
教 育 委 員 会 会 議 録 

 
平 成 ３０年 １１月  定 例 教 育 委 員 会 

開 会 日   平成３０年１１月２７日（火） 

開 会 時 間   午後２時３０分～午後３時５６分 

開 会 場 所   佐賀市大財別館４－３会議室 

出 席 者 

 

委

員 

 

 

 東島教育長    伊東委員    片岡委員 

 堤委員      吉村委員 
 

事

 

務

 

局 

百崎教育部長 梅﨑教育部副部長兼教育総務課長 松島教育部副理事

兼学校教育課長 百﨑学事課長 山口教育部副理事兼社会教育課長 

宮崎文化振興課長 江頭図書館長 志波教育総務課副課長兼総務係長

 中尾教育総務課主幹兼教育政策係長 木村学校教育課指導主事 

提 出 議 案 

 

第１９号議案 佐賀市立中学校に係る部活動の方針について 

第２０号議案 財産の取得について 

 

協 議 事 項 

 

 な し 

 

報 告 事 項 

 

・「平成２９年度決算議案に対する各常任委員会の意見・提言」に対する対

処方針等の報告 

・平成３０年度（２０１９年）佐賀市成人式について 

・佐賀市・久米島町中学生交流事業「冬の交流」について 

・平成３０年度１１月補正予算について 

 

欠 席 委 員 

 

 小川委員 

 

傍 聴 者 数 

 

 ０ 名 

 

報道関係者 

 

 １ 名 

 

会議録作成者 

 

教育総務課副課長  志波  良 

 

 



 1 

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１１月定例会を開きたいと思

います。 

 １１月も本当に、あと今週いっぱいというふうになってしまいまして、学校もこれか

ら２学期のまとめに入るころということになります。 

 ことしは、学校教育関係では全国大会がかなりたくさんございました。ついせんだっ

ては、全国の中学校技術・家庭科の研究大会が終わったところでございます。これから

は、私どもにとっては学校のインフルエンザの流行が気になるところになるわけでござ

いますけれども、あと２学期の間、しっかりと子どもたちの安全を守って、学校教育の

２学期のまとめが滞りなく進められることを願っているところでございます。 

 それでは、委員会に入ります前に、山口美恵委員の任期満了に伴いまして、１１月５

日付で新たに教育委員に任命されました吉村純子委員を紹介しておきます。吉村純子委

員です。一言お願いいたします。 

 

（吉村委員） 

 ただいま紹介していただきました吉村純子と言います。私は、子育てをする中で家族

や周囲の方々にたくさん助けていただいています。これから尐しでもそのご恩返しがで

きたらなと思っています。まずは、学校での教育の現場を知ること。それから保護者の

思いに寄り添うこと。そして、その中で自分ができることは何かなと考えながら努めて

いきたいと思います。至らない点も多々あるかと思いますが、ご指導どうぞよろしくお

願いいたします。（拍手） 

 

（東島教育長） 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、次に事務局のほうも自己紹介をお願いしたいと思っておりますが、部長、

副部長からいきましょうか。 

 

（百崎教育部長） 

 教育部長を拝命しております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） 

 副部長と教育総務課長を仰せつかっています梅﨑と言います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 学校教育課長の松島です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（百﨑学事課長） 

 学事課長の百﨑でございます。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弘一でございます。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。 
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（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。 

 

（吉田学校教育課参事兼教職員係長） 

 学校教育課教職員係長をしています吉田です。よろしくお願いします。 

 

（北島文化振興課副課長兼文化振興係長） 

 文化振興課副課長兼文化振興係長をしております北島と申します。よろしくお願いし

ます。 

 

（木村学校教育課指導主事） 

 学校教育課指導主事木村と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 

（岡本社会教育課主査） 

 社会教育課の岡本と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 

（田中社会教育課主査） 

 同じく社会教育課田中と申します。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いる志波と言います。よろしくお願いします。 

 

（中尾教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 教育総務課教育政策係長の中尾と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（小野教育総務課主任） 

 教育総務課の小野です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 ありがとうございました。それでは、吉村委員さんよろしくお願いいたします。 

 それでは早速、定例会に入りたいと思いますが、本日は小川委員が用務のために欠席

という連絡が入っております。 

 したがいまして、６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し

ております。 

 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） 

 １０月２３日の定例教育委員会の会議録につきましては、１１月２２日に配付してお

りますとおりでございます。よろしくお願いいたします。 

 

（東島教育長） 
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 報告内容についての質疑はございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 特に異議はないようでございます。会議録につきまして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、教育長報告ということになっておりますので、お手元にお届けし

ております資料のほうを出していただきたいと思います。 

 １１月は非常に行事等も多うございました。学校訪問、あるいは教育長を囲む会、佐

賀市教育委員会の表彰式、それから市民芸術祭、それから教育委員の現地研修、市のＰ

ＴＡ研究大会等々、本当に各種の行事がありましたけれども、ご出席をいただいてあり

がとうございます。 

 それでは早速ですが、１点目、臨時佐賀市中学校部活動在り方検討委員会、これを開

きました。国のガイドラインに沿って県のほうが運動部活動の方針を出してまいりまし

たので、それに沿って佐賀市の方針について最終的に協議をいたしまして、合意を見た

ところでございます。それにつきましては、きょう担当課のほうから提案をし、皆様方

にお諮りをすることになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 ２点目は、平成３０年度佐賀県市町教育長連合会秋季総会・研修会がございましたが、

今回は太良町の松尾教育長の取組状況報告がございました。その後、研究協議会では、

特に今年度顕著にどの市町においても課題となっておりました教職員の働き方改革、と

りわけこの中でも夏休みの学校閉庁、それから部活動の在り方、それから、２点目には

熱中症対策の現状と次年度の対策について、３点目は防災への対応ということで協議を

したところでございました。いずこの市町におきましても佐賀市と同じような状況でご

ざいまして、それぞれに情報交換をやって来年度に備えようということで話し合いをし

たところでございました。細かいところはこれからおいおいまた校長会等でも出してい

きたいと思っております。 

 ３点目です。全国都市教育長協議会の第２回常任理事会並びに理事会ですが、文部科

学省の行政説明は、ここに書いておりますように４点ございました。この中でも２点目

の教職員定数の拡大・教員配置に係る動向、４点目の第３期教育振興基本計画、この２

つについて資料をつけております。資料の後のほうにつけておりますけれども、これは

かいつまんで説明をしておきたいと思います。 

 資料１と印刷物にあります。１ページになりますけれども、１つは教職員定数の改善

がございます。学校における働き方改革の中で、まず、学校の指導体制の充実というこ

とで、新しく外国語教育が新学習指導要領に新設をされました。それに伴う専科指導教

員の確保という視点から配置をすると。それから、中学校の生徒指導体制の強化の面か

ら配置をすると。 

 それから、２つ目には、学校運営体制の強化として、共同学校事務体制強化とありま

すが、つまり事務の共同実施です。佐賀県の場合は極めて順調に進んでおりますという

か、国の見本になっているのは佐賀県でございます。佐賀県の在り方を国がモデルにし

ながらこれを出してきておりますので、佐賀県の場合には、極めてこの事務の体制強化

はなされているということでございます。 

 それから、２点目の右側のほうに行きまして、複雑化・困難化する教育課題への対応

ということで４点、いじめ・不登校等の未然防止・早期対応等の強化、それから貧困等

に対する学力課題の解消、チーム学校の基盤整備、統合校・小規模校への支援というこ

とで、それぞれ働き方改革のための予算措置がなされておりますが、人数を見ましたら、

全国で来年度は１，０００人とか５００人規模です。普通、佐賀県に配当されるのは１％

と言われます。１００分の１が佐賀県に来るということで、極めて数は尐なくなるわけ
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ですね。そういう中で、尐しずつ対策がなされてきているということで捉えていただけ

