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日程１ 開会の宣告 

 

（東島教育長） 

 皆さんこんにちは。定刻になりましたので、これより佐賀市教育委員会６月定例会を

始めます。 

 本当に雨が降らなくて水の心配をしているんですが、田植えなども非常に影響があっ

ているようでございますけれども、今週の末ぐらいから降り出すような気配ということ

でございますが、こればっかりはなかなかわかりませんね。きょうは富士のほうに伊東

委員さんが学校訪問へ行かれたということでございましたが、非常に涼しかったという

ことでございました。そういうことで、もう間もなく７月に入るわけでございますけれ

ども、各学校のほうは、もうこれからは１学期のまとめの時期に入っていくことになり

ます。そういうことで、これから１学期のまとめに入るわけですから、子どもたちの安

全にも十分気をつけながら、特にこれからは雨の心配がありますので、その分、十分配

慮をしながら学校教育活動をしていただければなという思いがあります。 

 それでは、委員会に入りますけれども、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しております。 

 本日の日程でございますが、提出議案のうち第２号議案『教職員の人事異動』につき

ましては、教育委員会会議規則により非公開とするべき案件でございますので、非公開

とさせていただきます。したがいまして、審議の順番を入れかえまして、第２号議案は

日程５、その他の後に審議をお願いしたいと思っております。よろしゅうございますで

しょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、そのようにさせていただきます。 

 それでは、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） 

 ５月２８日の定例教育委員会の会議録につきましては、６月２０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） 

 今報告が終わりましたが、報告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〕 

 異議がないようでございますので、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、教育長報告ですけれども、現在、議会中でございまして、とりた

てて報告するようなことはございませんが、ただ、年度当初であったということから学

校訪問が３種類行われております。５月末から行われておりますが、１つは佐賀市教育

委員会の訪問、もう一つは東部教育事務所の訪問です。この教育委員会と東部教育事務

所の訪問は、学校運営がどのようになされているのか、教育活動がどのように具体的に

展開されているのかと、いわゆる先生方の指導法とか、あるいは学校環境の状況とか、
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校長の運営方針に沿って運営が円滑に行われているかとか、そういうことを見て回るわ

けでございます。多分、委員の皆さん方にも一緒に訪問されているんじゃないかなと思

っております。私のほうは議会があるものですから、１学期がどうしても行けなくて、

合間合間では行っておりますけれども、皆様方には大変ご苦労をかけているんじゃない

かなと思っています。 

 それから、３つ目の訪問が教職員課訪問でございます。これは人事権を持っておりま

す県の教育庁の教職員課、ここからの訪問は人事配置をした教職員がいかに活用されて

いるかという視点なんです。つまり、人事配置の運用状況、これを見るのが教職員課訪

問でございまして、特に最近は加配と言われる教職員、つまり定数とは別に加配と言っ

て、例えば、生徒指導を充実させるための加配とか、あるいは指導法を充実させるため

の加配とか、そういう加配がされますけれども、その活用を中心に教職員課は学校訪問

をいたします。当然ながら、校長の学校運営方針、それを踏まえての教職員の活用とい

うことになるわけですから、そういうことで、今年度は小学校９校、中学校６校、計１

５校だったと思います。８月の初めまで訪問があるということでございます。これが１

点目です。 

 それから２点目は、先般、ライオンズクラブと佐賀市の市長、それから関係部と私と

いうことで、懇談会がございました。その中で、子どもたちにかかわるようなライオン

ズクラブの奉仕活動がございまして、非常に参考になったところでございました。特に

薬物乱用に関する出前講座を行っていることとか、あるいは教職員そのものへのライフ

スキル教育を行っているということで、今後、少しずつこれを検討しながら、活用でき

る分は活用したいなと思ったところでございました。これはまたこれから先の課題かな

と思っております。 

 以上、口頭でしたけれども、報告にかえたいと思います。 

 特に質問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、提出議案について審議をしたいと思っております。 

