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日程１ 開会の宣告 

 

（東島教育長） 

 それでは時間が来ましたので、これより佐賀市教育委員会１月定例会を始めたいと思

います。 

 先日は、教育長を囲む会に、たくさんの教育委員の皆様にお見えをいただきました。

管理職の皆さん方の感想の中にも、それぞれの立場の教育委員さんからご助言をいただ

いて大変参考になりましたと、そういうアンケートの結果が出ております。本当にあり

がとうございました。 

 いよいよ学校のほうも最後のまとめの学期となりました。子どもたちは、これから進

学・進級という、環境の違う場所に行く、そのいわゆる前段階にあります。そういう意

味では、学校の校長には子どもたちが希望を持って進学していくように、あるいは進級

するように、そういう言葉かけ、指導をお願いしたいと。そして、その節目になる卒業

式、修了式を、子どもたちの心に残る、そういう式にしてほしいということを伝えてお

るところでございます。 

 例年でしたら、この時期になりますとインフルエンザを大変心配しますけれども、今

年は暖冬のためなのか、さほど学校のほうは流行をしていないという現状にあります。

私の一番新しい情報では、小学校が５校、１学年６クラス、中学校は閉鎖がありました

が今はないという状況じゃないかと思っております。いずれにしても入学試験が控えて

おりますので、特に中学３年生は、くれぐれも風邪やインフルエンザにかからないよう

に、校長のほうでも健康管理については十分留意をしてくださいということを伝えてい

るところでございます。 

 

 本日は、片岡委員から欠席の連絡が入っております。 

 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いたしております。 

 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、ご異議ありませんか。 

    〔「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 会議録の報告 

 

（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） 

 １２月２５日の定例教育委員会の会議録につきましては、１月１８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） 

 それでは、報告が終わりましたけれども、報告内容について質問はございませんでし

ょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようでございます。議事録のほうは報告のとおり承認をすることにいたし

ます。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（東島教育長） 
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 それでは、日程３、教育長報告をいたします。 