れば結構かと思います。 

 次のページです。右側のほうに行きまして、スクール・サポート・スタッフの配置、

これが地域人材を活用するということで、教員サポートといわゆる管理職サポート、こ

れにサポートスタッフを配置するという予算計上がなされております。それから、その

下のほうは中学校における部活動指導員の配置ですが、これはもう昨年度来話が進んで

いるところでございますけれども、来年度は１３億円の４，５００人ということで、佐

賀県のほうにこの中でまた割り当てが来るでしょうし、佐賀市のほうにも来ると。ただ、

どこの市も非常に苦慮していたのが、専門的な知識・技能を有する人材がいないという

現状ですね。このことが非常に今どの市も課題になっているようでございます。制度的

には整備されてきているように見えるけれども、なかなかその対象となる指導員がいな

いという現状がありそうでございますので、この面については、今後まだまだ課題とし

て残っていくものだろうと思っております。 

 それから、切れ目ない支援体制整備充実事業のほうで、４ページの右側のほう、看護

師、外部専門家の配置が、来年度１，５００人ということで、医療的ケアのための看護

師の配置が上げられております。これまでも医療的なケアが必要な子どもたちが各学校

に現実的に就学をしてきておりました。その子どもたちの医療的ケアというのは、なか

なか難しいところがございまして、国のほうとしては、看護師を各学校に配置する計画

を出してきているところでございます。これもこれから進んでいくものと考えておりま

す。 

 それから、資料２のほうですが、第３期の教育振興基本計画について、これは概要と

して資料だけ出されましたので、後でお読みいただきたいと思いますが、きょう「市町

村教委」をお配りしておりますけれども、この１４ページに説明が載っていますので、

これを読んでいただいたほうが早いかもしれません。 

 それでは、元に戻りたいと思います。 

 ４点目です。「本人通知制度」の改正を求める要請行動が部落解放・人権政策確立要

求実行委員会からございました。最近悪質な戸籍、住民票等の個人情報の不当請求、こ

れを防ぐために本人通知制度というのがありますけれども、これをなお強化をしてほし

いという意味合いから要請活動に来られたものでございます。 

 次に５点目、平成３０年度「税に関する作品」の表彰式です。これは毎年のことなが

ら、書写・書道、それから作文の部の表彰を行いました。最近感じるのは、やはり時代

を反映したものになってきていると。特に書写・書道では電子申告とか、あるいは都市

計画税とか国家財政とか、子どもたちの中でも税に関する表現が多岐にわたってきてい

るなと思いました。ふるさと納税もその一つでございます。それから、作文の中には本

当にいろんな観点から子どもたち書いてくれておりまして、それを読んでおりました

ら、子どもたちの税に関するすばらしい認識には驚いたところでございました。特に国

税庁長官賞に輝いた作文がございましたけれども、「一本の線」というタイトルになっ

ておりまして、おおよその推測はついたんですが、中を読んでおりましたら、やはり一

本の道路が自分の家の前を通ったために家族関係がいい方向にさま変わりしたと。そう

いうことで、日常生活に一本の道が、この作文を書いた子どもの日常生活がよりよい生

活に変わったということで書いておりましたし、そのことから、税を納めることで優し

さや感謝の心が循環すると、こういうふうに締めくくっておりました。非常に感銘を受

けたところでございます。 

 次、６点目です。平成３０年度佐賀市総合防災訓練が本庄地区で行われました。 

 次のページ、７点目です。子どもへのまなざし運動の学校分科会を１６日に行ったと

ころでございます。ことしは１０周年ということで、それぞれの分科会において「大人

の行動指針」を時代に合うような形でもう一度見直しましょうというふうになりまし

た。どんなに時代が変わっても、社会が変わっても、それに左右されないという４つの

視点・役割として掲げておったところでございますけれども、やはりこれだけ急激な社
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会変化がありますと、どうしても時代にそぐわない部分、あるいは時代にあわせて追加

しなければいけない部分というのが出てまいります。そういう意味で、学校分科会でも

見直しを行ったところでございます。特に自然災害とか異常気象について、子ども自身

の主体的な判断と行動、このことが話題になりましたし、ネット依存症を防止するため

の、言うならば情報機器との賢いつき合い方、こういうところに議論が集中したところ

でございました。 

 ８点目、金立小学校の落成式が１８日に行われました。見違えるぐらいによくなって

おりまして、金立小学校の子どもたちのお礼の言葉の中にも、本当に学校がきれいにな

った、給食室が新しくなったということで、子どもたちの喜びの声を伝えてくれたとこ

ろでございました。校舎が新しくなり、環境がよくなると、やはり教育効果は上がると

考えておりますので、金立小学校の子どもたちの今後の教育効果が上がることを期待し

ているところでございます。 

 ９点目、これは先ほど言いました技術・家庭科の研究大会です。これはもうお読みい

ただきたいと思っております。 

 １０点目が、きのうまなざしキラリ賞の審査会が行われまして、まなざしキラリ大賞

及びキラリ賞の個人の部、団体の部が決まったところでございます。 

 以上、報告を終わります。 

 今の報告の中で質疑があれば受けたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしゅう

ございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑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） 

 それでは続きまして、日程４に移ります。 

 これは提出議案でございます。第１９号議案『佐賀市立中学校に係る部活動の方針に

ついて』、学校教育課のほう説明をお願いします。 

 

（木村学校教育課指導主事） 

 ２ページをごらんください。２ページが表紙になっています。３ページからになりま

すが、８月に県から出されました「運動部活動の在り方に関する方針」を受けまして、

佐賀市においても部活動あり方検討委員会を開き、佐賀市立中学校に係る部活動の方針

を検討してまいりました。 

 その案としまして、１、適切な運営のための体制整備、２、合理的で効果的な活動の

推進、３、適切な休養日等の設定、４、生徒のニーズ等を踏まえた環境の整備、５、大

会参加の見直しの５項目でなっております。特に３の適切な休養日等の設定についてご

説明させていただきます。５ページをごらんください。 

 ３、適切な休養日等の設定、(1)休養日です。市教育委員会は、成長期にある生徒が、

部活動、学習、食事、休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、

部活動の休養日及び活動時間等について以下の基準を設定するとともに、各学校に対

し、適宜、支援及び指導を行い、逸脱する場合は是正を行うと定めております。 

 ア、学期中の休養日です。この「週当たり２日以上」を基準にしていきます。平日が

尐なくとも１日の休養日を設ける。週休日、土日のうち、尐なくとも１日以上を休養日

とする。そのほか、この土曜日、日曜日に大会が来てしまった場合など、活動する必要

がある場合には、休養日を平日に振りかえるということになります。ですので、週休２

日というのは守るという形です。 

 次に、イ、長期休業等の休養日は、学期中に準じた扱いを行う。これも週当たり２日

以上であります。長期休業日とは、冬休み、夏休み、春休みですけれども、その週当た
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り２日以上の休みをとるということです。ただし、長期休業中の趣旨に鑑み、生徒が家

