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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。これより佐賀市教育委員会６月定例会を開きたいと思

います。 

 今、サッカーのワールドカップで寝不足の方もいらっしゃるんですかね。日本が活躍

をしておりますので、寝不足も何のそのというところじゃないかなと思っていますけれ

ども、本当にこれから佐賀の地は水害を気にしなければならない、そういう時期になり

ました。本当に各学校は風水害のときの子どもたちの状況、これについて非常に気を使

っているころじゃないかなと、雨が降る、となったら警報が出ないかなという心配をし

ながら、各学校、特に管理職は気をもんでいるころじゃないかなと思っております。た

だ、もう１学期も１カ月となってしまいました。あっという間の１学期のような気がし

ますけれども、本当にこの間いろんなことがございました。人命に関わることもいろい

ろございまして、せんだってはＩＴ関係のセミナー講師が殺害されました。ＳＮＳ、一

方的な文字によるコミュニケーション。コミュニケーションって何だろうかなって思っ

たときに、市長がフェース・トゥ・フェースが基本なんだとよく言われるんですが、や

はり表情が見える、しぐさがわかる、そのことをつくづく思いますね。ああいうふうに

文字コミュニケーションだけでは、どうしても一方的になりがちで、相手の心が理解で

きない。ということは、わががまな人間になると、子どもにとってはですね。こういう

ことは、情報化の進展の影の部分でもあろうかなと思います。やはり学校では、子ども

たちが顔と顔を合わせて、そしていろいろ表情を見ながらしぐさを交えて、会話を楽し

む、そんなコミュニケーションのあり方じゃないといけないかなと思ったところでし

た。 

 今回は大阪北部地震がありまして、一番安全であるべき学校のブロック塀によって子

どもが亡くなりました。本当に何とも言えない、そういう事故が起こったんですが、き

ょうも報告がございますね。そういう中で、佐賀市の状況はどうなのか、今後どうして

いかなければいけないのか、こういうことについても、また皆さん方にお知らせをして

ご意見をお聞きしたいと考えておるところです。 

 それでは、これから委員会に入ってまいりますけれども、本日は、在任委員５人中５

人の委員が出席しておりますので、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、配付いたしております日程のとおりにお願いをいたした

いと思っておりますが、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〕 

 それでは、早速日程に入りたいと思います。 

 

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。 

 

（志波教育総務課副課長兼総務係長） 

 ５月２２日の定例教育委員会の会議録につきましては、６月２２日に配付しておりま

すとおりでございます。よろしくお願いします。 

 

（東島教育長） 

 報告は終わりましたけれども、報告内容に質疑等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、異議がないということで、会議録は報告のとおり承認することにいたしま
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す。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（東島教育長） 

