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第２回『佐賀市教育委員会評価委員会』 

 会 議 録 

 

開 催 日 平成３０年７月２５日（水） 

開催時間 午後５時５８分～午後７時５２分 

開催場所 佐賀市役所 大財別館４－３会議室 

出席者 

評

価

委

員 

伊藤委員長、中島副委員長、櫻井委員、大江委員、桑原委員、 

竹内委員 

 

 

事 

務 

局 

教育委員 ：堤委員、片岡委員 

教育長  ：東島教育長 

教育部  ：百崎教育部長、梅﨑教育部副部長兼教育総務課長、松島

学校教育課長、百﨑学事課長、宮崎文化振興課長、志波

教育総務課副課長 他 

議 事 

（１）教育委員会 

（２）施策１ 就学前からの教育の充実 

（３）施策４ 未来につなげる文化の振興 

欠 席 委 員 なし 

傍 聴 者  なし 

報道関係者 １名 
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議事 

（１）教育委員会評価 

（教育総務課副課長） 

平成３０年度（平成２９年度事業）佐賀市教育委員会活動点検シートに沿って説明 

 

（委員） 

・教育委員が教育長と語る会、学校訪問等に参加して感じられたことについてお願いした

い。 

（教育委員） 

・学校訪問では、事務局が多様な視点で確認を行い、最後の意見交換会で指摘すべきこと

は指摘をし、褒めるべきところは褒めている。 

（教育委員） 

・教育委員会と学校との情報共有のほかに、例えば教員育成について、各学校工夫されて

いることを発表するので、各学校同士で情報共有でき、意義のある会ではないかと感じ

ている。 

（教育長） 

・主任児童委員との語る会では、学校間格差が非常にあった。学校と主任児童委員が密接

に情報共有を行っている学校とそうでない学校がある。学校生活の状況、家庭、地域生

活の状況はセットで子どもを育む必要がある。学校と主任児童委員が連携をして、見守

りを行う必要がある。今年度から定期的に学校の管理職と意見交換を行うようにした。

主任児童委員を教職員、児童生徒に始業式の中で紹介するようにした。今年度一歩進ん

だと捉えている。 

（委員） 

・熱中症で亡くなった他市事案で、教育委員会が言っていることと、校長が言っているこ

とと温度差があるように感じている。事案後に危機管理マニュアル等、学校と話し合い

や今後の対応をどのように考えているか。 

（教育長） 

・そのような事案が発生し危機感がさらに増した。これまでは熱中症の警戒情報、注意報

や警報によって、校外学習等を行っていた。熱中症計を各学校に配布して確認するよう

にしている。今回の事案後、認識を新たにして指導をしていく、情報共有しながら方策

について学校と事務局が整理をして明確にしていく必要がある。 

（委員） 

・総合教育会議の複数回開催の定例化とはどういう意味か。 

（教育総務課副課長） 

・定例化というのは、現在は明確に開催時期が決まっていない。会議への準備も円滑に進

むことから、何月と何月に毎年実施することを理想としている。 

（委員） 

・改善策として複数回開催とあるが、１回となった理由は。 
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（教育総務課副課長） 

