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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。先ほどは市長を交えての総合教育会議でございましたが、バラン

スよく意見を出していただいて大変ありがとうございました。パソコンのタブレットの

件も出ましたし、それからＡＬＴのことも出ましたし、市長も頭の中にインプットされ

たというふうに思っております。あとはまた財政との交渉の中で、どの程度そういった

ところが反映できるかと思っているところです。 

 それでは、これより佐賀市教育委員会１０月定例会を開きます。 

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

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お願いしたいと思い

ますが、ご異議は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、会議録の報告を求めます。お願いします。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 ９月２５日の定例教育委員会の会議録につきましては、１０月１９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） 

 報告がありましたけれども、報告内容に質問ございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、会議録は報告のとおり承認を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、これは私の報告でございますけれども、お手元に１枚で多分用意

させていただいていると思います。１０月定例教育委員会報告──と同時に、先般の九

州都市教育長協議会の定期総会並びに研究大会がございました。そのときの意見交換の

資料をお手元にお届けをしております。これは佐賀市の教育委員会のほうでまとめて作

成したものでございまして、これが生の全ての原稿でございますので、お届けをしてお

きます。 

 それでは、１番から報告をいたします。 

 １点目は、第１２回大隈重信スピーチコンテスト、これが９月２９日の土曜日に大財

別館で行われました。今年の応募者４１名のうち、１次審査を経て１０名の中学生―１

年生が４名、２年生４名、３年生２名―ということで、本スピーチコンテストに臨んだ

というところでございます。毎年毎年思うことなんですが、本当に子どもたち、中学生

といえ本当によく大隈重信のいろんな事実から、大隈重信の生き方から、自分の生き方

に映しながら学んでおります。そういうことで、毎年毎年感銘を受けるわけでございま

すけれども、審査の結果、ここに書いておりますように「学ぶという事」、弘学館中２

年生が最優秀賞、優秀賞が「失敗はわが師なり」、富士中３年生、「大隈重信に学ぶポジ

ティブシンキング」、これは早稲田佐賀中１年生、この早稲田佐賀中１年生の川﨑雄斗
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君は、本当にもうびっくりするぐらいジェスチャー交じりのすばらしいスピーキングで

した。非常に印象に残る発表でございました。堤委員さんも審査委員として参加をして

いただいたところでございます。 

 次、２点目です。佐賀市立小中一貫校思斉館研究発表会、これが１０月５日金曜日に

ございました。思斉館は、校舎隣接型の小中一貫校です。これが県内では初めての指定

でございまして、９年目を迎えております。今では校舎隣接型というのは松梅とか三瀬

とかありますけれども、一番最初に指定したのがこの思斉館でした。しかも規模が大き

いということで、それから９年の月日が流れているわけでございますけれども、一応９

年の１つの区切りとしての研究公開をしていただいたところです。新たに１０年目に向

けて取り組みを始めると聞いております。 

 ３点目、九州都市教育長協議会でございますけれども、これは九州の事務局は佐賀市

教育委員会の中にございますので、理事会の中で意見交換をした資料が別冊でございま

す。これは後でお読みいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ただ、ここで２点申し上げたいのは、第２部会の学校教育部会で武雄市と鹿島市、こ

