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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。ただいまから佐賀市教育委員会５月定例会を開きたい

と思います。 

 先ほど伊東職務代理者と話をしておりましたが、けさ登校中に川崎市でしたか、これ

また通り魔的な無差別殺傷事件と言ったらいいんでしょうか、これで子どもの中で１人

の女の子が亡くなったと。それから３０代の男性が１人亡くなったと。犯人は自分の喉

を突いて亡くなって、１８人の子どもが負傷を負ったという、こんな事件が昼のニュー

スであっておりました。令和に入ってから子どもを巻き込んだ事故・事件が、しかも子

どもたちに何ら責任のない事故・事件があまりにも続いているような気がしてならない

んですね。これは安倍首相直々に点検をしなさいと言うけれども、何をどう点検するの

か、そして、そこにどういう手を打つのかというのは、なかなか難しいと思います。や

たら防御壁を建てればいいというものではありませんし。だから、やはり大人の自覚を

促すのが令和の時代と、そういうふうな思いをしたところでございました。 

 きょうは小川委員から都合により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をしております。 

 それでは、本日の日程でございますが、配付しております日程のとおりに進めていき

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、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） 

 ４月２３日の定例教育委員会の会議録につきましては、５月２３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） 

 報告がございましたけれども、今の報告に対しまして質疑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ので、会議録は報告のとおり承認とすることにいたしま

す。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（東島教育長） 

 続きまして、日程３、教育長報告となっております。皆様方のお手元に１枚紙を置い

ていると思いますが、裏の２ページ目から、記憶の新しいほうからいきたいと思います。

きのう全国高等学校総合文化祭の第３回実行委員会がございました。皆様方のお手元に

文化振興課から「２０１９さが総文祭」、このチラシを乗せていただいておりますが、

この中にその日程等が書いてございます。佐賀市の会場等についても書いてございます

が、佐賀県内の高校生が集まって、この総文祭を成功させようと本当によく頑張ってく

れております。特に２７日の土曜日が開会式で、その日には、バルーンミュージアムか

ら本丸歴史館の前ということでパレードもございますので、マーチングバンドとかバト
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ントワリングとか、そういうもので非常に楽しみながら音も楽しめると。目と耳で楽し

