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日程１ 開会の宣告 

 

（東島教育長） 

 それでは、皆さんこんにちは。多分、事務局の皆さんには随分お待たせしたんじゃな

いかなと思っておりますが、社会教育委員との意見交換会が白熱をいたしまして、時間

オーバーをいたしました。皆さん方には大変ご迷惑かけましたが、これより佐賀市教育

委員会３月定例会を開きます。 

 本日は、６人中６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。 

 本日の日程でございますけれども、配付していますとおりにお願いしたいと思ってお

りましたが、１件だけ報告事項をつけ加えさせていただきます。 

 それは、「赤松小・北川副小・城南中のコミュニティ・スクールに関する評価と再設

置について」ということで、報告事項３点目に上げさせていただきます。 

 それで進めてまいりたいと思いますが、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、それで進めさせていただきます。 

 

日程２ 会議録の報告 

 

（東島教育長） 

 それでは早速ですが、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） 

 ２月２６日の定例教育委員会の会議録につきましては、３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） 

 報告は終わりましたけれども、報告内容に質疑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でございますが、今回は口頭で報告をさせ

ていただきます。 

 ３月ももう修了式も終わりましたけれども、高校の一般入試が５日、６日と行われま

した。そして、中学校の卒業式が８日、小学校が１５日ということでありましたけれど

も、それぞれに厳粛な中にも感動的な卒業式が行われたと思っております。 

 教育委員の皆さん方には卒業式では祝辞を述べていただきましたが、大変ありがとう

ございました。進級に伴う修了式、これが２２日の金曜日でございましたけれども、こ

としからは転勤をする先生方のお別れ式も同時に全学校で行いました。したがいまし

て、２２日の朝には新聞公表があったところです。 

 そういうことで、今後は４月１日からは新しい任地に赴くということで、異動内示が

行われ、公表が行われるというふうになっております。 

 特に今年度は、入学式前の飲酒運転逮捕事件から始まって、悪いことで終わった気が

いたしますが、決して途中は悪くはありませんでした。本当に各学校がよく頑張ってく

れまして、その成果も出てきていると思っているところです。 

 かいつまんで、議会中でございましたが、４点ほどあります。 
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 １点は、部活動のあり方検討委員会を２月２５日に開きました。これは新しい部活動

のあり方の基本方針を各学校立てております。それに沿って４月１日から、実際具体的

にこれで運用をしていきます。 

 そういうことで、当然私どもも、それが本当にきちんとできているかどうかという検

証をしていかなければいけないということで、各学校にどういう実態調査を行うのか、

あるいはどういう啓発活動を行うのか、そういう話し合いをしたところでございまし

た。 

 それから２点目は、本庄小学校の１３０周年記念式典です。なぜこれを言うかといい

ますと、本庄小学校は、昭和２３年から佐賀大学の代用附属となっております。そうい

う意味合いから、ほかの学校にない特色を持っている学校でございまして、将来の教職

員を指導する、あるいは育てるという役割を直接的に本庄小学校は担っているわけです

ね。そういう意味では、非常にここまで続いてきてありがたかったなと思っております

し、今後もぜひこの歩みを続けてほしいと思ったところです。 

 それから、皆さん方のお手元に、自治会協議会からの要望書が出ていると思います。

これは千葉県の野田市で、小学校４年生の児童が児童虐待によって亡くなったというこ

とがございまして、自治会としても、これについて教育委員会に要望が出されました。

こういう事件が佐賀市で起こらないように、ぜひ予防的な取り組みをしてほしいという

ふうなことなんですね。 

 そういうことで、自治会がいわゆる自治会協議会として意見をまとめて持ってこられ

ましたので非常にありがたいと思いました。それぞれの自治会も同じように、この件に

ついては心を痛めていらっしゃるし、一緒になってやらなければいけないという、そう

いう思いが伝わってまいりました。裏のほうには回答を載せておりますので、これは後

でお読みいただきたいと思っております。 

 ４点目が大詫間公民館の落成式が１０日にありましたけれども、これには教育委員も

出席をしていただいておりました。これでまた１つ公民館が新しくできたということで

喜ばしいことでした。 

 以上、報告を終わります。質問ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、これで終わりにいたします。 

 

日程４ 提出議案 

 

（東島教育長） 

 続きまして、日程４の提出議案であります。 

 まず、第３３号議案『佐賀市教職員住宅管理規則の一部を改正する規則』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） 