・総合教育会議は市長が招集するが、法が施行され、平成 27年度２回開催、それ以降は１

回の開催状況である。昨年度は市長選等があって難しかったと考えている。 

（委員） 

・テーマについて教職員の多忙化解消、部活動の問題になっているがどのような話し合い

がなされたのか。 

（教育長） 

・多忙化解消のために、事務補助員の試行など色々対策は講じている。また、部活動の在

り方検討委員会を毎年開催している。練習時間、休養日など改善すべき点は改善し通知

している。実態調査の中で守られていない項目も幾分あり、佐賀市として中学校の部活

としてどうすべきか話し合いを行った。 

（委員） 

・事件事故について現場からの報告は、どのようなものがどれくらいあったか。適切だっ

たかどうかをどのように判断したのか。 

（教育総務課副課長） 

・報告は例えば学校給食の異物混入がある。事実関係について、正確に教育委員会に報告

をした。報告の仕方としてメールを使って教育委員へは適切に伝達している。 

（教育委員） 

・以前はパソコンメールにある程度まとまった報告が来ていた。教育委員としては、不確

定な情報でいいので、スピーディーに情報が欲しいという要望をした。その後は発生し

てすぐに報告が来るようになった。今はパソコンだけでなく、携帯メールにも発生した

時刻とほぼ同時ぐらいに情報を提供してもらっている。更に教育委員研修会や定例会で

概要や対応を報告するようになったので、この１年でかなりスピーディーになり、改善

がされた。 

（委員） 

・自己評価で目標どおり達成していないという判断で概ね達成となっているのはどういっ

た部分か。 

（教育長） 

・総合教育会議は、当初学期に１回をイメージしていた。出来るだけ予算に反映したいと

いう気持ちもある。そういう面では市長部局との連携の面でやや弱いと考えている。教

育委員との連携という視点でいくと目標どおりとはなっていない。 

（委員） 

・連携の部分でいくと子育て部門は平成 29年度から移管された。教育委員会の役割が大き

く変わってくると思が、その評価をどこで見てとればよいのか。また、移管したからこ

そ連携が必要と考えるがどうか。 

（教育長） 

・移管したが、幼保小連携のあり方については今までどおり実施している。就学前の個別

に支援を要する子どもについて、学校教育課に窓口を設けて保育幼稚園課と一緒になっ
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て、幼稚園、保育園訪問を行っている。子育て支援部門で実質的な仕事は行うが、内容

的なものは踏襲しており、今のところ不都合な面はない。 

（委員） 

・総合教育会議について、教育大綱について話し合いをもつと複数回の開催は可能ではな

いか。 

（委員長） 

・教育委員と語る会など学校、地域の連携のあり方を詰めると非常によいのではないか。

子どもの幸福度調査を見ると、地域の関わりが強い、地域に愛されている、地域に役に

立っている、そのような子どもが学力も高いし、地域を何とかしようとする。 

 

 

（２）施策１：就学前からの教育の充実 

（学校教育課長・学事課長・教育総務課長） 

施策１：就学前からの教育の充実（施策シート）に沿って説明 

 

（委員長） 

・不登校対策について、どういう要因で改善につながっているのか。 

（学校教育課長） 

・各事例によって違うため、不登校対策の総合的な取り組みによって改善につながってい

ると考えている。子どもがどのような思いを持っているのかしっかり聞くことが重要で

はないか。 

（委員長） 

・なぜ学校が楽しいのかを分析してみてはどうか。家庭で満たされている子どもや地域と

のつながり、子どもの人間関係の醸成など、研究していけば改善につながるのでは。 

（学校教育課長） 

・Q-Uテストを年 2回実施している。小中一貫校では、9年間を通して分析して、職員間で

共通理解をしている。 

（委員） 

・ＩＣＴ教育について、成果指標が役に立っているという評価だが、実際現場ではどのよ

うな授業を行っているのか。どのように捉えているか。 

（学校教育課職員） 

・電子黒板に各教科デジタル教科書を導入している。子どもと同じ教科書を写したり、問

題を一緒に解いたりしている。書画カメラをつけているので、ワークシート等を大画面

で写し、子どもが自分の考えを説明したりしている。 

（委員） 

・教職員の技能の差についてどのように捉えているか。 

（学校教育課長） 

・導入後５年程度経過しているので、各学校コーディネーターを中心に操作研修を実施し
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ている。ＩＣＴ支援員も配置しているので、夏休み等で研修も実施しており、技能は向