 第３号議案『佐賀市立図書館協議会委員の任命について』、図書館のほうから説明を

お願いいたします。 

 

（江頭図書館長） 

 それでは、資料の２ページ、第３号議案『佐賀市立図書館協議会委員の任命について』

ご説明をいたします。 

 佐賀市立図書館では、図書館法及び佐賀市立図書館条例の規定に基づいて図書館協議

会を設置しております。当協議会につきましては、図書館の運営に関し館長の諮問に応

じるとともに、図書館の行うサービスについて館長に対して意見を述べる機関と定めら

れております。このたび、当協議会委員の２名から所属する団体の役員交代などを理由

に辞任届が提出をされました。そして、それぞれの団体から後任の推薦書が提出されま

したので、委員の任命についてお諮りするものでございます。 

 資料の３ページをお願いいたします。新旧の委員の氏名を掲載しております。新任の

野中康枝さん、こちらは佐賀市教育委員会学校教育課から推薦されました委員で、現在、

佐賀市立小中一貫校思斉館中学部の校長を務められております。前任の南川雪子さんは

佐賀市立開成小学校の校長でございました。 

 次に、新任の小林敬治さん、こちらは佐賀市ＰＴＡ協議会から推薦されました委員で、

現在ＰＴＡ協議会の会長を務められております。前任の片岡栄子さんにつきましては、
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ＰＴＡ協議会の副会長でございました。 

 なお、任期につきましては、市立図書館条例の規定により、前任者の残任期間となっ

ておりますので、ほかの委員と同じく令和元年１１月３０日までとしております。 

 それから、別添の議案等資料がございます。こちらの１ページをご覧ください。 

 図書館協議会の委員名簿案でございます。１０名の委員で構成しておりますけれど

も、今回お諮りするのは１番の野中康枝さんと２番の小林敬治さんでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 今説明がございましたけれども、質問ございませんでしょうか。 

 これ残任期間で１１月３０日までですが、大体任期は２年間。 

 

（江頭図書館長） 

 ２年間です。 

 

（東島教育長） 

 ということはスタートは、もともとスタートはいつからになりますかね。 

 

（江頭図書館長） 

 今の委員さんは平成２９年１２月１日からです。 

 

（東島教育長） 

 ６月３０日で解任というのは、この間には会議はなかったわけですね。 

 

（江頭図書館長） 

 そうですね、今年度はまだやっておりません。 

 

（東島教育長） 

 といいますのは、校長さんたちは３月３１日で退職しておるのに、６月３０日解任で

すから６月２９日までは委員だということになるわけですね。だから、それまでにもし

も会議が持たれれば、この方は来られないということになりますから、６月３０日でい

いのかということなんです。 

 

（江頭図書館長） 

 例年２回やっておりまして、１回目はやはり決算の具合、昨年の事業状況ということ

で８月に１回、そして２回目を３月に新年度予算と新しい事業ということでやっており

ます。 

 

（東島教育長） 

 わかりました。ということは、差し障りはないということですね。 

 ほかに質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、異議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。第３号議案『佐賀市立図書館協議会委員の任命につい

て』、これは原案のとおり承認をいたします。 

 続きまして、第４号議案『佐賀市立公民館運営審議会委員の委嘱について』、公民館

支援課からの説明をお願いします。 
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（村上地域振興部公民館支援課長） 

 それでは、４ページをお願いいたします。第４号議案『佐賀市立公民館運営審議会委

員の委嘱について』でございます。 

 公民館運営審議会につきましては、社会教育法第２９条の規定により、公民館長の諮

問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するために設置するも

ので、同法第３０条において、市町村の設置する公民館にあっては、公民館運営審議会

の委員は当該市町村の教育委員会が委嘱することとなっております。また、佐賀市公民

館条例第１４条第２項におきまして、「公民館運営審議会委員の定数は、１０人以内と

し、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、教育委員会がこれを委嘱する」こととなっております。 

