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日程１ 開会の宣告 

 

（東島教育長） 

 それでは、時間となりましたので、これより佐賀市教育委員会４月定例会を始めたい

と思います。 

 今日は久しぶりの雨になりましたが、昨日は真夏日に近い２９度を超えたと。もう真

夏日に迫ったということでございましたが、本当に一気に暑くなったという感がいたし

ます。学校のほうも１か月経たないぐらいで、いよいよ連休に突入をするわけでござい

ますけれども、先生方には１か月が勝負なんだということをよく言っております。学級

経営は１か月でめどが立たなかったら、もう１年間ずるずるですと。だから連休明けの

先生方の教育活動、学級の様子を見たら、１年後の様子もそれとほぼ変わりませんよと

いうことを言っております。そういう意味で、学校のほうは非常に大事な時期であると

思っておるところです。 

 それでは、早速委員会に入ってまいりたいと思いますけれども、今日は新年度で初め

てでございますので、まず初めに自己紹介からしていきたいと思います。 

 教育委員のほうから自己紹介をいたしますが、私から時計と反対回りにいきましょう

かね。 

 東島でございます。教育長です。 

 

（堤委員） 

 ２９年１１月より教育委員を務めております堤和義と申します。どうぞよろしくお願

いします。 

 

（小川委員） 

 こんにちは。小川鮎子と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（吉村委員） 

 教育委員の保護者委員として入っています吉村純子です。よろしくお願いします。 

 

（片岡委員） 

 教育委員の片岡優理と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 それでは、そちらのほうは部長から副部長、そして学校教育課、学事課といきましょ

うか。お願いします。 

 

（百崎教育部長） 

 去年の４月から参りました教育部長の百崎でございます。また今年もよろしくお願い

いたします。 

 

（宮崎教育部副部長兼教育総務課長） 

 皆さんこんにちは。この４月１日から教育部副部長兼教育総務課長ということで拝命

いたしました。ご存じのとおり、前任は文化振興課長でございます。宮崎です。どうぞ

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） 

 こんにちは。学校教育課長の松島でございます。２年目となりました。どうぞよろし

くお願いいたします。 
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（百﨑学事課長） 

 こんにちは。教育委員会２年目となりました学事課長の百﨑でございます。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） 

 社会教育課副課長の豊田と申します。すみません、今年の夏に佐賀市で社会教育委員

の全国大会がございます。今日は佐賀県のほうで、その説明会がございまして、佐賀市

も共催となることでございますので、山口課長がそちらのほうに出席をするということ

で、今日は代理で来ております。４年目になりました。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

（横田文化振興課長） 

 こんにちは。今年の４月に文化振興課長を拝命いたしました横田昌和といいます。２

年前まで文化振興課で副課長をしておりまして、２年間外に出ておりました。よろしく

お願いいたします。 

 

（江頭図書館長） 

 皆さんこんにちは。図書館長の江頭といいます。２年目になります。今年度もどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 事務局のほうも。 

 

（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去年からやっております志波と申します。また今年もよろしく

お願いいたします。 

 

（王丸教育総務課教育政策係長） 

 皆さんこんにちは。同じく教育総務課の教育政策係の係長を４月から拝命いたしまし

た王丸と申します。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。今年度もよろしくお願いします。 

 

（東島教育長） 

 ほとんどの顔ぶれは、新任の方もいらっしゃいますが前にいらっしゃった方ですね。

王丸さんは何年ぶりでしたかね。 

 

（王丸教育総務課教育政策係長） 

 採用されてから平成１３年まで教育委員会に…… 

 

（東島教育長） 

 １３年までということは十七、八年ぶり。ということは皆さん初めてですね。 

 

（王丸教育総務課教育政策係長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 こういうことで、またよろしくお願いを申し上げます。 
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 それでは、早速会議に入りたいと思います。 

 本日は、伊東委員が用務のために欠席ということで連絡が入っております。 

 在任委員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、配付しております日程のとおりにお願いしたいと思いま

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） 

 ３月２６日の定例教育委員会の会議録につきましては、４月１９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） 

