に関しては、保護者やコー

チ等の関係者は、適切な栄養、睡眠、学業、心身の健康と社会活動への参加、バランス
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のよいライフサイクルで過ごすことができること、練習量を制限し、楽しく満足して活

用できるようにすることを提言しています。 

 そして、次のページへ行きますと、スポーツ医・科学関係機関の提言の中の提言２に、

ジュニアアスリートのいわゆるバーンアウトについて言われておりますが、尐なくとも

週に一、二日はスポーツ活動を全く行わない休養日を設けることと、こういうふうに提

言をしています。その下の提言３、これは全米アスレティックトレーナーズ協会が出し

ているんですが、尐なくとも週に一、二日は休養日を設けることと提言をしております。

それから、右側に行って提言４が臨床スポーツ医学会ですが、週に１６時間以上のトレ

ーニングを行うと、医療ケアを必要とするスポーツ障害のリスクが高まるということを

提言しています。そして、まとめとして、行き過ぎたスポーツ活動を行うことは、スポ

ーツ外傷・障害やバーンアウトのリスクが高まり、体力・運動能力の向上につながらず、

具体的には、休養日を尐なくとも１週間に一、二日設けること、さらに、週当たりの活

動時間における上限は、１６時間未満とすることが望ましいと示されております。この

ことは、文部科学省が全国に向けての説明でございましたので、私どもが皆さん方に説

明する場合の材料になるんじゃないかなと思って出させていただきました。 

 じゃ、資料のほうに戻ります。 

 ３点目、コミュニティ・スクールの辞令交付式が行われました。現在６校、法的には

８校というふうになっております。こういうことで、今年度も尐しずつ佐賀市内もコミ

ュニティ・スクールがふえてきているということです。赤松小学校では、コミュニティ・

スクールの運営協議会委員長であった堤委員長の退任のご挨拶もございました。 

 それから、現在、全国で４０都道府県３，６００校が学校運営協議会を設置しており

ます。約１８％というふうになっています。国は１割を目指していましたが、今は努力

義務になっていますので、もっともっとこれからふえてくるだろうと。県内は６市２町

で５４校、２３％になっております。 

 次に、４点目、久米島交流の実行委員会です。ことしも佐賀市と久米島の中学生交流

を行うことにしております。ここに書いておるように、この交流の意義というのが非常

にあると思っております。 

 ５点目、グレンズフォールズ市及びウォーリン郡姉妹都市締結３０周年記念の市民訪

問団が来訪されました。これは４泊５日だったんですね。これが５点目でした。 

 ６点目、先般、校長・園所長会を２０日に行いましたけれども、ここでアルタ・ホー

プグループから「学校に図書カードを贈ろう」というキャンペーンをやっておられて、

佐賀市内の小学校に約９０万円の図書カードが寄贈されました。かれこれもう１０年経

過をしているわけなんですが、この１０年間におよそ９５０万円が、図書カードとして

延べ２５７校に贈呈をされたところでございました。また、同じ日に竹とんぼとぶんぶ

んゴマが新１年生全てに贈呈をされました。これは岩本さんという指物大工さんが１年

かけて新入生の児童数分作っていらっしゃるんです。佐賀市だけじゃないですから、ざ

っと年間２，５００個作ると言われていました。ぶんぶんゴマと竹とんぼですから、１

日計算をすると大体１４個作らないと間に合わないんですね。ですから、贈呈を終わっ

たら、すぐ次の贈呈のために作成に取りかかるというふうにおっしゃっておりました。

非常に頭が下がる思いがいたしました。 

 ７点目が、平成３０年度の人権総合学習の開講式が２１日土曜日にありました。３３

名がここで学ぶことになります。 

 それから、最後に佐賀県教育委員会と市町教育委員会の協働会議が、きのうグランデ

はがくれで行われました。私と伊東教育委員の２人が出席をして、県の教育方針につい

てたっぷりと聞かされました。 

 以上で報告を終わります。 

 それでは、今私が報告した中で、質問等ございましたらお願いをいたします。 

 