の２市が発表いたしました。この２市の発表は非常に各市の教育長には好評でございま

して、というのは、参考になる意見発表だったということですね。特に鹿島のほうは、

私はおもしろかった──おもしろかったなと言うのは語弊がありますが、同じふるさと

学習、ふるさとに誇りを持つという視点で佐賀と同じような取り組みをやっているんで

すが、鹿島市民の歌、これがいつできたかちょっと私も聞き逃しましたけれども、昔か

らあるそうです。ところが、有名無実、あってなきがごとし、誰も知らない、ほとんど

使われていない状況にあったと。それを教育長が、子どもたちにこの鹿島市市民の歌を

歌わせながら市民に広げていったと。そういうことで市民の意識醸成を図っていったん

だと。ああ、なるほどと。市民の歌があるところは、これは非常に参考になったという

ふうに言われました。佐賀市民の歌はないですけれども、つくれつくれと議会から言わ

れますね。そういうことで、鹿島市は本当にいい取り組みをしたなと。それから、武雄

市は、今度また視察研修に行きますけれども、ＩＣＴ利活用教育としてのスマイル学習、

プログラミング教育、ここではペッパーを使ったプログラミングをやっているんです

ね。花まる学習会や特別支援教育への活用、こういうことが発表されまして、これまた

日本の中で一番進んでいる市でございまして、非常に興味を持たれて参考になったとい

うことでございました。ただ、私、後の会でいろいろ意見を言われたのが、「でもね、

お金がないもんね」と、やっぱりここに行き着いたところでした。やはりどんなふうに

したいという思いがあっても、お金がなかったらなかなかできにくいと。今の学校教育

というのはそういうふうな中に組み込まれてきているような気がしてならないんです

ね。こういうことを言われたと思います。 

 それから、文部科学省の講話は、「オリンピック・パラリンピック教育の推進を通じ

て、地方都市が目指すべきもの」ということでしたが、正直言って、これはちょっと何

を話していいか余り印象に残りませんでした。ただ、地方でも学校教育にこれを生かし

た教育をしなければいけないということだけは感じながら講演を聞いたところです。 

 記念講演が地元のコピーライターの吉田寛さんが「地域で生きる～なしかの心～」と

いうことで講演されました。裏のほうに書いてありますが、本当の笑いとは何かという

のに視点があったんですね。ギャグ的な誰かを貶めながら笑わせるんじゃなくて、本当

の笑いというのは何なのか。相手を傷つけたり貶めて笑わせるんじゃなくて、本当の笑

いとは何かということで話されました。そして、みずからの健康法の秘訣を話されまし

たが、「墓忘れ」と言われました。「墓忘れ」の「は」は「はだし生活」、ですから、靴

もはだしで履くと。石田純一さんと同じで靴もはだしということで、常にはだし生活を

していると。それから、かぼすは大分の名産ですが、かぼすを１日に五、六個食べると。

それから笑いと。そして性格的な素直さと、それに自分の趣味の練習を重ねると。この

５つが自分の健康法だと言われましたが、それぞれ教育長は、全部が全部じゃなくても

思い当たるところがあったように思いました。 
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 ４点目、第４３回全国高等学校総合文化祭プレ大会の開会式がございました。ここに

書いておるとおりでございまして、本当に高校生ともなると企画力も抜群ですし、演出

力も抜群ですし、本当に飽きない演出をやってくれていました。来年の本番があります

けれども、非常に楽しみにしているところでございます。 

 ５点目、白鬚神社の秋季大祭に行ってまいりましたが、金曜日に行きましたら伊東委

員さんは木曜日にお見えになりましたと、こう言われました。ここで秋季大祭ですが、

国重要無形民俗文化財の田楽奉納、これを途中まで見て帰ってまいりましたけれども、

国の重要無形民俗文化財ということで、子どもたち、幼児、それから小学生、中学生、

こういう子どもたちが跡を継ぎながら、この田楽を後世に残していこうとしている姿に

感動したところでございます。 

 ６点目、第４回の肥前国庁南門ライトアップと芸術祭、これが２０日にありました。

まだ温かいだろうと思ったんですが、真冬のごとく寒かったです。非常に寒い中で、で

も演奏、音楽は本当に幻想的で１３００年前を思い起こさせるような、そういう芸術祭

になりました。本当に楽しいひとときでございました。 

 ７点目、若楠公民館落成式、これは日曜日、２１日にございましたけれども、最近の

避難所としての機能もあわせ持った、そういう工夫された公民館でございました。若楠

小学校の子どもたちもこのお祝いに駆けつけてくれまして、若楠ソーランを踊ってくれ

たところでございます。そういうことで、恐らく若楠校区は、この公民館を使ってより

一層地域の教育力なり地域教育の拠点として使われることだろうと思ったところです。 

 以上です。 

 それでは、質問ありませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、ないようでしたら、日程４のほうに移りたいと思います。 

 

日程４ 提出議案 

 

（東島教育長） 

 提出議案でございますけれども、第１６号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する

条例の一部の施行期日を定める規則』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、資料１ページの第１６号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例の

一部の施行期日を定める規則』についてでございます。制定理由でございますけれども、

新しく佐賀市立大詫間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ありますので提案をするものでございます。 