 次に、５ページをお願いいたします。今回、富士公民館、三瀬公民館、この２つの公

民館運営審議会委員につきまして、富士公民館は学校の人事異動、三瀬公民館は推薦団

体の役員の交代により１名ずつの委員が交代となっております。新たに委嘱する委員、

それから解任する委員を記載しております。 

 なお、公民館条例第１４条第３項で、「委員の任期は、２年とする。ただし、欠員補

充によって委嘱した委員の任期は前任者の残任期間とする」と定めておりますことか

ら、富士については前任者の残任期間である令和２年７月３１日まで、三瀬についても

同じく令和元年９月３０日までが新しい委員の任期となります。 

 なお、参考資料といたしまして、別に配付しております議案等資料の２ページ、３ペ

ージに２つの公民館運営審議会の委員名簿を掲載しておりますのでご参照ください。 

 １点だけ説明がございます。議案等資料の３ページ、三瀬公民館運営審議会の服巻ツ

ユ子委員につきましては、当初の推薦団体であった婦人会が解散したことに伴い、役職

の変更があっております。 

 説明は以上です。 

 

（東島教育長） 

 今説明がございましたが、質問ございませんでしょうか。特にはないですかね。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、異議がないようでございます。第４号議案『佐賀市立公民館運営審議会委

員の委嘱について』、これは原案のとおり承認をいたします。 

 

日程５ その他 

 

（東島教育長） 

 それでは、次の日程５、その他ということでございますが、まずは事務局のほうから。 

 

（志波教育総務課副課長兼総務係長） 

 本日、教育委員の皆様の机の上に文化振興課からご案内の文書が１枚と、それと東名

遺跡の保存活用計画書をお配りしております。 

 ご案内の文書については「柳町の思案橋荷揚げ場跡 発掘調査一般公開について」と

いうお知らせです。今週末の６月２９日に、ここに記載してあるとおり一般公開を予定

しておりまして、皆さんご都合がよろしければということでのご案内になっておりま

す。保存活用計画書につきましては、後ほどごらんください。 

 私のほうからは以上です。 

 

（東島教育長） 

 今の説明よろしゅうございますか。特別ないですね。 

 それでは、委員さんのほうからその他の項目で何かございませんでしょうか。 
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（伊東委員） 

 ちょっと私のほうからいいですか。 

 

（東島教育長） 

 はい、どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 先ほど教育長の挨拶の中でありましたように、富士小学校にきょう堤委員さんと一緒

に、その中で道徳の授業を初めてみせていただいたんです。 

 せんだって宮崎副部長に命の大切さの教育をもっと中身を濃くする必要があるのじ

ゃないかという質問をしましたが、きょうは質問というよりも、道徳教育そのものが 

きょうの中では、ジャガイモを１つの例にとって、自分自身はどんな人なのかという、

そこの中から道徳というところの中に入っていくような流れなんです。ですから、もっ

と命の大切さの赤裸々なところに入っていっているのかなという気がしていたんです

けど、この道徳教育というのは、きょうの授業内容を見ても非常に難しいんじゃないか

なという気がして、道徳教育とはこうするべきだよという、何かそういう段階的なもの

が先生たちのスタンスの中に、あるいは学校経営の中にあるんでしょうか。その辺は勉

強の意味でお聞かせ願えればなと思っているんですけど。 

 

（東島教育長） 

 学校教育課長いいですか。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 非常に難しいご質問でございますが、特別な教科道徳というふうに委員さんもご案内