 皆様方のお手元のほうに１月定例教育委員会の報告を載せておりますけれども、１月

の分につきましては、１つは執務初め式での市長の訓示を皆さん方にお届けをしており

ます。 

 ２つ目には、２０１９年の佐賀市成人式のことでございます。これは皆様方も参加を

されて、後ほど感想等をお聞きすることになろうかと思っております。 

 まず、市長訓示では８点申されました。これは資料を用意させてもらっていますので、

どうかごらんをいただきたいと思っておりますけれども、この中でも教育委員会に直結

するようなものというのは、いくらかあるんですが、バルーンフェスタの４０周年記念、

これにつきましては、学校のほうも今キッズデーもつくっておりますし、当然４０周年

という１つの節目での学校での取り上げ方というのは、今後また検討していくことが必

要かなと思っておりますし、４点目、５点目の佐賀駅周辺整備構想と佐賀国民スポーツ

大会・全国障害者スポーツ大会の整備、これはセットにしながら私ども学校教育に関わ

りが出てくるであろうと考えております。といいますのも、前回、昭和５１年の佐賀国

体の折には、佐賀市内の小学生は、面浮立のマスゲームもいたしました。それから、新

栄小学校は鼓隊の演奏をいたしました。そういうことを考えますと、恐らく国民スポー

ツ大会・全国障害者スポーツ大会でも、何らかの形で小中学生の参加が求められるので

はないかと予測をしております。 

 それから、６点目の安全安心のまちづくりの中でも、特に子どもたちにつきましては

豪雨災害時の避難、あるいは学校の体制、こういうものが今後非常に大きな課題になっ

てくるだろうと思っています。今年度も非常に鬼気迫る状況の中にありましたので、次

年度、その辺を踏まえながら、この豪雨対策につきましては各学校、このあいだ校長会

の研修会の中でも協議をしていただいたところでございます。それから交通事故です

ね。この２点については、特に子どもたちのほうへ指導していく必要があろうと思って

おります。 

 それから、８点目のポスト明治維新１５０年の取り組みということでございますが、

ここでは全国高等学校総合文化祭のことを書いてありますけれども、内々では札幌市の

小学生と佐賀市の小学生の交流ができないものかというのが、こちらのほうに届いてき

ております。ただ、札幌と佐賀市、今回県の事業で行いましたけれども、あれをきっか

けにして取り組みができれば、ということで検討したいというところでございます。以

上が１点目ですね。 

 ２点目の佐賀市の成人式ですが、私は大和の会場に参りました。大和の会場の成人式

は今回２回目でしたけれども、前回は非常に印象が悪かったんです。といいますのも、

一番前の成人者と一番後ろの成人者が前後ろを向いて式典中に話をするとか、そういう

ことが起こっておりまして、非常に印象が悪かったんですが、今回の大和の会場は、極

めて厳粛な中に成人式らしい成人式になりました。大人の自覚がそこに見えたというこ

とで大変嬉しく思いました。おそらくどの会場でもいろんな感想があろうかと思います

ので、後もってまたお聞かせいただければと思います。 

 それから、１２月分の報告をしておりませんでしたが、それは１ページから２ページ

のほうに記述をしておりますので、後でまたお読みいただきたいと思います。 

 以上、教育長報告といたします。 

 それでは、今の私の報告の中で何か質問等ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 特別ないということで、次に進ませてもらいます。 

 

日程４ 報告事項 

 

（東島教育長） 

 それでは、日程４の報告事項に移ります。 
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 「第２回社会教育委員の会議の報告について」、社会教育課から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） 

 それでは、報告事項の「第２回社会教育委員の会議の報告について」でございます。

資料につきましては定例教育委員会資料の１ページから、「第２回佐賀市社会教育委員

の会議 会議結果（議事録概要）」をお願いいたします。こちらの資料で説明させてい

ただきますが、あわせて別冊の議案等資料１ページ、「第２回佐賀市社会教育委員会議

次第」とございます資料から後に当日の会議資料を添付しておりますので、そちらもご

参照いただければと思います。 

 それでは、まず開催日時は平成３０年１１月２６日月曜日、午前１０時から２時間程

度で、開催場所は青少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、(1)教育委員との意見交換会における議題及び意見内容について、(2)

平成３１年度社会教育助成事業補助金についての２つの議題でございます。 

 まず、(1)の教育委員との意見交換会における議題及び意見内容についてですが、現

在、教育長、教育委員の皆様と社会教育委員の意見交換会を企画しておりまして、その

意見交換会の議題、意見内容及び方法についてご意見をいただきました。この意見交換

会の企画に至った経緯ですけれども、別冊の議案等資料の２ページ、資料１「教育委員

との意見交換会における議題及び意見内容について」をごらんいただきたいと思いま

す。 

 一番下に根拠法令等とありますが、社会教育法において社会教育委員の職務が規定さ

れており、社会教育に関する諸計画の立案、教育委員会の諮問に応じて意見を述べるこ

と、必要な研究調査を行うことが職務とされております。また、教育委員会の会議に出

席して社会教育に関し意見を述べることができると規定をされております。また、資料

中ほどに意見交換会の目的とありますけれども、佐賀市では社会教育に関する計画が教

育基本計画に含まれておりますので、平成３２年度からの第四次佐賀市教育基本計画の

策定を控え、教育基本計画において社会教育の観点が現計画以上に反映されるよう、教

育長、教育委員の皆様に社会教育の視点を認識していただくということで、意見交換会

をしてはどうかと社会教育委員から提案がありましたので、このたび企画をしたところ

でございます。 

 まず、定例教育委員会資料の１ページに戻っていただきまして、中ほどの議題及び意

見内容をごらんいただきたいと思います。議題につきましては、「佐賀市教育振興基本

計画－第四次佐賀市教育基本計画－」策定に向けた社会教育・生涯学習の推進という大

テーマの下に、①青少年に関する問題について、２ページ目の②学校と地域の関わりに

ついて、③地域と家庭教育・公民館の関わりについての３つの小テーマで意見交換をす

るという形になっております。各小テーマごとに出された意見につきましては資料に記

載しておりますが、１つ目の青少年に関する問題については、社会の変化に伴い、青少

年に関する問題も変化してきている中で、青少年が必要としていることを把握し、支援

するためのシステムを構築するために、各団体が保有しているデータを皆様に提供しな

がら一緒に考えていきたいという意見がございました。 

 ２つ目の学校と地域の関わりについては、学校と地域の関わりは大事だが、学校と地

域との関わりがうまくいっていないところがあるので、解決方法を一緒に考えていきた

いという意見や、地域ぐるみでの教育活動を推進していくためには、地域の皆が地域で

子どもを育てていこうと考えることが非常に大切なので、学校の合間に地域との関わり

を入れながら子どもたちが力を発揮できるように見守っていきたいというような意見

がございました。 
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 ３つ目の地域と家庭教育・公民館の関わりについては、子どもは地域の力で育ててい