族・地域で過ごす時間等の確保に配慮し、生徒にとって無理のない適切な計画を立て、

ある程度の長期休養期間を設けます。 

 ウ、佐賀市立中学校共通の休養日としまして、昨年度１１月から県より通知がありま

したが、毎月第３日曜日を「県下一斉部活動休養日」とし、これは今後も継続して休み

になります。この（ア、イに充てることができる。）というのは、この上のア、イに第

３日曜日も充てることができるということです。市教育委員会が定める夏期休業中の

「学校閉庁日」は、今後ずっとですけれども、８月１３日、１４日、１５日となってお

りますので、ここが学校閉庁日、この部分についてはお休みを入れてくださいと。これ

もア、イに充てることができます。 

 エ、その他、中学校ごとに、定期試験前、学校行事後、年末年始等について、学校全

体としての休養日を設定すること。これもア、イに充てることができます。 

 次に、(2)活動時間のア、平日は長くとも２時間程度、イ、休業日については長くと

も３時間程度としています。これは学期中の土日、また長期休業中の平日ですね、長期

休業中の平日も３時間程度ということになります。 

 (3)下校時刻は、活動時間に合わせ下校時刻を設定する。下校時刻の設定に当たって

は、日没時間を基準に生徒が安全に帰宅できる時間となるよう考慮すること。 

 (4)その他が、尐し幅を持たせているところです。 

 ア、部として目標とする重要な大会等の直前の時期には、当該大会等を含む４週間の

期間で、休養日を合計８日以上確保することを前提に、直前の時期の週当たりの休養日

を１日とすることができる。これは８日以上というのは週休２日休んだことになります

ので、この４週間の間で８日の休養日を設けてくださいということです。 

 イ、季節による日没時刻の変化等を踏まえ、週単位で活動時間を割り振ることができ

るものとする。（週当たり長くとも１１時間）、この１１時間というのは、平日長くても

２時間程度とした場合、４日活動できます。週休日が１日ですので、３時間程度活動す

ると１１時間になるということです。この季節によるというのは冬場の話で、平日に２

時間できないと。３０分ぐらいしかできない場合がございます。大体学校が４時ちょっ

と過ぎに終わるんですけれども、５時には最終下校になってしまうと。その場合に３０

分ぐらいしかできませんので、１１時間を超えない範囲で土日に振り分けて、しかし、

週休２日は必ずとることということになります。 

 ウ、前記休養日等の設定について、校長による判断が困難な場合は市教育委員会が適

切な助言を行うこととなっております。 

 そのほか、一番最後になりますが、その他として、文化部活動についても、この方針

に則り部活動を行うものとする。しかし、文化庁において、「文化部活動の在り方に関

する総合的なガイドライン（仮称）」が策定された場合、その趣旨を踏まえ、改めて見

直しを行うとしております。 

 現在、文化庁のほうでの文化部に対するガイドラインですけれども、まだ試案の段階

です。ことし中、１２月までには策定される予定ではありますが、これは決定ではあり

ませんので、まだ予定でございます。文化庁が出した後、県が文化部に対しての方針を

定めることになります。その県が出すのが、予定では本年度中には市におりてくるとい

うふうに予想はされています。 

 今後の予定としてです。本日１１月２６日、教育委員会にて承認を得ましたら、３０

日金曜日に教育委員会のホームページにてこれを公表予定です。各学校においては、そ

の後、各学校ごとに「佐賀市立○○中学校部活動の在り方に関する方針」を１２月２６

日までに策定していただくことになります。運用開始の時期につきましては、県からの

計画では、３１年１月５日に各学校が公表し、運用開始とされていましたが、学校職員

や保護者への周知、試合、大会等の見直しの観点から、佐賀市においては、来年度４月

１日からの運用開始としております。 

 佐賀市立中学校に係る部活動方針については以上でございます。 
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（東島教育長） 

 ただいま佐賀市立中学校に係る部活動の方針につきまして提案がございましたけれ

ども、質問ございませんでしょうか。 

 

（伊東委員） 

 冒頭にありますように、部活動が子どもたちの人格形成、それから教育活動の中で、

非常に多岐にわたった審議をしてもらっていますので感謝を申し上げたいと。 

 それで、いくつか質問と意見を申し上げたいと思いますが、先ほど教育長からもあっ

たように、制度はオーケーだけどという「だけど」というのがつきますので、ぜひ粛々

と実践をしてほしいというのがまず１つです。それから、例えば、ページ３の部活動顧

問、それから部活動指導員というのがいくつも出てきますけれども、この部活動顧問と

指導員の立場の違い、どういう位置づけにあるのか、それが１つです。 

 それから、ページ４のカのところに「佐賀県教育委員会が実施する研修を受けさせる」

という文言があります。これがどういう研修なのか、具体的にもう執行過程に入ってい

るのか、あるいは４月１日からスタートするのか、そういうところの説明をお願いをし

たいなと。 

 それから、「生徒のニーズ等を踏まえた環境の整備」というところがあります。これ

までも何回かこの場で問題になったと思うんですけれども、どちらかというと、今まで

は地域の行事よりも部活行事が優先というのが学校側のほとんどの動きでした。ですか

ら、文言を入れるかどうかは別として、例えば、練習試合と地域の行事を比較したとき

に、やっぱり地域の行事を優先するというような指導方法が必要だろうと思いますの

で、その辺もあわせてご意向があればお願いします。 

 それともう一つ、ページ３の下から３行目、「適正な数の部活動を設置する」とあり

ますが、この適正な数の部活動という意味がよくわかりませんので教えてください。 

 以上、数多く申し上げましたが、一つずつご回答をお願いしたいと思います。 

 

（東島教育長） 

 ４点出ました。１点目は部活動顧問と部活動指導員の違い、２点目が部活動指導員に

対する県教育委員会の研修、これがどのようになっているのかということと、４月から

なのかということ。それから、３点目が地域の行事と部活動の関係で、特に練習とか練

習試合との関わり、４点目が適正な数の部活動、各学校での適正な数の部活動というの

がどういうことなのか。４点、いいですか。 

 