 次に、日程３の教育長報告となっておりますので、別添の私の報告資料をお開きいた

だきたいと思います。 

 端的に６点ほどメモをしておりますけれども、何せ１カ月間の中での報告なものです

から忘れているところも随分とございますけれども、１点目は、２０１６グレンズフォ

ールズ市教育交流訪問団の帰国報告会が５月２２日に行われました。私がまず帰国した

子どもたちの姿を見ていち早く感じたのは、１１日間だったにもかかわらず、非常に成

長したな、という雰囲気と表情を見てとることができました。子どもたちは一人一人報

告をしてくれましたが、その中に、一番最初に言った子どもは、ホームステイ先の両親

が、まさに自分の親のように愛情をかけて自分を家族の一員として迎えてくれたとい

う、その言葉が非常に印象的でした。つまり、向こうに行って１１日間ホームステイを

しながら、アメリカの両親が自分の両親なんだと、そんな思いを感じて向こうで生活を

したようでございました。それから、おもしろかったのが、日本の学校で学んでいる英

語が役に立ったということを言ったんですね。日本でもこのスピーキングを授業の中に

取り入れているんですが、やっぱりＡＬＴがいても、日本は日本なんですね。子どもた

ちがアメリカに行って、アメリカの方と話をして初めて通じたという実感、これを感じ

取ることができました。日本で勉強している英単語とか英語が非常に役に立った、通じ

たという喜び、これを話してくれました。それから、日本とアメリカの学校生活が非常

に違うということですね。例えば、携帯電話とかゲームとかは学校へ自由に持っていっ

ていい。飲食をすることも学校で自由だと。そして、制服がないので、私服でおしゃれ

をして行っていいということに驚いていたようでございました。子どもたちが日本で現

地の方から学ぶことも大事ですが、何と言っても、その国に行って見聞することが一番

大事だなということを感じました。それが１点目です。 

 ２点目です。平成３０年度学校評議員・学校運営協議会委員研修会を行いました。こ

れは例年のことですが、子どもは社会全体で育てるという視点に立ったときには、学校

は、やはり地域の信頼を受けて、そして地域の期待に応えるべく努力をしなければいけ

ない。そういう意味からも、学校評議員制度とか学校運営協議会制度というのは非常に

大切な仕組みであると考えております。地域住民と学校が共通の目標を、あるいは学校

の目標を共有して子どもたちの指導に当たる。このことはとても大事だなということを

思っております。この制度については、今後とも充実させていく必要があろうと考えた

ところでした。 

 ３点目の博愛フェスタ実行委員会、これを５月２４日に行いましたけれども、本年度

も１２月２日から１６日までが博愛フェスタの期間となりますので、もしもお時間等が

とれましたらよろしくお願いしたいと思います。 

 なお、佐野常民記念館の来館者が、三重津海軍所跡の世界文化遺産登録以来、非常に

多くなってきているということも聞いたところでございました。 

 ４点目です。これは佐賀市の人権・同和教育研究会の総会、研修会が行われました。

さま変わりする部落差別の状況をいろいろ聞くたびに、昨今の情報化の進展の影の部分

が、まさにここでも出てきていると思いました。不特定多数で自分を名乗らなくていい

ことから非常に誹謗中傷をする、あるいは人権を脅かす。そういう状況が多々生じてき

ているという中において、本当は生まれてすぐということになりましょうが、組織的な

教育となりますと、どうしても小学校教育からになりますので、やはり小学校から中学

校を卒業するまで、そして高校、それから大学というところにつないでいく、そういう

人権教育が大事だなと、特に小さいうちであればあるほど大事だなということを感じて

おります。今年度も３本の人権教育の柱が承認されました。この３本の柱に沿って、各
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学校が１年間人権・同和教育に取り組んでいくことになります。その成果は、２月でし

たか、３月でしたか、成果発表会がございますので、もし機会があればお聞きいただけ

ればと思います。 

 ５点目、第４３回全国高等学校総合文化祭の第２回実行委員会がございました。いよ

いよもって、ことしの８月３日にプレ大会のパレード、それから１０月１４日にプレ大

会の総合開会式、それと部門プレ大会ということになります。来年度が本大会になりま

すけれども、それに向けて、今取り組みが急ピッチで行われているというところでござ

います。特に佐賀市は会場としても多く抱えておりますので、そういう意味では、佐賀

市の協力というのも大きな部分があるのではないかなと思っております。 

 最後ですが、これは平成３０年度の九州地区退職女性教育管理職の会「佐賀大会」と

いうのがございました。これは６月６日に行われましたけれども、九州地区の退職され

た女性の管理職の会なんですね。今でも活発に活動をなさっております。その実践報告

等もございましたけれども、とにかく元気ですね。お見えいただいた中で、最高齢が８

７歳でした。一番若い方が６０歳ということになります。定年をしたばっかりと。私が

ちょうどその真ん中ぐらいに属する年齢でございましたけれども、女性パワーには本当

に圧倒されました。女性パワーの中に男が３人おりましたかね、私と退職校長会の会長

と、それから山田直行先生と３人が男性で、あとは全て３００人が女性で、本当に圧倒

されました。やっぱり女性は強しというのを感じましたね、男は本当に弱いですね、そ

ういうことで言いますと。挨拶をさせられましたけれども、男性ばかりの会場ではどう

もないのに、女性ばかりいらっしゃったらものすごく緊張します。といいますのも、視

線がもうじーっと来ているんです。おもしろくなかったらぶすっとした顔になります。

楽しかったらにこって笑われるんですよ。もう本当に感情をぽっと出されますから怖い

なと思いました。 

 そういうことで、卒業をされた女性管理職が、九州の各地で学校教育をまたさらに支

えていただいているという姿に大変感銘を受けたところでございましたし、ぜひ力をお

借りしたいと思ったところでございました。 

 以上で報告を終わります。 

 それでは、報告に対して質疑ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問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、提出議案であります。 

 第６号議案『佐賀市立図書館協議会委員の任命について』、図書館から説明をお願い

します。 

 

（江頭図書館長） 

 それでは、資料の１ページ、第６号議案『佐賀市立図書館協議会委員の任命について』

ご説明をいたします。 

 佐賀市立図書館では、図書館法及び佐賀市立図書館条例の規定に基づきまして、図書

館協議会を設置しております。当協議会につきましては、図書館の運営に関し、館長の

諮問に応じるとともに、図書館の行うサービスについて、館長に対して意見を述べる機

関と定められております。 

 このたび、当協議会委員の２名の方から、所属する団体の役員交代などを理由に辞任

届が提出されました。そして、それぞれの団体から後任の推薦書が提出されましたので、

委員の委嘱についてお諮りするものでございます。 

 資料の２ページをお願いいたします。新旧の委員の氏名を掲載しております。まず、
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新任の片岡栄子さん、こちらは佐賀市ＰＴＡ協議会から推薦されました委員で、現在Ｐ