こうという意識が薄れてきているので、公民館も利用しながら、地域ぐるみでの教育活

動の推進を考えていかなければならないという意見や、生涯学習や家庭教育の場で老後

の問題を学習する企画があると、将来への不安解消につながり前向きに考える機会にな

るという意見がございました。意見交換会では、各小テーマごとに、まず社会教育委員

から説明をして意見交換をしていただくという予定に考えております。 

 次に、資料３ページのほうをごらんいただきたいと思います。意見交換会の方法です

けれども、教育長と教育委員の皆様５名、社会教育委員１３名の全体で、ファシリテー

ターにより小テーマごとに意見交換を行いたいと考えております。 

 なお、ファシリテーターにつきましては私が担当させていただきたいと思っておりま

す。この意見交換会の詳細につきましては、次回の２月の教育委員研修会で改めて説明

をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、資料３ページの一番下の部分の(2)平成３１年度社会教育助成事業補助金につ

いてでございます。あわせて議案等資料の一番最後、Ａ３で、一番裏面になりますけれ

ども、そこに今の補助金の概要につきまして掲載をしております。ここもご参照いただ

きまして、こちらにつきましては、社会教育法に基づき、補助金を交付するに当たり社

会教育委員の会議の意見を聞くものでございまして、補助金は資料に記載の８団体に現

状交付をしております。平成２７年度に社会教育委員の会議に諮りながら補助金交付の

積算基準を算定しており、補助上限額は前年度の額と同額としております。 

 なお、平成３１年度の補助金交付につきましては、委員から異議はございませんでし

た。 

 報告につきましては以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 それでは、今報告がございましたけれども、何か質問ございませんでしょうか。 

 意見交換会は、いつを予定していますか。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 ３月２６日の定例教育委員会の折に開催させていただきたいと考えております。２月

がちょっと議会との関係がございまして調整がつきませんでしたので、３月２６日火曜

日に予定の定例教育委員会の折に、時間的にはほかの議題との関係もございますので調

整していきたいとは思っておりますが、６０分間ぐらいか、長くても９０分というふう

に考えております。 

 

（東島教育長） 

 今説明がありましたように、３月の定例会の折に社会教育委員との意見交換会を行う

と。時間的には６０分から９０分の間で設定をするということでございます。何か質問

ございませんでしょうか。どうぞ。 

 

（堤委員） 

 その６０分から９０分というのは、１４時半以降ということですか。それとも１４時

半前にすることもあるんですか。 

 

（東島教育長） 

 それは定例会の議題によっても違ってまいりますので、定例会の議題がどれだけある

かによって時間設定をせざるを得ないと思います。社会教育委員との意見交換会は、６

０分ないし９０分の間できちんととります。それにプラスして定例教育委員会が議題に

沿って時間が設定されていくということになりますから。 
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（堤委員） 

 １４時半から前になる…… 

 

（東島教育長） 

 可能性もあります。 

 

（堤委員） 

 わかりました。 

 

（東島教育長） 

 １４時３０分から２時間しても、ひょっとしたら、早くなるとしても３０分ぐらいの

ものでしょうかね。それで入ると思いますが。 

 何か質問ございませんでしょうか。どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 議題については、先ほどの①から③が主題になるということですね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 小テーマということで考えております。 

 

（伊東委員） 

 どれも重要な議題ですので、どれをとっても１時間近くはかかりそうですが。 

 

（東島教育長） 

 ３つとも概略的にするのか、あるいはうんと絞り込むのか、どっちがいいのか、今後

また検討をしないといけませんね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい、限られた時間ということで、やり方を検討していきたいというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 それでは、教育委員の皆さん方もよろしくお願いいたします。この件についてはこれ

で終了したいと思います。 

 続きまして、「佐賀市成人式の報告について」、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） 

 引き続きまして、お手元に「平成３０年度（２０１９年）佐賀市成人式 報告」が配

付されておると思います。それを見ながらご説明したいと思います。 

 去る１月１３日日曜日に実施しました平成３０年度の佐賀市成人式について報告を

させていただきます。教育委員の皆様には、お忙しい中ご出席いただき、市長式辞の代

読をしていただきまして本当にありがとうございました。 

 それでは、今ご説明しました資料の１ページをお願いいたします。ここには各会場の

参加者数等の実績を記載しております。全体の欄の一番下のほうですけれども、１，７

９１人の参加がありました。昨年度の参加者２，０６５人と比較して２７４人の減であ

りました。また、９月末の住民基本台帳の成人者数２，３７６人に対する参加率は７５．

３％で、昨年の参加率８５．９％に対し、１０．６ポイントの減少でございました。例

年と比較し、対象の成人者数は、例年大体２，４００人前後でございますけれども、そ

の対象成人者数に大きな変化がない中、佐賀会場以外は例年並みの参加者がありました
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けれども、佐賀会場におきましては昨年と比較し、２８８人の減少でございます。例年