（木村学校教育課指導主事） 

 まず、顧問と部活動指導員ですけれども、顧問については学校の教員ということにな

ります。部活動指導員は、ずっと今議論をされて、今年度から導入をされている国の事

業のものでございます。部活動指導員になると、今までは外部指導員ということを市で

行っておりましたけれども、外部指導員は、外部指導員一人で生徒を引率したりするこ

とができませんでした。しかし、部活動指導員については、部活動指導員が生徒を引率

して試合に出かける等ができるようになります。しかしながら、働き方改革の浸透もあ

りまして、部活動指導員が入った場合には、その顧問は部活動指導員と一緒に活動する

ことができないということです。その顧問の業務改善になりますので、その顧問が、部

活動指導員が入ったときには自分の業務を、ほかの業務をするか休みをとるかというこ

とになります。それが１点目の顧問と部活動指導員です。 

 次です。県の研修のことについてです。県の研修については、県のほうからは、こう

いった研修をしますという案内等は、まだおりてきておりませんが、部活動の時間が短

くなるので、その時間をどういうふうに使ったらいいのか、ということの研修を４月以

降にするということを聞いております。よろしいでしょうか。 
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 次、３点目の地域の練習試合、地域の行事のほうを優先ということですけれども、今

のところ、その試合と地域の行事のどちらを優先ということについては、学校のほうに

は申しておりませんので、このことについて、今おっしゃられたことをこちらのほうで

も検討いたしまして、これから対応していきたいと思います。 

 最後の適正な数の部活動を設置するということですけれども、現在、やはり生徒の数

が尐なくなってきておりまして、部活動が１つの学校で成り立たないということも出て

きております。山間部の学校だけに限らず、佐賀の中心部の学校でも、今は合同で部活

動をしているような状態です。ですから、その合同で部活動を編成していくことも考え

るし、また、学校のほうで部活動を精選していかなければならないということが、この

適正な部活動の設置という意味になります。 

 

（東島教育長） 

 よろしゅうございますか。 

 

（伊東委員） 

 前段の部活動指導員については、外部顧問という前提ではないんですね。先生の中に

も部活動指導員という立場の先生がいらっしゃるということで解釈していいんですか。 

 

（東島教育長） 

 それはありません。部活動指導員はあくまでも外部です。 

 

（伊東委員） 

 あっ、外部ですか。 

 

（東島教育長） 

 はい。 

 

（伊東委員） 

 それでは、この文言の中に外部指導者、外部顧問というネーミングは全然ないんです

けど、そこは今後検討の余地があるということですか。 

 

（木村学校教育課指導主事） 

 今後も、部活動指導員という名前のままになると思います。 

 

（伊東委員） 

 それでは、先ほどの研修をして部活動指導員という認可証を出すとか、そういう流れ

になるんですか。例えば、静岡市の教育委員会。これはもう外部指導員、外部顧問です

し、それから大阪も今度は部活指導を民間会社に依頼しているわけです。ですから、い

ずれはそういう形にならないと働き方改革につながらないし、それから教育長がおっし

ゃった専門性のある指導員がいないという問題も解消できないと思います。ですから、

いずれはそこまでいかないと、適切な部活指導というのは僕はできないのじゃないかな

という危惧をしているんですけど、その辺はどうなんですか。 

 

（木村学校教育課指導主事） 

 例えば、私も神奈川県とかも調べてみたんですけれども、神奈川県は民間が入ったり

して、相当な外部での指導ということが成り立っております。しかしながら、今の佐賀

の状態ですと、なかなか人数的にも難しいのではないかなというふうに私は考えており

ます。それと、学校が持つ部活動の役割というのも大きいものがございますので、全部

が全部民間だったり外部のほうにということは、今のところは考えておりません。 
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（東島教育長） 

 神奈川県は民間委託をしているけれども、全部全面委託なのか、それとも……。 

 

（木村学校教育課指導主事） 

 いや、全面ではないです。 

 

（東島教育長） 

 それはできないはずですね。部活動指導員はできるんだけれども、教育を全部全面的

に委託することはできないはずだから、民間に委託しても必ず顧問が入ってこなければ

いけないでしょう。 

 

（木村学校教育課指導主事） 

 そういうことです。 

 

（東島教育長） 

 だから、働き方改革にはならないことになるわけですね。部活動を全面的に教育課程

から、学習指導要領から外してしまえば、これは可能かもしれません。だから、どこま

で行くのか、もう現実的に教育の委託というのも今叫ばれてきていますから、どこまで

どうなるか分かりませんが、現状でいけば、この部活動は、法に基づいていけば部活動

指導員のみが独自で指導できる。それ以外は全て学校の教員でないと指導できないです

ね。そこのところははっきりしておかないといけないものですから、それでなお、どう

していけば本当に働き方改革につながるのか、これは今後検討していかないといけない

んだろうと思います。 

 

（伊東委員） 

 今、教育長がおっしゃったように、民間移行というのはやっぱり予算面もありますか

ら、これはやっぱり無理だと思います。外部指導者というのは、とにかく学校教育とい

うのを理解していないと務まりませんから、研修という形で、受け入れの制度をきちん

とつくっていくと。そして外部顧問、部活動指導員になる人については、そういうテス

トをして、資質をチェックするという形で入れていくべきだろうと思います。そうなる

と、今指導をしている総合型スポーツクラブの指導者、それから私たちがやっているス

ポーツ尐年団の指導者、この人たちはきちんとした教育を受けていますので。ですから、

そういう流れの中で、顧問と部活動指導員という人たちをうまく子どもたちにマッチン

グしていくということになると、軌道に乗っていくんじゃないかなと思います。 

 それから、先ほど部活動顧問と部活動指導員は一緒にできないという表現がありまし

た。しかし、どこかに「複数の顧問の配置」という表現があったと思うんですが、この

辺は。 

 

（木村学校教育課指導主事） 

 複数の顧問というのは、学校の職員のほうで、１つの部活に対して顧問、副顧問とい

うように、教員の中から２人ないし３人の顧問を設けるというのが、この複数の顧問を

設けるということでございます。 

 

（伊東委員） 

 はい、わかりました。 

 

（東島教育長） 

 ほかに質問ありませんか。なかなか新しい制度に乗っかっていく土台のところですか
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ら。どうぞ。 

 

（吉村委員） 

 土日のどちらかはお休みにするということですけど、例えば、合宿をするとか遠征に

行くとか、そういうことは想定されてあるんですか。 

 

（木村学校教育課指導主事） 

 合宿や遠征についても、土日にする場合については、次の週に休みをもう１日設ける。

振りかえを必ずとるということにしております。 

 

（吉村委員） 

 ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 この遠征というのは試合ですか。 

 

（木村学校教育課指導主事） 

 試合です。 

 

（東島教育長） 

 (1)のアの③その他の項目に、大会等により週休日に活動する必要がある場合とあり

ますが、この中に合宿も入る。 

 

（木村学校教育課指導主事） 

 はい、考えております。 

 

（東島教育長） 

 合宿も入る。それなら、土日に合宿してもいいわけですね。 

 

（木村学校教育課指導主事） 

 しかし、それが２週にわたって、例えば、今週土日試合をしました。次の週も合宿し

ました。でも、平日に２日ずつ休めばいいでしょうというのではなく、連続週にならな

いように考慮するということが、５、大会参加の見直しの(1)のところ、「大会等への参

加が連続週にわたることがないよう考慮する」とございますので、連続週にならないよ

うに顧問は計画を立てるということになります。 

 

（東島教育長） 

 ５の(1)で歯止めがかかっているということですね。 

 