めるのではないかなと思っておりますので、もしお時間が許せばごらんいただければと

思っております。 

 なお、それぞれの開催部門につきましては、このところに佐賀市の分は佐賀市と書い

てありますので、ごらんいただいて、そのさが総文祭につきまして、皆様方のほうも実

際に見聞されたらと思うところでございます。これが１点目です。 

 それから、全国都市教育長協議会理事会と定期総会・研究大会がございました。土曜

日の夜に、こちらのほうに帰ってまいりましたが、水、木、金と３日間にわたって富山

のほうで行われました。研究大会のテーマが「未来を切り拓く教育の在り方」というこ

とで、もちろん文部科学省の行政説明もございましたし、各教育委員会の取り組み発表、

あるいは協議議題を決めての分野別発表ということもございましたが、その中で１点だ

け紹介しておきますと、オーテピアという生涯学習、高知県の高知市教育委員会の発表

でした。これは複合施設でありまして、何が入っているかと言いますと、県立図書館、

高知市立図書館、そして科学館が入っています。しかも、この施設は、単なる複合じゃ

なくて県と市が一緒になってつくった複合施設ということです。ですから、図書館も県

立図書館長、市立図書館長の２人がいて、そして中は一緒と。ではどうしているか、２

つも頭があれば非常に厄介じゃないのかと言ったら、仕事の分担をきっちり決めていま

すということなんですね。ちょっと中身の細かいところはよくわかりませんけれども、

非常におもしろい取り組みですね。もう無駄を省くということなんですよ。高知県の県

都である高知市は一緒になって施設をつくると。大阪都構想とあんまり変わらないよう

な考えですよ。もう無駄な施設を市だから県だからって分けるんじゃなくて、一緒につ

くりますという仕組みですね。どうやらこんな方向も出てきているのかと思って、もし

よろしければ、ここなんかは非常に参考になるんじゃないかなと思っています。ただ、

発表そのものが１０分ですから、質問なんかもほとんどなくて、時間もないので、あと

は直接行って聞く以外ないなというふうに思って帰ってきたところでございました。 

 それから、１ページのほうに戻りますと、古賀常次郎氏から更生保護・教育・青少年・

福祉・医療・スポーツ、４８団体の寄附助成金の贈呈式がございました。これは聞くと

ころによりますと、古賀氏が８０歳を迎えられると。それを機会に最後の寄附をしたい

という思いでされたというふうに聞きました。今年度の寄附額が４５団体に２，３８０

万円、佐賀市には少年少女発明クラブ、鍋島小学校、巨勢小学校にそれぞれ２０万円で

すね。福祉教育のほうは市のほう２０万円、教育委員会２０万円です。これまで６０年

間にわたって寄附をされてきました。何と８億５，３８０万円を総額で寄附をなさった

と。こういうことを考えますと、古賀氏の思いをしっかりと酌み取りながら子どもの教

育に有効に活用したいと思ったところでございました。 

 次、２番目に移ります。令和元年度の「大隈祭」でございました。これが３９回目に

当たると、いわゆる節目の４０回の１年前ということだそうでした。 

 開会式のオープニングセレモニーは、北原香菜子さんの「大隈重信讃」という語りの

入った演奏で始まりました。大隈重信の生い立ち、性格、生きざま、こういうものをず

っと小さいころからの語りにして、琵琶の音色にのせて語ってくださいました。そして、

例年のごとく大隈スピーチコンテストで入賞した３名の子どもたちが、ここで発表をし

てくれました。やはり子どもたちの発表を聞いて、大人の方の感想はどうだったかとい

うと、まず内容がしっかりしていて、中学生とは思えない内容であると、しっかりした

考えを持っているということです。２つ目は、物怖じしない堂々とした話しぶりである

と、こういうことが私のそばで話をされておりました。大人以上だというふうに私の隣

の方が言っておられました。そういうことで、非常にいい発表をしてくれました。 

 それから記念講演がございまして、昨年から早稲田の応援部が校歌「都の西北」と「紺

碧の空」、これを奉納してくれました。来年が４０周年になりますけれども、これから

もずっと毎年この応援部は来るそうでございますので、もし機会があれば来ていただけ

れば。これは誰でもフリーに行けますので、「大隈祭」のときに来ていただきますと早
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稲田の応援部がじかに聞けます。非常に楽しいですね。それから、あとは午後もあった

そうですが、午前中で引き取らさせていただきました。 

 次、一番最初です。大相撲の九重部屋入門市長表敬訪問が４月２５日にありました。 

 昭栄中学校をことしの３月に卒業した江島大樹君と、初めてそのときにお会いしまし

たけれども、九重部屋に入門をされたそうです。九重部屋と言いますと、元大関千代大

海、大分県出身ですね、この部屋だそうです。体つきも千代大海によく似ていました。

恐らく千代大海、親方のような押し相撲に徹した相撲取りになるんじゃないかなと思う

ところです。江島君は、中学校在学中に柔道部のキャプテン、大将ということで７年ぶ

りの昭栄中優勝に貢献をしたということでございました。ある方が、柔道をしていたか

ら相撲に役立つでしょうねと聞かれましたら、柔道と相撲は全然違うと。柔道は引き技

だと、相撲は押し技と、全然逆だそうですね。だから、柔道をしているから相撲がうま

いとはいえないと。柔道は必ず引くと、押すんじゃないと。相撲は押さんとだめだと、

引いたらだめだと。だから全然根本的に違いますというふうに言われました。そういう

ことで、何年か後に、江島君が中学を卒業して、ですから１５歳ですよね。あと五、六

年で芽を出して、佐賀に今度の朝乃山みたいに優勝を飾って、出身地に錦を飾っていた

だけるといいなと。といいますのも、朝乃山は富山出身なんです。富山で地元紙を見ま

したら、朝乃山の記事は、相撲ですが１面なんですよ。スポーツはスポーツ欄でいいの

に、向こうの地方紙を見ると毎日１面は朝乃山の記事です。それくらいの熱の入れよう

でした。そういう意味では、そういうふうに活躍をすれば、おそらく佐賀でも、佐賀新

聞は毎日１面かなと思いながら表敬訪問を受けたところでございました。 

 以上でございます。 

 今の報告に対して何か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、これで報告を終わりにいたします。 

 

日程４ 報告事項 

 

（東島教育長） 

 引き続いて、日程４の報告事項に移ります。 

 「第３回社会教育委員の会議の報告について」、社会教育課のほうよろしくお願いし

ます。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 それでは、資料につきましては１ページから６ページまでの教育長及び教育委員と社