 詳細につきましては、議案等資料の１ページをお願いいたします。 

 まず１番の規則の内容ですけれども、本年５月の定例教育委員会におきまして、佐賀

市公民館条例の一部を改正する条例についてご審議いただき、６月市議会定例会におい

て承認を得たところでございます。この条例は、若楠公民館と大詫間公民館の２つの公

民館について、公民館の位置と使用料を改正するものでありましたが、条例の施行期日

については教育委員会規則で定めることとしておりました。２番の施行期日を定める内

容ですけれども、今回、施行期日を定める内容につきましては大詫間公民館に係る部分

だけとなります。先ほど教育長から報告がありましたように、若楠公民館は既に供用開

始しておりますので、前々回の教育委員会で、たしかご審議いただいたと思っておりま

す。施行期日につきましては、供用開始日の平成３０年１１月１８日としております。 

 なお、大詫間公民館の落成式ですが、まだ旧公民館の解体工事とか外構工事が完了し

ていないことに加えまして、海苔の漁期のシーズンにも入りますので、ちょっとその時

期は避けてほしいという要望があっております。ですので、落成式につきましては、年
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が明けまして３月中旬に予定をしているところでございます。教育委員の皆様方には、

後日正式に決まりましたらご案内をしたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 今説明がございましたが、質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないということで、第１６号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例の

一部の施行期日を定める規則』、これは原案のとおり承認をいたします。 

 

（東島教育長） 

 それでは、次に第１７号議案『佐賀市公民館職員の給与等に関する条例の一部を改正

する条例』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） 

 続きまして、資料の２ページになります。１７号議案『佐賀市公民館職員の給与等に

関する条例の一部を改正する条例』でございます。条例の改正理由でございますけれど

も、今月の１０日に佐賀県の人事委員会勧告が出ましたけれども、それに従いまして、

佐賀市の一般職員の給与改定に準じて公民館職員の給与適正化を図るために公民館職

員の給与を改定するものでございます。改正の内容といたしましては、民間給与との格

差を解消するため、公民館職員の給料月額を引き上げるものでございます。具体的には、

条例の別表第１に給料表を定めておりますけれども、月額が大体100円から1,400円の範

囲内で引き上げるものでございます。 

 なお、改正後の条例の施行につきましては、施行日を公布の日、そして本年４月１日

にさかのぼり適用する予定としております。 

 説明は以上です。 

 

（東島教育長） 

 ただいまの説明に質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようでございますので、第１７号議案『佐賀市公民館職員の給与等に関す

る条例の一部を改正する条例』、これは原案のとおり承認をいたします。 

 

（東島教育長） 

 続きまして、第１８号議案『佐賀市尐年育成委員の委嘱について』、社会教育課から

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４ページから５ページ、第１８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、本年７月３１日、任期満了に伴

い、８月１日付で定員１２７名中、巨勢校区の１名を除き１２６名を委嘱しておりまし

た。今回、この巨勢校区の欠員補充として、佐賀市尐年育成委員設置規則第２条第１項

の規定に基づき、光石憲司氏に対して１１月１日付で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。 

 なお、任期につきましては、他の委員と同様、平成３２年７月３１日までであります。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 ただいま説明がありましたけれども、質問ございませんでしょうか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないということで、第１８号議案『佐賀市尐年育成委員の委嘱について』は、

原案のとおり承認をいたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（東島教育長） 

 次は、日程５、報告事項ということになります。 

 「「佐賀市子どもの読書活動推進計画」の策定について」、図書館のほうから説明をお

願いします。 

 