（伊東委員） 

 ３ページの真ん中ほどに、学校における働き方改革云々というのがあるじゃないです

か。例えば、今回の制度改革で、給与改善とか時間外手当の改善という、その辺の方向

づけというのも考えられているんですか。 

 

（木村学校教育課指導主事） 

 特殊業務手当の４号業務と言われるものですけれども、それが昨年までは３時間半未

満というのが１，２００円、３時間半以上になると、その倍の２，４００円ということ

になっておりました。しかし、今年度から３時間半未満は１，８００円、それ以上にな

りますと、その倍の３，６００円ということになっております。しかし、単価は上がっ
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たんですけれども、県のほうが昨年度の実績をベースに、あなたの学校はここまでです

よという額を決めて、学校に予算が配置されています。ですので、昨年度ベースで上限

があるわけですね。その予算内で３時間半未満でしたり、１日したりというふうにして、

そのやりくりを学校のほうでしているということです。 

 

（伊東委員） 

 それも４月１日から。 

 

（木村学校教育課指導主事） 

 それは今年度もそうです。 

 

（伊東委員） 

 もう今年度移行しているんですか。 

 

（木村学校教育課指導主事） 

 はい。 

 

（伊東委員） 

 わかりました。 

 

（東島教育長） 

 よろしゅうございますか。ほかに質問ありませんか。どうぞ。 

 

（片岡委員） 

 意見なんですけど、休養をとることはとても重要だと思うので、こういった指針を示

すことはとても意義があることだと思います。ただ、生徒にとって部活動というのは学

校の生活でとても大きな割合を占めていて夢中になるようなものなので、一方的に指針

を伝えるだけではなくて、どういった理由からこういった方針をとるのか。例えば、部

活を頑張っていて毎日練習したいのになぜと思わせるようなことがないようにきちん

と体を休めることが重要だということだったり、家族や地域との時間をとるためにこう

いった制度をつくったということを部活動の先生にはもちろんですけれども、生徒自身

にも理解できるように伝えていく必要があるのかなと思いました。何も説明がなくこう

いったことが決まったから休みですと、練習したいのに何で休まなきゃいけないんだろ

うということではなくて、趣旨を理解させて、そうではないと、例えば、部活が休みだ

ったら夜中までゲームとかをして全然休みにならないとかもあると思うので、有意義に

体を休めて家族や地域との時間を過ごせるように、生徒たちにも周知が必要なのかなと

思いました。よろしくお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 今の面は、これを出すときに子どもたちへの理解、これはやっぱり図る必要があろう

と思います。なぜこうなのかということですね。これは確かにそのとおりだと思います。 

 ほかにございませんか。どうぞ。 

 

（吉村委員） 

 今のお話とちょっと付随するかなと思って、部活動がお休みになると、塾や習い事が

入ってしまうのかなと。うちの子はしていないですけど、やっぱり聞くと塾に行ってい

る子はとても多いので、早い時間に帰れるような時間帯で塾に行ければいいんですけ

ど、子どもたちが本当にその趣旨を、子どもというか家庭が捉えて、その日を休みにで

きるような方向で行くといいなと思いました。 
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（東島教育長） 

 保護者への理解ですね。これもぜひ、いずれにしても、学校が１月に公表して４月の

スタートまでに各学校では保護者理解を求めていかなければいけないものですから、だ

から、保護者さんが、その時間があるから塾にやるよとか、その保護者自身の考え方が

おかしいと思いますので、そういうところをきっちりと、なぜこの部活動の休養日が必

要なのかというところを、やはり保護者にきちんと理解をしてもらうということです

ね。 

 ほかにございませんか。はい、どうぞ。 

 

（木村学校教育課指導主事） 

 各学校でこの方針をまた出してもらいます。その中に、保護者会を開いて、このこと

についてきちっと周知をすることということも含まれておりますので、その点を、こち

らのほうからももう一度学校のほうに指導等々をしたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 

（伊東委員） 

 私の今までの経験上も、逆に保護者が問題なんです。保護者の理解がなくて、子ども

たちはしたいと言っているのに何でねと。将来像を考えない保護者が多いから、その辺

おっしゃるように、保護者に時間を割いてきちんと理解をしてもらわないと、どこかで

ぎすぎすした対応が出てきますので、ぜひ保護者への対応を厳重にやってほしいと思い

ます。 

 

（東島教育長） 

 それでは、質問、意見等ないようでございますので、第１９号議案『佐賀市立中学校

に係る部活動の方針について』は、原案どおりに承認してよろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、原案のとおり承認をいたします。 

 続きまして、第２０号議案『財産の取得について』、文化振興課から説明をお願いし

ます。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 それでは、定例教育委員会資料の７ページをお願いいたします。第２０号議案『財産

の取得について』でございます。 

 今回の議案ですけれども、昨年１１月の同じ時期の定例教育委員会でも説明をさせて

いただいております、多布施三丁目にあります精煉方跡の取得に関するもので、これが

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条に規定された

要件に該当しておりますので、今月末に開会します１１月定例会のほうに議案として提

案をさせていただいているところです。詳細につきましては、別冊の議案等資料のほう

でご説明をさせていただきます。そちらの１ページからごらんください。 

 まず、議案の内容の説明に入る前に、新しく委員になられた方もおられますので、改

めてこの精煉方跡の取得の背景や経緯等について尐し説明をさせていただきたいと思

います。 

 ２ページをごらんください。四角で囲んでいるところに簡単な説明を書いております

けれども、精煉方というのは、幕末の佐賀藩において理化学研究所のような施設として

設置をされたもので、蒸気船や蒸気機関車のひな型の製作や大砲の製造に必要な薬剤な

ど数多くの基礎研究や実証実験が行われた場所です。 

 取得の背景ですけれども、築地反射炉、精煉方、多布施反射炉、三重津海軍所という

のは、幕末の佐賀藩が全国に先駆けて西洋の技術を取り入れ、近代化に取り組んだこと
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を示す施設であり、世界文化遺産に登録されました明治日本の産業革命遺産の構成資産

の一つである三重津海軍所跡と同様、他の３遺産についても歴史的な価値が極めて高

く、適切な保存が必要であるというふうに考えております。そういった中で、精煉方跡

につきましては、当時の土地の形状が残る重要な場所であり、民有地であるということ

で、以前から地権者の方と断続的に協議をしてきましたが、昨年佐賀市が取得するとい

うことで合意をしましたので、昨年度一部取得をしたところでございます。 

 ここまでは経緯になりますが、１ページのほうに戻っていただきまして、１番の位置

及び取得予定範囲です。地図に赤で囲んでいる部分が取得予定地の全体になります。多

布施三丁目です。２番の今回取得地ですが、面積が８，５５２．０７平方メートルです

が、図のピンク色の部分になります。 

 なお、紫色に塗っているところが昨年取得した部分でありまして、ここが６，４６７．

０７平方メートルですが、昨年一度に全体を取得できなかった理由というのが、この図

の中でブルーの着色部分になります。ここは精煉方跡の中で唯一相続がなされていない

土地でありまして、相続人が１０人おられますが、その中の一部の方が売却に同意をさ

れておりませんで、境界確認のための立ち会いにも応じられなかったために、昨年時点

では、このブルーの土地に接している土地についても、境界を決めることができず取得

できませんでした。そこで、今回は法務局の筆界特定制度を活用することで、筆界特定

登記官の職権で境界を決めていただきまして、ピンクの部分の取得に向けて手続ができ

るようになったものでございます。 

 では、最初の定例教育委員会資料の７ページのほうをお願いいたします。土地の所在

地は、多布施三丁目１１２番１外４筆、面積は先ほど申し上げましたが８，５５２．０

７平方メートルで、購入価格は約１億９，２００万円となっております。今回土地開発

基金を活用して購入します。購入の相手方は、ここに記載のとおり、青木シツ氏、青木

洋介氏、青木和子氏の３名となっております。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 説明がありましたけれども、この財産の取得について質問ございませんでしょうか。

