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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。毎日毎日暑い日が続いておりまして、顔を合わせるたびに暑いで

すね、とか暑い日が続いていますね、という挨拶が日常的な挨拶になってしまいました。

きのうまでは中体連の佐賀市予選会があっておりまして、何名か熱中症で搬送をされた

と聞いております。非常に暑くなりまして、これから先も熱中症にはくれぐれも注意を

しておかなければいけないという思いがしております。 

 それでは、ただいまから佐賀市教育委員会７月定例会を開催いたします。 

 まず、会議を進めます前に、７月１日付で新たに教育委員に任命されました小川鮎子

委員を紹介させていただきます。小川委員、一言よろしくお願いします。 

 

（小川委員） 

 失礼します。７月１日付で任命されました小川でございます。よろしくお願いいたし

ます。仕事は佐賀女子短大に勤務しております。何かとまたご迷惑をおかけするかと思

いますが、これからよろしくお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、事務局のほうの紹介もいたしたいと思いますが、部長、副部長、それぞれ

の課の課長さんの順番で自己紹介をお願いいたします。 

 

（百崎教育部長） 

 教育部長の百崎芳子と申します。どうぞ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と言います。どうぞよろしくお願いします。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 副理事兼学校教育課長の松島と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（百﨑学事課長） 

 学事課長の百﨑と申します。どうぞ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） 

 副理事兼社会教育課長の山口でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 文化振興課長の宮崎です。よろしくお願いいたします。 

 

（江頭図書館長） 

 図書館長の江頭と言います。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） 

 公民館支援課長兼中央公民館長の村上と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 

（東島教育長） 

 これで各課の所属長の方の挨拶は終わったと思いますが、ここにお見えの方、皆さん

紹介をお願いします。そちらのほうから。 
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（杉町社会教育課参事兼子ども・若者支援係長） 

 社会教育課参事兼子ども・若者支援係長の杉町と言います。よろしくお願いします。 

 

（北村社会教育課主査） 

 社会教育課主査、北村と申します。よろしくお願いします。 

 

（山口公民館支援課副課長兼公民館支援係長） 

 公民館支援課副課長兼公民館支援係長の山口と申します。よろしくお願いします。 

 

（松枝公民館支援課公民館支援係主査） 

 公民館支援課公民館支援係主査、松枝と言います。よろしくお願いします。 

 

（豊田社会教育課副課長兼総務企画係長） 

 社会教育課副課長兼総務企画係長をしております豊田と申します。どうぞよろしくお

願いします。 

 

（髙尾社会教育課総務企画係主事） 

 社会教育課総務企画係主事、髙尾と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（小野教育総務課総務係） 

 教育総務課の小野と申します。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） 

 教育総務課の副課長をしております志波と申します。よろしくお願いします。 

 

（東島教育長） 

 ありがとうございました。これで全て紹介が終わったと思います。 

 それでは、委員会に早速入っていきます。 

 本日は、伊東委員から欠席の連絡が入っておりますので、６人中５人出席をしており

ます。適法に教育委員会が成立をしておりますので、これから開催をさせていただきま

す。 

 本日の日程につきましては、配付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。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） 

 前回６月２６日の定例教育委員会の会議録につきましては、７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） 

 報告は終わりましたが、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〕 
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 それでは、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、教育長報告となっておりますので、私の資料をお開きいただきた

いと思います。 

 前回の教育委員会会議後きょうまでということで、下記に記させていただいておりま

す。 

 まず１点目、平成３０年度佐賀市租税教育推進協議会定期総会を６月２８日の木曜日

に開催いたしました。市内の教育関係者、それから税務関係者と連携をして、子どもか

ら大人までを対象に租税教育を推進する組織でございます。この目的は、税に関して正

しい知識と理解を深めることとしております。取り組みの内容は、主なものを申し上げ

ますと、租税教室、児童・生徒の税に関する作品等の募集でございますけれども、尐し

ずつ広がりを見ているように感じているところです。 

 昨年実績でございますが、租税教室は小学校で３１校、中学校で６校、高校で６校、

大学・短大・専修学校等で８校、社会人等の４団体で計５５校（団体）ということで、

６０回の租税教室を開催いたしました。受講者が延べ５，５１０人となっております。

それから、社会科の学習で租税教室の依頼を受けるのが年々校数は増えているというデ

ータが出ているようでございます。作品の募集でございますが、これは書写・書道に４

０校から３２４点、これも増えております。作文のほうも、これは高校ですが、応募校

が増えてきております。 

 そこでの意見の中で主なものを取り上げてみますと、１つは租税教室というのを学校

の授業参観にあわせて実施をして、保護者ともども学習できる機会をつくっていけばど

うかという意見がございました。この件につきましては、学校教育課等を通じながら、

できればこういう形での開催実現が可能であればと思っているところです。 

 それから、２点目は、税に関する社会科学習資料等、これは非常に興味を引く内容、

組み立てになっておりまして、ぜひ活用をしたいと思ったところです。 

 ３点目、特に社会人直前の、高校から社会人になる前、大学から社会人になる前の啓

発を特に重視したいという意見がありました。それから、社会人に対してですけれども、

これは公民館講座とか各種団体での租税教室を広げていきたいという意見が出たとこ

ろでございます。それから、入賞作品というのは、表彰を兼ねて、ここ二、三年は市立

図書館で１週間ほど展示をしておりますけれども、展示の仕方を工夫してほしいという

意見がありましたので、事務局のほうにお願いをしているところです。それから、高齢

者、老人クラブ団体の方から、税金が納得いく使われ方ができているかどうか、ぜひ国、

地方公共団体は、税金が納税者にとって納得いく使われ方になっているという姿を見せ

てほしいという意見がありました。これは税務関係者が三、四団体おみえでしたので、

お願いをしたところでございました。 

 ２点目、第７１回佐賀市民体育大会の開会式です。大会のある前に書きましたので予

定であると書いておりますが、予定の期間中では終わらなかったようですね。台風等も

ありまして延び延びになったと聞いております。 

 ３点目、学校総括安全委員会。これは法に基づいて教育委員会主催で行っております。

主な協議内容は、ストレスチェックの実施状況、公務災害の状況、休職者の状況、健康

相談の状況、超過勤務の状況といったものを、昨年度の実態をもとに協議したところで

ございます。とりわけストレスチェックの制度を導入して３年目に当たりますけれど

も、今年度７４．４％の実施率だったと聞いております。自己管理に努めるためにも、

ぜひ１００％を目指して啓発を図っていきたいと。これができなかった理由が、なるほ

どという理由がありましたので、その点については改善できるように学校教育課のほう

も努力をしているようでございます。それから、何といっても自分で自己管理できるよ
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うにして、気になるところがあれば相談をしてほしいと。そのために専門医をきちんと