会教育委員との意見交換会（第３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。 

 まず、開催日時は平成３１年３月２６日火曜日、１３時３０分から１５時０５分まで

で、大財別館４階会議室で開催いたしました。出席しました社会教育委員は１３名中１

０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。教育長及び教育委員の皆様につきましては、全員のご出席をいただきました。事務

局は、百崎教育部長以下、社会教育課、教育総務課及び公民館支援課の職員が出席して

おり、また傍聴者はありませんでした。５の議事につきましては、記載しておりますと

おり「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・生涯学習の推進についてを大テーマに、資料に記載しております３つの小テーマご

とに意見交換を行いました。各意見交換におきましては、まず社会教育委員から事前に

提出されました意見に基づき発言いただき、その後、教育長、教育委員の皆様からご意

見をいただく形で行いました。各小テーマごとの主な社会教育委員、教育委員の皆様の

ご意見につきましては記載のとおりでございます。今回いただきましたご意見につきま

しては、第四次佐賀市基本計画策定におきまして十分検討していきたいと考えておりま
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す。 

 なお、今回のような意見交換会につきましては非常に有意義であったと思っておりま

すので、今年度以降も年１回程度開催していきたいと考えております。 

 報告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。 

 きょうも社会教育委員会議がございましたよね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 これを受けて、次に令和元年度の計画の中に何か意図的に取り組むことがございまし

たか。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 いや、特にまだ──ただ、今現在教育振興基本計画を策定しておりますので、具体的

な事業等の中で検討していきたいと思っております。 

 

（東島教育長） 

 何かございませんか。 

 これだけの議事録がありますので、この中で課題と思われるところに下線を入れてお

ってもらうと、これは課題だ、課題だと分かると思います。これが短期的に潰せるかは

わかりません。長期的なものであるかもしれませんけれども、これが課題なんだという

ことがわかるようにしていただくと読みやすいなと思います。だから、できたらそうし

ていただければ。 

 はい、どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 今、教育長が言われましたけれども、せっかくのこういうすばらしい意見内容ですか

ら、これをかいつまんで、ポイントを絞って、社会教育委員さんたちが独自でやられる

分と、それから我々がやる分は当然として、一緒にやっていく分とか、地域の中でどう

いう展開をしていくかというのを、もう少し集約してわかりやすくまとめていただくと

いいと思います。いわばアウトプットの部分ですよね。今見ると、いわばインプット的

で、まださらっとしたところがありますから、現場向けの、現場での行動という部分で

まとめていただくと、我々の行動も、もっと鮮明になるのかなと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 

（東島教育長） 

 では、議事録は議事録として、これを踏まえて、伊東委員さんがおっしゃられたよう

に、次につながるまとめ方をよろしくお願いします。 

 ほかにございませんか。はい、どうぞ。 

 

（堤委員） 

 １ついいでしょうか。先ほどのご説明で毎年１回ぐらいは、というようなお話があっ

たところですが、もしここでおわかりならば、１０市１０町どこが何回やっているとか。 

 

（東島教育長） 
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 わかりますか。 

 

（豊田社会教育課副課長兼総務企画係長） 

 まず、佐賀市が昨年度１回です。武雄市が２回、小城市が１回、嬉野市が２回、神埼

市が３回、あと上峰町が１回、以上６市町です。 

 

（堤委員） 

 ありがとうございます。社会教育委員の皆さんは、回数を増やしたいとかってありま

すかね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 意見交換会の回数ですね。 

 

（堤委員） 

 はい。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 年１回が、なかなか年２回と言われると厳しいかなと。 

 

（東島教育長） 

 上野委員長さんは、きょうの話の中では、できたら続けてほしいというふうにおっし

ゃられていましたが、回数は言っていらっしゃらないので、まず足がかりとして去年や

りましたので、年１回はどこかに固定してやると。増やすか増やさないかは、その会議

を踏まえながらいっていいと思いますので。 

 はい、片岡委員さん。 

 

（片岡委員） 

 私も今後もぜひ継続していければと思うのが１点と、あとは来年また会議をするとき

に、今回出た意見がそのままの状態にならないように、来年の協議会で昨年出た意見を

踏まえて、こういうところを教育委員会としては行ってきたというような視点からも話

ができるように、議事録をすごく整理していただいているので、それを踏まえて来年続

けるだけじゃなくて、それに向けて一歩進めていけるような形がとれたらなと思いまし

た。 

 