 会議録の報告が終わりましたけれども、その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〕 

 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資料を用意させてもらっていますのでお

開きいただきたいと思いますが、１年の最初の定例教育委員会でございます。特に教育

委員の皆さん方には年度末から年度初めにかけて退職とか、あるいは転出とか転入と

か、そういうものに伴いまして、いろんな式がございました。皆様方にもご出席をいた

だきまして大変感謝を申し上げます。 

 また、新規に給食の一部民間委託をいたしました春日北小学校、ここでの給食試食会

もございました。委員の皆様にも参加をいただいたところでございます。 

 そういうことで、一部民間委託の状況というのが大体おわかりになったんじゃないか

なと思っているところです。 

 いよいよ来月からは令和という新しい時代に入ります。私もなかなか令和というのが

万葉集からの出典ということを聞いて、今はもう、すぐわかりますね。昔みたいに手探

りで探していたころが楽しかったですね。ピッと見ればピッと出てきますから、わずか

二、三秒と。これではちょっと探し当てた手応えがないなと思って。「初春の令月にし

て、気淑く風和らぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす」と、こういう文だ

そうでございます。その「初春の令月にして」の「令」と、それから「風和らぎ」の「和」、

この２つをとって「令和」としたと書いてありました。大化から数えて２４８番目の元

号であるとも書いてありましたけれども、実に長い年月を経た日本の国だなと思ったと

ころでございます。 

 これからまた新たな時代に向けて、私どもも佐賀市の教育を動かしていくわけでござ

いますので、どうぞまたよろしくお願いを申し上げます。 

 まず１点目でございます。佐賀市校長会の総会、これが４月９日にありました。ここ

には教育委員会として私と学校教育課長が挨拶に出向きましたが、本年度は、特に校長

が５０人中２０人変わっているということで、４０％の校長が変わっていますので、ま
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た原点からやり直し、というよりも、ゼロからきちんと校長先生方には佐賀市の教育に