 第３３号議案『佐賀市教職員住宅管理規則の一部を改正する規則』ということでお願

いをしております。 

 もう一つの議案等資料のほうに現行と改正後の対照表を載せておりますので、こちら

とあわせてご覧いただけたらと思います。 

 第２条、第３条がございましたが、「職員住宅の名称及び所在地は、別表のとおりと

する」。それから、第３条は「職員住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げ

る者とする」とありますものの、(1)佐賀市立小中学校に勤務する教職員、(2)として、

前号に掲げるもののほか、教育長が特に必要があると認める者というように改正をお願

いしたいと思っております。 

 それから、第１０条を１１条として、その次に１２条を加えたいと思います。 

 それから、第９条を１０条として「入居者は、職員住宅の使用については、次の事項
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を遵守しなければならない」という内容に改めて、その事項として５項目載せていただ

いております。 

 それと、次のページでございますが、第８条を９条として、この中の第３号を削りま

す。それと第７条を８条、第６条を７条として、ここに次の３項を加えております。 

 それから、第５条の次に第６条、入居の手続きを加えております。 

 また、別表につきまして、第２条、第７条関係で、富士の教職員住宅、それから北山

の教職員住宅、三瀬の教職員住宅ということで、ご覧のように改めております。 

 よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

 

（東島教育長） 

 今説明がありましたが、ご質問ございませんでしょうか。 

 

（堤委員） 

 ちょっと１つ確認させてください。別表に３つの住宅の記載があります。入居状況を

教えていただければと思います。 

 

（東島教育長） 

 入居状況、わかりますか。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 今現在、たしかお一人富士のほうにいらっしゃったと思うんですが、すみません、詳

しくは手元に資料がございませんので申しわけございません。 

 

（堤委員） 

 わかりました。 

 

（東島教育長） 

 会議が終わるまでに確認してください。 

 ほかにございませんか。どうぞ。 

 

（片岡委員） 

 ３条の変更なんですけれど、以前は事務職員さんも入れたけれど、今回の改正では対

象ではなくなったということですか。 

 

（東島教育長） 

 この事務職員を外した意図ですね。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 教職員及び事務職員でなければならないという表現を改めて、「教職員」というとこ

ろで、そこに含まれるというふうにお考えいただいていいかと思います。 

 

（東島教育長） 

 教職員に含まれる。 

 

（片岡委員） 

 あっ、そういう趣旨なんですね。 

 

（東島教育長） 

 教員と事務職員が、学校栄養教諭、それから養護教諭、全部含まれて教職員というく
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くりで。だから、あえて事務職員と言わないということですね。 

 

（片岡委員） 

 対象を狭めるという趣旨ではないんですね。 

 

（東島教育長） 

 はい。 

 

（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。どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 この(2)の教育長が特に必要があると認める場合というのは、例えば、どういうとき

ですか。教職員以外に。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 そうですね、教職員住宅、昔からあるんですけれども、現在ここを利用している者が、

数がそんなにおりませんで、空き家の状態なんです。それよりも利用していただければ、

その分利用していただこうということで、そういう申し出があった場合に審議をしてと

いうことになると思います。 

 

（伊東委員） 

 それは教育委員会にお願いを出すんですね。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 そうですね、はい。 

 

（伊東委員） 

 そういうフォーマットがあるんですか。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 そうです、はい。 

 

（東島教育長） 

 実績的に何かないですか。 

 

（梅﨑教育部副部長兼教育総務課長） 

 実際、給食の嘱託の調理員さん、富士の給食調理員さんを嘱託で雇用したんですけど、

なかなかやっぱり住むところがないということで、そういう方も入居をさせたという経

緯があります。ですから、そういう教育委員会に関係する給食等の臨時の職員なども、

教育長が認めた者という形で取り扱うとか、そういうことで理解していただければいい

かと思います。 

 

（伊東委員） 

 ありがとうございます。 
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（東島教育長） 

 これまでの実績的にも学校にかかわりのある職種についていらっしゃる方で、部屋が

空いておけばそういう方でもぜひ入っていただいていいだろうと。 

 ほかにございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第３３号議案『佐賀市教職員住宅管理規則の一部を改正す

る規則』は、原案のとおり承認します。 

 次に、第３４号議案『佐賀市学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則』

について、スポーツ振興課のほうから説明をお願いします。 

 