ＴＡ協議会の副会長を務められております。前任の香月雅彦さんにつきましては、ＰＴ

Ａ協議会の参与でございましたけれども、現在は役員を退任されております。 

 次に、次の行ですけれども、新任の辻村圭介さんは、佐賀新聞社から推薦された委員

で、編集局の報道部長でございます。前任の丸田康循さんは、編集局の生活文化部長で

ございました。今回、佐賀新聞社の人事異動に伴い交代をされるものでございます。 

 なお、任期につきましては、市立図書館条例の規定により前任者の残任期間となって

おりますので、ほかの委員と同じく平成３１年１１月３０日までとしております。 

 それから、別添でございますけれども、議案等資料がございます。こちらの１ページ

をご覧ください。 

 図書館協議会の委員の名簿でございます。１０名の委員で構成しておりますけれど

も、今回お諮りするのは２番の片岡栄子さんと５番の辻村圭介さんということになりま

す。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 それでは、説明がございましたが、質問はございませんでしょうか。特にないですか

ね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようでございます。第６号議案『佐賀市立図書館協議会委員の任命につい

て』は、原案のとおり承認をいたします。 

 次に、第７号議案『佐賀市立公民館運営審議会委員の委嘱について』、公民館支援課

のほうから説明をお願いします。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 それでは、第７号議案『佐賀市立公民館運営審議会委員の委嘱について』、説明をい

たします。 

 まず最初、申しわけございません。議案の修正をお願いしたいと思います。 

 ４ページ、(2)の三瀬公民館運営審議会委員の表のところで、一番下の任期のところ

が、議案では「平成３０年９月３０日まで」となっておりますが、「平成３１年９月３

０日まで」の間違いですので、申しわけございません、訂正をお願いいたします。 

 それでは、第７号議案『佐賀市立公民館運営審議会委員の委嘱について』、説明をい

たします。 

 まず議案の３ページをお願いいたします。 

 この公民館運営審議会につきましては、社会教育法第２９条第１項に「公民館に公民

館運営審議会を置くことができる。」とされておりまして、同条第２項では、「館長の諮

問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議する」となっておりま

す。また、同法第３０条第１項におきまして、「市町村の設置する公民館にあっては、

公民館運営審議会の委員は、当該市町村の教育委員会が委嘱する」こととなっておりま

して、さらに、佐賀市公民館条例第１４条第２項におきまして、「公民館運営審議会委

員の定数は、１０人以内とし、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、教育委員会がこれを委嘱する」こと

になっていることから、今回議案として提出をしているものでございます。 

 次に、４ページをお願いいたします。今回は、富士公民館、それから三瀬公民館、こ

の２つの公民館運営審議会委員につきまして、推薦団体の役員の交代、それから小中学

校の人事異動によりまして、富士が２名、三瀬が３名の委員さんが交代となっていると

ころでございます。 

 なお、公民館条例第１４条第３項で、「委員の任期は、２年とする。ただし、欠員補

充によって委嘱した委員の任期は前任者の残任期間とする」と定めておりますことか
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ら、富士につきましては、前任者の残りの期間である平成３０年７月３１日までの期間、

三瀬につきましては、平成３１年９月３０日までの期間について、委員を委嘱するもの

でございます。 

 なお、議案等資料の２ページから３ページに、この２つの公民館運営審議会の委員全

員を記入した委員名簿を掲載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。 

 説明は以上です。 

 

（東島教育長） 

 ただいま説明を受けましたけれども、質問ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、異議がないようでございます。第７号議案『佐賀市立公民館運営審議会委

員の委嘱について』は、原案のとおり承認をいたします。 

 

日程５ その他 

 

（東島教育長） 

 日程５、その他です。 

 まず１点目、「学校におけるブロック塀等の安全点検等について」、教育総務課のほう

から報告をお願いします。 

 