ついて話をしていかないといけないのかなと、そういうことを思ったところでありま

す。総会は、やはりこれまでは異動者が少なかったので、雰囲気はあまり毎年変わらな

かったんですが、今回は４０％変わると、２０名市外から入ってこられますと、例年と

は違った雰囲気がありました。やはり何といいましょうか、新たな空気がそこに吹いて

いるという感じを受けたところでございました。それぞれの自己紹介がございまして、

新鮮な感じを持ったところでございます。校長ですから、それぞれ校長としての自覚、

それから責任感、これを痛切に感じたところですし、佐賀市で意欲を持ってやっていき

たいという、そういう思いを挨拶の中で皆さん言ってくれておりました。佐賀県の子ど

もたちも４分の１強が佐賀市におりますし、先生方の数も１，４００という数は、県下

の４分の１です。４分の１ということは、それだけ良きにつけ悪しきにつけ影響力は大

きいということです。ですから、学力検査でも佐賀市がずっこければ全体が落ちていく

という、非常に影響力の大きい佐賀市の教育でございますので、それぞれに私ども責任

を感じて取り組まなければいけないと思ったところでございます。これが１点目です。 

 ２点目です。市の歯科医師会から歯ブラシの贈呈を受けました。今年初めて佐賀市内

の小学１年生の入学式において、歯科医師会から歯ブラシが提供されました。佐賀県は、

幼児の虫歯の数は、これはまだまだ改善をされつつあるといえどもワーストレベルにあ

ります。そういうことで、歯科医師会のほうでは、小学１年生に歯ブラシをプレゼント

して、歯をしっかり磨いて歯の健康に気をつけましょうと。いわゆる歯磨きを習慣化す

るようにしましょうということで、保護者がいる入学式で贈呈されたところでございま

した。それが２番目です。 

 ３つ目です。資料の裏のほうに行きまして、全国都市教育長協議会の第１回常任理事

会・理事会がございました。これにつきましては、資料をつけております。多くの話が

ありましたので、これを全部印刷するとなると莫大なページ数になります。３００ペー

ジぐらいになりますので、そこからかいつまんで大事な部分だけを用意させてもらって

います。もちろん説明もされた部分だけを取り出しました。１つは、学校における働き

方改革に関する取組みの徹底。これを国のほうから強く言われました。つまり、今度教

育職員の勤務時間の上限に関するガイドラインが出ました。月の時間外勤務４５時間を

超えたらいけないということで強く打ち出されまして、国としては教育職員も例外では

ないという説明がありました。でもそれに対しては心の中で非常に反論をしておりまし

た。なぜかといいますと、枠は決めても中身は減っていないんですね、教育内容にして

も。特にカリキュラムなんかは、もう全然減っていない。内容も増えているし時数も増

えているし、新しい内容、新しい方法がつけ加わってきているということで、入るわけ

なかろうということなんですよ。ですから、なかなか難しいですが、これについては努

力は絶対していかなければいけないんですが、もっともっと抜本的な改革が必要じゃな

いのか、という疑問を持ったところでございました。昨日も県のほうからこの件につい

て話がありましたけれども、これはこの次の市町との協議会の中や、県とも協議をして

まいりたいと思っております。 

 そういうことで、ここに書いてありますように、上限に関するガイドラインの取組み、

それから勤務時間管理の徹底、これが３点ほど書いてあります。それから適正な勤務時

間の設定については、佐賀県は振替期間を延長して、１６週の振り替えができるように

なっていますので、これは佐賀県も十分心得ています。それから学校閉庁も去年からや

っておりますので、そういうことで取り組みをしております。それから、４つ目の留守

番電話の設置についても、これも佐賀市で取り組んでおります。 

 それから、(3)の労働安全衛生管理の徹底、ストレスチェックについても全教職員に

していただいております。労働安全衛生管理体制の整備の徹底、これも各学校徹底して

やっていただいているところです。 

 こういうことで、できるものは佐賀市としても取組みを強化しておりますので、そう

いうことで今後もできるだけ上限ガイドラインに近づける努力をしてまいりたいと思
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っているところです。あとはお読みいただくということで、ここまでにしておきたいと