（稲富地域振興部スポーツ振興課長） 

 それでは、お手元の議案書の４ページをごらんください。あわせて、先ほどの資料と

して平成３１年３月定例教育委員会議案等資料の最後のページですけれども、６ページ

をごらんください。 

 第３４号議案『佐賀市学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則』でご

ざいます。消費税率及び地方消費税率の改定に伴いまして、夜間照明施設使用電力料金

を改正する必要がありますので、この案を提出するものでございます。これは市の条例

の改正に倣いまして、現行の使用料を１．０８で割った額に１．１０を掛ける方法とい

うことで改正後の使用料を算出しております。 

 なお、この算出された改正後の使用料が１０円未満の端数を生じたときは、その端数

を切り捨てるということで、この市の条例の改正に倣って算出しているもので、改正を

するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

（東島教育長） 

 それでは、今の説明に対して質問ございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、第３４号議案『佐賀市学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則』

は、原案のとおり承認をいたします。 

 

 先ほどの職員住宅の件で、わかりますか、どうぞ。 

 

（吉田学校教育課参事兼教職員係長） 

 さきほどの職員住宅の入居者の件ですけれども、富士小中学校職員住宅、ここは４戸

あるんですけれども、こちらのほうは全部埋まっている状況です。北山中学校教職員住

宅のほうは２戸あるんですけれども、そのうちの１戸が入って、１戸は空いています。

三瀬中学校のほうは、今は入居なしという状態になっております。全部で７戸中入居な

しが２戸という状態です。 

 

（東島教育長） 

 ７戸中５戸が入っていますね。入っていらっしゃる方の職種はどうなっていますか。 

 

（吉田学校教育課参事兼教職員係長） 

 今は、教職員住宅と言っても教職員の方は１人も入っていらっしゃいません。空きに

するのはよくないということで、子どもさんが学校に通っているという方については、

特例として入居を認めているんですけれども、そういう民間企業に普通勤められている

方の入居が５戸中３戸ですね。それと、市の嘱託職員の方が１人入られています。それ

ともう１人は、以前給食センターの調理員をされた方が今入られていると。調理員の方

はもう市の嘱託ではなくなったんですけれども、１年間継続して入居させてくれという
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ことでありましたので、その方が今入っていらっしゃるという状況です。 

 

（東島教育長） 

 よろしいですか。 

 

（堤委員） 

 ありがとうございました。 

 

（東島教育長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、議案についてはこれで終わりになります。 

 

日程５ 報告事項 

 

（東島教育長） 

 引き続き、日程５、報告事項に移ります。 

 まず報告事項１点目の「学校給食費について」、学事課のほう説明をお願いします。 

 

（百﨑学事課長） 

 資料のほうは５ページになります。平成３１年度の「学校給食費について」報告いた

します。 

 資料のほう１から３まで番号を振っておりますけれども、まず１、自校方式、各学校

給食センターの給食費で、中部学校給食センターを除く分でございます。 

 年間の給食費につきましては、一食単価に実施回数を掛けまして算定をいたしており

ますが、一食当たりの単価は小学校２３５円、中学校２７０円で、今年度と変更はござ

いません。 

 次に、２でございますけれども、中部学校給食センターにつきましては、同じく一食

単価に給食実施回数により算定をいたしておりますが、こちらも一食当たりの単価は今

年度と同じ２５０円で変更はございません。 

 なお、中部の分につきましては、牛乳代は含まれておりません。 

 中部学校給食の受配校はここに記載をしております中学校１０校でございます。 

 次に、３のミルク給食でございますけれども、年間の給食費は、牛乳単価に実施回数、

みかん果汁単価に実施回数をそれぞれ掛けて算定をいたしております。 

 平成３１年度は牛乳単価が０．５５円上昇をしており、みかん果汁も１．０８円上昇

をしております。 

 牛乳単価につきましては、佐賀県農林水産部畜産課から、また、みかん果汁単価につ

きましては、佐賀県学校給食会から平成３１年度の単価について通知があっておりまし

て、その価格での提供となります。 

 以上で平成３１年度の「学校給食費について」の報告を終わります。 

 

（東島教育長） 

 学校給食費について質問ございませんか。 

 この金額は、いつぐらいまで持ちこたえきれますか。 

 

（百﨑学事課長） 

 消費税率が上がりますけれども、その分につきましては軽減税率となっておりますの

で、現時点で考慮する必要はないと考えております。ただ、物価のほうは上がっており

ます。資料にありますとおり牛乳単価も上がっていますので、将来的にはその状況を見

ながら検討する必要があると考えています。 
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（東島教育長） 