（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 それでは、私のほうからご説明いたします。 

 資料を机の上にお配りしております。 

 今回、大阪の高槻市のブロック塀が壊れたことによって、国からも調査が来ておりま

して、佐賀市としても学校のほうに調査をいたしまして、技術職員が現場を見ながら精

査をしているところです。 

 それで、資料の下のほうに書いておりますけれども、この調査につきましては、６月

２３日時点のものになります。学校からの報告を受けて、こちらで現場確認をできる分

だけを精査した内容になっておりまして、きょうも外に出て、確認を行っております。

最終的な結果は、これからまた変わってくると思います。増えることはないと思います。

それを前提でご説明を申し上げたいと思います。 

 調査対象といたしましては、小学校が３５校と中学校１８校ですが、小中一貫校の芙

蓉校と北山校については、小中の敷地が同じですので、小学校の中に集計しております。 

 調査結果ですけれども、コンクリートブロックの総数のいわゆる箇所数といいますの

が、ブロックの段数、例えば、５段積みとか８段積みとかで違う場合は、それぞれを１

カ所と見ています。コーナーがあった場合についても、分けており、構造といいますか、

そのつくり方が違う部分について、それぞれを１カ所ということで、非常に曖昧でござ

いますけれども、そういった形で総数を出しております。全部で１５７カ所になってお

りますが、１枚につながっていても、段数がちょっと下がったりフェンスがついていた

りすると１カ所、２カ所、３カ所というような数え方をしておりますので、数的には多

く見えているところでございます。 

 その中で、施行令不適合というのが建築基準法の施行令の不適合ということで、法に

よったところの不適合の箇所が４１カ所、うち１６カ所につきましては、いわゆる壁に

ひびが入っているとか、尐し曲がっているとか、損傷がある部分について４１カ所のう

ちに１６カ所ということでございます。劣化損傷と書いてあるのが、いわゆる損傷の部

分、法的には適合しているけれども、そのブロック塀に傷があるという、劣化損傷のみ

のものが２１ヶ所です。実際に今から補修などの対応をしなければならないところにつ

いては、合計６２カ所ということになっております。 

 内訳でございますけれども、上の枠が小学校、下は中学校ということで、上の内訳の
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ような形になります。小学校では、コンクリートブロックの塀の数が約１２３カ所とい

うことで、うち８校については、もうフェンスとかに替えられて、無い学校がございま

すので、残り２７校でコンクリートブロックがあると報告を受けています。 

 次の建築基準法施行令の不適合ということで、３４カ所ございます。うち１４カ所は

先ほど申し上げたとおり劣化もあるということです。実際に、その不適合の小学校は１

２校です。この壁については、高さに応じて後ろのほうの支え、控え壁と言いますけれ

ども、１．２メートルまでは控え壁をつけるか鉄筋を入れるかということで、問題ない

ということですが、それに違反しているところが１２校あるということです。１．２メ

ートルを超えて２．２メートルまでの間については、鉄筋と控え壁が基本的に必要だと

いうことになっておりますので、その基準に照らし合わせたところの箇所数になってい

ます。小学校で１３カ所は控え壁をつくっていますが、その間隔に基準がありまして、

４メートルの間隔で控え壁をつくらなくてはいけません。それが規定より広くなって、

５メートルとか６メートルとかになっているところもございました。高さが２．２メー

トルを超えるところについてはございませんでした。それと、下のほうの劣化損傷の部

分については、劣化損傷の２０カ所のみでした。劣化損傷の小学校は１７校ですが、劣

化損傷のみの学校は７校ということです。結果的に、不備の箇所数については、小学校

は５４カ所で１９校ということです。 

 あと、中学校ですけど、同じような内容で、中学校はコンクリートブロックの数が３

４、右側のほうに書いておりますけれども、中学校は該当するところが８校でした。１

８校ありますので、先ほど申し上げました芙蓉校と北山校の２校と報告なしの８校を引

いて、残り８校にブロック塀が存在します。存在なしの学校が８校ということです。そ

れから、建築基準法に不適合なところについては７カ所ということで、中学校について

は該当する学校が５校でした。ここも２．２メートルを超える高い壁はございませんで

した。それから、劣化損傷のみというのが１カ所だけでした。結果的に、不備の箇所数

としては、中学校は８カ所と、それで該当する学校が５校というふうな結果になってお

ります。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 今のブロック塀の点検の結果について、ご質問ございませんでしょうか。どうぞ、お

願いします。 

 

（伊東委員） 

 速やかにこういう調査をしていただいたというのはありがたいと思いますが、このチ

ェックをする人の選定というか、技術レベルについて。今回の高槻市の事件も、実際に

２回行政から調査をされて、一応問題ないということで進んでいるわけです。しかし、

現実的にはそれが問題があったということですので、この精査という意味合いがどうい

うレベルの人が精査されているのか、何か基準等があれば教えてほしいなと思いますけ

ど。 

 

（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 いま回っているのが、教育総務課の施設係で建築の専門で入っている職員です。建築

士の資格を持っている職員が当たっています。 

 