指定をしておりますので、このことについても、もっとＰＲをしていく必要があると思

ったところでございます。 

 それから、次のページに行きまして、全国都市教育長協議会が東京で行われました。

文部科学省からの説明が５点ございましたが、この中からいくつか抜粋して資料として

載せていますので、簡単に申し上げます。 

 まず、いじめ対策について説明がございました。これまでの「いじめ」の定義が非常

にシンプルになりました。シンプルになったからいいのか悪いのかは別にしても、非常

に判断がつきやすくなったということですね。今の定義は、黒枞で囲ってある３段目の

「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の

人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該

行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」となっております。ですか

ら、非常に明快になりました。これまでは、左側に書いてありますように「自分より弱

い者」という規定がありました。「一方的に」というのがありました。「継続的に」とい

うのがありました。「深刻な」ということがありました。しかし、これらは全部取り払

われております。つまり、１回の行為であっても児童・生徒が心身に苦痛を感じている

ということで訴えれば、それは「いじめ」なんだという認識に変わったということです。

その下の点線囲いのところにもありますように、「いじめ」に当たるか否かの判断は、

表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要である

と、強く強調をされたところです。それから、いじめの認知に関しては、１人の特定の

教職員、端的に言えば担任がするというだけではなくて、各学校に作っております「学

校におけるいじめ防止等の対策のための組織」を活用して行うということです。１人の

判断ではなく、学校組織として、認知をするか否かの判断をしてくださいということで

ございました。 

 次のページ、これはもう見ていただくとおわかりと思います。年間ゼロ件というのが

１万１，５２８校で３１％、３分の１近くがいじめゼロという学校だと。これを見て国

のほうは本当にこうなのかという疑問を呈されました。下のほうのグラフは県別です

ね。 

 ３ページへ行きます。特に配慮が必要な児童・生徒の対応です。これは改めて出たん

ですが、東日本大震災の被災児童・生徒が避難先で病原菌扱いをされ、被爆がうつると、

放射能がうつるといったいじめに遭っていたということもあります。また、特に注意し

てほしいのが発達障害を含む障害のある児童・生徒が関わるいじめと、海外から帰国し

た児童・生徒、あるいは外国人の児童・生徒とのいじめ、それから性同一性障害、性的

指向、ＬＧＢＴと言われる児童・生徒へのいじめですね。しかも、特にこういう児童・

生徒については、その特性を踏まえた適切な支援を日常的に行いなさいと。と同時に、

保護者との連携を密にとって、対応や指導を組織的に行いなさいということが文科省か

ら強く言われました。 

 次のページへ行きます。これは、すでにおさらいということになりますけれども、い

じめの重大事案、これは首長、つまり秀島市長まで上げて協議をする内容になるわけで

す。条件としては、「いじめにより生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあ

るとき」となっております。いわゆる自殺のおそれがあるとか、あるいは財産、いわゆ

る金品の強要、こういうものが当たります。 

 それから２番目、いじめによって二次被害的に不登校に陥る子どもがあったときに

は、これは重大事案と捉えて、即首長のほうに報告をする義務があります。これはもう

義務です。そして、その下にありますように、学校がその重大事態については調査をし

ますけれども、設置者、つまり教育委員会が調査をすることも当然あり得るということ

が規定されております。下の段のところにまいりまして、重大事態が発生したときに、

公立学校等も、つまり佐賀市立の学校５３校も、教育委員会に報告する義務があります

が、教育委員会事務局は、この教育委員の会議に報告する義務があるということです。
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したがいまして、重大事態が発生したときには、この会議にかけて、協議が必要とあら

ば協議をしていくということになります。これが１点目です。 

 ２点目は、２０２０年度からの新学習指導要領を踏まえた情報化の推進について強く

説明をされました。今回の学習指導要領に情報活用能力の育成がうたわれております。

しかも、情報活用能力というのは言語能力と同じ扱いになっております。つまり、情報

活用能力は、言語能力と同様に学習の基盤となる資質・能力という非常に重要な位置づ

けをされているということが１点です。 

 もう１点は、学校のＩＣＴ環境整備とともにＩＣＴを活用した学習活動を充実させる

ということです。この２つが学習指導要領の総則の中に盛られております。 

 したがいまして、当然ながら学校のＩＣＴ環境整備をする必要がございます。次のペ

ージのグラフを見ていただきますと、佐賀県は全国では断トツになっております。一番

グラフの高いところが佐賀県です。他県も佐賀県のようにという思いで取り組んではお

られるようですけれども、何せ先立つものも必要だということでなかなかうまく進まな

い。そこに対して文科省はメスを入れているということで、３ページをごらんいただき

たいと思います。 

 文科省は、「教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画」を策定いたしました。現

在このステージ３を目指しているところです。これはどういうことかと言いますと、大

型提示装置（プロジェクター、電子黒板等）、さらに授業展開に応じて必要な１人１台

の可動式パソコン。これは現状では３クラスに１クラス分程度整備をしなさいと。つま

り、３人に１台という見方でいいかと思います。それに当然ながら、活用するための無

線ＬＡＮの整備というものです。これがステージ３であって、もう早急に急ぎなさいと

いう指導があったところです。今年度は１，８０５億円の地方財政措置を講じると言わ

れました。 

 そうなったときに佐賀市はどうかと見たら、３ページの一番下の四角囲みを見てもら

うとおわかりのように、一番上の学習者用コンピューター、３クラスに１クラス分程度

の整備については、佐賀市は不十分です。それから、下から２つ目、ＩＣＴ支援員の４

校に１人配置についても不十分です。したがいまして、佐賀市は、特にこの２つは今後

の整備対象になると考えております。 

 次のページへ行きます。真ん中ほどに書いてありますように、「各自治体においては、

２０２０年度からの新学習指導要領の全面実施に向け、上記の整備方針及び地方財政措

置を踏まえて、学校のＩＣＴ環境整備に係る経費を予算化し、整備を進めていくことが

喫緊の課題です」と強く言われたところです。 

 それを踏まえて、次のページです。非常に厳しい──厳しいと言うより、文科省の見

える化が始まりました。つまり、学校における教育の情報化の実態に関する調査を毎年

実施をして、整備状況の市区町村別順位をつけるということなんです。いわゆる公立学

校の情報化ランキングを公表しますということですから、おそらく来年度以降は市区町

村別にランキングが出てきます。ですから、佐賀市がランキングのどこになるかと。こ

れで争う必要はないんですが、これだけ文科省が力を入れているという証かなと思いま

す。 

 次に、文部科学省設置法の一部を改正する法律の概要です。これは簡単に触れられま

したけれども、文化庁が京都に移転します。いわゆる新・文化庁にふさわしい組織改革・

機能強化ということで、各種の法令改正が行われております。 

 あとは次のページをお読みいただきたいんですが、新・文化庁各課の主な所掌事務が

あって、京都に置かれるものと東京に残るものがあります。 

 一番最後のページです。一部改正の分の大きなところを説明しております。１つは、

文化財保護法の一部改正が行われたということです。その中の(3)地方における文化財

保護行政に係る制度の見直しですが、これまで文化財保護というのは教育委員会に権限

がありました。これが地方公共団体の長が文化財保護を担当することができるように法

改正がなされております。ただし、市長部局が担当する場合には、地方文化財保護審議
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会を必ず置くこととなっております。この意図は、政治的中立の観点と専門的観点から