 これでほぼ取得したことになるんですか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 ブルーの部分だけが唯一、５８１．５１平方メートルですが、ここだけが残ってしま

っていると。 

 

（東島教育長） 

 残っているんですね。まだ住んでいらっしゃる。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 いや、住んでいらっしゃるとかではないです。そこにはいらっしゃらないんですけれ

ども、ここはもと水路というか、池沼というふうな感じのところでありまして、ここに

何かが建っているとかではないですが、何せ相続ができていなくて、その中に、相続人

の中に売却を反対されている方がいらっしゃるということで、１０人全員の同意が得ら

れなければ買えないということになりますので、そこがなかなかまだできておりませ

ん。 

 

（東島教育長） 

 精煉方跡地については、ここまで取得すれば大体全体像は見えてくると。 

 

（宮崎文化振興課長） 
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 そうですね。地図で白くなっている部分があると思うんですけど、そこが、家が建っ

ているところなんですね。そこは家自体が１０年ちょっとぐらいのお宅ということで、

その部分は最初から買えないということで外しておりますが、それ以外は先ほどのブル

ーのところを除けば、もうこれで精煉方跡の全体ということになります。 

 

（東島教育長） 

 そういうことでございます。では、これについては特別に異議がないようでございま

すので、承認をしていただけますでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 そしたら、第２０号議案『財産の取得について』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） 

 それでは、引き続いて日程５、報告事項に移ります。 

 報告事項の１点目「「平成２９年度決算議案に対する各常任委員会の意見・提言」に

対する対処方針等の報告」について、学校教育課から説明をお願いします。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 ９月議会の文教福祉委員会におきまして、本課で行っております放課後等補充学習支

援事業に対しましてご意見が出されました。ここでその説明をする前に、まず放課後等

学習支援事業というのがどのようなものかについて、簡単に説明させていただきたいと

思います。お手元に要綱等資料があると思いますのでご覧ください。 

 これには国と県からの補助金が出ておりまして、目的としましては、県内の市町立中

学校において、学習内容の定着が十分に図れていない生徒のために、地域の人材を活用

し、放課後や長期休業中に補充学習を行うことにより、基礎学力の定着と学ぶ楽しさを

味わわせ、学習への意欲づけと学習習慣の確立を図ることを目的とするというものでご

ざいます。これにつきましては、４番の実施事業の内容というところがございますけれ

ども、指導員ですね、先ほどもありましたが、地域人材、あるいは退職教職員等の社会

人や保護者、それから教員志望の大学生等を活用いたしまして、学校の中で放課後等に

補充学習を行うというものでございます。各学校においては、生徒の学力の実態を踏ま

えた学習内容を設定し、週２回程度で年間３５週を目安として指導を行うというふうに

なっております。これにつきましては、２枚目のほうに各学校での実施状況というのを

実績としまして載せております。佐賀市内の１８校あります中学校全てでこの事業を行

っております。各学校によって実施日数が異なっておりますのは、配置人員ですね、指

導員の確保等、何人配置をしているかということもございまして、日数が変わってくる

ということになります。時数としましては、全て年間１０８時間ということになってい

ます。 

 文教福祉委員会の委員さんたちからは、定例教育委員会資料の８ページのほうになり

ますが、ご意見が出されておりまして、指導員の確保を含め、参加しやすい環境を整え、

より多くの生徒の参加を促す工夫を行うことが１つ目です。やはり山間部の学校では、

なかなかこの指導に来てくださる方の確保が難しいということもございまして、そうい

ったところはどうなのかという実態についてのお尋ねでありますとか、そういったとこ

ろにもきちんと教育委員会として支援をするべきであるというご意見が出ております。 

 ２つ目、学習習慣が十分身についていない生徒には集中的な対応を行うなど、さらな

る学力の向上に努めること。委員さんからは、特に学力の向上については下位層に対し

て集中的に指導することが必要ではないかというご意見もありまして、今のところ各学

校においては、希望者であったり、この子には特に指導をしたいという子には特別に声

かけをしたりとかして生徒の募集をしておりますが、それについて、なかなか生徒や保
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護者の方のご理解が得られないとできないということもございますので、そういった方

についての参加を促す方法についても考えてくださいというようなご意見もありまし

た。 

 それから、３番目として、各学校に一律に事業費を振り分けるのではなく、基本額を

定め、学校規模や地理的条件などを考慮した配分を行ったほうがよいのではないかとい

うご意見がありました。 

 次の４番目について、各学校において十分な実施体制が確保されるよう国、県への予

算の増額要求を行ってはどうかと。それから、指導員の確保のために交通費や打ち合わ

せ等にかかる経費などについても市独自の予算措置を行ってはどうかというご意見が

出されております。 

 それぞれについての対応方針を右側のほうに載せております。まず１番目の指導員の

確保を含め、参加しやすい環境を整えるというところですが、これにつきましては、全

学年の生徒を対象に、放課後等補充学習支援事業の趣旨についての十分な説明を行った

上で参加者を募るように、各学校に指示したいと思っております。また、保護者にも学

校、学年通信等で紹介をし、事業の趣旨等について理解を得るとともに、地域にもアナ

ウンスを行い、指導員を確保するように指示をしたいと思っております。 

 それから、２番目です。学習習慣が十分に身についていない生徒というところですが、

参加者を募る際に、希望者だけではなく、実力テスト等の結果から補充学習が必要と思

われる生徒に対しましては、各教科担当へ担任から受講を促すようにということを今も

やっていることですが、さらにそこには力を入れたいというところで書いております。 

 ３番目、各学校に一律に事業費を振り分けるのではなく、基本額を定め云々というと

ころです。各学校に限度額を基本額として配分し、現在限度額というのがそれぞれござ

いますが、これは国と県と佐賀市の補助金の部分ですけれども、限度額を現在の基本額

として配分をしまして、それ以上に補充学習時数を必要とする学校、特にこれについて

力を入れたいという学校には市単独予算で指導員謝金分の確保に努めたいと。さらに上

乗せをし、単独の予算で上乗せをしたいと思っています。配分については、学校規模や

学習内容の定着度、地理的条件などを考慮して行いたいと思っております。 

 ４番目、国、県への予算の増額要求ということで、これにつきましては県への予算の

増額要求を行いたいと思っています。交通費もあわせてここに言われておりますが、交

通費の支給につきましては、人事課のほうとも協議をしましたけれども、佐賀市内では

やはり交通費の予算化は困難であるという回答でございましたので、これについては非

常に難しいと思っております。交通費を謝金へ上乗せして支給することも検討しました

けれども、この事業での謝金の限度額がこの国、県の事業として決められているため非

常に難しいということでございます。指導員の確保が難しい学校については、学校に任

せるのではなく、教育委員会が積極的にかかわり確保に努めたいというふうに思ってお

ります。既に退職校長会のほうにも申し入れをして、退職校長会の事務局のほうからは

退職校長の先生方にはこういった事業があるので、ぜひ協力をしてくださいという通知

を出していただいているところでございます。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 放課後等補充学習支援事業について質問ございませんでしょうか。どうぞ。 