（山口委員） 
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 先ほど教育長さんのほうからお話があった、学校の働き方改革の件で尐し教えていた

だきたいことがあります。学校の先生たちの超過勤務の話がありましたけれども、例え

ば普通の企業等ですと、週に４０時間を超えると産業医の面談とか、あとアンケート調

査だったり、その不満をどこかに吐き出すような仕組みがあるんですけれども、先生た

ちの現場というのはそういったこと、その仕組みというのはあるんでしょうか、それと

も全くないんでしょうか。校長先生との面談だけにとどまっているのでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 ８０時間を超えたら面談をするように法的にも定められておりますので、佐賀市の場

合には校長が本人と面談をして、産業医の面談が必要と判断したときには、産業医に面

談をするというふうにしております。今、法的に対象になっているのは鍋島小学校だけ

でしょう、５０人以上は。ただし、それ以外は健康管理委員会を持っていますので、そ

の分については産業医というよりも校医さん、もしくは佐賀市教委でお願いをしていま

す早津江病院の精神科の先生と面談をするようにしています。 

 

（山口委員） 

 これぐらい学校の先生たちが超過勤務をされているということで、昔からもしかする

とそういった現状があったかもしれませんけれども、実際、きっと志があって先生たち

というのは働かれていると思いますけれども、その先生たちの、本当はこの時間は苦痛

ですとか、もうちょっと本当は減らしたいとか、そういった本当の声というか、今まで

そういうことを調査されたことは佐賀市ではあるんですか。 

 

（東島教育長） 

 調査したことはないです。 

 

（山口委員） 

 はい、わかりました。 

 

（東島教育長） 

 確かに私たちの若いころに比べるとものすごく忙しくなっているのかもしれません。

というのは、教育内容がどんどん変わってきている。授業時数は週５日になりながらも、

年間の授業時数は減っていないという状況、当然ながら、カリキュラムというのは内容

と指導時間等をセットにしながらバランスをとっていかないといけないのに、もう完全

にアンバランスになってしまっています。だから、それを解消するためには、先生方の

持ち時数を減らすか教職員定数を改善する以外はないなという思いもありますので、そ

こら辺をどういうふうに国が考えていくのかですね。恐らく大きな大きな課題だろうと

思っています。 

 

（山口委員） 

 もう一つよろしいでしょうか。土曜授業を開催しましたけれども、その土曜授業を開

催したから尐し楽になったとか、そういったことでもまだないわけですね。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 そういったご意見は確かにございます。学校行事等をこれまで平日に行っていたもの

を土曜日にすることで、保護者の参加もふえたというようなことで、時間的な余裕もと

れるようになったという声も確かにございます。 

 

（東島教育長） 

 よろしゅうございますか。 
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（山口委員） 

 わかりました。はい、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。はい、どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 意見ですけど、先ほど教育長のほうから６ページの下から４行目の給特法、これは民

間では考えられないんですよ。ですから、引き続き議論をするというところに終わって

いますけれども、僕はこれは、先生たちの特殊性を考慮しながら改定するというところ

にいかないと、議論だけで終わってしまってはいけないと思うんですが、これはコメン

トがあれば教えてほしいんですけど。 

 

（東島教育長） 

 非常に難しいところで、給特法を改定するか、給特法を廃止して残業手当を出すかど

っちかなんですよ。残業手当を出せば莫大な金額になるんです。そして、先生方の勤務

時間というのは物理的に時間で区切られない部分があって、だから給特法が生まれたん

です。でも月にわずか４％なんです。ですから、仮に２０万円とすると、初任者が２２

万円ぐらいですから幾らですかね、８，０００円、そんなものなんですよ。今、教員離

れが進んでいます。だから、大学でも教育学部系を嫌う人がふえてきたというふうに報

じられています。ここら辺をもう抜本的に改善しないと、なかなか先生方は、メンタル

の面でも難しいところかなと。ただ、伊東委員さんがおっしゃられた給特法の改定とい

う面も、今度全国の理事会があったときには申し上げてみたいと思います。 

 ほかにございませんか。 

 