だと言われました。 

 以上、足早に説明をいたしましたが、あとはお読みいただければと思います。 

 ２ページに戻らせていただきます。５点目です。平成３０年度「市民総ぐるみ街頭活

動」が７月１０日にあり、私は本庄校区の袋交差点に立たせてもらいました。これは青

尐年健全育成連合会が主催をして、夏休み直前に自転車の灯火指導、交通ルールの指導、

あるいは挨拶活動、これらを中心に街頭指導を行うものです。２６校区地区一斉に行う

ということで、これも子どもへのまなざし運動の一環であると捉えさせてもらっており

ます。私が参加をした袋交差点では、午後７時と言ってもまだ明るいんですね。ですか

ら、中高生の帰宅者が尐々いる程度で、ほとんど信号は守っておりましたし、ライトは

つけるまでもなかったというところでございましたが、交通量はさすがに多いんです。

非常に渋滞ぎみでした。ただ、それをよくよく観察しておりましたら、やっぱりいずこ

でも見られるように、赤信号で進入する車、それから右折のみの指示でも直進をする車

が、やはりありました。そういうときに、私は溝上佐賀県公安委員長が話をされました

ことを思い出しました。佐賀県の交通事故が多いのは車運転習慣病を患っているからで

あるとのことです。生活習慣病は、生活習慣を直せばその病も治るけれども、車運転習

慣病も、車運転の仕方を直せば治るんですという話でした。つまり、信号の黄色は進め、

赤に変わる寸前まで進め、車優先で横断歩道手前で減速しない、というのが習慣病です

ということでございましたので、運転者が車運転習慣病を治すと事故は激減するでしょ

うと、こう言われましたので、納得したところでございました。 

 次の３ページへ参ります。県・市町教育長地区別意見交換会が県庁でございました。

４点、県の教育長を中心とした県の教育委員会各課の課長級以上と議論をしたところで

す。より適正な部活動のあり方と新学習指導要領の円滑な実施に向けた業務改善、６月

議会定例会の質問等について協議をしたところでございました。これにつきましては、

ここに書いているとおりでございます。私が懸念しているのは、国の運動部活動のガイ

ドラインに基づいて佐賀県の部活動のあり方に関する方針が出されます。それに基づい

て市としての方針をつくります。そして、これに基づいて各学校も部活動方針をつくる

ことになります。さらに、それに基づいて部活動を運営していくことになりますので、

このことが９月以降の作業になると考えております。願わくば国のガイドラインの実現

を目指して、その方向で動きたいと考えているところです。 

 それから、新学習指導要領の円滑な実施につきましても、佐賀市のほうから提案をい

たしましたが、特に今は先生方が忙しいということになっておりますけれども、忙しい、

忙しいと言いながらも、新しい内容がどんどん教育内容に加わってきております。時数

は減らない、内容は膨らむという中で忙しさは解消しろと。こういう相矛盾するような

ことが起こっているのが現状でございます。そういう中で、やはり小学校においては、

教科・外国語や外国語活動の指導体制をどう組み立てるかというのは大きな課題である

と思っておりますし、担任が英語の指導をしなければならないということになると、高

学年を受け持つことを敬遠する先生が増えてくる。校長はやりづらいだろうなと。いつ

も年度末には学年希望調査を教職員にとります。そして、それである程度構想を立てな

がら学年配当をしているわけですが、高学年を希望する教師がいるのだろうかと、ちょ

っとそんな懸念をしているところでもございます。そういう意味から、やはり指導体制

をどういうふうに組み立てるか、ここ一、二年でしっかりと方向性を見い出していかな

ければいけないだろうと考えております。 

 それから、今年から夏季休業中の学校閉庁日を実施いたします。１３日、１４日、１

５日は完全学校閉庁ですから、学校には人っ子一人いなくなります。この間も九州の教

育長会の中で議論をしてまいりました。その中で、お盆の学校閉庁をやっている市が、

結構多くなりました。ところが、よくよく話をしておりますと、建前であって、やはり

来ているという。それはどうするんですかと尋ねましたら、やはり強制するわけにはい

かないので、どうしても来たい人は来て仕事をしても、これは黙認というふうになって
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いるものですから、それを徹底しないとだめでしょうということで話もしたところでご

ざいましたが、佐賀の場合は完全閉庁ということになりますので、盆の期間中は学校は

開いていないと思います。時には学校に電話をされて、出られたら、これはルール違反

だということでお叱りをしていただければなと思います。 

 それから県からも、昨年の１２月から５月までは学校給食の異物混入ゼロだったそう

です。もう非常に喜んでいたと。喜んでいた矢先にこの１カ月間でとんとんと頻発した

ということで、気が緩んだせいかなというふうに言われましたが、異物混入はあっては

いけないことで、また業者にしても、学校の給食調理に携わる人も本当に衛生に気をつ

けて、責任を持って調理をされておりますが、やっぱりあり得るということですね。こ

れはきょうも後で報告する予定になっておりますが、今後とも学校給食の異物混入につ

いては、くれぐれも衛生管理の徹底を図っていかなければならないだろうと思いまし

た。 

 ７点目の佐賀市保育所・幼稚園訪問です。私はこれまでに２園だけは回らせてもらい

ましたが、ここに書いているとおりでございます。 

 ８番目、佐賀市市民総参加子ども育成運動推進委員会全体会。教育委員の皆さん方は

推進委員でございますので、この件については割愛をさせていただきます。 

 以上、教育長としての報告を終わらせていただきます。 

 非常に早口でかいつまんで申し上げたので、理解しづらい点もあったと思いますが、

質問がありましたら、お受けをしたいと思います。何かないでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、ないようですので、報告を終わりたいと思います。 

 

日程４ 提出議案 

 