思います。 

 ただ、３ページの一番上の(3)の「業務の役割分担・適正化のために各学校が取り組

むべき方策」、この中で３つありますけれども、特に時間外に行う練習の指導とかプー

ルの夏季休業中の指導とか、行事の過剰な準備とか、こういうものは大胆に削減しなさ

いと、こう言われました。それから、保護者、地域住民等との情報共有をして、そして

学校への理解を求めてくださいと。ただ、今回は佐賀県ＰＴＡ連合会が働き方改革につ

いて賛同してくれました。今度の定期総会の中で佐賀県ＰＴＡ連合会は宣言文を出す予

定になっています。これはまだ案の段階で、私もらってはきたんですが、５月の中旬・

下旬の予定ですから、先走って出すわけにはいかんかなと思ってコピーは遠慮させても

らったんですが、佐賀県ＰＴＡ連合会が後押しをしてくれると。ですから、私どもは佐

賀市ＰＴＡ協議会とも連携をとって理解を求めていく必要があるだろうと考えたとこ

ろです。 

 次に、学習指導要領の改訂ですが、これについては５ページからでございますけれど

も、来年度が小学校、再来年度が中学校、その次が高等学校の１年から順次全面実施と

いうことになります。特に６ページ目のほうに、上に学習指導要領改訂の考え方と書い

てありますが、その中の真ん中ほどの四角、これを強く言われたところです。これから

の教育課程というのは地域と連携・協働をしながら進めてくださいということ。つまり、

よりよい学校教育を通じてよりよい社会をつくるという目標を学習指導要領は持って

いますと。それを地域と共有してくださいということを言われました。そして連携・協

働しながら未来の担い手をつくり出してください、そのためには社会に開かれた教育課

程を実現するようにしてくださいと、こう強く言われました。つまり、今までは教育課

程は基本的に学校の内に向けてつくり出しておりました。学校内で行うカリキュラム

と。ところが、今度は社会に開かれた教育課程ということで、ここには３点ほど視点が

ございますけれども、これから社会に開かれた教育課程という視点から地域と協働しな

がらと。だから、新学習指導要領の周知・広報、これに文部科学省は力を入れておりま

す。それぞれ社会の人たち、いわゆる学校の教職員のみならず、保護者、社会一般の方

たちにも新学習指導要領は周知させてくださいということで、これから文部科学省でも

力を入れたいというふうにしているところです。当然、各学校においても文部科学省が

つくったリーフレット等を配付しながら説明をすることになろうかと思います。そうい

うふうに大きく学習指導要領の見方が変わってきたということですね。これはここまで

にしておきます。 

 そして１１ページからは生涯学習・社会教育振興施策の動向ということで、これはい

ろいろ話がありましたが、コミュニティ・スクールとの連動、それから地域学校協働活

動との一体感、こういうことを若干話されまして、最終的に話されたのが、１７ページ

の今後の社会教育施設のあり方を話されました。今後の社会教育施設に求められる役割

ということを言われました。公民館というのは、地域コミュニティの維持と持続的な発

展を推進するセンター的役割、地域の防災拠点であると、こう言われました。それから、

図書館は他部局と連携した個人のスキルアップや就業等の支援、住民のニーズに対応で

きる情報拠点と。それから、博物館は学校における学習内容に即した展示・教育事業の

実施、観光振興や国際交流の拠点、こういうふうに言われました。そして、これを首長

部局のほうに移管をしてダイナミックに展開することは可能ですということを言われ

たところでした。私もよくよくこれについては理解をしていませんので、後でお読みい

ただいたらと思っておるところです。 

 次、４点目です。１５日から小中一貫校富士校コミュニティ・スクールを皮切りに、

平成３１年度のコミュニティ・スクールの辞令交付式を６校行う予定になっております

し、行ったところでございます。 

 ５番目、佐賀市人権総合学習の開講式です。これは毎年行っておりますけれども、目

的は３つございます。解放の力量を培う。人間関係力を高める。そして学力の保障をす
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るということで、年間４２回、６会場で被差別部落の子どもさんだちを中心に学習会を

行っているということです。 

 それから、６番目は昨日です。佐賀市教育委員会と市町教育委員会の協働会が行われ

ました。これは主に佐賀県の教育方針の説明でしたので、正式に来た段階で、多分教育

委員さん方にお渡しすることができるだろうと考えておりますので、ここでは割愛をさ

せていただきたいと思います。 

 以上、説明を終わりたいと思いますが、特別に質問はございませんでしょうか。 

    〔「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） 

 続きまして、日程４の提出議案であります。 

 第１号議案『佐賀市社会教育委員の委嘱について』について、社会教育課から説明を

お願いします。 

 

（豊田社会教育課副課長兼総務企画係長） 

 それでは、社会教育課です。私のほうからご説明をさせていただきます。 

 資料の１ページをお願いいたします。第１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。」とされておりまして、「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、こちらをお願いいたします。 

 １ページのほうをお開きいただければと思います。こちらに名簿を掲載しておりま

す。この掲載しております名簿のとおり、現在、佐賀市の社会教育委員は１３名でござ

いまして、今回、一番上の佐賀市小中学校長会から前任の委員の退職に伴いまして新た

な委員の推薦がありましたので、この案を本日の教育委員会に提出をさせていただくと

いうものであります。 

 具体的には、先ほどの定例教育委員会資料のほうに戻っていただきまして、裏面２ペ

ージのほうです。別紙としております。新たに委嘱する委員は冨吉猛氏で、解任する委

員は権藤順子氏でございます。 

 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「委員の

任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。」という

規定によりまして、前任の委員の残任期間であります平成３１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。 

 

（東島教育長） 

 それでは、社会教育委員の委嘱について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。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでございますので、原案のとおり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、第１号議案『佐賀市社会教育委員の委嘱について』は、原案のとおり承認



 7 

をいたします。 

 

日程５ その他 

 

（東島教育長） 

 それでは、その他の項に入ってまいります。 

 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進課から、教育委員の皆様方に「第７

８回国民スポーツ大会佐賀市準備委員会委員への就任について」の依頼があるというこ

とでございますので、説明をお願いいたします。どうぞ。 

 