どおりの案内、広報は実施しておりましたので、特にまた当日受付等はしておりません

ので、その要因につきましては非常につかみかねている状況でございます。推測ではあ

りますけれども、風邪、インフルエンザ等の体調不良によるものがあったのかなと、そ

ういうふうに思っているところでございます。どの会場も大きな事件・事故はなく、予

定どおり式典は終了しておりますけれども、安全対策を依頼しておりました佐賀北警察

署の報告によりますと、佐賀会場において整備不良車両で参加しようとした新成人に厳

しく対応したという報告がございました。 

 次に、２ページから４ページまでに、参考までに各会場の式典、ティーパーティー等

の写真を掲載しております。ご参照いただきたいと思います。 

 次に、５ページのほうをお願いいたします。佐賀市成人式に関するアンケートの集計

結果でございまして、この調査は、成人式に参加された新成人を対象に昨年度から成人

式当日に実施しているものでございまして、５ページが佐賀市全会場分を集計したも

の、６ページ以降が各８会場の集計結果でございますが、本日は全会場の集計結果につ

きまして説明をさせていただきたいと思います。 

 なお、今回速報値ということで、小数点以下第１位を四捨五入した数値で報告をさせ

ていただきます。 

 今回のアンケートにつきましては、新たに「居住地」、「現在の状況」の項目を加え、

４項目の質問をしております。まず質問１で新たに「居住地」と「学生」、「社会人」等

の「現在の状況」をしておりますが、「居住地」につきましては、「佐賀市内」が５９％、

次いで「佐賀県外」が２８％でございました。「現在の状況」につきましては、「学生」

が５６％で、次いで「社会人」が２６％でございました。 

 質問２で、「あなたは、「子どもへのまなざし運動」を知っていますか？」、質問３で

「あなたは、佐賀市が好きですか？」という質問をしておりますが、これは子どもへの

まなざし運動の成果を見るために、昨年度から佐賀市教育政策市民満足度調査の中で行

った項目と同様の項目を新成人に対して調査したものでございます。 

 質問２のまなざし運動の認知度についての結果でございますが、「運動を理解してい

る」、「運動をある程度理解している」を合わせて全体の約２５％で、昨年度の約２４％

より１ポイントふえております。これにまなざし運動を「見たり、聞いたりしたことが

ある」を加えますと５２％で、昨年の５３％と比較して減少している状況もあります。

次世代育成の観点から、子どもへの働きかけの必要性を改めて感じているところでござ

います。 

 また、質問３の佐賀市への愛着度の結果でございますが、佐賀市を「すごく好きであ

る」、「まあまあ好きである」を合わせますと約９５％で、昨年度の約９３％と比較して

２ポイントふえております。この２つの質問の結果から見て、まなざし運動の一定の成

果があったものと思ってはおりますが、引き続き情報発信と総意工夫をして運動を進め

ていきたいというふうに考えております。 

 最後の質問４「佐賀市成人式は旧市町村ごとの８会場で開催していますが、今後はど

のような形式で開催したほうがよいと思いますか？」につきましては、例年の質問項目

ではございますが、「これまでどおり８会場で開催した方がよい」と分散開催を希望す

る新成人が約７２％、また、「佐賀市として１会場で開催した方がよい」と統一開催を

希望する新成人が約２１％となっており、昨年度は分散開催を希望する新成人が約７

８％でございましたので、分散開催につきましては６ポイント減少している状況でござ

います。分散開催に回答された方の意見としまして、「地域社会の一員だと自覚できる

から」や、また統一開催に回答された方の意見として「小中学校の友人だけでなく、よ

り多くの友人と成人を祝えるから」や、「一堂に会して成人式を迎えることで、佐賀市

新成人の一体感を実感できる」という意見がございました。これらのアンケートの結果

につきましては、今後２０２０年４月、改正民法施行を踏まえ、よりよい成人式のあり

方を検討する上で参考にしていきたいというふうに考えております。 
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 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 今の成人式の報告で質問ございませんか。あるいはお気づきの点。はい、どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 昨年度もこの問題でご質問をしたと思うんですけど、「子どもへのまなざし運動」の