（伊東委員） 

 それは任命書とか認定書とか、そういう検査の資格は与えられているんですか。こう

いう非常に重大な事態が突然起きて、県、あるいは国から調査しなさいということにな

っていないと、このままになっていた可能性があります。今は幸い起こる前の段階です

から、実施する調査のレベルによって、調査そのものの意味合いが非常に左右されると
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思います。あるいはチェックリストがあるのか、それからデータ的な報告書というもの

がきちんとそろえられているのか。実際、「やった」という自己満足で終わっていたの

が今回の高槻市の事件です。その辺はどうなんですか。 

 

（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 図面がある分については図面で確認しながら、今言いましたとおり建築士の資格を持

っている職員が当たっています。構造的に鉄筋の入りぐあい等が確認が非常に難しい部

分については、一応金属探知機を使ってやっています。ですから、中の金属の大きさま

で確認することは非常に厳しいものがありますけど、入っているかどうかというところ

の確認については行っています。 

 

（伊東委員） 

 これは後日でいいですから、その１つの例を、こういう実態調査をこの項目でやって、

現実的にはこういうデータが出ましたよというのがあれば、お見せ願いたいと思いま

す。 

 

（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 わかりました。 

 

（伊東委員） 

 それともう一つ、振り返ってみると、結局、建築のときにこういう劣化、あるいは違

法建築というものが出ることそのものがおかしいんです。二度手間で、また経費が発生

するじゃないですか。ですから、この辺の建築基準法とか、今回たまたま、ああいう聞

きたくないような事件が起きて、国あるいは県の指導でやられていますけれども、いわ

ば予防保全的なものが、これは後で学校のことで申し上げますけれども、再発防止とい

う視点で、きちんとそういうルールをつくって、それに対して検証するということが必

要だと思いますで、ぜひ今後、そういう建築の段階から、こういう二度手間にならない

ような配慮をお願いしたいと思います。 

 

（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 基本的には基準がありますので、それに沿った形でつくっているはずだと思います。 

 

（東島教育長） 

 ただ、いま学校の建築をする場合も、ほとんどブロック塀は対象になっていないでし

ょう。勧興小学校の大規模改修みたいに、改修しなければならなくなったとき以外、ブ

ロック塀はできた当初から大体動いてないと思います。今後は、改修するときにはブロ

ック塀も必ず点検をしないといけないでしょうね。今回とりあえず全部点検しますか

ら。 

 

（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 大規模改修時に、ブロック塀を改修しているところもあるみたいです。そこまで手を

つけているところとつけていないところとあるみたいですので、今後課題にしたいと思

います。 

 

 

（東島教育長） 

 もし今後改修していくときには塀が、ちょっと昔の塀であれば、危険性がないように

一緒に抱き込んでやってしまうという方向に。 
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（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 そうですね、チェックしていくように。建築のほうと話をしたいと思います。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんか。どうぞ。 

 

（山口委員） 

 このコンクリートブロックの件と尐しずれますけれども、この事件があったときに尐

し思い出したことがあったので、申し上げてもよろしいでしょうか。 

 実は、わくわく訪問のときに山間部の小学校に訪問をさせていただいて、松梅小学校

だったんですけど、そちらがハザードマップで赤だったということで、裏の山が一度崩

れて、今はフェンスがちゃんとついていますけれども、実は、訪問したときに校長先生

がおっしゃっていたのが、ちょっとまた尐し崩れ出してきていると。専門家ではないの

でいつ崩れるかはわからないけれども、話を聞いたときに思い出したのが、大分でも雨

が降り続いたわけでもなく、ちょっとパラパラ音がして、何となく裏山がゴーッと言っ

ていたときに災害が起きてしまって、尊い命が失われたということがあったんですけ

ど、最近は、梅雨時の豪雨がものすごい勢いで降ることも多々あったりして、とっても

心配だなと思ったんですよ。ただ、実際建てかえとなると莫大な費用等がかかるので、

ちょっと校長先生とお話をしていたときに、松梅は小中一貫校ですので、中学校の空き

教室があると。そこをうまく活用して、いったん小学校の建屋を使わずに中学校の建屋

を使えるようになればいいですよねと私はちょっと素人目線で簡単に考えてしまった

んですけれども。今回の地震というのも本当に予測ができないときに起こってしまっ

て、まさかあの壁が子どもが歩いているときに崩れるというのは、誰も予測ができなか

ったと思うので、佐賀市でも、そういうふうに危険性があるところがあるということを

認識しているのであれば、何らかの処置を早目にとっていただいたほうがいいかなと思

ったので。すみません、ちょっと話がずれますけれども。 

 

（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 あの裏の山を私も気にしていて、施設係にこの間確認しましたら、一応佐賀県に補助