のとおり変わりましたけれども、きょう富士小学校でごらんいただいたのは、基本的に

は子どもたちに自信をつけさせる。自尊感情を高めるというような授業だったと私は理

解しています。先ほどジャガイモを例にとりましたけど、いろんな人の、自分はどんな

人、要するにいろんな人が自分をどんな人と思っているかというところから、あなたに

はこんないいところがある。あなたにはこんないいところがある。自分でも気づいてい

ないような良い面というのをいろんな人からカードに書いてもらってもらったりとか、

逆にカードに書いて渡したりとか、そういうことの交流を行うことでクラスの中でのそ

れぞれのいいところというのをさらに意識させて、それをさらに高めていこうというよ

うなところに来ている授業だったというふうに思います。 

 新採の先生だったんですけど、非常に落ち着いて授業をされていたかというふうに思

いました。命の大切さというのは、それは道徳教育だけじゃなくて全ての教科の中にお

いて行わねばならない、学校教育の中において行わねばならないものでございますが、

やはりその発達段階に応じてというところは出てくるというふうに思います。 

 そう考えたときに、直接的に、もちろん命の大切さというのを扱う題材ももちろんご

ざいますし、きょうのようにどちらかというと道徳的な心情、自尊感情を高めるような

心情を耕すというのか、そういう授業もございますので、その年間計画の中でどのよう

にそれを取り組んでいくかというところも学校の取り組みの一つであろうと思ってい

ます。 

 すみません、あんまりお答えにはなっていないかと思うんですけど。 

 

（東島教育長） 

 ２年生ぐらいでしたか。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 きょうは３年生だったと思います。 
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（伊東委員） 

 ありがとうございました。 

 

（東島教育長） 

 今、教科書が作成されておりますので、基本的には全国同じような指導が行われるで

しょう。しかも１年から６年までの系統を踏まえて発達段階に応じてとなりますので、

そこら辺は学習指導要領の中に目標内容が書いてありますので、もしよろしければそこ

の部分をコピーして差し上げてもいいですね。そうしますと１年から６年までの筋がわ

かります。ですから、３年生で今ここをやっているのは４年生でどこに行くのか、５年、

６年ではと、ここにつながっていきますので、その辺が見えるんじゃないかなと思いま

す。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 そうですね、実際に３キログラムの重さの粘土を持たせてとか、生まれたばかりの赤

ちゃんの重さはこうだよとかさせたりとか、あるいは実際におなかに赤ちゃんがいらっ

しゃる先生がいらっしゃれば、そこに来ていただいて、実際そこで話をされたりとか、

そういう取り組みをされているところももちろんございます。 

 

（東島教育長） 

 多分外から見られると、こんな生ぬるい授業でいいのと思われる、これは間違いなく

そうです。ただ、学校教育が積み上げていくというシステムの中で、今のこの学年では

このレベルというのがありまして、６年間をつなげて、あるいは中学三年生までつなげ

て見たときに、どういう育ちがそこで行われるかということなんですね。 

 

（伊東委員） 

 きょうその中で、今、教育長と課長がおっしゃったような流れが、これは詳細な説明

はなかったんですけど、富士小の本年度の教育の重点項目の中に、自他の命を大切にし、

郷土を愛する心豊かな児童を育てるというところ、道徳教育ということと、いじめ根絶

ということの中に、全職員によるいじめ・命を考える日、これを毎月１日やっていると

いう重点の教育指針が出ていましたので、やはり教育委員会の方針的なものが下部まで

浸透しかかっているなという感じがしましたので、うれしく思ったところでした。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 安全面はどうでしたでしょうか。 

 

（伊東委員） 

 安全面は、いや、もうばっちり、消火器の表示も１００円ショップとかで買ってきた

ものじゃなくて、格好いいボール板みたいなものに自前でつくって、一目で消火器がわ

かるような状態になっていました。 

 

（東島教育長） 

 安心しました。 

 

（伊東委員） 

 雰囲気が非常にいい授業内容を見せていただきました。 

 

（東島教育長） 
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 ほかにございませんか。学校訪問の一言感想でも結構ですよ。 

 