 給食の質とのバランスもとらないといけないので、なかなか難しいところですけど

ね。どうぞ。 

 

（伊東委員） 

この金額については賛成ですけど、忘れたころに異物混入が起きないように注意して

ください。 

常日ごろそういう管理体制というか、時々はやっぱり現場をチェックして、現場を管

理する人をさらに教育するというスタンスで、ぜひ佐賀市では異物混入が絶対起きない

ようにお願いしたいと思います。 

本当に忘れたころに起きるので。 

やっぱり管理体制がなっていないと、そういうことになりますから。すみません、よ

ろしくお願いします。 

 

（東島教育長） 

 くれぐれも異物混入がないように、気を引き締めてやっていただきたいと思います。 

 ほかにないでしょうかね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、「学校給食費について」は終了したいと思います。 

 続きまして、「史跡 東名遺跡保存活用計画のパブリックコメントについて」、文化振

興課お願いします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 資料のほうは、きょう机上にお配りをしております。クリップどめで３種類あるかと

思いますが、ちょっとそちらを使って説明をさせていただきます。 

 東名遺跡の保存活用計画につきましては、東名遺跡が平成２８年１０月に国の史跡に

指定をされたのを機に、史跡の恒久的な保存と継承、適切な管理、また国民共有の財産

として整備活用していくための基本方針を定めるという目的で、平成２９年６月に策定

委員会を立ち上げて策定作業を進めてまいりました。 

 教育委員の皆さんにも、計画の素案がまとまった段階で、昨年の１２月の教育委員研

修会において、計画の概要についてご説明をさせていただいていたところです。 

 その後、議会への報告を行いまして、パブリックコメントを実施しましたので、本日

はその結果を中心に報告をさせていただきたいと思います。 

 資料のほうは、一番上についているものですね。それで説明をまずしていきます。 

 資料の１ページですが、パブリックコメントの集計結果のところに記載をしておりま

すとおり、期間については平成３１年１月２１日から２月２０日、１カ月間で意見の提

出者数が６８名、意見の数が２１５件というふうになっております。ちょうど１年前に

実施をしました埋蔵文化財センターの基本構想、基本計画のパブリックコメントが３９

人の方から１６６件という意見をいただいたということで、そのときも数の多さに非常

に驚いたところだったんですけれども、今回さらにそれを上回る数となっております。 

 東名遺跡につきましては、地元の方やＮＰＯの皆さん、展示館を東名遺跡の近くにつ

くってほしいというような署名活動を行われたりと熱心に活動をされているというこ

ともありまして、地元を中心に非常に関心が高く、意見の提出者もちょっと今正確な数

は把握していませんけれども、やはり金立、高木瀬といったところにお住まいの方から

非常に多く出されていたようです。 

 意見の内容としまして、大まかに分けますと、この意見数の２１５件というところの

下のほうにちょっと書いていますけれども、史跡の活用に関することや史跡の整備に関

することがほとんどを占めているという状況です。 
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 １ページの下半分からいただいたご意見の要約と市の考え方の案について記載をし