上している。利用するポイントについては、それぞれの教員によって考え方が違う。ま

ずは、技能の向上とどのようなポイントで使用しているか、学校訪問等で指導主事が指

導助言を行っていきたい。 

（委員） 

・小学校の英語が教科化される。他県は困っている部分がある。電子黒板のおかげで困り

感は少ないような気がするがどうか。 

（学校教育課長） 

・電子黒板にデジタル教材が導入されているので、発音などの面では質がいい授業が展開

されていると考えている。 

（委員） 

・いじめ不登校対策について、サポート相談員について見聞きしており、そのような中で

学校生活は楽しいと回答した割合も高くなっており嬉しく思うが、不登校率が増加傾向

にある要因はどう考えているか。 

（学校教育課職員） 

・はっきりとした要因特定は難しいが、家庭に問題を抱える子どもが多い。家庭での教育

力という面で、支援が必要な家庭が増えてきており、そのような場合は長期化するケー

スが多い。 

（学校教育課長） 

・佐賀市だけでなく、全国的に増加傾向のようである。小学校から不登校傾向にある生徒

が中学校に進学しても改善することは難しい。中学校に焦点をあてて目標を掲げている

が、小学校ついても力を入れていく必要がある。 

（教育長） 

・少なくとも学校生活が主な要因となって不登校になっていることは学校として改善して

いかなければならないと考えているが、不登校率が下がらない。 

（委員） 

・生活の乱れが要因として大きいと言われている。要支援の家庭が増えているのが、要因

の１つだと思う。昔は子どものわくわく感、毎日何して遊ぼうかと、学校へ行かないと

友達と遊べない。最近は、テレビ、ゲーム、習い事などでわくわく感がなくなってきた

と感じている。学校がわくわくするような場所になっていかないといけないのではない

かという気持ちがしている。 

（委員長） 

・先生と子どもの信頼関係。子ども同士の人間関係を育てる。友達同士の人間関係の育て

方を研修を通して作っていかないとハード部分だけでは困難と思う。子どもの理解を深

める、気づく、深める、育てるという３本柱が必要。 

（委員） 

・就学前からの保育園、幼稚園等の充実が大切と感じている。時間、空間、仲間がない。

これを意図的に構成できるのが保育所であり、幼稚園である。それが社会で子育てをす
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ることにつながる。家庭的な個人の問題ではなく、社会全体で子どもを育てる。小学校

も重要だが、小学校に至るまでの幼児教育の流れでつながっていく必要がある。 

（委員） 

・施策１で就学前からの教育の充実とあり、目標達成項目にも幼稚園、保育所関係がある

が、重点事業がない理由はなぜか。また、基本事業３、６，７の成果指標を見る中で、

同様の傾向であるが、自己評価はやや不十分と概ね達成になっている。その理由は。 

（学校教育課長） 

・３－１ふるさと学習の推進では、ほぼ目標値に近いところにはきているが、肝心の佐賀

が好きと答えた子どもが年々低下傾向にあるということで、やや不十分としている。特

に不登校について、目標値が中学校の不登校率を３％台に対して４％台になっており、

結果としては厳しい状況にある。しかし、中学校で３割を超える生徒が改善傾向となっ

ている。１つの大きな指標と考えている。目標値も高い目標値としており、概ね達成と

している。特別支援教育の推進については、目標設定が高い部分もあり、特に教職員の

割合が１００％という目標値に対して、近い数値になっているため概ね達成としている。 

 目標値については検討していきたい。 

（教育総務課教育政策係長） 

・施策１は教育の分野を包含している。幼児教育の部分が入っている。保育所関係は、平

成 29年度に移管した施策５に含まれる。認定こども園が増え、施策をまたがる部分はあ

るが、施策１は幼稚園教育の部分を組み込み、施策５には保育所を組み込んでいるので、

見えにくくなっている。重点事業について、幼保小の接続期の教育については十分取り

組んでいるが、重点事業の策定時には、幼児教育の部分を重点事業として抽出をしてい

ないということになる。 

（委員） 

・ふるさと学習でやや不十分という判断であるが、これまでも熱心に取り組んでいたと思

われる。それが成果になかなか成果に結びつかない要因は何と考えているか。 

（学校教育課長） 

・ふるさと学習について、ふるさと学習終了時アンケートでは４年、６年は満足度が高い

回答になっている。副読本を作成しているので、この本と連動して事前に学習し、コー

スを回ると学習が深まるのではないかと考えているので、学校にもお願いしている。 

（委員長） 

・副読本を教科と関連させていけば効果があがるのでは。もったいないような気がする。 

（学校教育課長） 

・社会科では、消防署や警察署と関連付けた学習は行っている。各教科と関連付けて取り

組んでいきたい。 

（委員） 

・成果指標は、あくまで成果指標なので、ふるさと学習の推進のみやや不十分ということ

であれば、不登校もやや不十分になるので、ふるさと学習の推進も含めて、概ね達成で

よいのではないか。そうしなければ、成果指標のみの判断で全部やや不十分にせざるを
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えない。 