 

（吉村委員） 

 今の内容とはちょっと重ならないかもしれないんですけど、放課後ということで、期

末試験や中間試験の試験前から試験中に自習できるような場所があると中学生にとっ

ていいなと思うんですけれども、そういうことは難しいですか。 

 

（東島教育長） 
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 この事業はいつやっていますか。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 放課後ですね。基本的には学校、部活までの間であるとか、あるいは長期休業中であ

るとか、部活が終わった３年生でありますとか、そういった子どもたちを中心にやって

います。自習の場所につきましては、これは学校によってもいろいろ施設的な問題がご

ざいますが。 

 

（東島教育長） 

 中間とか定期テストのときに部活動がなかったら、そこでやることは可能だと。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 可能だと思います。 

 

（東島教育長） 

 学校として計画を立てれば可能ですね。 

 これは、一律に事業費を振り分るのではなく、とありますが、上限が決まっているわ

けでしょう。上限が決まっているから、指導員が多ければ回数が尐なくなりますよね。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 そうなります。ですので、今後は上限額を基本額として、それ以上やりたいというと

ころには、市の独自で予算をつけたいと思っております。 

 

（伊東委員） 

 非常にすばらしいことだと思いますけど、例えば、(2)の参加者を募る際ということ

で、定期テスト、あるいは学力テスト、実力テスト等の結果からということですが、線

引きが非常に難しいんじゃないかなと思うんですが。全体を底上げるために、学校側と

してはなるだけ多く実施したいでしょうけど、まあ予算もありますし、例えばこの学校

では５人以内とか、そういうラインというのはどういう形で決められているんでしょう

か。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 この実施している生徒の人数というのも、これは学校によってまちまちでございまし

た。本当に学力的に厳しい子を中心に人数を絞ってやっているところ、あるいは広くド

リル的な学習を行っているところ、本当にさまざまでございます。ただ、参加してほし

い生徒が必ずしもそこに参加しているかどうかというのは、これはなかなか希望を募っ

てというところもありますし、放課後に部活があったりとか、そのほかの用事で、とに

かく勉強があんまり好きではない子というか、そういった子はなかなか聞きに来にくい

という状況もあったということと、必ずしも学校が来てほしい子どもと参加している子

どもが一致している状況にはなっていない場合もあるというところですので、今後につ

いては、さらにそういった子どもたちを参加させるように強く勧めようというところで

ございます。 

 

（伊東委員） 

 例えば、１年後にこういう制度で指導したために、このぐらい成績が上がって効果が

出たよというチェック機能というのはあるんですか。投資対効果じゃないですけど、予

算もつけたからには、この制度の効果がどう上がったのかというチェックをするスタン

スはあるんですか。 
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（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 中学校は各種テストを行っておりますので、定期テストを初めとして。そういったと

ころでのチェックはもちろん可能だと思います。全体でいくと、全国学力・学習状況調

査等を初めとして各種のテストを行っておりますので。 

 

（伊東委員） 

 それは学校で校長先生が把握するんですか。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 全職員が把握をするということになろうと思います。 

 

（伊東委員） 

 最終的には校長先生のほうに。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、そういうことになると思います。 

 

（東島教育長） 

 行ってほしい子どもをいかに行かせるかというポイントがありますよね。もう一つ

は、学習のスタイルがありますよね。個別指導を中心とするのか、一方で例えば、この

学校は英語が低いから英語の学習というように、教科を絞った学習のシステムをつくっ

ていくのか、そういうポイントがありそうな気がするんですが、大体学校はどんな方法

をとっていますか。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 主に、ふだん子どもが使っているドリル等をしながら、そこに指導員が来て一緒に勉

強をするというスタイルが多いようでございます。必ずしも指導員の方が、それぞれの

分野に得意な方がいらっしゃるかどうかというのも、非常に確保の面で課題もございま

すので、学校が求める人材について、こちらのほうでも広く募っていきたいと思います。 

 

（東島教育長） 

 教科も、それからやり方も個別ということですね。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、基本的にはそうです。 

 

（東島教育長） 

 例えば、英語の苦手な子どもの集団に指導をするとか、数学の苦手な集団を指導する

とかいう、そういうスタイルがとれないことはないですよね。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 学力を向上させるとするならば、個別に子どもが持ってきた課題に則して個別指導す

ることはもちろん必要ですが、目的を明確にして、この教科の、こういう子どもたちに

対するこの教科を指導するよという、そういう１つのクラスというか、グループという

か、それもあってもいいのかなと。そうすると、はっきりその成果というのは見えるよ

うな気がします。 
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 ほかにありませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、学校教育課の件については、これで終了したいと思います。 

 それでは、続きまして「平成３０年度（２０１９年度）佐賀市成人式について」、社

会教育課からの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１０ページをお願いいたします。社会教育課より平成３０年度佐賀市

成人式についてでございます。 

 例年佐賀市成人式は成人の日の前日の日曜日に開催をしております。今年度は成人の

日の前日、平成３１年１月１３日日曜日の午後２時から式典を開始する予定です。会場

は１０ページに記載している８会場でございます。 

 ここで別冊の議案等資料の３ページをお願いいたします。開催通知がついている分で

ございます。 

 今回につきましては、新成人対象者に３ページの案内状を１１月２２日に発送してお

りますけれども、今回の案内状には肥前さが幕末維新博推進協議会から、佐賀県内の全

自治体の新成人を対象に、この案内状の持参で維新博の３会場、幕末維新記念館、リア

ル弘道館、葉隠みらい館の無料の共通券がもらえる取組みを記載しております。 

 続きまして、同じく資料の４ページのほうには、各会場の式典の内容と平成３０年９

月末現在の住民基本台帳による新成人の人数を記載しております。今年度は全会場で約

２，４００名の新成人が対象になり、例年の状況としましては、約８５％ほど、２，１

００名の方のご出席を見込んでいます。 

 それと、最後になりますが、５ページのほうには、まことに勝手ながら、教育委員の

皆様にご出席いただく会場及び社会教育課の会場担当者を掲載しております。教育委員

の皆様は主催者として、市長の代理としてご出席いただき、式辞の代読をお願いいたし

ます。 

 なお、市長式辞につきましては、１２月の定例教育委員会で皆様にお渡しするように

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 それでは、平成３０年度の成人式の案内、教育委員会の教育委員は主催者として式辞