（片岡委員） 

 勤務時間について調査をされている、２ページ以降についてなんですけど、学校はタ

イムカードなどで管理されているところ尐ないかと思うんですけど、この勤務時間自体

はどのようにして調査をされたのか、先生の自己申告なのか、それとも何か毎日勤務時

間をつけていらっしゃるのですか。 

 

（東島教育長） 

 これは、佐賀市の場合はパソコンで管理しています。朝来たら、その時刻を入力すれ

ば時刻が出てきます。退勤するときにはまた入力して帰ると。そうすると自動的に計算

できると。そして、国の調査は抽出をしてやっていますので、これは勤務時間をきちん

と管理しているところに調査をかけていますので。 

 

（片岡委員） 

 じゃ、根拠があるものということですね。 

 

 

（東島教育長） 

 ということで捉えられて結構です。佐賀市の場合もほとんどこれと一致しています。 

 

（片岡委員） 

 わかりました。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。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、報告のほうはこれで終わらせていただきたいと思います。 

 

日程４ 提出議案 

 

（東島教育長） 

 それでは続きまして、日程４の提出議案についてでございます。 

 第１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』について、公民館支

援課から説明をお願いいたします。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 それでは、第１号議案と議案等資料の１ページをあわせてごらんいただきたいと思い

ます。資料につきましては、横長の表を載せている部分でございます。 

 改正理由でございますけれども、ご案内のとおり、佐賀市立松梅公民館の設置に伴い

まして、新たに松梅公民館長の印が必要となるために提案するものでございます。具体

的に申しますと、佐賀市教育委員会公印規則の別表第４条関係、この中の公民館長印を

３１から３２に改めるものでございます。現在、佐賀市にはおおむね各小学校区ごとに

市立の公民館が３１館ございますけれども、今月３０日に開館いたします松梅公民館の

設置によりまして３２館になります。それに伴いまして、公民館長の印も３１から３２

に増えるために今回上程しているところでございます。 

 説明は以上です。 

 

（東島教育長） 

 今の説明についてご質問はないでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問がないようですので、第１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』については、原案のとおり承認します。 

 

日程５ 報告事項 

 

（東島教育長） 

 引き続き、日程５の報告事項に移ります。 

 「第３回社会教育委員の会議の報告について」、社会教育課から説明をしてください。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 右肩のほうに「定例教育委員会報告事項別冊」と書いたＡ４で２枚の資料と、それと

「第３回佐賀市社会教育委員の会議次第」という資料をお手元に配付しておりますけれ

ども、これに基づいてお話をしたいと思います。 

 それでは、説明をさせていただきます。開催日時は、平成３０年２月１３日、１０時

から１２時２０分まで開催をしております。開催場所は、青尐年センター大会議室でご

ざいます。出席した委員は、社会教育委員１３名中１１名の参加でございました。参加

の委員につきましては記載しているとおりでございます。事務局のほうとしましては、

江副副教育長兼社会教育部長以下、社会教育課及び協働推進課の職員が出席しておりま

す。傍聴者は１名でございました。議事につきましては、記載しておりますとおり(1)

佐賀市教育振興基本計画後期実施計画と、(2)平成３０年度社会教育助成事業補助金に

ついての２つでございます。 

 最初に、(1)佐賀市教育振興基本計画後期実施計画についてでございますけれども、
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平成３０年度からの教育振興基本計画後期計画において実施します事業を説明し、意見