（東島教育長） 

 それでは、日程４、提出議案に移りたいと思います。 

 まず、第８号議案『佐賀市社会教育委員の委嘱について』、社会教育課から説明をお

願いいたします。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 資料１ページをお願いいたします。第８号議案『佐賀市社会教育委員の委嘱について』

でございます。 

 社会教育委員につきましては、社会教育法第１５条におきまして、「都道府県及び市

町村に社会教育委員を置くことができる。」とされており、「社会教育委員は、教育委員

会が委嘱する。」と定められております。また、佐賀市社会教育委員条例第３条におき

まして、「委員は、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、教育委員会が委嘱する。」と定めております。 

 別紙の議案等資料の１ページをお開きいただきたいと思います。社会教育委員の名簿

を添付しております。こちらに記載しております名簿のとおり、現在、社会教育委員は

１３名でございまして、今回上から５番目の佐賀市ＰＴＡ協議会から委員の交代に伴い

新たな委員の委嘱がありましたので、この案を本日の教育委員会にお諮りするものでご

ざいます。 

 恐れ入りますけど、また定例教育委員会資料の２ページに戻っていただきまして、新

たに委嘱する委員は小林敬治氏で、解任する委員は宮﨑悟氏でございます。 

 なお、新たな委員の任期につきましては、佐賀市社会教育委員条例第４条の規定によ

り、平成３０年７月２５日付で委嘱しまして、前任の委員の残任期間であります平成３

１年１０月３１日までの任期ということになります。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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（東島教育長） 

 ただいま説明がございましたけれども、質問ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 佐賀市ＰＴＡ協議会の会長が交代されたということですね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 そうです。 

 

（東島教育長） 

 会長さんが社会教育委員になられたのは前回からでしたよね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 そうですね。 

 

（東島教育長） 

 それでは、質問がないようでございますので、第８号議案『佐賀市社会教育委員の委

嘱について』は、原案どおり承認をいたします。 

 次に、第９号議案『佐賀市尐年育成委員の委嘱について』、社会教育課のほうから説

明をお願いします。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 それでは、資料の３ページをお願いいたします。第９号議案『佐賀市尐年育成委員の

委嘱について』でございます。尐年育成委員につきましては、佐賀市尐年育成委員設置

規則に基づき、街頭巡回指導等による非行尐年の早期発見・早期指導を行うことにより、

青尐年の非行防止及び健全育成を図ることを目的に各校区・地区に配置をしておりま

す。現在の任期が７月３１日で満了となりますので、８月１日以降の任期につきまして

佐賀市尐年育成委員設置規則第２条第１項の規定により、次の４ページから５ページに

記載しております１２６名に対して尐年育成委員の委嘱を行うことについてお諮りす

るものでございます。今回、新任の委員が２１名、再任が１０５名となっております。

任期につきましては、同規則第２条第２項の規定により２年となっておりますので、平

成３０年８月１日から平成３２年７月３１日までの任期ということになります。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 １２６名ということで、今説明がございましたけれども、質問等ございませんでしょ

うか。どうぞ。 

 

（山口委員） 

 尐年育成委員の件ですが、本庄地区が４名の方が全部新任に入れかえとなっています

が、特別何か理由があるわけではないですね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 そこはないと思います。公民館長のほうから推薦をいただきましたので。 

 今回、委嘱をしまして、８月１日には全尐年育成委員を対象に研修会を開催いたしま

すので、そこでいろいろな活動内容等の周知は、新人の方でも図っていきたいと考えて

おります。 

 

（山口委員） 

 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） 

 全て変わったので、その仕事の継承というか、そういったことを研修の中で行うとい

うことですね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい。ただ、地元のほうでもいろいろ引き継ぎをされてきているかと思いますので、

私どものほうでも全員を対象に研修をするということを計画しております。 

 

（東島教育長） 

 スムーズに移行できるということですね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい。 

 

（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） 

 ほかにございませんか。どうぞ。 

 

（堤委員） 

 校区によって人数が違うんですが、これはどういう決まりがあるんでしょうか。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 特に人口比等で決めているという状況ではございませんで、各校区・地区の要望に応

じた中で決めております。大体、本来なら４名から８名までおりますけれども、巨勢校

区のほうが今のところまだ１名欠員状態でございますので、３名から８名までとなって

います。多いところの川副地区につきましては、公民館が４つございますので、そこか

ら２人ずつ出していただくとか、それぞれの校区の中で、これまでの積み上げによって

定員等を決めている状況でございます。 

 

（東島教育長） 

 よろしゅうございますか。 

 

（堤委員） 

 はい、わかりました。 

 

（東島教育長） 

 設置規則などで、何かその人数の規定はあるんですか。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 それはございません。 

 

（東島教育長） 

 ということは、人数は幅があってもいいということですね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 一応市全体の人数については、おおむね１４０人以内と決まっておりますけれども、
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各校区の部分については決まりはございません。 

 

（東島教育長） 

 ということで、よろしゅうございますか。 

 

（堤委員） 

 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。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、第９号議案『佐賀市尐年育成委員の委嘱について』は、原案のとおり承認

することにいたします。 

 

 続きまして、第１０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、議案の６ページをお願いいたします。第１０号議案『佐賀市立公民館運営

審議会委員の委嘱について』でございます。 

 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２項の規定にございま

す公民館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施について調査審議する

ために設置するもので、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。」とい

うことになっております。また、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」こととしております。 

 今回議案として提出しておりますのは、富士公民館の公民館運営審議会委員について

でございますが、こちらのほう、平成３０年７月３１日をもちまして現在の委員の任期

が満了をいたしますので、新たに本年、平成３０年８月１日から平成３２年７月３１日

までの２年間の期間の委員を委嘱するものでございます。 

 次の７ページに今回委嘱をいたします委員を記載しておりますが、議案等資料の２ペ

ージに役職等を記載した資料がございますので、そちらをご覧いただきたいと思いま

す。富士公民館運営審議会の委員は９名で構成をされます。現在からの継続の委員さん

が７名、新任の方が２名、資料の４番の杉野さんと６番の小川さんが新任の方でござい

ます。 

 説明は以上です。 

 

（東島教育長） 

 説明が終わりましたけれども、質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 特に質問がないようでございますので、第１０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 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。 



 11 

 「第１回社会教育委員会議の報告について」、社会教育課からお願いします。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 お手元に定例教育委員会報告事項（別冊）ということで、第１回佐賀市社会教育委員

の会議、会議結果（議事録概要）をつけております。こちらの資料で説明させていただ

きます。あわせて、この別冊の資料の５ページ目のところに第１回佐賀市教育委員の会

議の次第という資料がございます。それ以降が当日添付した会議の資料でございます。

あわせてご参照いただければと思います。 

 まず、開催日時は平成３０年５月２３日水曜日で、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名でございました。出席、