ております。数が非常に多いですので、１つずつ説明することはちょっとできないんで

すけれども、幾つか代表的なものについてご紹介をしたいと思います。 

 なお、いただいたご意見について、全てをこの保存活用計画の本文に反映させるとい

うわけではありません。既に計画書中に記載されているというものもありますし、今回、

特に意見を見て思ったのが、こういったイベントをしたらどうかとか、展示の方法とか、

個別具体的な意見が非常に多くなっておりますけれども、今回策定している保存活用計

画というのは、保存や整備、活用の基本的な方針を記載するものなので、そういった具

体的な意見については計画の本文に反映させるということではなくて、実際に活用や展

示をしていく際の参考にさせていただくものであったり、特に整備に関するご意見につ

いては、この保存活用計画後に策定をします整備基本計画の中で反映をさせていくとい

うものが多くなると考えております。 

 その中でも、いくつか計画書の本文に反映をさせたものがありますので、そこを含め

て説明をしてまいります。 

 この資料の２ページをごらんください。番号のところに少し網かけをしているものが

ありますが、この部分が本文に何らか反映をさせたというものです。 

 まず、２ページについては、情報発信に関するご意見でございます。 

 東名遺跡の知名度が低いので、さまざまな方法によって認知度を高める取り組みが必

要というようなご意見がほとんどだったかと思います。 

 本日の資料で、その２つ目の資料になります。「第８章 史跡の活用」と書いた４枚

つづりぐらいのものがありますけれども、きょうは計画表全体は全部で１００ページほ

どありますので、変更した部分のみの抜粋と、あともう一つが概要版をお渡ししている

ところです。この４枚の計画抜粋資料の２ページ目、８８ページというふうに書いてあ

るところですが、上のほうの赤で書いているところが修正をしたところ、追加をしたと

ころですが、上のほうに講演会シンポジウムのところですね、それと一番下の情報発信

のところに赤で書いているところが新たに追加をした部分です。本文に反映したのが番

号に網かけしている部分という言い方をしたんですけど、それに限らず、この情報発信

については、全体的にさまざまなメディアの活用をしてほしいという趣旨のご意見が出

ておりましたので、その旨、先ほどのように本文に追記をしております。 

 パブリックコメント一覧の資料のほうに戻っていただきまして、３ページと４ページ

はさまざまなイベントや教育の場での活用やキャラクターですとか、そういったご意見

になりまして、４ページの６０番から５ページまでというのは、吉野ケ里遺跡や他の遺

跡との連携についてのご意見になっております。連携のことについては、きょうお出し

している概要版にはないんですが、計画書の本体のほうには既に他の遺跡との連携とい

うことで記載をしておりますので、ここでは特に追記はしておりません。 

 さらに、６ページ、７ページになりますが、意見としては、最も多かった東名遺跡の

ガイダンス施設についてのご意見です。中でも、設置場所に関するご意見、遺跡の隣接

地につくってほしいというものが多いんですけれども、保存活用計画の中では、ガイダ

ンス施設の場所がどこかという特定まではしておりませんで、この後の整備基本計画の

中でそのあたりを明らかにしていくということになります。 

 ８ページをお願いします。こちらのほうには公園化ということで、東名遺跡は、巨勢

川調整池の中ですが、歴史公園にしてほしいというふうなご意見が出ておりますが、実

際には、この東名遺跡というのは、皆さんご存じと思いますけれども、巨勢川調整池の

中にあるということで、全体を公園にするというのはちょっと難しいのではないかと思

っているところです。あと、１０ページにかけて、その後、展示に関するご意見も多数

出ております。 

 ９ページの１４６と１５６が網かけをしていますが、あと、１０ページの１７２、１

７３、１７４ですね、このあたりがＣＧなど映像の活用についてのご意見になっており

ます。東名遺跡の現地というのは埋め戻されて、遺跡そのものを見ることができません
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ので、三重津海軍所跡も同様ですけれども、見える化というものが必要になってまいり

ます。これ計画書のほうにも少し追記をすることにしております。４枚つづりのほうを

ちょっと見ていただくと、３枚目ですかね、９１ページというところ、朱書きをしてお

ります。ＶＲ等のデジタル映像を活用し、史跡の見える化を図るというように追記をし

ております。 

 あとのご意見としましては、駐車場とか案内板のことですね。ほとんど整備基本計画

の中での検討事項になります。 

 ご意見の１２ページ、最後になりますが、管理運営体制のことですけれども、サポー

ターやボランティアさんのことをご意見に出されていますが、これについては、すでに

計画書のほうに記載をしております。あと、その他のところにあるのが、主に財源に関

するご意見でしたが、これについては保存活用計画にはなじまないということで反映は

しておりません。パブリックコメントで出された意見への対応は以上になりますけれど

も、先ほど説明をしたとおり、いくつかについては計画書への追記を行いまして計画策

定を完了したいと思っております。また、いただいたご意見については、意見をいただ

いたお一人お一人に対して回答をするとともに、市の考え方はまとめてホームページの

ほうに掲載をしまして、また、意見募集を行った公民館等でも閲覧ができるようにして

いきたいと思っております。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 かいつまんで説明がありましたが、皆さん方のほうから意見、質問ございませんでし

ょうか。どうぞ。 

 

（片岡委員） 

 すごくたくさんの意見を出していただいていて、この計画案には盛り込まない内容に

ついても、具体的なイベントなどとても参考になるご意見が多数あると思うので、ぜひ

たくさん出していただいた意見を参考に今後イベントなどを考えていただけたらと思

います。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 ありがとうございます。確かにそのとおりで、いろいろ参考になる、私たちが考えつ