（委員） 

・後半の重点事業は全てハード事業である。今後でいいが、ハード部分は計画を立てて、

事業を行えば計画どおり１００％になる。事業としてソフト的なものを検討した方がよ

いのではないか。例えば、基本事業の安全な学校給食の提供と食育の充実であれば、食

物アレルギーに対する対策をどういうふうにしているか等、考えた方がよい。特に耐震

化は平成 29年度で１００％完了しているので、来年度の成果指標はどうなるのか。 

（教育総務課教育政策係） 

・教育振興基本計画は５年計画で、平成 29年度で３年経過することになる。新たに、平成

30、31年度で実施計画を策定している。事業の見直しの際に、重点事業の再設定を行っ

ており、耐震化については完了することに伴い、重点事業から除外している。 

（教育長） 

・学校給食は重点事業として捉えていた。理由は、国の基準よりも遥かに施設環境が悪か

った。出来るだけ急ぎたいということで重点事業としていた。 

 

（委員長） 

 施策１については、課題はあるものの概ね達成としたい。 

 

 

（３）施策４：未来につなげる文化の振興 

（文化振興課長） 

施策４：未来につなげる文化の振興（施策シート）に沿って説明 

 

（委員） 

・東名遺跡については活用計画を策定したと思うが、言える範囲で教えて欲しい。 

（文化振興課長） 

・保存活用計画の内容としては、周辺の環境や史跡の概要、価値、現状と課題、史跡の将

来像、保存活用、整備、運営体制などを盛り込んでいる。将来像として日本文化の原点

が学べる東名遺跡を地域の宝として恒久的に継承していくとしている。調査研究はもち

ろん、ソフト事業の展開や現地の整備を将来的に行うが、河川区域内で水につかる可能

性があるので制限がかかってくる。現地だけでは理解しにくいし、埋蔵文化財なので、

屋内展示と屋外展示を一体的に展示をしていく内容になっている。 

（委員長） 

・市民芸術祭は、有料か。 

（文化振興課長） 

・市から実行委員会に補助金を出している。ワークショップが一部有料であったり、文化

会館の自主事業がチケット販売など行っているが、プログラムのほとんどが無料となっ

ている。 
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（委員） 

・来年の全国高等学校総合文化祭との連携をすると若年層が増えるのではないか。高校生

がくると、親兄弟、祖父母もくるのでかなりの集客になるのではないか。 

（文化振興課長） 

・昨年は北高もあったが、富永ボンドさんと幼稚園児のコラボしたイベントがあった。祖

父母も来場し賑わった。総文祭との連携という面では平成 29年度はできていないが、本

年度プレ企画、プレイベントがあるので、高文連に声掛けをしたところ、吟詠や書道に

参加してもらうように調整をしている。 

（委員） 

・せっかくお金をかけて文化の振興を図っているので大会が終わった後も高校生が部活動

として継続してやれるようにフォローをしてもらうといい。 

（文化振興課長） 

・検討していきたいと思う。 

（委員） 

・無料のイベントは来場してくれるが、適正価格でも有料にすると途端に来なくなる。お

金を出してでも芸術に親しむことが本当だと思う。 

（文化振興課長） 

・ジレンマがある。無料がいいかの議論はある。平成 29年度はコンサートは無料であった

が、その前は高い金額ではなかったが、一部有料であったので、チケットが捌けなかっ

た。芸術祭はできるだけ多く来てほしいことを目的としているので無料ということもあ

り得るのではないかと思っている。文化会館の自主事業は有料だが、少し安い金額で販

売している。平成 29年度の芸術祭中の２つの自主事業は、そこそこ集客ができた。有料

にすると厳しいという面はある。 

（教育長） 

・文化に親しむという時にお金を出してでも聴きたい、観たい、そのレベルに出来るだけ

広げてきたいという目的がある。基本的に無料で幅広く作品に触れて、文化に対する良

さや生活における潤いを実感してもらいたい。無料で皆様に親しんでいただいて、その

後はお金を出してでも鑑賞したいという状態になってほしいと願っている。 

（委員） 

・市民芸術祭のアンケートで男性と女性の結果に差がありすぎるが、単に回収が女性が多

かったのか、来場者が女性が多かったのか。 

（文化振興課長） 

・アンケート回答は女性が多かった。来場者も圧倒的に女性が多い。芸術祭だけではなく、

文化会館で行っている自主事業もやはり女性が多い。しかも、高齢の方が多い。この傾

向は変わらない。 

（委員） 

・芸術に予算をかけることが暮らしの豊かさにつながることであるので継続してほしい。 
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（委員長） 

 一定の成果があり概ね達成としたい。 

 

 

                                 閉会 