欠席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。事務局は、百崎教育部長

以下、社会教育課及び公民館支援課の職員が出席しております。また、傍聴者はありま

せんでした。議事につきましては、記載しておりますとおり、佐賀市社会教育関係事業

平成２９年度の報告及び平成３０年度の計画についてでございます。会議では、まず事

務局から別紙資料により各事業の報告及び計画を説明し、委員から意見をいただきまし

た。主な意見、質問及び回答についてご報告いたします。 

 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】の事業についてで

ございます。○全般と記載しておりますが、全般的な意味で、公民館支援課と教育委員

会との連携はうまくいくのかという質問がございました。これに対し、連携をしっかり

とっていくと、情報共有や協議等は現在もしており、今後も継続していくというような

回答をしております。 

 次に、○星空学習館管理運営業務におきましては、以前と比べて周辺の明かりがふえ

ているが、天体観測に支障はないかという質問があり、観測会のときには野球場等に依

頼して電気を消してもらっており、今のところ支障はないという回答をしております。

また、課題・問題点に「運営を補佐するボランティアの育成」とあるが、天文協会が募

集するのか、今後どのような計画なのかという質問があり、天文協会のほうでボランテ

ィアの手配をされており、今後ボランティアの視野を広げ、補助的なところから教える

側へ育てていくことを計画されているという回答をいたしました。 

 次に、○金立教育キャンプ場管理運営事業では、現在、和式のトイレを洋式に変えて

もらいたいという意見をいただき、便座を洋式に取りかえたいという回答をしておりま

す。 

 なお、６月中に４カ所中２カ所の便座を簡易洋式のものに取りかえをし、現在利用者

の声を聞いているところでございます。 

 次に、○公民館等事業の評価制度に関連し、公民館の指針を活用した公民館事業の充

実の項目の課題・問題点に「職員の異動、退職等により、「公民館の指針」を再確認す

る必要がある」とあるが、何か問題が生じているのかという質問があり、引き継ぎがう

まく行われず、事業の趣旨、目的、狙いをよく理解せずに公民館の指針について理解が

ないまま事業を実施すると不都合が生じたりすることが起こるかもしれないため、早い

段階から認識を共有する必要があるという意味で課題として挙げているという回答を

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ございます。こちらでは、

研修内容について質問があり、公民館主事に対しておおむね月に１回を基本に集合研修

とグループ研修を実施している。通学合宿の意義及び課題を再認識するための研修や市

役所の業務を知り各部署とのつながりを持つための講義及び意見交換、また、防災やコ

ミュニケーション能力養成の研修等を行っているという回答をしております。また、公

民館職員の研修が多過ぎ、職員が不在で困るという意見があり、こちらにつきましては、

ある館長からも回数が多いという意見を聞いており、グループ研修は年４回を基本とす

るという形に改めるように計画していると回答しております。さらに、職員が研修で不

在であっても別の職員が対応すればよく、公民館のマネジメントの問題ではないかとの
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質問があり、ご指摘のとおり複数の職員がおり情報共有をすべきなので指導していきた

いという回答をしております。 

 次に、【施策６ 家庭・地域・企業等の教育力の向上】では、まず○子どもへのまな

ざし運動でございます。まなざしバッチを使った啓発をどのように取り組んでいくのか

という質問がございました。こちらにつきましては、新任の校長先生、まなざし運動推

進委員、教育委員会の管理職等が着用したりして推進していきたいという回答をしてお

ります。また、まなざし運動の認知度を高める方法として、例えば、地域の子どもの挨

拶がふえたというような事例報告をして広めてはどうか。青尐年に対しての告知とし

て、青尐年センターにキャラクターを置いてはどうかという意見や、子育てサークルへ

働きかけて認知度アップを図ってはどうかという意見をいただきました。 

 これに対し、今まではなかなか子ども向けに働きかけをしておらず、ご意見を参考に

子育てサークルへの周知やキャラクターを使って学校へ出かけたりしながら認知度向

上に取り組みたいという回答をしております。 

 さらに、まなざし運動推進委員はどれくらいおり、どのような活動をしているのかと

いう質問があり、まなざし運動推進委員は３５名で、年３回の会議でまなざし運動の推

進について議論をしていただいており、各種パレードやまなざし運動推進大会に出席し

てもらっているという回答をしております。 

 次のページをお願いいたします。○子ども・若者支援事業でございます。こちらは１

つの意見をいただいております。現在は、引きこもり傾向の子どもの支援についての相

談が増加しており、支援員側の人手が不足している。そのような中で、事業の見直しや

人材が継続してキャリアアップできる仕組みづくりが必要であり、その支援の評価も変

えていかなければならないというものでございました。 

 次に、その下、○非行防止対策事業では、説明資料では全ての行為が減っているよう

だが、例えば、専任補導員の巡回日数や時間数、時間帯は前年度とどう違うかという質

問があり、巡回指導の回数は前年度と変わらず、午前中は１０時半から１２時まで、駅

周辺や大型店舗店で児童・生徒がいないか、午後は１５時から１６時３０分まで公園等

で児童・生徒の様子の確認に重点を置いて巡回していると回答しております。また、自

転車の無灯火は子どもより大人が多く、今後は自治会や交通安全協会と連携していくべ

きだとの意見をいただき、大人に対しては交通安全協会や生活安全課と連携していきた

いと回答しております。さらに、児童・生徒への声かけで問題を発見した際、尐年サポ

ートセンターやＮＰＯ法人でありますスチューデント・サポート・フェイスにつなげて

いくとより充実した支援になるのではないかという分と、小中学校との連絡会で出てき

た学校が抱える問題についても情報を共有し、連携を深めていく必要がある。そうやっ

て市の事業につなげれば、もっと多くの子どもを支援できるのではないかという意見が

ありました。これに対し、いろいろな団体で構成した青尐年支援に関する連絡調整会議

を実施しており、その中で、今回の意見や提案を整理し検討していきたいと回答してお

ります。 

 次に、○青尐年向け講座開催事業では、中学生向けの体験教室の具体的な内容が決ま

っていたら教えてもらいたいとのことでしたが、現在のところ具体的な内容は決まって

いない。今年度も青尐年センターまつりの開催を予定しており、それに絡めて実施でき

ればと考えていると回答しております。 

 その下の○子どもふれあい体験キャンプでは、参加が多い学年がわかるか、また参加

者をふやしたいのであれば年齢を下げたりすることはどうかという質問がありました。

こちらへは、本年度の参加者は４年生３７名、５年生２２名、６年生１８名の計７７名

であった。いただいたご意見は参考にしたいという旨の回答をしております。 

 次の○佐賀市成人式では、新成人のうち２２％は８会場に分かれてではなく、１つの

会場で実施したほうがよいとの考えのようだが、その理由を把握しているのかという質

問があり、大きく２つ、小中学校の友人だけでなく多くの友人と成人式を祝えるからと

いうものと、一堂に会して成人式をすることで、一体感を感じることができるという回
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答をしております。また、成人式開始前は騒々しいため、式が始まってから、はなわ氏