かないようなこととかあるなと思いましたので、ぜひ考えていきたいと思います。 

 

（片岡委員） 

 読んでいたら、すごく楽しそうなことを本当に具体的に提案していただいているの

で、ぜひよろしくお願いします。 

 

（東島教育長） 

 ほかにありませんか。 

意見の１９、２０は、要するにメジャーになっていないということですね。 

主要都市で価値を公表したらどうかということですけど、なかなか福岡とか東京とか

大阪とかでこれを実際にシンポジウムを持つとか、説明会を持つとか言っても、どれほ

ど効果があるのか。私が思うのは、小学校、中学校の社会科教科書をつくっている教科

書会社に、その価値を訴えたらどうかなと。場合によっては、社会科の歴史の編集者と

か、いわゆる執筆者のトップに直接送るという手もあります。 

今後、来年度は、確かに公開の場をつくってもいいですが、教科書ほど宣伝力のある

ものはないですよ。全国のいろんな史跡と比較したときに、全国的にどの程度の価値か

というのは私もよく分かりません。でも本当にその価値があるならば、そこをきちっと、

ポイントを突いた説明書と資料でもって、各出版会社に、ぜひ歴史の教科書の採択のほ
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うの委員会で審議をしてくれということで、訴えることはできると思うんですよ。やっ

てみてどれだけ効果があるかは別にしても。以前、この編みかごをＣＤ－ＲＯＭの中に

は入れてくれましたよね。補助教材には入れてくれたんですよ。ところが、教科書まで

にはまだ格上げになっていない。ということは、執筆者の中で、この東名の重要さを認

識していないのか、日本レベルで比べると、やっぱりこれ以上のものがあるという認識

なのか、そこら辺は私もよくわからないけれども、もしもその価値が本当にそういうこ

とであるならば、納得いく資料がつくれれば、出版会社に働きかけようと。それは段取

り組みますから。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 はい、教育長がおっしゃるとおり、やっぱり教科書に載るのが一番の効果だと思いま

すので、私たちもそれができるなら。価値については、専門家の先生の中ではやはりか

なり価値が高いと、特に西日本ではトップレベルと言われていますので、そのあたりは

ぜひ推していければいいなと思っております。ただ、東京とか大阪とか主要都市でのシ

ンポジウムなんかも、以前からそういうことをやってみたらどうかというのは言われて

いるんですが、実際予算的に非常に厳しいなというところがありますので、それも検討

はしていきたいなと思っているところです。 

 

（東島教育長） 

 はい、わかりました。ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、質問がないようでございますので、この件については終了いたします。 

 

 それでは、最後に冒頭で１項目追加をいたしました。それを今から説明をいたします。

「赤松小・北川副小・城南中学校のコミュニティ・スクールに関する評価と再設置につ

いて」、教育総務課のほう説明をお願いします。 

 

（森教育総務課教育政策係主査） 

 失礼いたします。教育総務課教育政策係からコミュニティ・スクール設置に係る赤松

小学校、北川副小学校、城南中学校の評価についてご報告をいたします。別冊の資料を

ごらんください。 

 城南中校区の３校、赤松小学校、北川副小学校、城南中学校は、平成２８年度から今

年度の３年間コミュニティ・スクールを設置しておりまして、今年度が最終の３年目に

当たります。 

 そこで本日は、お手元の資料に各校の取り組みに関する調査結果を載せております。

この結果に触れながら、３校の活動状況を簡単にご報告させていただきます。 

 まず１枚目、赤松小学校です。 

 １ページの右上のグラフをごらんください。こちらは学校フリー参観デーの参加者数

です。本年度は大雨のため６月のフリー参観デーが中止となりましたが、平成２８年、

２９年と参加者が増加しております。校区外からの参加者も１００名を超えており、学

校には高い関心が寄せられているのがわかります。また、その下のグラフ、２番、学校

と地域の連携について、そして、２ページ目の３番、家庭、地域の教育力について、そ

して４番、子どもの地域意識、学力向上についてのグラフも掲載しておりますが、全体

的に好意的な意見が多く載せられております。地域住民や保護者の教育に対する関心が

高まり、学校での取り組み内容が充実していることがおわかりになるかと思います。 

 次は、北川副小学校です。３ページをごらんください。 

 ２の学校と地域の連携は深まったかについて、学校は、地域と連携をとって、特色あ

る教育活動を行っているという設問に、本年度は９９％の保護者がそう思う、大体思う

と答えております。日常的に地域のボランティアの方が授業に協力され、子どもたちの
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支援をされています。 