（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） 

 非常に大事なことでございますので、ぜひそういう方向で年１回。３月の時期が一番

いいのでしょうか。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 多分年が明けてからのタイミングを見て、ことしも本当ぎりぎり３月２６日でした。 

 

（東島教育長） 

 といいますのは、社会教育委員さんたちも歩みがあって、１年のまとめの時期になっ

て一緒にやろうかと。年度当初だとなかなか難しいでしょうからね。今後も少なくとも

１回はやりましょうということですね。 
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（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい。よろしくお願いします。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、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。 

 次に、２点目の「令和元年度６月補正予算について」、担当課から説明をお願いしま

す。 

 まずは学校教育課、それから学事課、文化振興課の順でお願いしていいでしょうか。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 それでは失礼いたします。令和元年度６月補正予算でお願いをしているものでござい

ます。歳出の事業名が研究指定校委嘱事業で１２５万円でございます。これは研究指定、

新学習指導要領等を各学校で研究をしていただいて、研究発表、公開授業等を行ってい

ただくもの、県の指定があります。新規として赤松小学校で社会科をお願いしておりま

す。それから小中連携による学力向上推進地域事業、これは諸富中学校区の３校で取り

組んでいただくものということでお願いをしているところです。 

 それから、国からの委託としまして、公立学校における帰国・外国人児童生徒等に対

するきめ細かな支援事業、これについては成章中、神野小、本庄小にそれぞれ日本語指

導担当教員を配置しておりますけれども、それに関する消耗品とか、そういったものに

利用するためのものでございます。毎年国からの指定が非常に決定が遅いこともありま

して、当初予算に組み込むことが非常に難しいので、毎年この６月補正でお願いをして

いる分でございます。 

 以上でございます。 

 

（百﨑学事課長） 

 次の学校給食施設整備事業でございます。この事業にかかります歳入予算についての

補正でございます。歳入欄の学校施設環境改善交付金５，７８１万７，０００円を計上

しております。これは国の補助金でして、今年度、嘉瀬小学校給食室と富士学校給食セ

ンターの改築工事が採択をされましたので、合併特例事業債、学校給食施設整備事業債

を減額いたしまして、財源の組み替えをするものでございます。歳出予算の変更はござ

いません。 

 以上でございます。 

 

（横田文化振興課長） 

 続きまして、文化振興課でございます。まず、地域文化財総合活用推進事業８８万円

でございます。こちらは各指定無形民俗文化財の保存会などで組織いたします「佐賀市

文化財総合活用推進事業実行委員会」が行います無形民俗文化財の映像記録作成事業に

対し補助を行うものでございます。今回、２行事分の国庫補助金の採択を得ることがで

きました。国庫補助金が事業費の約７５％の交付でありましたので、残りの２５％を補

正するものでございます。 

 続きまして、その下、佐賀コロニー（県委託）分経費１，３３０万円でございます。

こちらは佐賀県が計画されています佐賀コロニー跡地の産業団地建設に伴います埋蔵

文化財発掘調査経費でございます。こちらは県委託事業となりますので、財源につきま

しては全額県委託金として受け入れることとなっております。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 
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 ６月補正について、３課から説明ございましたけれども、質問ございませんでしょう

か。はい、どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 学校教育課の外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業という項目ですが、きめ

細かというのはどういうきめ細かさがあるんでしょうか。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 両親ともに外国籍のお子さんであったり、あるいは母親が外国の方である場合が多い

んですけれども、現在佐賀市で、この事業の対象になる日本語指導が必要なお子さんと

いうのが、小中合わせて２９名いらっしゃいます。それぞれの学校―神野小と本庄小、

成章中ですが―例えば神野小に入っている先生は、神野小で５名の子どもたちを指導し

て、神野小以外の勧興小とか北川副小にもいらっしゃいますので、そこに巡回をして指

導するということで、大体７名のお子さん方に日本語の指導をされていらっしゃいま

す。本庄小が、佐賀大学の留学生のご家族とかもいらっしゃるので、結構多くて１１名。

その巡回して指導されているのがプラス３名ですね。本庄小の先生が全部で１４名のお

子さんを指導されています。成章中が５名、成章中の先生がまた巡回で回られているの

がプラス３名いらっしゃいますので、８名中学生がいるということです。主に日本語で

日本語の指導をされていらっしゃいますが、母親が外国籍の方とかいう場合は少し片言

でもしゃべれるお子さんがいらっしゃいますので、その子さんの日本語の程度に応じて

指導をしているということになります。 

 