のメッセージを流したほうがよかったのではないかというご意見もいただいておりま

す。 

 次に○家庭教育講座開催事業では、入学説明会以外でも開催は可能なのかという質問

があり、新入学説明会以外でも開催できる。新入学説明会は保護者が集まりやすいため

実施しているという回答をしております。 

 その下の○生活体験型通学合宿の実施でございます。社会体育との連携はどうか。通

学合宿に参加したくてもできない子どももいるという質問があり、通学合宿は各地域で

実行委員会形式で行っている事業であるため、今後、地域内で調整を図りながら対応し

ていく必要があると認識しているというふうな回答をいたしております。また、実施で

きていない公民館があるが、子どもたちが集まらずにできていないのか。体制が整わな

いためにできていないのかという質問があり、実行委員会が組織化されておらず、体制

が整わないためにできなかったというところがあるという回答をしております。 

 最後に、○学校地域連携支援事業では２つの意見をいただいております。中学校校区

は複数の校区にまたがって地域とのかかわりを持たねばならず、負担が大きいように思

う。小学校区と中学校区では地域コーディネーターの役割は違うと思うので、今後考え

ていくべきであるという意見と、佐賀市に登録している人材からの専任を考えてみては

どうかという意見でした。こちらに対し、学校を通じてまちづくり協議会や自治会、ま

た退職校長会などに働きかけをしておりますけれども、不在であるという状況になって

いると。働く場所が学校でもあり、毎年校長会を通じて要望調査を行っているという旨

回答しております。 

 報告は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 第１回の佐賀市社会教育委員の会議の報告がありましたが、質問、意見ございません

でしょうか。 

 社会教育委員の会議とこの教育委員会と、この関係が条例規則でうたってありますよ

ね。その中で、必要に応じて社会教育委員は、ここに来ていただいて意見を述べること

ができるようになっていますよね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 それぐらいこれは重い会議ですね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 今年度、第２回目の会議を１１月ごろに予定しておりますけれども、教育委員の皆様

と意見交換会をしてみてはというところで計画をしているところがございます。何をテ

ーマにするのか、そういうところはまだ未定でございますけれども、条例に基づいたと

ころでございますので、皆様方と社会教育委員との意見交換会ということを計画してお

ります。 

 

（東島教育長） 

 なかなか近しくして話をする機会というのがなかったものでですね。これを見させて

いただいて、課題的なものがいろいろあっても、４点ほど見て考えたのが、公民館支援

課と教育委員会との連携はうまくいっているかという視点は、なおさらそういう場がな

いと、なかなか教育委員会と社会教育委員が非常に距離が隔たってくるものだから、ち

ょっとそこら辺のところを一度やってみましょうかね。 
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（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 そうですね。当然社会教育委員の会議の中では社会教育課も公民館支援課のほうもご

出席いただいてですね。 

 

（東島教育長） 

 両方やっているんですね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 必要な事務連絡等も、もちろん調整はしているところがございますけれども。教育長

が言われた形でですね。 

 

（東島教育長） 

 それから、金立キャンプ場のトイレの洋式化は、計画的にどういうふうにしようと思

っているんですか。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 そうですね、今４個ありますけれども、全部和式でしたので結構ご意見が多いところ

で、今年度の予算で２個だけ簡易洋式トイレに変えております。 

 

（東島教育長） 

 簡易洋式に。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい、あそこはいろいろ水洗化等の問題もございますので、とりあえず当面、この簡

易洋式に２個変えて、ご意見をいただいている状況でございます。 

 

（東島教育長） 

 あっ、もう既にそこはついておりますね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 ６月ぐらいに施工をして、結構子ども会とか、そういうところの要望も多うございま

したので、２個だけ簡易洋式に変えております。 

 

（東島教育長） 

 ちょっと状況を見て意見をいただくということですね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい、また来年度何らかの予算化をするのか、検討の材料としたいと思っております。 

 

（東島教育長） 

 それから、人事異動も絡めて、公民館の指針の認識がないままの事業というのがあり

ましたよね。この人事異動に関して事務引き継ぎをどういうふうにするかという１つの

マニュアルがありますか。結局、この問題がずっと繰り返し繰り返し出てくるというよ

うなことは、あってはならないので。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 これは社会教育課と公民館ではなくて、公民館主事の間の引き継ぎということですの

で。 
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（東島教育長） 

 そこを公民館独自でやってください、じゃなくて、そのマニュアルがあるのかと。そ

このところは──はい、どうぞ。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 マニュアルという、そういう公式なものは存在していないようですけれども、当然

我々もそうですけれども、異動があれば、やはり今継続している仕事がこういうものが

あるとか、それをするに当たっては、こういうことに気をつけてくださいねとかという

ところは、我々一般、佐賀市の職員だろうが公民館職員だろうが、そういう部分は変わ

らないとは思いますけれども、ただ、人によってどこまで引き継ぎをするかというのは、

やっぱり濃淡がある部分はあると思いますので、ちょっとその辺は何らかの形できちっ

と引き継ぎができているかどうかというチェック体制みたいなものは、今回こういう意

見をもらいましたので必要かなとは感じました。特に、地域住民と密接にかかわる公民

館の現場ですので、なおさらやっぱりその辺は必要最低限、ここはきっちり押さえてお

かなきゃいけないという部分は、尐なくとも引き継ぎが行えるようにですね。何らかの

仕組みというのはやっぱり今後検討をしていきたいなと思ったところでした。 

 

（東島教育長） 

 ぜひそうしていただきたいと思います。公民館によって濃淡はもちろんあるかもしれ

ませんが、基本的にこの分はきっちりと引き継ぎとして基本形をつくっておいていただ

くと、ある程度のところは解消できるのかなと思いますので。 

 それからもう一つ、中学生向けの体験教室の具体的内容、これは前回の青尐年センタ

ーから新しい青尐年センターに引き継ぐときに、この事業内容の引き継ぎはないのか。 

 実際中学生向けの体験教室というのは、今までしていなかったらしていなかったでい

いんですが、ここに出てきたということは、中学生向けの具体的な体験教室、具体的な

内容はと聞かれているということは、これまでやっていて新しいセンターになってやっ

ていないのか、あるいは前からそういう状況なのか、あるいはセンターまつりに絡めて

というのがありますが、これは一過性的ですよね。だからそういった点をどう考えるの

か。当然また次回の課題として出てくるはずですよ。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 小学生向けの卓球教室等につきましては、引き続き実施をしております。夏場を中心