認知度は一応１％伸びているとはいえ、変化がないなと。それから、いいところは三瀬、

久保田、５４％、４２％、これは人数が非常に少ないところですね。それにしても三瀬

５４％、これに対して１３％の大和という結果を見ると、すばらしい「まなざし運動」

がこの１年間で浸透していないのじゃないかなと。成人というのは今後の佐賀市を、あ

るいは佐賀県を背負っていく方ですから、佐賀市の重要課題である「まなざし運動」を、

このアンケート結果を見てどう展開していくのか。この前まなざし運動の分科会、討議

があって、そのときも同じような意見を言ったと思いますが、このデータを見てどう判

断していくのか、何か構想があればお聞きしたいなと思いますが。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 今ご説明申し上げたのは全体の部分でご説明申し上げて、伊東教育委員のほうから地

域ごとに差があるというところも非常に重要な情報でございますので、その辺を含めな

がら。ただ、やはりこの成人というのは次の運動を担っていく方ですので、小学生、中

学生に対するこの運動の周知ということも非常に重要な部分でございますので、今年度

まなざしキャラクターを使って、まずは運動を知らしめるというところに取り組んでい

る状況でございます。このアンケート結果に基づきまして、ある程度地域的な偏りもご

ざいますので、そういうところも考慮した推進の方法も検討をしていきたいというとこ

ろで、今現在考えているのはそういうところでございます。また今後いろいろ検討をし

ていきたいと思います。 

 

（東島教育長） 

 なかなか難しいところですが、地域差があるんですね。ところが、その地域差もよく

よく見ると、久保田なんかはやっぱり地域でまとまって子どもの教育を考える会とか、

地域で集まってやっているものですから意識も高い。大和のほうが若干低いというふう

な傾向があるということは、やはり大和も幾らかに分かれていますよね、春日、春日北、

川上、松梅というふうにして、そこら辺のやっぱり小地域ごとの底上げを図っていかん

といかんのかなと。大和全体を見るんじゃなくて、小さい地域ごとに見ていかんといか

んのかなというふうに思いますね。いずれにしても、この運動をこれからも続けるわけ

ですから、少しずつ伸びていくように努力をしてまいりたいと。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 研究等をしていきたいというふうに思います。 

 

（東島教育長） 

 ほかに質問ありませんか。どうぞ、吉村委員から。 

 

（吉村委員） 

 佐賀が好きですかという質問に対して、こんなところが好きとかいう、そういうこと

を書く場所というのは特にないんですか。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 それはないです。 
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（吉村委員） 

 せっかくなので、どんなところが好きとか、怖いですけど、どんなところが嫌いとい

うことを聞くと参考になるのかなという気がします。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 ちょっともう一度アンケートを確認して、具体的なものが出てきたらまたお示しをさ

せていただきたいと思います。基本的にはこの項目、この言葉での調査というところが

中心でございます。一応確認はさせていただきたいと思います。 

 

（東島教育長） 

 そうですね、そして今後検討して、ああいう会場ですから長々とは書けませんので、

コンパクトでこれくらいあったら書けるかなというレベルでいかないといけないでし

ょうから。今のは佐賀市のどういうところが好きかというのは非常に参考になるかもし

れませんので、検討の材料にはなるかなと思いますね。 

 

（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） 

 ほかにございませんか。はい、どうぞ。 

 

（堤委員） 

 回収率のことです。今回、全体で２７％と、４人に１人というところで見ましたが、

会場ごとに見ると佐賀会場なんか７％しか出ていないというところで、何か回収率を高

める工夫が必要じゃないかなと思ったのが１つ。 

 それと、もし昨年の回収率が分かれば、昨年からどうだったのかというのを教えてい

ただければなと思ったところです。高いところはもう１００％近く出ているところもあ

るのでですね。 

 以上です。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 堤委員の今２番目の質問の回収率のところでございますが、手元に全会場の分しか持

ち合わせておりませんが、平成２９年度は回収率が２６％でございました。５３８人で

２６％、３０年度につきましては４８３人で２７％ということで、ほぼ変わりません。

ただ、ご指摘のとおり、佐賀会場が非常に低い回答者数になったため回答率も低くなり

ました。これにつきましては、非常に協力していただける新成人の方が少なかったとい

うことと、私どもの粘りも足らなかったのかなというところです。内容的にその式の中

身を問うアンケートではございませんので、まなざしと出身地と分散開催という内容で

すので、式の最初にアンケートを書いていただくことが中心になり過ぎて、非常にご協

力をいただけなかったということで、例えば終わった後、逆にロビーにたまっていると

きに聞き取り方式でとると。友達と歓談したいという部分はありますが、職員のほうで

終わった後、ロビーとか結構多く話をしているところにお邪魔させていただいて、簡潔

に質問をとるという方法も必要じゃなかったのかなという点で反省をしております。ア

ンケートの回答率向上につきましては、今後も研究等に努めていきたいというふうに思

っております。 

 