をいただきました。主な意見、質問、回答につきましてご報告したいと思います。 

 まずは教育振興基本計画の【施策２ 自ら学ぶ生涯学習の推進】の事業につきまして

でございます。 

 最初に「全般」と書いておりますけれども、佐賀の歴史や偉人などを小中学校で教え

ているのかというところから、各地域の歴史的なものの掘り起こしを各地域で行ってい

るかという質問がございました。これに対し、公民館事業として実施しております「さ

が学推進事業」の中で実施しているというふうに回答をしております。また、前期計画

では重点事業としていた地域課題解決事業を、後期計画では重点事業としなかったこと

と、この事業に関連して地域のまちづくり協議会のフォローや情報公開をしてはどうか

という質問、意見がございました。これに対し、後期計画では、重点事業は、地域課題

解決事業という１つの事業ではなく、公民館の運営や職員研修等を包括して公民館活動

の充実という形で重点事業として入れることと、まちづくりにおける情報交流として、

本年２月１９日に交流会を開催するというふうな回答をいたしております。 

 次に、星空学習館管理運営業務についてでございますけれども、建設当時と現在では

周辺の環境が変わって街灯が増えているが、天体観測に支障がないかという質問があり

ました。星空学習館の横にブルースタジアム、野球場ができております。周りに遊歩道

がありまして、そこに街灯が立っているという状況がございます。それに関連して今申

し上げる質問がありまして、利用者アンケートにおいてはライトが気になるという意見

もありましたが、週２回実施する観望会時には街灯を消すようお願いをしており、観望

会には影響はないという旨の回答をしております。 

 次に、金立教育キャンプ場管理運営事業についてでございますが、キャンプ場にテン

トは張ってあるのか。また、キャンプ以外の事業はどのようなことをしているのかとい

う質問があり、テント自体はキャンプ場にあるということと、利用者の方がキャンプ場

でイベントをされたり、金立山の登山者が集合場所として利用されているというような

回答をしております。 

 次のページをお願いいたします。公民館職員の研修事業では、以前は公民館職員が九

州大学で社会教育主事の資格を取得していたが、現在はどうかという質問がございまし

た。これにつきましては、現在も３名分の予算を計上し、資格取得の研修に派遣してい

るという旨を回答しております。 

 次に、【施策６ 家庭・地域・企業等の教育力の向上】では、全般的なものとして３

つの意見をいただいております。１つ目は、価値観や生活観が急速に変化しており、公

民館が扱う課題は、身近でタイムリーな話題に特化していく必要がある。２つ目は、佐

賀市が産前・産後に実施しているさまざまな施策にあわせ、講座に参加できない、また

余裕がない母親へ継続的に一元化された情報提供をしたほうがいいのではないか。３つ

目としまして、若者が高校を卒業後に県外へ就職してしまうが、不登校の子どもを地域

と一緒に支援することで多くの子どもが地元で就職しており、身近な支援がよい循環を

生むこともあるという事例を紹介いただきました。 

 次に、子どもへのまなざし運動でございます。まず、８７０万円の予算をどのような

ものに使うのかという質問がございました。これらにつきましては、まなざし運動周知

関係のグッズ購入や、まなざし運動推進大会の周知活動に予定しているという回答をし

ております。また、次の３点の意見・提案がございました。まなざし運動推進中のよう

なキャッチコピーをつくったり、毎月何日はまなざし運動推進デーなどがあると取り組

みやすくなるのではないか。推進大会で企業の立場や学校・地域の立場でシンポジウム

を開催してはどうか。また、新入学児説明会のときに、周知グッズの配布だけでなく説

明する時間を設けてはどうかというご意見をいただき、ぜひ参考にしていきたいという

ふうな回答をしております。 

 次に、子ども・若者支援事業でございます。こちらも２つ意見をいただいております。

１つ目は、実際不登校の子どもが進学・就職についてどこに相談すればよいかわからな
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いため、相談窓口がはっきりわかるようにしたほうがよい。２つ目は、市のホームペー