に料理教室とか、今回１８日、１９日に青尐年センターまつりをしますけれども、この

中でのいろんな教室の分は、以前もしていた経緯はあるかと思います。料理教室とか１

回だけの単発の部分もございますけれども、基本的には事業としては引き継いできてい

る形があります。 

 

（東島教育長） 

 仮に一過性的であっても質問が出て、絡めて実施できればと考えているということで

あれば、一歩前に進まないと、こっちで質問が出てくる形になりますから、そういった

点は確認をしておいてください。 

 ほかに質問ございませんか。どうぞ。 

 

（山口委員） 

 家庭教育講座開催事業について、ちょっと教えていただきたいんですけど、以前もお

話をさせていただいたことがあって、小学校の入学説明会のときだったんですけど、あ

る団体の方がお話に来られまして、その内容というのが、私的にはちょっと遅れている

なというような話をされた場面があったんですね。今、どんな団体の方に割り振りをさ
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れてあって、どんな内容を小学生を入学させる保護者様たちにお話をされるのかという

のが、もしわかれば教えていただきたいなと。もしわからなければ後日でも結構です。 

 

（東島教育長） 

 家庭教育講座について。はい、どうぞ。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 新入学説明会を中心にした形が多いんですけれども、一応専任の講師が１４名いらっ

しゃいます。どうしましょうか、そのリストとか内容とか……。 

 

（山口委員） 

 そうですね、はい。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 学校が単独で主催される場合があり、社会教育課と協議のうえであれば、いろんな形

でかかわっておられる方に要請されることも構いません。その場合も、講師謝礼を払う

という事業の形で展開をしておりますので。 

 

（山口委員） 

 それはたしか、学校がこの方にお願いしますというような形だったですよね。その話

していらっしゃる内容を、まず簡単で結構ですので、例えば、携帯なら携帯とか。私が

聞いたときにはＳＮＳの話だったんですけれども、今の子というのは私たちよりも随分

先を行っているので、もうちょっと実際あったような話とか、そういったことをお話さ

れたらどうかなという印象を受けていたので。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 例えば、ネット社会における子どもたちの現状と大人の役割とか、通常的なことはみ

んなで挨拶をしましょうとか、そういうところが中心になる部分とか、警察の方にも講

師に入っていただいておりますので、尐年非行や犯罪防止とか、結構いろいろな、主な

テーマというのはありますね。資料をお渡ししてという形にしましょうか。 

 

（山口委員） 

 はい、できれば次回にその資料でもいただければ。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい、わかりました。 

 

（東島教育長） 

 山口委員さんが言われるように、その講座の内容が今の時代にマッチしている、ある

いは今の時代のレベルに達しているかどうかという問題もあります。講師のリストがあ

ありますよね。その中から各学校の要請があって、このタイトルでは何校ぐらいが実際

やったというような実績を一覧にまとめておくと、学校側のニーズもつかめますから、

そういうものを。もう簡単にできると思いますので。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 わかりました。 

 

（東島教育長） 

 それは今度の研修会の折に。 
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（山口委員） 

 はい、大丈夫です。すみません。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 ２９年度でよろしゅうございますか。 

 

（東島教育長） 

 ２９年度の実績と、そして来年度に向けた講師の一覧があったでしょう、あれと一緒

につけていただくといいのかなと思います。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 わかりました。では次回に。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんか。どうぞ。 

 

（片岡委員） 

 先ほどの金立のキャンプ場のトイレの件なんですけれど、この社会教育委員さんの会

議でこういった意見が出たから変更したという理解でよろしいんですか。前からです

か。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 いや、それが前からですね、いろいろ子ども会とか、利用者のアンケートとか、そう

いうところからやっぱり汚いとか、そういう意見がございましたので、それで、ちょっ

と今年度何らかの対応をしようということで、２基だけですけれども洋式簡易トイレに

変えてみたというところです。 

 

（片岡委員） 

 いろんな意見が出て進めていたところに、その変えてほしいという要請があったとい

うところなんですね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい。前年ぐらい、結構今の子どもさんが和式トイレを使えないという状況がござい

まして、利用者から意見が出ていました。設置については本年度当初に計画をしており

ましたので、この会議が発端になったということではございません。 

 

（片岡委員） 

 そうなんですね。はい、ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 片岡委員さんよろしゅうございますか。 

 

（片岡委員） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 ほかに質問ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 ないようでしたら、この議事録の報告については、ここで終了させていただきたいと

思います。 

 それでは、東与賀小学校の学校給食の報告をどうぞ。 

 

（百﨑学事課長） 

 学事課のほうから、先日発生しました東与賀小学校学校給食への異物混入について報

告をさせていただきます。 

 きょうお配りしていますＡ４、１枚に内容をまとめておりますのでごらんください。 

 発生日時は７月１７日火曜日の１２時１５分ごろ、場所につきましては、東与賀小学

校６年１組の教室内、異物は長さ約５ミリ、幅約０．５ミリの針金状の金属１本でござ

いました。 

 事案の概要につきましては、給食の杏仁フルーツを給食当番の男子児童がつぎ分けよ

うとしたときに異物を発見しております。それで、校内一斉放送で全校の当該メニュー

を提供停止をしております。この時点で既に２２名の児童が喫食しておりましたが、健

康被害等はあっておりません。 

 調査の結果につきましては、当該異物について専門機関による成分分析の結果、当該

メニューの調理工程で使用しました金属のざると同質の金属であったことが判明して

おります。このざるは、材料に変色、異物等がないかを確認するために使用したもので、

とじ込み部分に編み込みのほつれのような部分がありまして、何らかの原因でちぎれ、

混入したものと思われます。経過と対応につきましては、資料に記載しました対応をし

ております。 

 ７月１８日に東与賀小学校の調理場におきまして、器具類の一斉点検を実施し、異物

混入の再発防止を図っております。それと、６月に全調理場に対しまして異物混入防止

の取り組みを実施するよう周知をしておりましたけれども、今回の事案を受けまして、

さらに点検強化を図るよう全調理場に指示を行っているところです。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 東与賀小学校の学校給食異物混入ですが、質問、それから意見等ございませんでしょ

うか。 

 

（山口委員） 

 ちょっと単純なことなんですけど、杏仁フルーツでこのかごを使われたんですね。ち

ょっと調理の仕方がどういうふうにされているかわからないんですけど、杏仁フルーツ

でざるを使う工程というのは、どういった工程があったんでしょうか。 

 