（江頭図書館長） 

 図書館でございます。それでは、「佐賀市子どもの読書活動推進計画」の策定につい

て、ご説明をいたします。資料は７ページ以降になりますけれども、資料の説明に入り

ます前に、私のほうから概略を説明させていただきます。 

 まず、策定の経緯でございますけれども、平成１３年に「子どもの読書活動の推進に

関する法律」というものが施行されております。そして、この法律におきましては、都

道府県と市町村は推進計画を策定するよう努めること、ということで規定をされている

ところでございます。これを受けまして、佐賀県では平成１６年に既に計画を策定され

ておりますけれども、佐賀市では、当時から検討はされてきたものの、計画の策定には

至っていない状況でございます。 

 なお、佐賀市におきましては、計画は持っておりませんけれども、これまで保健福祉

部や教育委員会が中心となりまして、子ども向けの図書の整備のほか、幼児への読み聞

かせや学校での読書活動、保護者への啓発などには取り組んできたところでございま

す。しかし、文部科学省が発表しております全国の市町村における策定状況は、市では

９割近くが策定済みの状況となっております。また、国におきましては、市町村のうち

市の計画策定率につきましては１００％を目指すという方針も示しているところでご

ざいます。そういった中で、今年の２月議会におきまして、計画の策定を求める一般質

問もありましたことから、佐賀市としても子どもの読書活動推進計画を策定して読書推

進の全体像を示す必要があるのではないかということで、今年度に入りまして、関係い

たします学校教育課、それから保健福祉部の健康づくり課、それと私ども図書館が集ま

って協議を行いまして、計画（案）を策定したものでございます。 

 なお、この計画（案）につきましては、今年８月に図書館協議会のほうに諮問をして

おりまして、その意見も踏まえて今回定例教育委員会に報告するものでございます。 

 それから、今後のスケジュールといたしましては、１２月市議会におきまして文教福

祉委員研究会で説明をいたします。その後、お正月を挟みますけれども、パブリックコ

メントを実施しまして、市民や関係団体からの意見を反映した後に、来年３月には図書

館協議会と定例教育委員会のほうに結果報告を行いまして、年度内に計画の策定を終了

したいと考えているところでございます。 

 それでは、引き続き計画内容につきまして、担当のほうから説明をさせていただきま

す。 

 

（松本図書館主幹兼サービス二係長） 

 では、まず図書館のほうから説明をさせていただきます。現状をまず説明いたしたい

と思います。 

 資料の１０ページをお開き願いたいと思います。１０ページの下から５行目ぐらい、

「えほんであそぼっ！あかちゃんの絵本ガイドブック」の配布というのがありますけれ

ども、これは本年度７，０００部作成予定をしております。これは健康づくり課に相当

程度をお渡しし、赤ちゃんサークルにも途切れないように、これは図書館の本館の児童
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コーナーに設置していますけど、赤ちゃんサークルにも途切れないように、５冊ほど常