を述べることになりますのでよろしくお願いしたいと思いますが、日時が１月１３日の

日曜日、午後２時からですね。いずこの会場もですね。３０分ぐらい前に会場に着かれ

たほうがいいと思います。 

 ５ページのほうに、それぞれ分担があります。私が大和、伊東職務代理者が川副、吉

村委員が東与賀、片岡委員が諸富、堤委員が三瀬、小川委員が久保田ということで、そ

れぞれ式辞を読んでいただくことになります。ぜひこの日はご都合をつけて、行事予定

の中に入れておいていただきたいと思います。何か質問ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、この分については終わりたいと思います。 

 それでは、「佐賀市・久米島町中学生交流事業「冬の交流」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） 

 １１ページをお願いいたします。佐賀市・久米島町中学生交流事業「冬の交流」につ

いてでございます。 

 佐賀市出身の第１１代齋藤用之助氏の沖縄県での功績がきっかけとなり、平成２４年

度から始めました佐賀市と久米島町との中学生交流事業につきましては、ことしで７回
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目を迎えました。今年度も夏の交流として、８月３日から５日までの３日間、佐賀市の

交流生が久米島町を訪問する形で行いましたが、今度は久米島町の中学生が佐賀市を訪

問する冬の交流を１２月１４日金曜日から１６日日曜日までの３日間で計画をしてお

ります。その中で、さきにご案内をしておりましたけれども、１２月１４日金曜日１７

時３０分から青尐年センター大会議室での歓迎式を開催いたします。これにつきまして

は１１ページの中ほど、２項目、３項目のほうに記載をしておりますけれども、ご多忙

とは存じますけれども、教育委員の皆様にもご出席をお願いしたいと思います。 

 冬の交流の日程につきましては、概要につきましては、この１１ページの下のところ、

４の交流日程の部分ですね。詳細な日程につきましては、議案等資料の６ページから８

ページに記載をしておりますので、お時間の許す範囲でご参加をいただきたいと思いま

す。 

 なお、１０月の定例教育委員会でご紹介しましたとおり、佐賀城本丸歴史館におきま

しては、現在、『肥前さが幕末維新の「志」』という特別展が来年１月１４日までの会期

で開催をされております。その中で、佐賀市と久米島町との中学生が交流している写真

や、また今回特別に夏の交流について、佐賀市の交流生が作成した壁新聞を１２月１０

日から１５日まで展示する予定であります。交流生も見学する予定でありますので、あ

わせてごらんいただければと思っております。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 委員の方から質問ございませんでしょうか。 

 団長が久米島町の教育長になっていますが、教育長は１５日に来られるんじゃないで

すか。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 この分はまだ予定ということで、この資料をつくったときの状況ですので。今、手元

に入っている状況では、教育委員の方が団長で来られる予定です。 

 

（東島教育長） 

 教育長が来られるのは次の日でしたよね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 町長、議長、教育長、それと久米島の区長さん等は、別に顕彰会という形で来られま

す。申しわけございませんが、この予定は資料を提出した段階での形でしたので。 

 

（東島教育長） 

 それでは、団長は久米島町の教育委員さんと解釈していいですね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい。それと引率としては教育課の職員４名ですね。生徒につきましては、佐賀市、

久米島町ともともに各１６名、計３２名です。 

 

（東島教育長） 

 はい、わかりました。ほかに質問ありませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、冬の交流についてはこれで終了とさせていただきます。 

 では、最後となります。「平成３０年度１１月補正予算について」、担当課からの説明

をお願いいたしますが、今回は教育総務課と学事課となっていますので、その順でお願

いをします。 
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（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 それでは、教育総務課の一般職の人件費でございます。約４００万円の補正予算、増

額補正を要求するものでございます。これにつきましては、国の人事院勧告、それから

佐賀県の人事委員会の勧告を勘案いたしまして、佐賀市としましても給与の改定を行う

ものです。給料の引き上げと、それから期末勤勉手当、いわゆるボーナス分ですけれど

も、０．０５月の引き上げというふうになりましたので、その分の差額の分を要求する

ものでございます。 

 以上です。 

 

（百﨑学事課長） 

 それでは、１２ページの表の中ほどになります。学事課ですけれども、学校給食施設

改修事業、こちらのほうですけれども、平成２５年度から学校給食施設の衛生面での改

善を図るために順次給食施設の改修を行っておりますが、平成３０年度に予定をしてお

りました川副学校給食センター改修事業につきまして、改修工事の入札を実施いたしま

したが、不調となったために、来年度夏休みに工事をするため学校給食施設改修事業１

億１，１４４万８，０００円の繰り越しをお願いするものでございます。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 給食センターの改修は、日数的には実際どれくらいかかるんですか。 

 

（百﨑学事課長） 

 これはやっぱり給食センターですので、夏休みの期間中ということになります。実際、

工事は夏休み期間中でして、事前の工事準備とか、あと後始末とかが出てきますけれど

も、工事は夏休みいっぱいにしなくてはいけないと。 

 

（東島教育長） 

 給食には影響はないと。 

 

（百﨑学事課長） 

 影響がないようにしていきます。 

 

（東島教育長） 

 何か質問ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 今回の１１月補正については、この２件ということですね。はい、わかりました。 

 それでは、ここに書いてある分については終わったところでございますけれども、そ

の他の項目に移りたいと思います。宮崎課長。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 私のほうから事務連絡でありますけど、資料等はございませんが、ちょっとお知らせ

をしておきたいと思います。 

 １０月の定例教育委員会で、見島のカセドリを含む「来訪神：仮面・仮装の神々」の

ユネスコ無形文化遺産の代表一覧表への記載について勧告がありますということでお

知らせをしておりましたが、ちょっと私たちの想定より早く１０月２４日に記載がふさ

わしいという勧告がありまして、教育委員の皆さんにメールでお知らせをさせていただ

きました。いよいよ正式決定となります政府間委員会が行われております。もう既に始

まっておりますが、この案件の審査というのが１１月２８日あしたと２９日あさってで
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すね、この２日間で行われるようになっております。これはもう日程表がユネスコのホ

ームページとかに出ておりますので、２８日か２９日ということは間違いないというこ

とですが、時間的にはモーリシャス共和国で、向こうの時間で２８日が９時半から１７

時半、これが日本時間で言うと１４時３０分から２２時３０分、５時間のずれがありま

す。２９日はモーリシャスのほうで９時半から１２時３０分、日本時間で１４時３０分

から１７時３０分の間、ここのどこかで審議があるということになっておりますが、順

番どおりにいけば２８日であろうと想定をしていますが、前回のこともありますので、

２８日か２９日のどちらかということになると思います。また、教育委員の皆さんには

分かり次第メールでお知らせをさせていただきますので、よかったらごらんください。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 今の件で何か質問ありませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

（伊東委員） 

 １１月２１日、２２日に文科省と大阪府教育委員会主催の市町村教育委員会研究協議

会がありました。その報告を次の研修会のときにポイントだけご説明を、報告をしたい

と思いますのでよろしくお願いします。 

 

（東島教育長） 

 ほかにその他でございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これで全て終了いたしたと思います。 

 それでは、１１月の定例教育委員会をこれで閉会にしたいと思います。どうもお疲れ

さまでした。 

 

 終了時間 午後３時５６分 

 

 