を使えないかということで相談しているところとのことです。また、民地の部分もあり

まして、了解とったりしながらやっていかなくてはなりませんので。ただ、あそこは何

かしら対策をと思っていますので、確認していきたいと思います。 

 

（山口委員） 

 よろしくお願いします。 

 

（東島教育長） 

 なかなか松梅のほうは簡単に改築してどこかに持っていくというわけにはいかない

ものですから、難しいところですね。 

 

（片岡委員） 

 私も学校訪問のときに松梅校に伺ったんですけど、廊下と山の崖がすごく近くて、崩

れたときに廊下に児童がいたら、本当に被害があるんじゃないかなと思って。フェンス

も一部建てられていたんですけど、多分それが本当に崩れたら止まらないだろうなとい

うことで、ちょっと私も危険を感じたので、その上の土地の所有者とかが別だったとし

ても、例えば、収用とかそういった手続をとるなりして、早急な対応が必要ではないか

と思いました。 

 

（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 
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 そうですね、確認をしたいと思います。 

 

（片岡委員） 

 ぜひよろしくお願いします。 

 

（東島教育長） 

 なかなか対応が難しいですね。すぐ裏山が迫っていますから。あそこを砂防ダムじゃ

ないけれども、そういうのをドーンと建てられるんだったらいいんですけどね。どっち

が早いのか、建てたほうがいいのか、学校を移したほうがいいのかという問題が出てお

ります。 

 ほかにございませんか。このコンクリートブロックに関して。はい、とうぞ。 

 

（片岡委員） 

 もう一点いいですか。今調査をしていただいて、違反など不適合などが見つかったと

いうことですけれど、今後はどのような改善策をとられる予定なのかとか、あとはコン

クリートブロックに限らず、今新しい素材とかもいろいろあるので、何かほかにも安全

性が高くて強度などに問題ないものがあれば、ブロック以外の選択肢もあるのかなと考

えたんですけれど、いかがですか。 

 

（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 ブロック以外ということで、できるだけフェンスに変えたいと思っています。ただ、

ブロック塀を目隠しがわりにされているところもあるんですよ。この中にも、やはり民

家と接しているところがあって、学校側が建てたのか、民家のほうで建てられたのかと

いうところもあったりします。ですが高い壁だと余計危険度が増しますので、できるだ

けカットして１．２メートルぐらいまでにして、あとはもうフェンスにするとか、そう

いった形でやっていきたいと思っています。できるだけ、危ないというか、ゆがんでい

たりとか古くなっていたりとか、ひびがひどいところについては、早急にする必要があ

ると思っていますので、できるだけ、今度の夏休みぐらいでもできればなと考えていま

す。しかし、これだけの数を対応するとなってくると費用もかかりますので、もう尐し

延ばしてもいいものと、どうしても休みのときじゃないと対応できない部分とを選り分

けをしながら、計画的にやっていきたいなと考えています。 

 財政課からも、どのくらい経費がかかるかということで、問い合わせがあっておりま

す。早急に対応しなくてはならないところは早急に対してしていきたいと考えていま

す。ブロック塀を補強するというよりも、できるだけブロック塀からフェンスか何かに

変える方向でですね。 

 

（片岡委員） 

 アルミフェンスみたいなものとかありますよね。 

 

（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 そうですね。ただ、意外と高いらしいんですよ、そちらのフェンスだと。やっぱりブ

ロック塀って安いらしいです。金額で言ったらいけないでしょうけれども、アルミフェ

ンスになると非常に単価が高いということです。 

 

（東島教育長） 

 学校にあるフェンスで一番長いのは、１００メートルぐらいありますかね。 

 

（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 そうですね。 
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（東島教育長） 

 家のフェンスと違って長いものですから、コストの面も考えないといけないし、なか

なか難しいと思います。 

 

（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 高槻市でも、やはりプールですから、外からの目隠しとして上へ上げられた部分があ

ったかと思うんです。目隠しの分を、樹木か何かを植えて隠す方法もあるでしょうし、

そういう形がとれればいいかなとは思いますけど。 

 

（東島教育長） 

 そういうことで、できるだけ危険なところから早急に手をかけていきたいということ

でございます。はい、どうぞ。 

 

（堤委員） 

 １つよろしいでしょうか。建築基準法施行令の不適合ということなんですが、これは

何年のものなんですか。 

 

（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 すみません、その年度は承知しておりません。 

 

（堤委員） 

 いわゆる施行令が出る前に建てたものなのか、その後なのか、もちろんその後であれ

ば完全にいけないことかもしれませんけど、その前の場合、またこれからも変更が起き

てくると思うので、変更が起きたときに、特に人の命などにかかわりのあるところは注

意が必要じゃないのかなとちょっと思ったところです。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 なかなか、こういう基準が変更していきますと。 