（東島教育長） 

 佐賀会場はやっぱり人数が多いから難しいと思いますよ。ほかの会場は人数が少ない
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し、非常にコンパクトにまとまっていますからとりやすいでしょうけど、佐賀会場の分

をどうするかということですね。だから非常にこれは難しいなと思いますよ。 

 

（伊東委員） 

 成人式の案内は郵送ですか。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい、郵送です。 

 

（伊東委員） 

 その中にアンケートを入れて持ってきてもらうとか。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 なるほどですね。 

 

（東島教育長） 

 案内は封書で出していますか。はがきですか。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 案内状につきましては、はがき形式みたいな形です。 

 

（東島教育長） 

 だから封書じゃないから入れられないでしょう。現状では。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 形はですね、はい。 

 

（伊東委員） 

 ７％と言うとちょっと余りにも、データとして信頼できないというか。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 トータルとすれば、標本数として問題はないんですが、会場ごとの分析をする上では、

非常に佐賀会場が少なかったということは、大いに反省をしているところでございま

す。 

 

（東島教育長） 

 では、お互いにこれは次年度に向けて知恵を出しましょう。 

 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、成人式について参加をされて、感想等ございましたらひとことお

願いしたいと思いますが。伊東委員さんのほうからいいでしょうか。 

 

（伊東委員） 

 私は川副会場でしたけれども、思った以上に静かな意義のある成人式だったかなと。

ただ、真ん中ほどに８人ほど派手やかなはっぴを着て、その人たちは常時しゃべってい

ました。私の市長の式辞、それから来賓のご挨拶、そういうときに聴くという、司会の

人がちょっとだけそういう面での注意というのもしていいんじゃないかなと思います。

せっかく市長の式辞を発表している、あるいは来賓の方が皆さん方への成人の祝辞を言

われているときですから。欲を言うと、その８名ぐらいがちょっと残念でした。 
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 以上です。 

 

（東島教育長） 

 吉村委員さんお願いします。 

 

（吉村委員） 

 自分自身がとても緊張しました。でも、新成人の方が司会をしたりというので、一緒

にリハーサルができたのでよかったです。とてもしっかりされていたので、私のほうが

助けられました。会場内は式が始まると本当に静かだったので、式辞を言うのにますま

す緊張しました。引き締まった中でも温かい雰囲気がとても感じられて、いい会場だっ

たなと思いました。東与賀会場ですね。来賓の方がとても楽しい方で、手品をされて。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 報告を受けています。 

 

（吉村委員） 

 おもしろかったです。ありがとうございました。 

 

（東島教育長） 

 小川委員さん。 

 

（小川委員） 

 三瀬会場に行ってまいりました。ここに参加者１４名と書いてありますが、もうアッ

トホームで本当に雰囲気が和やかで、昨年自分の子どもさんが成人式を迎えたという保

護者の方もお祝いに駆けつけていただいて、入り口の前で、お部屋の前で成人の方と歓

談をされている姿が印象的でした。あと、司会進行する成人の方たちも、緊張の中でも

しっかりと会を進めてくれて、最後に自分の出身がどこだというところで今後の志とい

うことを一言ずつ言えるような時間がたっぷりありましたので、すごく雰囲気がよく

て、みんなでお祝いをされていたなという雰囲気を感じました。ありがとうございまし

た。 

 

（東島教育長） 

 堤委員さん。 

 