（井口国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進課長） 

 今ご紹介いただきました国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進課の井口と

申します。私のほうから、佐賀市準備委員会の委員の就任のお願いということで参りま

した。 

 まず最初に、簡単に佐賀で開催されます国民スポーツ大会の概要についてご説明させ

ていただいた後に、具体的な委員の就任のお願いということでご説明をさせていただき

たいというふうに思います。 

 資料はお手元にお配りしております「第７８回国民スポーツ大会佐賀市準備委員会に

ついて」というふうな冊子になっているものをごらんください。 

 １ページを開いていただきまして、２ページ目の上のほうからお願いいたします。 

 現在、国民体育大会というふうに申しておりますけれども、この根拠となります法令、

スポーツ基本法の一部改正に伴いまして、令和５年１月１日から「国民体育大会」が「国

民スポーツ大会」というふうに名称が改められます。そのため、令和５年に開催されま

す佐賀大会から名称が「国民スポーツ大会」に変わるということになります。 

 １つ飛びまして、大会の主催者ですけれども、大会の主催者は日本スポーツ協会、文

科省、開催地都道府県というふうになっておりますが、各競技会につきましては競技団

体と会場地市町を含むとされておりまして、競技会につきましては市町と競技団体が連

携をして準備運営を行っていくということになります。 

 ３番目の開催時期・期間ですけれども、本大会の開催時期が令和５年の９月中旬から

１０月中旬までの１１日間と定められております。例年１１日間というふうになってお

りますが、水泳等を含めて２ないし３競技につきましては、この１１日間の会期以前に

開催されているところがございますが、佐賀県が全国の中で旅館、ホテルの数が４６番

目という事情がございまして、この１１日間の中で集中的に競技を行いますと、どうし

ても選手、関係者の宿泊先が足らないという事情があります。そのため、現在県のほう

と協議をしておりますのは、できるだけこの１１日間にとらわれず、特例的に会期を分

散して開催する方向で協議を進めているところでございます。大会の愛称、スローガン

等につきましては、５月に県の準備委員会のほうで決定される予定になっております。 

 実施予定競技ですけれども、正式競技が３７競技、続きまして、次のページの都道府

県対抗の得点対象とならない高校野球ですけれども、特別競技が１競技、それから得点

対象とならず、これは競技団体が主体となって開催する公開競技が７競技、それから、

生涯スポーツの振興を主な目的として、県内居住者を対象として実施されますデモンス

トレーションスポーツ、そのほか、開催県の郷土文化の普及啓発等を目的とした文化プ

ログラム等が大会の関連行事として行われます。 

 参加者数につきましては、平成２９年の愛媛国体の実績で申し上げますと、県内全部

で延べ６７万人の方がお見えになっております。この中から、佐賀市開催分の競技数の

分を推計いたしますと、延べで２７万人の方が佐賀市にお見えになるということが言え

るかというふうに思います。 

 続きまして、４ページをお願いいたします。 

 正式競技、特別競技、合わせて３８競技のうち、佐賀市では１５競技が開催をされる
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ようになっております。ここに開催予定競技と開催予定施設を記載しておりますが、ご