に置いてあります。毎月２回、赤ちゃんのおはなし会を開いているということでござい

ます。 

 それから、１２ページを開いていただけますでしょうか、真ん中よりちょっと下のほ

うに「読み語りボランティア養成講座」というのがありますけれども、これは毎年読み

語りをするボランティアさんを養成するための講座でありまして、大学教授等を呼んで

開催しております。今年も先日の日曜日に第１回目が開催されまして、３２名が参加し

ております。今年度は２回開く予定で、もう一回は１１月２５日としております。 

 それから、３番目が１６ページをお開きいただけますでしょうか、上のほうの(3)の

ところに手づくり絵本コンクールの実施というのがありますけれども、図書館では手づ

くり絵本教室というのを開いて、その後に手づくり絵本コンクールというのを実施して

おります。教室のほうをまず説明しますと、定員は５０名ですけれども、実際には１０

名程度の方ですね。小学生が多いもので、保護者の方が二、三人ついてこられます。講

師を呼んでテーマの決め方、それから描く手法、絵の具とかクレヨンとかそういうもの

ですね。それから、最後に透明のビニールを張りまして、製本の仕方を説明しておりま

す。今年は３回実施が終わりました。それに続きまして、手づくり絵本コンクールが開

かれるわけなんですけれども、これは教室に参加した人に限らず、参加していない方と

か市外の方にも応募を受け付けております。独創性等を育む目的で行っておりまして、

６歳から１２歳の子どもが保護者とともに参加しているのが多いわけですけれども、５

０歳、６０歳ぐらいの方も二、三人参加しておられます。第１回は平成９年から始めて

おりまして、図書館が平成８年８月８日に開館しておりますので、歴史的には長くて、

今年で第２１回目でした。本年度のコンクールへの出品作は９５作品でした。日曜日に

表彰式を行っております。 

 それから、同じく１６ページの下の５のほう、調べる学習小学生講座の開催とありま

すけれども、調べる学習小学生講座、それから図書館を使った調べる学習コンクールと

いうふうに続いてまいります。これは身の回りのちょっとした不思議なことをテーマと

して、図書館、市立図書館や学校図書館の本を使って調べて解明等をしていくという内

容でございます。ただ、ここではちょっとルールがありまして、公立図書館の本を使う

こと。参考にした本のページや本の作者及び出版社等を記載する。そういうのが決まり

となっております。調べる学習小学生講座は、１年生から３年生までが１０名、４年生

から６年生までが１０名で募集しておりまして、今年度はコンクールに１９８名が応募

があり、それぞれ満員になりました。これも先日佐賀市のコンクールでは審査会が行わ

れ、賞が決まっております。これは全国コンクールがございまして、「図書館を使った

調べる学習コンクール」は、先ほど申しましたように参考にした本のページとか作者と

かいろいろ書かなければならないというルール等がある結果、応募者がなかなか尐なく

て、モデル校というのを選んでおります。今年は開成小学校の三、四年生が応募をして

いただきました。それ以外からは、去年おととしもありましたけど、やはりなかなか取

っつきにくいというのがあろうかと思いますけど、１０名程度が応募をされておりま

す。これについては、応募者募集には工夫が必要であろうと考えております。全国コン

クールには、応募者の中から２％程度を選んで応募することになっておりますので、今

年も３名ほど全国コンクールに出す予定でございます。 

 主な現状は以上ですけれども、今後の推進目標及び新たな取り組みということで、１

７ページを開いていただけますでしょうか。ここでは、まず読書の楽しさを伝える取り

組みというのがありますけれども、一、二年生用に小さなピンク色の紙にいろいろな児

童書を紹介しております。これは本館や分館、分室及び自動車図書館「ブーカス号」で

取り組んでおります。これまでは図書館だけでしたけれども、これに関しては３１年度、

来年度からは児童館、正式に言いますと中央児童センターにもおすすめ本を記載してお

くようにしております。それから、２番目の多文化への誘いかけの対応としましては、

現在２００冊以上の外国語の絵本がありますけれども、今後必要に応じてまた増やして



 7 

いきたいと思っております。３番目に、市立図書館と学校図書館の連携というのがあり

ますけれども、これは学校等に必要な本を提供していくということで、副読本等の材料

として提供していきたいと思っております。それから、４番目に郷土資料の子どもの学

習への活用ですけれども、郷土資料は、子ども向けをまず集める方針を立てております。

そしてそれを子どもに提供していきたいと思っております。最後に、５番目に子ども司

書講座及び中・高校生司書講座というのがございますけれども、子どもの司書講座は、

まだはっきりと決まっているわけではありませんが、図書館の仕組みや本の並べ方と

か、そういうものを知っていただき、子どもさん方に図書館を好きになってもらうとい

うことを行いたいと思っております。それから、１７ページの下にございますアンケー

トですけれども、アンケートの１、２、３ありますけど、図書館に関しては３つ目です

ね。図書館児童コーナー利用者が満足している割合は、本館及び分館で、今年の５月に

２週間にわたって行いました。２０１７年度は資料にございますとおり４７％、これは

もう確定していますけれども、２０２３年度には、これを６０％に引き上げるというの

が目標でございます。 

 図書館からは以上のとおりです。 

 

（東島教育長） 

 今、「佐賀市子どもの読書活動推進計画」についての内容、それからこれから先の見

通し等も説明をいただきましたけれども、質問はありませんでしょうか。どうぞ。 

 

（片岡委員） 

 この「あかちゃんのえほんガイドブック」というのは、赤ちゃんに読んであげるとい

い本を推薦してまとめているということですか。 

 

（松本図書館主幹兼サービス二係長） 

 はい。 

 

（片岡委員） 

 そのガイドブックというのは何冊ぐらいあげているんですか。 

 

（松本図書館主幹兼サービス二係長） 

 五、六冊は尐なくともあげております。 

 

（片岡委員） 

 それを図書館に準備しているということなんですかね。 

 

（松本図書館主幹兼サービス二係長） 

 そうですね、はい。 

 

（片岡委員） 

 これを見て、これを読みたいと思われたときに、１冊ずつとかなんですかね、ちょっ

とよくわからないんですけど、何冊も準備してあるんですか、１冊ずつ。 

 

（松本図書館主幹兼サービス二係長） 

 そうですね、１冊しかない場合もありますし、複数ある場合もございますので、予約

をしていただければ、ちょっと待っていただきますけど読んでいただくことはできま

す。 

 

（片岡委員） 
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 わかりました。あと、この冊子をたくさん配られるということだったので、推薦され

たものが読めるような状況だといいなと思いました。ありがとうございました。 

 

（東島教育長） 

 これいつか実物を見せていただくと一目瞭然なんだけれども、これはターゲットは何

歳ぐらいの子どもですか。 

 

（松本図書館主幹兼サービス二係長） 

 この辺はやはり赤ちゃんということで、ゼロ歳から３歳ぐらいまでです。 

 

（片岡委員） 

 読んであげることを目的としているんですよね、親が読む前提の本ということですよ

ね。 

 