（堤委員） 

 私は久保田会場に参加させていただきました。アンケートの集計結果のとおり、回収

率９７％というように、まとまった式を皆さんやってあられたなというふうに感心した

ところです。 

 私２回目、昨年は富士、そしてことし久保田ということで２回目だったんですが、ち

ょっと戸惑ったのは、その会場によってやりようが違うというか、例えば、交通安全宣

言とか催し物のとき、昨年の会場では出たけど今年は出ないとか、そのあたりで、もう

ちょっと統一できるところがあれば統一しておいていただければ、戸惑うことなく出れ

るかなと。あと、記念品贈呈のときにはこんな形でお渡ししようというのがあれば、ど

の会場でも同じような形で統一して渡せるかなと。当然それぞれが一緒になって今の佐

賀市になっているので、やりようというのがそれぞれにあるのかなとは思ったんです

が、少し会場で、「あっ、去年と勝手が違うな」と戸惑ったところが少しありましたの

で。 

 以上です。 
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（東島教育長） 

 今、それぞれ感想を述べていただきましたが、話を聞くということについて、司会者

の役割として、今後そこら辺のところを指導していただいたらいいのかなと思います。 

 それからもう一つは、式次第の中で教育委員の動きが会場によって違うということを

どう考えるか。統一したほうがいいのか、それとも地域地域の特徴に任せるのか、これ

はそれとして、特徴に任せるならば事前の打ち合わせをきちんとしておかないと戸惑う

ということになりますので、それはどっちにしてもいいと思いますので、この２つが今

のところ反省事項かもしれませんね。 

 ほかにありませんか、こういうところを改善してほしいというふうな、来年度に向け

て。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 特別にないですかね。それでは、さしあたって今のようなところを検討すれば改善が

進むかなと思います。 

 

（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） 

 それでは、成人式の報告についてはこれで終了したいと思います。 

 続きまして「佐賀市重要文化財の指定について」、文化振興課のほうから説明をお願

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４ページからお願いします。 

 今回、４ページ、５ページに記載をしております石長寺中興記碑と６ページ、７ペー

ジに記載しています江里天満宮石造多宝塔の２件について、佐賀市文化財保護審議会へ

の諮問、答申を経て、本年１月７日に佐賀市重要文化財として指定いたしましたので、

報告をさせていただきます。 

 まず、４ページの石長寺中興記碑については、与賀町のゆめマートの南あたりになり

ますが、県道沿いに石長寺の境内がありまして、その敷地内に中興記碑というものがあ

ります。この中興記碑は安山岩製の碑と亀の形をした亀趺という台座で構成をされてい

ます。 

 ５ページのほうに写真や図を載せていますので、イメージとしてはこういうものだと

いうことがおわかりいただけるのではないかと思います。碑文のほうは風化によって判

読が難しくなっているところがありますが、石長寺について、創建の時期等は不明であ

るものの、龍造寺隆信の妹、明室心光大姉が中興したこと、その後、豪商の柿久氏が再

興したことなどが書かれておりまして、明室心光大姉、柿久良光・良悦氏の略歴等が記

されたほぼ唯一といえる資料であることから非常に貴重であります。また、台座の亀趺

ですが、佐賀県下で２０例ほどありますが、この亀趺は県下では最初期のもので、全国

的にも早い時期のものであるということで今回指定をするに至ったものでございます。 

 次に、６ページをお願いいたします。江里天満宮石造多宝塔についてです。これは鍋

島町森田の江里天満宮の境内にあります。この多宝塔は凝灰岩でできており、本来は屋

根とその上に相輪があったと思われますが、現在は塔身のみとなっております。こちら

も次の７ページのほうに図を載せていますので、こちらを見ていただいたほうがわかり

やすいかと思いますが、この多宝塔の塔身には仏龕と大日如来、阿弥陀如来などの四方

仏、四方に仏様が刻まれていまして、さらに仏龕と仏龕の間に８つの種字と銘文が刻ま

れています。その銘文からこの多宝塔が制作された時期が明らかになっていますが、県

内にはこの時代、鎌倉時代ですが、この多宝塔の作例は少なく、制作年代が明らかなも

のとしては県内最古級であるということ、また、銘文等については風化で判読が難しい
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部分もありますが、経過年数に比して保存状態はよく、鎌倉時代の古文書としての資料

的価値が高い。刻まれた仏像や種字などによって、当時の地方領主の信仰形態を知るこ

とができる貴重な資料であるということで今回の指定に至ったものでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 ２件が佐賀市重要文化財の指定、新たに指定をしたということですね。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 そうです、はい。 

 

（東島教育長） 

 この件について、質問ございませんでしょうか。何か歴史的に聞いてみたいようなこ

ととか、碑文の意味とか。どうぞ、何でも知っていらっしゃいます。特にないでしょう

かね。 

 与賀町のほうのは、移したというのは同じ境内に移したと。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 はい、５ページの真ん中に図があるんですが、この県道が拡幅をしたということで、

もともと点線の位置のところにあったものを拡幅したので、ちょっと西のほうにずらし

たということですね、位置図というところで。石長寺さんの敷地がちょっと削られたと

いうことになっております。 

 

（東島教育長） 

 これ風雨に当たるような状況の中にあると。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 そうですね、雨ざらしです。 

 

（東島教育長） 

 これ移設後はきれいになっているような気がしますが。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 多分コケとかはきれいにされているんじゃないかなと思います。 

 

（東島教育長） 

 こういうのはコーティングはできないわけですか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 どうでしょう、あんまり聞いたことないです。 