（百﨑学事課長） 

 杏仁フルーツのまず缶詰がありまして、それをざるの中に入れまして、その食品自体

が変色していないか、あと異物が入っていないかを確認するためにそのざるを使ったわ

けなんです。 

 

（山口委員） 

 それでざるを使ったわけですね。わかりました。ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 家庭ではそういうことをしないですが、異物混入を確認するため金網のざるに入れて

異物が混入したということなんですね。 

 

（山口委員） 
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 わかりました。 

 

（東島教育長） 

 ほかに質問、意見ございませんか。それくらい気をつけて見ているんですが、なかな

か。はい、どうぞ。 

 

（片岡委員） 

 この材質、定期的にチェックをされているということだったんですけど、こういった

ほつれのようなものというのは、定期的なチェックでは見つからず発生してしまうよう

なものなんですか。 

 

（百﨑学事課長） 

 今回のざるについては、底の部分とかのほつれではなくて、上の部分のとじ込んであ

るところの先がとれたような形になっていますので、一応調理場のほうでは点検をし

て、調理する前と調理中と調理後と点検はしているんですけれども、やはりそういう事

案というのが出てきてしまったということです。 

 

（片岡委員） 

 どうやったらなくなるのか、なかなかこう……。 

 

（山口委員） 

 金属だと、どうしても難しいですね。我が家でもそうですけど、金属のざるは、やっ

ぱり重さが加わると、ざるの端が外れるときがあったりしますね。 

 

（片岡委員） 

 例えば、いろんなものが発生しているとは思うんですけど、過去に異物混入の原因に

なっているような器具とかは、ある程度あるんじゃないかと思うので、例えば、金属製、

特に金属を飲み込んだら危険なので、例えば、今シリコンとかのざるとかもあるので、

いろんな素材を含めて再検討とかをしてはどうかなと思いますけど。 

 

（百﨑学事課長） 

 今回の事案の前が、ちょうど１年２カ月ぐらい前に発生した事案が、また同じように、

金ざるの切れ端のちょっとした金属が混じっていたというのがあったんですけど、金網

じゃなくて、金属に穴をあけたようなのもあるんですけれども、やはり重たいので、実

際使うときになると、調理員さんたちからはこっちのほうが使いやすいという形になる

ので。 

 

（東島教育長） 

 なかなか安全性の高い素材にということは考えるんですが、何せ何百食をつくるため

のざるなもので、家庭用のようになかなかうまくいかないときがあるんですね。そこが

難しいということであって、だからもう点検を綿密にする以外にないし、耐用年数的に

何年か定期的に入れかえるというような方式をとらないことには、なかなか難しいのか

なというふうな思いもあります。 

 なかなか学校給食の異物混入は、私たちのこの会の中でももう避けられないところで

ございまして、できればゼロで通したいという思いがあるんです。それ以上に現場のほ

うはびりびりしながら調理をしてはいただいているんですよね。難しいところですね。 

 何か意見ございませんか。はい、どうぞ。 

 

（堤委員） 
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 東与賀小学校は、この前研修会で出ていたんですけど、直営ですかね、それとも委託

になりますか。このざるの持ち主は、例えば、委託であれば委託業者の持ち物なのか、

佐賀市の物なのかなと、ちょっとふと気になったところでございます。 

 

（東島教育長） 

 備品関係と、その委託関係。 

 

（百﨑学事課長） 

 東与賀小学校は委託に出しています。委託に出していますけれども、このざるにつき

ましては、佐賀市の備品ということになります。 

 

（東島教育長） 

 それでは、ほかのところも委託しているところの備品は、佐賀市の備品と考えていい

ですか。 

 

（百﨑学事課長） 

 はい、佐賀市がそこに置いて、それを使ってもらっているという形になっています。 

 

（東島教育長） 

 というふうに理解してください。一部民間委託で、調理と後始末は委託しているけれ

ども、そこに伴うところ、いろんな備品関係は全て、器具備品は佐賀市の器具備品であ

ると。ただ、調理をしてもらう、後始末をしてもらう、これが委託でやっているという

ふうに理解していいですね。 

 

（百﨑学事課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、注意に注意を重ねて学校給食に異物混入がなくなるように努力を

していただきたいと思います。 

 それでは、そのほかの件で教育委員さんのほうからないでしょうか。事務局の皆さん

方からはないですかね。 

 

（片岡委員） 

 ちょっと質問なんですけれど、今熱中症の対策などが言われていますけれども、佐賀

市の場合、例えば、課外授業だったり体育のときに外でするというのを、きょうは暑い

からやめようという判断は各先生がされるのか、それとも校長先生がされるのか、どう

いった系統で判断されて、どのような体制をとっているのか教えていただけますか。 

 

（東島教育長） 

 システムについて誰か説明を。熱中症警報関係と熱中症温度計と、判断。 

 

（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 さがんメールでも毎日、あしたの予報が出ていますし、熱中症情報が出ると、学校教

育課と学事課のほうで通知を出して注意喚起はしています。最終的な判断については、

熱中症予防のための運動指針で危ないよということが出ますし、そういう外で遊んでは

いけないという基準は、学校の先生たちも十分ご存じですので、それに基づいて判断を
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されていると思います。 

 ですから、教育委員会から直接きょうは体育はだめだというところまで細かい指示は

していなくて、学校のほうで判断をされているというところです。 

 

（山口委員） 

 今はもう全体的に昼休みは、運動場は使わないでしょう。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 各学校それぞれお尋ねをしたんですけれども、もう後半ものすごく暑くなってから

は、ほとんど２０分休みとか昼休みとかは、とにかく外遊びは禁止という形で各学校が

判断されたりとか、逆にちょっと昼休みを短くして早目に帰したりとか、そういった対

応をしております。 

 

（東島教育長） 

 学校は職員室のほうに、多分どこでもしているんじゃないかと思いますが、例の顔写

真、表情がありますよね。危険、厳重警戒、警戒、注意が出たときに、そのマークをで

んと前に出して、職員はそれを見られるようにしているんです。それによって、厳重警

戒だったら、もう必然的に外での遊びはやめなさいということで学級で指示をするとな

っています。 

 

（片岡委員） 

 体育などの外でやるものは変更していっているということなんですね。わかりまし

た、ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 なかなかこれから、それは大きな問題になってくると思います。校外学習で亡くなっ

た子どももおりますので、最終的には、もうあれは学校、教育委員会の責任になります

から。 

 今後とも熱中症に関しては、まだまだ９月いっぱいぐらいまでは注意しておかないと

いけないと思います。 

 それでは、ほかにないようでしたら、これで７月の定例教育委員会を閉会いたします。 

 

 終了時間 午後３時５３分 

 

 