らんいただけるとおわかりになるかと思いますが、ライフル射撃の佐賀県警察学校を含

め１５競技のうち１０競技がＳＡＧＡサンライズパーク、現在の県総合運動場周辺で開

催されるというふうなことになっております。どうしても佐賀市での開催競技数が多い

というのは、県営の競技施設が佐賀市に集中的に存在しているというふうな事情もござ

いまして、このような状況になっているところでございます。 

 続きまして、５ページをお願いいたします。 

 県内の会場地の内定状況ですけれども、県内２０市町、それぞれ１競技以上を開催す

るようになっております。一部まだ調整中の競技がございますが、昨年の１２月２０日

現在ではこのような状況になっております。 

 下のほうの３番目、県と市町の業務分担及び経費負担でございますが、先ほど申し上

げましたように、競技会につきましては、競技団体と市町が連携して準備運営を行って

いくというふうにされておりまして、競技会の計画の策定から準備運営等については市

町が責任を持って開催するということになりまして、それに伴いまして、経費について

も負担するという形になります。ただ、競技の準備運営につきましては、一部県の補助

制度なども設けられているところでございます。 

 続きまして、６ページ目の今後のスケジュールでございますが、令和元年、今年度の

６月３日に佐賀市の準備推進組織となります準備委員会を設立の予定で今準備を進め

ているところでございます。来年度、会場地の総合視察ということで、日本スポーツ協

会、また文科省のほうからお見えになりまして、その視察を経て７月ぐらいに正式に佐

賀県での令和５年の国民スポーツ大会等の開催が決定することとなっております。この

開催決定を機に準備委員会を、組織はそのまま実行委員会という名称に改組をいたしま

して、実行委員会という形で引き続き準備を行っていくということになります。開催１

年前の令和４年にはリハーサル大会ということで各競技についてリハーサル大会をそ

れぞれ開催いたしまして、本大会に向けての準備を整えるということになります。 

 以上が令和５年に開催されます国民スポーツ大会の佐賀大会の概要でございます。そ

の佐賀大会の準備に向けての推進組織ということで準備委員会の設立を今計画してお

るところでございますが、資料の７ページのほうをお願いいたします。 

 準備委員会につきましては、大会の開催基準要綱の中で、会場地市町は大会運営のた

めにそれぞれ実行委員会を設置するとされているところでございまして、この実行委員

会の準備段階ということで、準備委員会という形で設立することになります。 

 準備委員会の役割といたしましては、大会を成功に導くということはもちろんでござ

いますが、選手、役員、観戦者等を温かく佐賀にお迎えする体制づくり。それから、国

民スポーツ大会を契機として、今後ますます魅力的なまちづくりにつなげていくという

ことを目的、役割として議論を重ねていくということになります。 

 準備委員会の役員、委員等につきましては、教育長、それから教育委員の皆様のほか、

競技団体の方、それから行政、議会、学校教育関係者、宿泊、飲食、輸送交通関係者等、

それぞれ関係する団体の代表者で構成をしたいというふうに考えております。会長につ

きましては佐賀市長を考えております。任期は、準備委員会、引き続き実行委員会とい

う形になりますが、国民スポーツ大会が開催されます令和５年の年度末までと考えてい

るところでございます。 

 大変申しわけございませんが、委員に就任をお願いする皆様につきましては、無報酬

でお願いしたいと考えているところでございます。 

 それで、準備委員会、実行委員会の会議の中身でございますが、８ページをお願いい

たします。 

 まず、最高の議決機関といたしまして総会がございます。総会につきましては年１回

開催する予定でございます。教育委員の皆様につきましては、この総会に顧問という形

でご出席をお願いしたいと考えております。総会の下に決定機関として常任委員会を設

けます。この常任委員会につきましては年２回程度の開催を考えておりまして、２回の
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うちの１回につきましては総会の前に開催するようなスケジュールで考えているとこ

ろでございます。 

 教育長につきましては、組織の中での副会長という形で就任をお願いしたいと考えて

おりまして、この常任委員会にも副会長としてご出席をいただきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 具体的な国民スポーツ大会の準備運営にかかわります広報、ボランティアですとか、

競技運営、それから宿泊、医療救護、環境、輸送交通、警備につきましては、準備委員

会の中に各専門委員会というものを設けまして、ここにまた新たに別途実務者レベルの

方にご参画いただきまして、詳細な議論、計画等を審議いただきたいと考えているとこ

ろです。この各専門委員会で審議していただきました内容をこの常任委員会で最終的に

決定していただくという形になります。 

 あと、９ページ以降に佐賀市準備委員会の会則を記載しておりますので、こちらのほ

うは後ほどごらんいただければと思います。 

 説明は以上になります。 

 これから令和５年まで５年ほどございますが、いろいろ皆様のご協力をいただきなが

ら円滑で効率的な準備を進めていきたいと考えておりますので、皆様のご協力をどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 説明は以上になります。 

 

（東島教育長） 

 今、国民スポーツ大会の話がございましたが、質問ございませんか。 

 準備委員会委員への就任ということでございますので、これは、特別理由がなければ

──はい、どうぞ。 

 

（小川委員） 

 依頼文が手元にありますけど、教育委員も任期があると思います。ここで就任を承諾

しますとしたときは、令和５年までという期間になりますか。 

 

（東島教育長） 

 いいえ、教育委員が任期満了で退任された場合には、新たな教育委員がそれを引き継

ぐということになります。 

 

（小川委員） 

 はい、わかりました。ありがとうございました。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんか。 

 準備委員会の設立は今年度の何月ごろの予定ですか。 

 

（井口国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進課長） 

 ６月３日の午前１０時からを予定しております。 

 

（東島教育長） 

 そして、実行委員会が令和２年度、来年度ですが、県の実行委員会の設立とこっちの

ほうの実行委員会の改組とはどんな順番になりますか。 

 

（井口国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進課長） 

 特に県の準備委員会が実行委員会に変わった後に、それに伴って市が変わるというふ

うなことではございませんので。 
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（東島教育長） 

 独自の動きをつくる。 

 

（井口国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進課長） 

 はい、別の組織というふうに考えていただいて結構でございます。 

 