 

（東島教育長） 

 碑文がだんだん見えなくなっていきますよね。 

 

（谷澤文化振興課主幹兼文化財一係長） 

 覆い屋をするのが一番いいんですけれども、やっぱり大きなもので、かなりの費用が

かかると思われますので、今後、所有者さんのほうと協議をしながら、何とか覆い屋み

たいなのができればなと思っております。 
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（東島教育長） 

 重要文化財に指定しても、年数がたてば何が何かわからないようになってきますよ

ね。 

 

（谷澤文化振興課主幹兼文化財一係長） 

 はい、いずれはそうなると思っています。 

 

（東島教育長） 

 そしたら、それはもうそれでよしとするわけですか。 

 

（谷澤文化振興課主幹兼文化財一係長） 

 いいえ、本来だったら何とかしないといけないんですが。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 今回どちらも民間所有ですので、もちろん補助金は出せるんですけれども、基本的に

は持ち主の方が覆い屋をつくるにしてもお金を出してもらわないといけませんので、ど

こまでやっていただけるかというところもあるかと思います。 

 

（東島教育長） 

 そしたら見通し的には、重要文化財を下ろすというふうな、将来的には。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 基本的にはそういうことはありません。指定解除というのは基本的に考えておりませ

ん。 

 

（東島教育長） 

 ほかに質問ありませんか。どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 単純な質問ですけど、この指定理由、例えば、貴重な資料とか、その辺はちゃんとわ

かりますけど、年代的に何年以前が重要文化財になるという基準とかは、どうなってい

るんでしょうか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 基本的に何年以前がという客観的な基準はありません。例えば、国の登録文化財とい

うもの、指定文化財じゃなくて登録文化財という少し緩いものがあるんですが、それは

５０年以上たっているものとかいうのがあるんですが、重要文化財に関しては何年以上

とかそういうことはなくて、ちょっと先ほどの私の説明の中でいくらか言ったと思うん

ですけど、まず一つは、いつできたというはっきりした根拠があることですね。この銘

文の中にはっきり書いてありますので、いつというのがわかるということと、やっぱり

同じ古いものでもたくさんあれば貴重性がないので、県下では一番古いものに当たると

か、そういうことで判断をしていくということになっております。 

 

（伊東委員） 

 それと、いわば持ち主というか、その地域の管理されている方の申請も参考にされる

んですか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 申請といいますか、基本的には指定をするには所有者の方の同意が必要になりますの
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で、いくら市のほうで指定したいんですと言っても、いや、だめですと言われればそれ

はもうできないということになります。 

 

（伊東委員） 

 はい、わかりました。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんか。どうぞ。 

 

（小川委員） 

 佐賀市重要文化財の指定を受けるのは、毎年こういうふうに出てくるものですか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 毎年ではないですね。久しぶりといいますか、ここ何年かは続けてやっているんです

けれども、その前少し間が空いていたときもありまして、先ほどちょっと話しました文

化財保護審議会の委員さんたちからも、少し指定を推進していったほうがいいのではな

いかというご意見もありまして、最近ではちょっと続けて平成２７年、２８年とかいう

感じで続けてやっているんですけれども、必ず毎年やるというものではなくて、候補を

ある程度上げてきておりますので、その中で指定をしたほうがいいものとか所有者の同

意とかということも関係しながら、できるところになったら指定をしていって保存をす

るという方針でやっています。 

 

（東島教育長） 

 よろしゅうございますか。 

 

（小川委員） 

 ありがとうございました。 

 

（東島教育長） 

 この石造多宝塔については、古文書あたりもあるわけですか。 

 

（谷澤文化振興課主幹兼文化財一係長） 

 この伴氏というのは、古文書での健福寺の鐘という国宝の鐘があるんですが、そこに

伴氏のこの名前が出てきております。文献資料としてはそれぐらいです。 

 

（東島教育長） 

 そしたら、ちゃんと古文書の中にも書いてあるわけですね。 

 

（谷澤文化振興課主幹兼文化財一係長） 

 ほとんどないんですが、２例とか３例とかその程度なんですが、この時代のものでは

非常に少なくて、その面からもこの石造に書かれている銘文というのは非常に重要なも

のになっております。 

 

（東島教育長） 

 非常に珍しいですね。わかりました。 

 では、この件について、質問がなければ報告を終わりたいと思います。 

 これで一応報告事項は終わりなんですが、その他で何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 事務局からのほう特別ないですね。 
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 ないようでしたら、これで１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２４分 

 

 