（伊東委員） 

 日本語指導というのがメインですね。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、日本語の指導です。 

 

（伊東委員） 

 今、社会情勢からいっても、これは今からどんどん増えると思うんです。生活のしに

くい、暮らしにくい県、市、町は、外国人が嫌いますので、ぜひ今後この辺の充実を。

そういうことですと、この事業は生活基盤づくりというところまではいかないですね。

そうなると、学校教育課もどこかの部署と協力して連携をするということで、暮らしを

全体的に援助していくということが今後必要ですね。これは非常に大事なことですか

ら、ぜひ継続して強化を。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 ほとんどのお子さんは、日本にそのまま永住をされる予定のお子さんたちなので。大

学の留学生の方は帰られるんですけど。 

 

（伊東委員） 

 今、外国人の技能実習制度や特定技能の制度も３年から５年になって、今度は永住と

いうスタンスが出てくると思います。ぜひこれは日本の国としても、やっぱり永住をす

るような方向づけ、特に教育という立場で、ぜひご尽力をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 ありがとうございました。ほかにございませんか。どうぞ。 
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（吉村委員） 

 言葉以外で生活の習慣なんかで困っているようなことはないですか。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 そうですね、もちろんそういったところも含めての指導ということになると思うんで

すけど、基本的には日本語で日本語を教えるという、授業を受けるときには日常会話だ

けではなくて、授業で使う言葉もある程度わからないといけませんので、足し算なら足

し算と、何足す何はとか、こういう言い方をするとか、そういうことも含めて学校で使

う学習を受けるために必要な日本語を指導しているという形になります。早くから日本

に来られた方、例えば、お子さんがまだ小さいころから来られて、幼稚園を経て小学校

に入られたりすると、もうお子さんのほうがご両親の日本語能力を超えてしまって、な

かなかご両親との意思の疎通が難しくなってきたりとか、そういった新たな問題も出て

きているところがあります。お子さんにとってはもう日本語のほうが得意なんだけれど

も、ご両親は自国の言葉のほうが得意で日本語がなかなかわからないとかですね。 

 

（東島教育長） 

 そのほかの違いで、学校教育活動で配慮をかなりしないといけないという中身はない

ですか。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 この間、本庄小学校の運動会で校長先生とお話をしたんですが、イスラムの方がラマ

ダンですかね、給食が食べられないとか、日が昇っている間は食事ができないとか、そ

ういう習慣もあって、そういうときにちょっと、非常に暑いときでも、運動会の練習中

でもありましたので、水は何とかやれるんだけれども、ちょっと体力的にどうだろうか

と心配をされていたこともありました。 

 

（東島教育長） 

 そういう場合には、やっぱり自国の文化は文化として、よその国に来てもやっぱりそ

ういうふうな文化を守るわけですね。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 なかなか難しいところがありますね。恐らく、単純にコミュニケーション能力を育成

するだけじゃなくて、文化の違いによるお互いの理解というのが、そこでまたいろいろ

出てくる可能性があるなと思って。 

 ほかにございませんか。はい、どうぞ。 

 

（片岡委員） 

 地域文化財総合活用推進事業のところで、４分の３は国庫負担というお話だったと思

うんですけれども、そうなると、ここで８８万円佐賀市が予算をつけるのとは別に国か

ら二百六、七十万円ぐらい事業費を出してもらえるという理解でよろしいですか。 

 

（横田文化振興課長） 

 そうです。国からの補助金が２４２万円程度交付されます。それは実行委員会のほう

へ直接交付されますので、市のほうは予算化しておりません。実行委員会の事業費とし

ては本年度３３０万円程度を考えております。 
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（片岡委員） 

 これは無形民俗文化財を撮影してＤＶＤとかビデオに残していくということなんで

すかね。 

 

（横田文化振興課長） 

 そうです。 

 

（片岡委員） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問がないようでしたら、これで報告事項については終わりにしたいと思います。 

 それでは、きょうの報告事項は終わりましたが、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〕 

 ないようでしたら、５月の定例教育委員会をこれで閉会したいと思います。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３分 

 

 