（松本図書館主幹兼サービス二係長） 

 そうですね。ゼロ歳の赤ちゃんなんかは、なかなか読んであげても理解はできないで

しょうけれども、赤ちゃんサークルのおはなし会に参加することで、何らかの興味を持

っていただけるのではないかと思ってやっております。 

 

（片岡委員） 

 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） 

 ちょっとすみません、聞き逃したか勉強不足かわかりませんが、１７ページの目標値、

これ分母と分子はどうなるんですか、このパーセントというのは、どこからの引用にな

るのかな。例えば、１項目めの２０１７年度が９０％、２０２３年度が９０％。 

 

（東島教育長） 

 市民満足度調査の説明をしてもらわないといけませんかね。 

 

（伊東委員） 

 いや、単純に分母と分子が何を基準にしているのか。例えば、２０２３年度の２項目

め６０％は、１．４％しか伸びないのかという疑問もありますけど。ちょっと尐ないん

じゃないかという。ですから、分母と分子がちょっとわからないので教えてください。 

 

（江頭図書館長） 

 それぞれの課で行っていて、アンケートのとり方もそれぞれちょっと違います。です

から、それぞれに説明いたしますけれども、３番目の市立図書館につきましては、５月

に本館とそれぞれの分館において、来館者にアンケートをとっております。これは書い

てもいいよという方に書いてもらっているんですけれども、その回答していただいた人

数が分母になります。 

 

（大城保健福祉部副理事兼健康づくり課長） 

 １番目の分については、健康づくり課のほうで１歳６か月健診というのを行っていま

すけれども、そこに来られた方にアンケートをしておりますので、その全体が分母にな

ります。もちろんそこの中で本を読ませてあげている方の分が分子ということになりま
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す。 

 

（東島教育長） 

 ２番目の学校教育課分。はい、どうぞ。 

 

（松本学校教育課指導主事） 

 学校教育課の分は、市民満足度調査を使っております。平成２９年度、今回載せてい

る分としては、人数として小学生が４０２名、中学生が３７４名、その中の合計の割合

を出しております。 

 

（東島教育長） 

 よろしゅうございますか。 

 

（伊東委員） 

 非常にいい取り組みですけど、ちょっと数字が、特に２番、今非常に本を読まない子

が多くなって問題になっています。それにしては２０１７年から２０２３年までの期間

が長い割には、ちょっと目標値が尐ないんじゃないかなと単純に思いますけど、どうで

しょうか。 

 

（東島教育長） 

 目標設定の仕方について。 

 

（松本学校教育課指導主事） 

 実は、この数字が平成２７年度は６０．８％ございました。そこで、２８年度が５６．

５％に下がっておりまして、２９年度も５８．６％ということで、２年前になりますけ

れども、平成２７年度は６０％台だったので、まずはそこまでは戻したいというふうに

考えて、この数字を設定いたしました。 

 

（伊東委員） 

 問題は数字の内容よりも、その方向に向かってどういうアクションを起こしたのかと

いうことが大事だと思うんです。どうも下がったり上がったりで余り伸びていない、そ

の割には大きなタイトルになっていて、学校現場、末端まで本を読みましょうというこ

とが縷々書かれていますが、その現場に則した行動目標というのが的を射ていると思い

ますけど。その辺は答弁要りませんので、意見として聞いてください。 

 将来を構築する子どもたちで、本を読まない子が増えすぎていると思うんです。スマ

ホで見たり。やっぱりめくって本を読むというスタンスに子どもたちを置かないと、情

緒豊かな子どもが育たないと思いますので、ぜひ５％ぐらい上げるような取り組みをし

てほしいと思います。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 今各学校、それぞれ具体的な目標を掲げて取り組んでいますよね。そこら辺をちょっ

と代表的なものをいつか説明をしていただければ。特に小学校と中学校とまた違います

からね。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 小学校は、かなり読み聞かせとかしていただいて、かなり上がっているんですね。中

学校がなかなか厳しかったんですが、この部活動のあり方等もあって尐し部活の時間も

短くなりますので、尐し読書をしてもらえるような取り組みをと思っております。 
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（伊東委員） 