 

（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 そうですね、それに数が多いからですね。 

 

（堤委員） 

 昭和３０年代とかの施行令であれば、もちろん全て対象になってくるでしょうけど、

いつのものだろうかと思ったところでした。 

 

（東島教育長） 

 はい、どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 その他の項でちょっと意見、質問しようかと思っていたんですが、せっかくこのコン

クリートブロック、いわば子どもたちの安全・安心ということテーマですので。 

 ここに松島課長もいらっしゃいますが、何校か学校を回った中で非常に気になること

があります。特に最近は、毎年学校のプールで、飛び込みでのけが、それから溺れると

いった事故が全国で発生しています。 

 そこで僕がちょっと気になったのが、学校でプールのマニュアルはあるのか聞きます

と、一応あるという返答はありますけど、積極的にこういうマニュアルがありますよと
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いう返事が返ってこなかったんです。それから、実際に子どもたちが水泳をしていると

ころを見ると、例えば、約４０名のところを１人の先生が見られていて、非常に危険性

を感じたんです。実際マニュアルを確認はしませんでしたけど、ある学校ではあります

ということでしたが、しっかりした返事が返ってこなかったということで、そういうし

つけやルールの部分、あるいは、例えば、コースロープがあると、それにつかまったり

して溺れたりする危険も尐なくなるし、中学校ではやはり、特に飛び込み事故は、案外

水泳に慣れている子どもが多いんです。飛び込んで底で頭を打って損傷して死亡したと

か。ですから、実際に現場でチェック入れたら、いろいろとこれは古いよということに

なるかもわからない。そういう危険性を感じましたので、こういう時期に、もう一度そ

ういう検証機能を強化してほしいと思っています。例えば、人的配置は簡単にできませ

んから地域の人にお願いをしたり、見学している子どもにさせられるのかとか、やはり

費用がかからないで万全な予防処置をしていただきたい。そしてこれは恐らく通達だけ

じゃできないと思うんです。通達した上に現場を実際にチェックするということをしな

いと、安全というのは、当たり前という感覚で、どうかすると通り過ぎてしまいますの

で。 

 私も民間の中で経験したことですが、死亡事故、あるいは腕が切れたとか大きな事故

では、考えられないことが３つ重なるんです。ですから、ぜひ事前に予防保全というも

のを徹底してやっていただくということを、特に今から先、水泳の体育授業が多いはず

ですから、お願いをしたいなというふうに思います。 

 この辺、松島課長どうなんでしょうかね、実態というのは。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 マニュアル的なものということですか。 

 

（伊東委員） 

 はい、各学校ごとにきちんと、あるいはモデルがあって、尐なくともこのラインにつ

いては絶対守りなさいという基準が教育委員会として何かあるのか。あるいは学校教

育、義務教育としてあるのか。 

 

（東島教育長） 

 教育委員会としてはないですね。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 ないと思います。 

 

（東島教育長） 

 学校でもプールの安全な使用のための注意事項はあるんです。でも、マニュアルでは

ない。だから旧態依然として、これまでも１人の担任が体育の授業の一環で指導をして

いるというのが今のシステムですね。だから、これが２人体制とか３人体制とか、そう

いうことになりますと、合同で水泳をする。特に、女性の先生のときには男性と組んで

一緒に指導を行うというスタイルはとりますけれども、昔から今までずっと変わってい

ないですね、学級担任が指導する場合は。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、そういったものはないと思います。もちろん水温とか何度以下は泳いではいけ

ないとか、そういう決まりはもちろんありますし、先ほど教育長がおっしゃったみたい

に合同ですると。そうなると複数教員がいることになりますので、１人は中に入って指

導して、１人は必ずプールサイドに立っていたり、そういった指導をすることはありま

すけど、それを全校共通でというのは作っていないですね。 
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（伊東委員） 

 やっぱり４０人ぐらいを１人でされて、プールの中で技術的なものも教えていると、

隅で沈んでおってもわかりませんよね。ですから、１人は外から見るというスタンスは、

僕は必須だと思いますけど。学校訪問の中でちょっと気づいて、怖いなというふうに感

じましたので、前向きな改善をお願いしたいと思います。 

 

（東島教育長） 

 全国的な課題でもありますね。中学校の体育に武道が入りました。その中では、地域

の指導者も含めて複数体制でやると、これは安全のためになるんですよ。ところが、水

泳とか、あるいは危険性を伴う器械運動とか、そういうものはまだまだ昔の感覚でやっ

ていますから、これはやっぱり全国的な課題かなと思います。これはちょっと提案して

みたいと思います。 

 