（東島教育長） 

 別の組織でいいですね。県と連動させる必要はないと。 

 

（井口国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進課長） 

 お互い別のことをやっているわけではありませんので、全く関係がないということで

はございませんけれども、組織としては別ということになります。 

 

（東島教育長） 

 わかりました。それでは前後しても特別に問題ないということですね。 

 それから、副会長というのは１０名以内になっていますよね。 

 

（井口国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 私もそこに入らないといけないということですが、ほかにどういう方がなられます

か。 

 

（井口国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進課長） 

 副市長がお二人と、議会の議長、それから商工会の会頭等にお願いしたいと。 

 

（東島教育長） 

 地域振興部長は。 

 

（井口国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進課長） 

 佐賀市の各部長については、委員という形でお願いしたいと考えております。 

 

（東島教育長） 

 いや、地域振興部長は副会長じゃないのかと。 

 

（井口国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進課長） 

 はい、地域振興部長につきましては、別に事務局の中の事務局長という形で就任する

ことになります。 

 

（東島教育長） 

 なるほど、そうなるから副会長ではないと。 

 

（井口国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 わかりました。いや、私が差し置いて副会長になるわけにはいかないなと思ったわけ
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ですよ。部長がおられるのに。 

 

（井口国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進課長） 

 特に国民スポーツ大会の開催につきましては、児童・生徒の方の学校応援ですとか、

いろいろ先催市等を見ますと、のぼり旗に何々県の選手を応援しますということで手書

きで書いていただいて、何々小学校何年何組一同みたいな、そういうふうなこともされ

ていらっしゃる先催県とか先催市もありまして、いろいろ児童・生徒の皆さんにお願い

するというか、一緒に取り組んでいきたいというふうなこともございますので、その辺

についてもいろいろご審議いただきたいと思っております。 

 

（東島教育長） 

 前回の高校総体でそれをしたんでしたかね、佐賀は。全国中体連でしたかね。どちら

かでしました。何々県の選手を応援します、何々小学校とか書いて。もう今から十二、

三年前ですよ。 

 それから、前回の国体のときにはマスゲームを、面浮立を小学校の６年生全部集めて

そこでやりました。それから金管バンドも全部集めて、金管バンドのマスゲームと新栄

の鼓隊、これをやりましたもんね。だから、恐らく今度も何か小学生のいわゆる６年生

グループと中学生の何かあるだろうなという推測を立てているんですが。 

 

（井口国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進課長） 

 開会式等については県のほうからあるかと。 

 

（東島教育長） 

 県のほうからですね。はい、わかりました。 

 質問ありませんか。どうぞ。 

 

（吉村委員） 

 委員になった場合、この中でいくとどういう部分にかかわることになるんでしょう

か。 

 

（井口国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進課長） 

 顧問という形で総会にご出席いただきたいと思っております。 

 

（東島教育長） 

 質問ないですかね。それでは、委員就任のほうよろしくお願いしたいと思います。 

 

（井口国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進課長） 

 よろしければ、今日お手元に承諾書をお配りしているかと……。 

 

（東島教育長） 

 印鑑は要りませんか。 

 

（井口国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進課長） 

 はい、後で印鑑を押していただければ。 

 

（志波教育総務課副課長兼総務係長） 

 教育委員への封筒の中には返信用封筒を入れておりますので、押印をしていただいた

上でポストに入れていただければ。 
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（東島教育長） 

 返信用の封筒が入っているそうでございますので、それで返信をしていただきたいと

思います。５月７日が締め切りになっていますので、それまでに郵送をお願いします。 

 

（堤委員） 

 今度出る会議は、今お話のあった６月３日になるんですかね。 

 

（井口国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進課長） 

 はい、お願いしたいと思っています。また別途ご案内を差し上げますので。 

 

（東島教育長） 

 それでは、これで国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の役員就任については

これで終わらせてもらいますが、よろしゅうございますかね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは井口課長、いいですか、それで。 

 

（井口国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進課長） 

 よろしくお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 それでは、承諾書を郵送していただいてから、案内をお届けするということになりま

す。 

 最後に、皆さん方のほうから、そのほかに何かございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、これで４月の定例教育委員会を閉会いたします。今日はどうもお

疲れさまでした。ありがとうございました。 

 

 終了時間 午後３時１５分 

 

 