（堤委員） 

 学校訪問でことしはまだ３校目、中学校１つ、小学校２つですが、昨日ときょうと連

続して行ってギャップがあるなと思いました。いわゆる街なかの小学校、それと山間部

の小学校で、もちろん子どもたちの数が違うというのは当然の話なんですが、その子ど

もたち一人一人の目の輝きといいましょうか、そういったものが市の中心部の子どもが

若干少ない、輝きが少ない子が多いんじゃなかろうかなと感じたところがありました。

ただ、それは決して学校の先生方がどうこうということじゃなく、家庭、そして地域、

そこの部分も感じたところでございます。子どもが家に帰ってどういう生活をしている

のかというような部分というのが、場合によっては小学校の様子でかいま見えるところ

があったので、その先生方はいろんな形でいろんな角度から子どもたちと接されている

のでありがたいな、頑張っていらっしゃるなというふうに感じたところです。 

 それと、あともう一つ施設的なもので言うと、きょうの富士小学校は非常にゆとりが

あるなとは思ったんですが、教室の数はぎりぎりだということで、いわゆる特別支援と

かそういったもの等々で、いくつか教室が必要となったときに困った問題になるんじゃ

なかろうかなというふうに思ったところです。街なかの小学校は、教室はクラスがちょ

っと減っていくつか学習室みたいな形で使われて、余裕はあるようではありましたが、

ちょっと広々とした空間がないと。 

 それとあと、施設の傷みぐあいの部分で、ちょっと壁を塗れば全然学校の雰囲気も変

わるんじゃないかなというのを感じました。古くなってきて傷んできて、予算のことも

あると思うんですが、大規模改修をするまでもなく、ちょっと今言ったように色を塗る、

あるいは張りかえる程度で随分学校の環境が変わるんじゃないかなというのを感じた

ところです。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 補修関係というのは、各学校に修繕費があるんですか。 

 

（百崎教育部長） 

 簡単なものであれば、配当の金額でおさまればいいんですけど、全体的な工事をする

となると配当予算では難しいでしょうし。 

 

（東島教育長） 

 校舎そのものの老朽化ですね。 

 

（堤委員） 

 具体的に言うと、床面であったり、あと手洗いのところ、あそこはステンレスさえ張

りかえればきれいになるかなとか、あと壁面もちょっと手を入れれば。そうなると子ど

もたちも落ち着くかなというのを感じたところでありました。 

 

（東島教育長） 

 お金があればいろいろしてあげたいんですが。 

 

（百崎教育部長） 

 その前に、危ないところをまず修理しないといけないので、そっちが先に来るんです

ね。 

 

（堤委員） 
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 そうですね。 

 

（東島教育長） 

 確かに、校舎が明るくて清潔であれば、子どもたちもやっぱり勉強に励みますね。校

舎が新築になると、本当に明るくなって子どもたちも生き生きやっています。だから、

物理的な施設の環境というのは非常に影響力があると。 

 ただ、私どもは、やってあげたい気持ちはいっぱいありますので、そういう気持ちだ

けは届けたいと思っているんですが、あとはお金との兼ね合いでございまして、今のと

ころは頭の中にとどめ置いて、お互いにそこら辺知恵を出して、金があんまりかからな

いでできる方法がないかなというような。 

 以前は、校舎を塗るとかはしないんですが、職員作業というのをやっていましたね。

職員全員で学校内のいろんな箇所を見つけてペンキ塗りをやったりとかしていたんで

すよ。今はもうほとんど職員作業はしていないでしょう。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、昔はワックスも塗ったりしていましたから。 

 

（東島教育長） 

 ワックスも職員で全部塗っていましたね。 

 

（堤委員） 

 昨日、小学校でちょっと言ったんですけど、それこそ先生方にやってもらうんじゃな

くて、地域の力、ご家庭の力をぜひ借りて、例えば、手の届かない電球の掃除であった

り、窓の危険な上の部分とか扇風機の掃除とかは、ぜひ保護者とか地域の力を借りまし

ょうということで。 

 