（伊東委員） 

 手前みそですけど、やっぱり佐賀市から絶対そういう死亡事故というのは、あるいは

けがもあってほしくないし、これは佐賀市に限ったことじゃないですが、ぜひ前向きの

対策を考えてほしいと思います。 

 

（東島教育長） 

 ありがとうございました。 

 ほかにこれに関してございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 じゃ、ないようでしたら、このコンクリートブロック塀の現状についてはこれで終わ

りたいと思います。 

 それでは、２つ目の報告の「佐賀県立大和特別支援学校分校設置について」、教育総

務課は説明をお願いします。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 教育総務課の中尾です。「佐賀県立大和特別支援学校分校設置について（経過報告）」

という紙と、新聞記事の両面のものを机に配付しております。こちらでご説明をさせて

いただきたいと思っています。 

 県立大和特別支援学校ですけれども、知的障害者の特別支援学校になっております。

昨年の２９年４月１８日付で佐賀県の教育委員会から大和本校の児童・生徒数の増加が

顕著ということで、教室不足でプレハブ等も使っているという状況から、佐賀市の南部

地域の小中学校、これは既存の学校を活用して分校を設置したいという要請がございま

した。これを受けまして、南川副小学校、川副中学校の余裕教室等を分校の教室として

利用するということについて、県の教育委員会と協議をしているところでございます。 

 これにつきましては、本年２月の教育委員の研修会でも概要についてはご説明をして

いるところですけれども、それ以降の経過として２番のほうにお示しをしております。

３月１９日に議会に報告をいたしまして、３月２６日、川副町の青尐年健全育成協議会

の役員の方々に、その目的とか必要性について県教育委員会とご説明をしております。

これ以降、説明を行っているわけなんですが、４月１１日、地元説明前にお手元に配付

しています記事が佐賀新聞から報道されております。それ以降、４月１７日には川副町

の青尐年健全育成協議会総会で説明を行いました。４月１９日には川副町の自治会、４

校区ありますけれども、４校区の自治会三役会議で説明を行ったところです。４月２３

日、川副地区公民館長会、同２６日、川副町の合同自治会長会で説明を行っています。

この合同自治会長会というのは単位ごとの自治会長会になります。その後、５月７日、

ゴールデンウイーク明けですけれども、佐賀県で特別支援学校の分校が鳥栖市立田代小
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学校に併設をされている先行事例がありますので、こちらのほうに関係者と市教委、そ

れと県教委で合同で視察を行っております。それ以降、５月１０日に保護者、地域住民

の皆様に向けた説明会を南川副公民館で行っておりますが、なかなか参加者数は尐なか

った状況にございました。その中でも、かなりご質問とか異議等が出されまして、最終

的には６月７日、県でも６月定例県議会に設計予算の計上を予定しておりましたけれど

も、見送りということで、佐賀新聞で報道されているところです。 

 ３番目の今後の予定ですけれども、南川副小学校、それと川副中学校の児童・生徒の

登下校時の安全確保対策、これは５月１０日の説明会で強くご意見が出されたものにな

ります。そういった安全確保対策ですとか、各ＰＴＡとか地域ごとの説明会の細やかな

説明会の開催をしてほしいという要望がございまして、県教育委員会との協議の結果、

まだ住民の皆様の理解を得ている状況ではないということで、丁寧に説明を実施してい

くこととなりました。 

 なお、県の設計予算等の計上時期については６月以降になりますけれども、時期につ

いては未定となっております。 

 説明は以上です。 

 

（東島教育長） 

 それでは、この特別支援学校の分校設置について質問ございませんか。どうぞ、お願

いします。 

 

（堤委員） 

 いわゆる見送り、未定ということなんですが、近々再度話が進むことなのか、いまし

ばらく時間がかかるのか、その期間の具体的なところは見えているのかというのが気に

なるところです。 

 

（東島教育長） 

 今の件で、どうぞ。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 現在、学校とは協議を行っていますし、先日、ＰＴＡの役員さん、両校のＰＴＡの役

員さんのほうとお話し合いを意見交換会という形で設けました。時期的には未定なんで

すけれども、７月には保護者説明会、両校の保護者説明会という形になろうかなという

ふうに考えております。 

 

（東島教育長） 

 今後の計画は、保護者説明会が端的に７月になされるということがスタートをすると

いうことになります。 

 ほかにございませんか。これまでの経過報告でよろしゅうございますかね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 特別支援学校の分校設置についての経過報告をこれで終わります。 

 その他で、何かございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、これで６月の定例教育委員会を閉会いたします。どうもお疲れさ

までした。 

 

 終了時間 午後３時２６分 

 

 