 ポジションとしては中学校が大事です。高校まで行くそのつなぎですから。はい、わ

かりました。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんか。 

 いろんな取り組みがここにありますが、底辺を広げるという意味で、家庭でとか、そ

れから保育所で、幼稚園でというのが、ここにどうも書いていないような気がするんで

すね。というのは、読み聞かせに図書館に来てくださる人は、それだけの意欲を持った

方なんですが、底辺を広げるため家庭でどうしてもらうのか、子どもを預けている幼稚

園、保育所でどうするのという姿が、この中にはどうも見えにくいような気がして、そ

こら辺どうなのかなという気持ちがあるんですよ。 

 以前ブックスタートで本を贈呈していたわけですね、健診のときに。これがお金がか

かるから、この本のリストに変わっていったわけです。となると、本のリストがどうい

うつくりになっているかなと、私ちょっと興味があるんですが。例えば、概略的に本の

中身をある程度出して、あっ、おもしろそうだねという興味を引いて、これ買ってみよ

うかなという、そそるような、そういう絵本ガイドブックになっているのかどうかとい

うのが、ちょっと知りたかったわけですが、これは次の機会にでも実物を見せていただ

きたいなと。ただ、尐なくとも市立図書館に来なさい、あるいはお出かけしておはなし

会をしますよ、公民館でしますよ、来なさいよと。このグループは、みんな意欲持って

いるんですよ。その来なさいよで来ない人たち、これはまさに家庭でどうしてもらうの

か、子どもを預けている保育所で、幼稚園でどうするのか、ここの取り組みが底辺を広

げることになろうと思いますので、そこら辺が必要じゃないかなという気がしますの

で、検討してみてください。 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、この件については終了いたします。 

 これで一応今日の分は終わりましたが、その他の中で社会教育課から１件連絡がござ

いますので、社会教育課お願いします。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 お手元に青と赤を基調としました「志」と書いたパンフレット、チラシを配付してお

りますが、それをお願いしたいと思います。 

 佐賀城本丸歴史館におきまして、特別展「肥前さが幕末維新の「志」」という特別展

が１１月１日から来年１月１４日月曜日まで開催されます。 

 この特別展につきましては、北海道と沖縄で功績がありました佐賀出身の島義勇公、

第１１代齋藤用之助公の功績等を展示するものでございます。特に第１１代齋藤用之助

公がきっかけとなり、現在、佐賀市と久米島町との中学生交流事業を実施しております。

今回の特別展では、８月に佐賀市の交流生が久米島町を訪問するという形で実施しまし

たが、そのときの交流している写真とか、佐賀に帰ってきてから交流生が作成した壁新

聞等を、１２月１０日から１５日までの１週間程度、この特別展の中で展示する予定で

ございます。また、逆に今度は久米島町から佐賀市へ冬の交流という形で、１２月１４

日から１６日までの期間、交流を予定しておりますけれども、その中においても、来ら

れた交流生と佐賀市の交流生で一緒にこの特別展を観覧していくという予定にしてお

ります。 

 教育委員の皆様のほうには、また冬の交流事業につきまして、次回の教育委員会等で

ご説明していきたいと考えておりますけれども、観覧無料ということでございますの

で、中学生交流も含めて、この特別展をぜひご覧いただければと思います。 
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 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 肥前さが幕末維新博覧会の特別展ということで、ぜひご覧いただきたいということで

ございます。 

 それでは次に、文化振興課から２件連絡ですね。よろしくお願いします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 それでは、お手元のほうに配付をされていると思いますが、まずこちらの１枚紙とパ