 ４ページをごらんください。家庭学習、学力は高まったかという設問に、家庭学習の

高まりを感じている保護者が９７％となっており、また、わかりやすい授業を行ってい

るについては８６％の保護者が実感していることがわかります。 

 最後に、城南中学校です。５ページをごらんください。 

 ２番の学校と地域の連携の地域との交流や体験活動を行っているについては、平成２

８年度から３年間、「よく」、「だいたい」と答えている保護者が９０％を超えておりま

す。学校と地域の結びつきが強固になっていることがうかがえると思います。 

 また、６ページ下のグラフ、地域との交流や体験活動に積極的に参加していると答え

た生徒も増加はしております。地域の中で、国民体育大会や夏祭りなどでのボランティ

アに進んで参加している生徒がふえてきているということです。 

 以上のように、保護者、地域、学校、児童・生徒に好ましい成果が見られ、城南中校

区３校では、学校運営協議会制度が地域に根づいております。さらに、今後の取り組み

に向けて一層の連携を進めておられるところでございます。 

 これらを踏まえて、来年度以降も３年間のコミュニティ・スクールの設置を行う予定

でございます。 

 以上で報告を終わります。 

 

（東島教育長） 

 今の説明に対して質問ございませんでしょうか。特別ないでしょうかね。 

 城南中学校が学力向上の努力、確かに８６％という保護者、子どもたちは８１％です

が、「よくできている」が減ってきていますよね。ここは非常に気がかりですね。結局

これも増えつつ「だいたい」もというふうになればいいけれども、それがどんどん減っ

てきているということは、逆に言えば、その分が「だいたい」のほうになってきている

ということになると、少し問題ありという見方ができないではないと。 

 ほかにございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 これは、この３校に限らずですけど、５ページの一番上のグラフで、参観デーの参加

者数、やっぱりお父さんが非常に少ない傾向はずっと続いていると思うんです。父親を

どうやって引っ張り出すか、工夫が必要でしょう。そうなると、やっぱり会社へのアピ

ールですよね。これはまなざし運動との絡みもあるでしょうから、その辺もご配慮いた

だいて、これは私の過去の反省も踏まえて、父親をどうやって引っ張り出すかを少し工

夫しましょう。お願いします。 

 

（東島教育長） 

 山口課長、今度の具体的な活動方針の見直しがあったじゃないですか。具体的な行動

目標、行動指針。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 あの中で、企業の中に、このようなことが入ってませんでしたかね。今度改正した分

で。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい、行動指針の部分ですね。 
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（東島教育長） 

 行動指針。それにそういったことが入ってませんでしたかね。 

 

（伊東委員） 

 私の過去を言うと、非常に申しわけないですけど、私はこういう学校の参観をしたと

きには考課査定に入れていました。プラスするように。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 授業参観やＰＴＡ活動、地域活動のために休暇をとりやすい雰囲気づくりを進める

と、これはもう前から…… 

 

（東島教育長） 

 前から入っているよね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい、ずっと入っております。 

 

（東島教育長） 

 今度の運動の中で、やっぱりアピールしていかないといけませんね。 

 

（伊東委員） 

 お言葉を返すようですが、やっぱり企業には定着していないんですよ、ここに書いて

ありますけど。地域貢献的なことも含めて、こういう参観に行った場合には、私はわず

かですけど、ボーナスと給料査定の中に考課査定に入れていました。そういうことで地

域に少しでも入っていけと。 

案外、自動車関係のところとかは、そういう配慮があるんじゃないでしょうか。でも

一般的に佐賀は、やっぱりそういう面でのレベルが低いですね。 

 

（東島教育長） 

 人事考課制度まで生かしていただくとなりますとね。 

 

（伊東委員） 

 いや、本当、今後必要じゃないでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 教員の場合は逆に、自分の学級をほったらかして、と言われると思います。 

 

（伊東委員） 

 まあ参考ですけどね。 

 

（東島教育長） 

 そうですね。 

 それでは、今の件は社会教育課のほうもひとつ頭に置いておいてください。 

 ほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、報告事項についてはこれで終了いたします。 

 これで全日程終了したようでございますが、その他、何かございませんでしょうか、

教育委員さん方のほうから。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 ないようでしたら、これで３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５９分 

 

 