ジ等で悩み別、年齢層別などの区分で体系的にリンクを貼るようにできたらよい。それ

に加えて、国や県の取り組み等もリンクを貼るようにすれば探しやすいというご意見を

いただきまして、これらの意見に対しまして、青尐年センターとしましては、困りごと・

相談事があれば、まずは青尐年センターにご相談いただくという流れをつくっていきた

いというふうに考えていると。青尐年センターに連絡いただければ、適切な支援機関に

つないでいきたいという旨の回答をいたしております。 

 次に、久米島町中学生交流事業では、久米島町から何名参加があるのかという質問が

ありました。これにつきましては、久米島町からの参加も佐賀市からの参加も、ともに

同じ１６名であるが、平成２９年度においては体調不良者がおり、１５名で対応してき

たと回答しております。 

 次に、家庭教育講座開催事業では、家庭学習の数値目標がないと思うので、目標を明

確にし、ＰＴＡや学校と共有できないかという質問がありましたが、家庭教育講座は登

録講師を派遣するもので、家庭学習に特化して講座するものではないということと、学

力向上等は、学校教育課やＰＴＡと連携して進めたいという旨の回答をいたしておりま

す。 

 次のページをお願いいたします。地域元気アップ事業です。実施していない校区への

周知、推進はどのようにしているのかという質問があり、公民館を通じて地域に向けて

情報発信をしており、また、本年２月１９日に実施の佐賀市地域づくり交流会のイベン

トで地域元気アップ事業の事例紹介をして、全市に向けて広報を行うという旨の回答を

しております。 

 次に、放課後子ども教室推進事業です。こちらについても、実施していない校区への

周知、推進はどうしているのかという質問があり、この事業は、各校区の任意団体に委

託して事業を行っているが、なかなか広がっていない現状であるという旨を回答し、ま

た、以前は１０校区以上で実施していたが、会計業務等をするのが負担で減ったと思わ

れるので、会計業務を公民館でできないのかという質問があり、減尐しているのは事実

で、公民館でやってもらうということは意見として参考とするという旨を回答しており

ます。 

 最後に、学校地域連携支援事業でございます。地域教育コーディネーターはどのよう

な人材なのかという質問と、配置の成果はという質問がございました。地域教育コーデ

ィネーターの任期は２年で、元教師や教育関係者ＯＢ、まちづくり協議会や自治会等の

元役員の方を配置しており、学校と地域とをつなぐ・結ぶ取り組みを２年間で行うもの

であり、学校と地域が連携できる道筋を立てているという旨を回答しております。 

 また、今までご説明した事業のほかにその他として３点ほど意見がございました。 

 １つ目は、支援対象となる尐年や家族は、意識レベルがイベントや施設活用するとい

うところに達していない場合が多く、その人たちにどうやって利用してもらうかを考え

ていく必要があるという意見です。２つ目は、街頭補導など外に出向いていくことも必

要だが、一見すると普通に見える子どもで問題を抱えている子どももおり、青尐年セン

ターに来ている子どもに声をかけて発見することで、早期発見、早期解決につなげるこ

とも大切であるという意見。３つ目は、学校と子どもたちとの信頼関係を築くことに対

する意見でございました。 

 (1)の佐賀市教育振興基本計画後期実施計画については以上でございます。 

 次に、(2)の平成３０年度社会教育助成事業補助金についてでございます。 

 こちらは、社会教育法に基づき補助金を交付するに当たり、社会教育委員の会議の意

見を聞くものでございまして、補助金を８団体に交付しております。平成２７年度に社

会教育委員の会議に諮りながら補助金交付の積算基準を算定しており、補助上限額は、

前年度の額と同額としております。平成３０年度中に各８団体からヒアリングを実施し

て積算基準を見直すかを検討していきたいと考えておりますけれども、当補助金につい

ては委員から意見等はございませんでした。 
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 報告については以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 今、社会教育委員の会議の報告がございましたけれども、質問ありませんでしょうか。

どうぞ。 

 