ンフレットがあると思いますけど、「来訪神：仮面・仮装の神々」のユネスコ無形文化

遺産代表一覧表への記載についてということで、ご説明をさせていただきたいと思いま

す。本市の蓮池町になりますが、国指定重要無形民俗文化財であります「見島のカセド

リ」を含む１０件で構成をされます「来訪神：仮面・仮装の神々」について、平成２９

年３月にユネスコ無形文化遺産代表一覧表への記載について提案を行っていたところ

ですが、間もなく結果が発表されることになりますので、今後のスケジュールについて

お知らせをしておきたいと思います。 

 今見ていただいていますが、配付しているパンフレットのほうに今回提案をしており

ます「来訪神：仮面・仮装の神々」を構成する１０件の無形民俗文化財を掲載しており

ますので、参考までにごらんいただければと思います。今後のスケジュールですけれど

も、まず、最終決定がなされる政府間委員会の前に、評価機関の勧告というものが行わ

れます。その日程が政府間委員会開催の４週間前をめどとされておりまして、文化庁の

情報によりますと、今回は１０月２９日、来週月曜日までに発表されるということにな

っております。勧告については、ユネスコ側から特段の発表はありませんで、公式サイ

トに掲載をされるだけということであります。また、ユネスコ本部があるパリと日本で

は時差が８時間ありますので、想定としましては、ユネスコ本部の業務時間１０時から

１８時というのが日本時間では２９日１８時から３０日の午前２時ということになり

ますので、その間に掲載をされる見込みです。ただし、２９日というのも確定ではなく

て、それより早まる可能性もあるということです。勧告の内容としては、この代表一覧

に記載をするという「記載」と、「情報照会」、これは保留のようなものになりますが、

もう尐し情報をくださいという内容ですね。そして「不記載」というのが記載にふさわ

しくないと、この３区分で出されることになります。 

 その次に、政府間委員会ですが、これは日程がすでに決まっておりまして、１１月２

６日から１２月１日の期間、モーリシャス共和国で開催をされますが、ここで一覧表に

記載をされるかどうかの最終決定ということになります。ただ、これも期間中のいつこ

の「来訪神：仮面・仮装の神々」の審査が行われるかというのが不明で、文化庁からの

情報では、審査の順番からいけば、１１月２８日ごろではないかというふうに想定をさ

れているようです。モーリシャス共和国と日本の時差が５時間ということですので、勧

告のときほどではないにしても、日本時間では夜遅い時間になる可能性がございます。

勧告も最終決定の結果も、文化庁のほうから市のほうに連絡が来る予定ですけれども、

いずれも深夜になる可能性がありますので、委員の皆様には速やかにメールなりでお知

らせをする予定ではありますけれども、時間帯によっては報道のほうが先に出てしまう

という可能性もありますので、そこはご了承いただければと思っております。 

 この件については以上でございます。続けていいでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 続けてどうぞ。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 ２番目に、毎年出しておりますが、佐賀市民芸術祭ですね。今日はパンフレットと入
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場整理券をお配りしております。オープニングセレモニーの開催についてのご案内でご

ざいます。今年は１１月９日から１１日まで、文化会館で佐賀市民芸術祭、第６回にな

ります。こちらのほうを開催する予定です。オープニングが１１月９日１８時３０分か

らになっておりますので、ぜひお越しいただきたいと思います。今年は去年のように予

算はないので、去年の周年事業からすると尐し地味といいますか、そういう感じにはな

るかと思いますが、多彩な催しがございますのでぜひおいでください。入場整理券のほ

うは、４種類を２セットおつけしておりますので、ぜひご利用ください。 

 昨年駐車場のことでご指摘がありましたけれども、今年は文化会館の駐車場はもちろ

んですけれども、９日のオープニングのときと１１日日曜日につきましては、総合グラ

ウンドの第２駐車場、文化会館側ですね、そちらのほうが借用できておりますので、よ

ろしければそちらのほうもご利用いただければと思います。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 何かお尋ねはございませんか。特別ないですかね。 

 今２点、「見島のカセドリ」の認定の件と芸術祭への参加の件でございました。 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 それでは、ないようですので、１１月４日付で山口美恵委員が任期満了ということで

退任をなさいます。ご挨拶をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

（山口委員） 

 長時間お疲れさまです。私事なんですが、４年間、長いようでしたが意外とあっとい

う間の４年間でした。教育長、本当にありがとうございました。教育長をはじめ、そし

て教育委員の皆さん、本当に佐賀市の子どもたちのために一生懸命議論を重ねられたこ

とを本当にうれしく思います。お世話になりました。ありがとうございます。 

 それから、事務局の皆さん、部長や課長を初め、本当にいろいろお仕事を増やしてし

まったこともあったかと思います。ですが、ただただ本当に佐賀市の子どもを自分の子

どもと思って４年間務めようと決めたときから、一生懸命考えてまいりました。一生懸

命がゆえに、時には泣いてしまったり、怒ってしまったり、皆さんとともに笑って会議

をしたりと、本当にいろいろありがとうございました。お世話になりました。 

 今考えると、こういうふうに一生懸命やってきたと思っていますが、私はいったい佐

賀市の子どものために何が残せたんだろうと、ただただ反省をしています。また、夜の

部もございますので、皆さん明るく笑顔でよろしくお願いします。本当にお世話になり

ました。ありがとうございました。（拍手） 

 

（東島教育長） 

 どうも山口委員、お疲れさまでございました。ありがとうございました。 

 それでは、これで１０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３４分 

 

 