（東島教育長） 

 それはいいことですね。はい、どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 それにちょっと絡んでですけど、学校訪問をしていて、必ず整理、整頓という言葉は

大体あるんです。でも本来は、整理、整頓、清掃、清潔の４Ｓなんですね、全部Ｓがつ

きますので。清掃はただ掃くということじゃなくて保全なんですよ。それから、清潔は

維持をしていくというルール決めなんです。２Ｓでとまっていますので、できたら、や

っぱり４Ｓをと。きょう行った学校は、整理、整頓は非常にできていました。便所のス

リッパも、それから便所の取り扱いも。ただ、掃除用具が棚にしまってあって、きょう

の学校はきれいでしたけど、棚を開けると９０％めちゃくちゃです。ですから、本来な

ら整理、整頓、清掃が進んだ学校・企業は、そういう棚がオープンになっています。そ

うすると見えるから、きれいにしないといかんねと。きょうは、これだけきれいにして

いるならオープンにしてもいいじゃないですかと言いました。むしろふたがあると隠れ

みのになるんです。 

 整理、整頓、清掃、清潔、当然「しつけ」はあとついていきます。本当は、この５Ｓ

なんです。僕は、あるときに工業高校に５Ｓの展開をしてくださいということを言った

ことあるんです。足利市が市を挙げて５Ｓをやっているんですが、これはどこでしたか、

ドイツでしたか、足利市の高校が海外の学校と交流したときに、学校の汚さを反省して

やり始めたのが波及したそうです。 

 ぜひ機会があれば、学校も整理、整頓というところに終わらないで、４Ｓという指導

を学校に根づかせていただければなというふうに思っています。 

 もう常日ごろ学校訪問するたびに感じていたところなんですけど。 
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 以上です。 

 

（東島教育長） 

 きょうのことは、今度の校長会の折に教育委員の定例会で出たということで、５Ｓの

こととか、あるいは消火器の安全環境、このことについてはぜひ触れていただきたいと

思います。 

 ほかにございませんか。どうぞ。 

 

（片岡委員） 

 きのう吉村委員さんと巨勢小学校に学校訪問に伺ったんですけれど、残業時間がとて

も短時間に抑えられているということで、工夫をしていらっしゃるという話をお聞きし

ました。別の学校から転任された方が前の学校で行っていた工夫を取り入れたりして、

連絡会を廃止して掲示板を活用したりですとか、校長先生や教頭先生がみずから率先し

て早く帰られて、月に何回かは教頭先生も鍵をほかの方にお願いして５時半とかにも帰

られていて、そういう雰囲気で労働時間を短く抑えられているというお話を伺いまし

た。ほかの学校のいい工夫を取り入れて、さらにいい活用をされているということだっ

たので、そういうやりとりを学校間で共有して、より残業時間の削減などに向かえれば

よいのかなと。先生方の健康面だったり安全面からしても、そういった工夫を共有して

全ての学校で取り組んでいければよいなと思いました。 

 

（東島教育長） 

 働き方改革の視点からですね。 

 

（片岡委員） 

 あと伊東委員さんがいなくても、消火器のことはお話に上がっていました。いつも伊

東委員さんがおっしゃっていますが、この消火器は？みたいにほかの方がきちんと確認

をしてくださっていました。 

 

（東島教育長） 

 学校教育課の指導主事ですね。わかりました。ありがとうございます。 

 それでは、これで一応公開の分は終わりにしたいと思いますが、先ほど申し上げまし

たように、第２号議案は、佐賀市教育委員会会議規則で規定する非公開の案件となる教

育委員会に属する職員の任免その他の身分の取り扱いについて、今から審議をしていた

だきたいと思いますので、非公開としていきたいと思います。異議はないでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これから先は非公開とさせていただきます。 

 申しわけございませんが、関係部署以外の方々は退室をしていただいて結構でござい

ます。 

 

【非公開】 

 

（東島教育長） 

 それでは、これで６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１６分 

 

 