（山口委員） 

 １つ確認ですけれども、この資料の２ページで、子ども・若者支援事業の回答で、青

尐年センターの立場としては、困りごと・相談事があればまず青尐年センターに相談す

るという流れをつくっていきたいと考えているということですけど、この相談は電話

と、メールも可能ですか。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 メールも可能です。電話も専用の電話がございます。 

 

（山口委員） 

 両方可能ですね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい、可能です。 

 

（山口委員） 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 相談が３つ連携してありますよね。もちろんメール、電話、来所、来所によっては警

察の尐年サポートセンター。それからＮＰＯの。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい、子ども・若者支援室としてＮＰＯに相談事業を委託しております。 

 

（山口委員） 

 どれが一番多いですか。 

 

（杉町社会教育課参事兼子ども・若者支援係長） 

 私のほうからお答えします。その先ほどのＮＰＯのほうはスチューデント・サポー

ト・フェイスに委託をしておりますけれども、２９年度については人数的には延べで１

２４人ぐらいあっています。件数的には延べで１，５００ぐらいですね。基本的には前

からの継続の方とかが多くて、新規の方につきましては大体７５名ぐらいです。やはり

継続的に相談を受け付けられています。 

 

（山口委員） 

 メールでの相談件数というのは多いですか。 

 

（杉町社会教育課参事兼子ども・若者支援係長） 

 ２９年度の実績は３件ですね。電話相談のほうが２１件で、合計が２４件です。 

 ２８年度がメールは３０件で、電話が３４件です。 

 

（山口委員） 



 14 

 ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 案件的にはどういうものが多いの。メールにしても電話にしても、来所にしても。 

 

（杉町社会教育課参事兼子ども・若者支援係長） 

 そうですね、メールのほうの相談内容は、２９年度につきましては学校生活での部活

動が２件になっています。 

 

（山口委員） 

 すみません、これ本人からですか。子どもから直接学校とか部活の相談があるんです

か。 

 

（杉町社会教育課参事兼子ども・若者支援係長） 

 両方ですね。子どもさんの場合もありますし。 

 

（山口委員） 

 保護者の方もあるわけですね。 

 

（杉町社会教育課参事兼子ども・若者支援係長） 

 きのうお電話があっていたのは、子どもから、クラブ活動のことでした。 

 

（東島教育長） 

 よろしいですか。ほかにありませんか。 

 なかったら、１ページの星空学習館で出前授業、特に小学校。中学校もあるかもしれ

ませんが、小学校の天体観測関係の理科の授業がありますが、どの程度の実績がありま

すか。 

 

（豊田社会教育課副課長兼総務企画係長） 

 すみません、２９年度は上半期の実績しかないんですけれども、２９年度上半期で、

附属、西与賀、開成、思斉館の４校に出前は出かけています。 

 

（東島教育長） 

 わかりました。えらく尐ないねと思って。ここの本当の売りは、星空学習館でするこ

ともなんですが、各学校で机上でやっている天体を、やはり専門家が来て、専門的にい

ろんな話をしていただく、あるいは資料を持ってきて話をしていただく。これで子ども

たちの興味・関心をうんと高めることができると私は思っているんですよね。これは学

校教育課長から小中学校にぜひ使えと。専門家を使って興味のある授業をしてほしいと

いうふうに思います。４校というのは意外と尐ないね。はい、わかりました。 

 

（伊東委員） 

 １ページの金立教育キャンプ場管理運営事業、これちょっと私自身どうかなと思った

のが、よくあの辺イノシシ出るんですよ。私、山口委員さんもですけど、時々金立山ま

で走ってますが、夕方帰ってくるときに大きなイノシシが、それもずっと上じゃなくて、

鳥居があるじゃないですか、金立キャンプ場の入り口のところに。そことキャンプ場の

ちょっと先に、大きなイノシシが２頭いたんですよ。ですから、安全上のイノシシ対応

というのはどうなんでしょう。例えば、僕はきのうおととい、嬉野オルレに子どもたち

を連れていくので下見に行ったんです。そしたら、たたいて音を出す大きなドラム缶み

たいなのが、各箇所にあったんです。ですから、この金立キャンプ場の場合は、そうい
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う安全の考え方、イノシシ対策について何か考えられているのかな、ということをちょ

っと感じました。ドラム缶がいいのかどうかわかりませんけど。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 教育委員のほうから教えていただきまして、それはまた検討をしていきたいと思いま

す。ちょっと私がそうしているかどうかを把握しておりませんので、多分していないの

かなと思いますので、そこは安全対策の上で検討をしていくという形にさせていただき

たいと思います。 

 

（東島教育長） 

 場長さんにも実情を聞いていただいて、そしてぜひ対応を。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい、一旦確認した上でですね。 

 

（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） 

 私からもちょっと。 

 

（東島教育長） 

 はい、どうぞ。 

 

（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） 

 昨年度、２９年度につきましては、場長からイノシシが出たというような報告は実際

あっていないという状況でございます。ただ、先ほど伊東委員さんがおっしゃられたよ

うに、出たときの対応策というのも含めまして、場長を含めて対応策を考えたいと思い

ます。 

 

（伊東委員） 

 オルレはご存じのように韓国から発祥していますので、海外の人が見えるんです。で

すから、このぐらいのドラム缶が、もういっぱいたたくのでへこんでいるぐらいの。で

すから音も非常に響いていますので、これは非常にいいイノシシ対策じゃないかなと思

ったので、ぜひ調査をしてもらって対応してもらえばと思います。 

 

（東島教育長） 

 イノシシが音で本当に近寄らないのか、そこら辺も確認しながらやってみてくださ

い。ほかにございませんか。 

 ３ページに、学校トラブルアンケートで、学校に言っても解決されない体制をどう捉

えるかということがありましたが、子どもによっては学校に相談する子、ほかの機関に

相談する子、あるいは学校のスクールカウンセラーに相談する子という、それぞれ性格

的なものもそこにはあります。ですから、そこら辺は相談窓口がこれだけあるんだとい

うのを、学校のほうでやっぱり指導していく必要があるんじゃないかなと。担任には言

いづらい、でもスクールカウンセラーならとか、いや、学校にかかわる人には言いづら

い、だから青尐年センターにとか、それはもう必ずしも学校との信頼関係だけじゃなく

て、子どもの特性にもよりますから、そこは子どもたちに、尐なくともいろんな相談窓

口があるんですというのを認識させたいですね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 わかりました。 
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（東島教育長） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、日程５の報告事項につきましては、これで終わりたいと思います。 

 その他の項目に移りたいと思いますけれども、逮捕事案の前に、事務局のほうから事

務分担についての説明があるんでしょう。 

 

（志波教育総務課副課長兼総務係長） 

 先月、３月の定例教育委員会で機構改革の事務分担に関しまして話題に上りまして、

４月にお配りするというふうにしておりましたので、本日、委員の皆様のお手元に平成

３０年度の教育委員会事務局各課の事務分担表をお配りしております。各課が係の担当

者ごとに細かいところまで記載をしまして、引き継ぎなども円滑にできるようにしてい

るところです。後ほどごらんになってご確認いただければと思います。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 よろしゅうございますか、何かお尋ねになりたい方ありますか。実に細やかに事務分

担の内容を書いてありますので、何かご質問がありましたら。後でお読みいただいてみ

て、次の機会にでも質問をしていただければと思います。 

 それでは、これで一応終わったと思いますので、あとは非公開ということで、先ほど

申し上げましたが、「佐賀市立中学校男性教諭による飲酒運転及び逮捕事案」について

説明をさせてもらいたいと思いますが、非公開となりますので、よろしゅうございます

でしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、関係のない課の方は、どうぞご退席いただいて結構でございます。 

 

 

〔非公開〕 

 

 

 終了時間 午後４時８分 

 

 


