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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。定刻になりましたので、これより佐賀市教育委員会７

月定例会を始めます。 

 台風５号は、本当にハラハラいたしましたけれども、何とか無事に、水がめのほうも

４０％ぐらいになっているというふうに聞きましたので、これでひと安心かなと。あと

はちょぼちょぼ降ってくれる程度でいいのかなと思っています。学校に子どもが通って

いる課業中になりますと、本当に気に病みますけれども。いよいよ暑くなりまして、夏

到来かなという感じがいたします。 

 きょうはこれから７月の定例会になりますけれども、６人の委員が全て出席をしてお

りますので、適法に委員会が成立をしております。 

 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お願いしたいと思いま

す。異議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、そのような形で進めてまいります。 

 

日程２ 会議録の報告 

 

（東島教育長） 

 それでは、これより本日の日程に入ります。 

 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） 

 ６月２５日の定例教育委員会の会議録につきましては、７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） 

 議事録の報告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〕 

 異議がないということで、会議録は報告のとおり承認をいたします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（東島教育長） 

 続きまして、日程３、教育長報告ということになっておりますけれども、資料をお手

元にお届けしております。私がつくりました２枚の資料と、それから文科省からいただ

いた資料を２種類、これちょっと厚いんですが、そのままコピーをさせてもらっており

ます。 

 それでは、早速報告に移ります。 

 まず１点目が、第７２回市民体育大会の開会式が、６月２９日土曜日に勤労者体育セ

ンターで、暑い中に行われました。今回の大会冊子は「令和最初の覇者は」という文字

がありました。新しい時代での初めての市民体育大会がスタートをしたと。２１日です

から、つい先日の日曜日までということでしたが、これは終わったものと思って書いて

しまっておりますが、実は聞くところでは、土曜日、日曜日がソフトボールと野球が決

勝だったそうですけれども、これができなかったと。当然ながら日曜日の閉会式もでき

ていない、延期ということで、恐らく今度の土日には、確実に行われるだろうと思って

おります。当日も大変天候が不安定でございまして、雨が降るという予報がなされてお

りましたが、何とかソフトボールと野球がなされました。そういうことで、今週の土日
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で全て終わるのではないだろうかと思っておるところです。無事に終了することを祈っ

ております。 

 ２点目、６月３０日日曜日に、佐賀県国公立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会の第３６回研修

大会が東与賀文化ホールで行われました。これは公立の幼稚園のＰＴＡが主催をしてい

るということになりますけれども、一番の問題は何ですかと聞いたところが、公立の幼

稚園がどんどん減少していると。今１０園と言われました。恐らくこれからもどんどん

減少するでしょうということなんですね。つまり、今の子どものニーズが、保育のほう

がニーズが高い。純粋な幼稚園というのは、なかなか今の社会情勢の中では、どうも佐

賀ではそぐわないような状況になってきているということのようでございました。そう

いうことで、研究公開等があったわけでございますけれども、本当に１０園といえども

一生懸命皆さん方頑張っておられまして、幼児教育の大切さを本当に身をもって感じて

おられました。今後もこの幼稚園教育要領にありますように、ここではやはり生きる力

の基礎を培うとなっています。ですから、小学校の指導要領の生きる力、３つの柱があ

りますけれども、その基礎を培うのが幼稚園教育であるというふうに、保育要領の中に

もはっきりうたわれておりますので、幼保と小学校がしっかりと結びついているという

ことがわかります。そういうことで、幼児教育の大切さを実感したところでございまし

た。 

 ３点目、令和元年度佐賀市租税教育推進協議会定期総会が７月１日の月曜日にありま

した。ここ二、三年で団体が増えまして、税務関係、あるいは租税教育を行っている団

体が増えてまいりまして、九州北部税理士会佐賀支部、あるいは公益社団法人佐賀法人

会、ここも昨年、一昨年と加入をされまして、非常に活発になってきております。１０

月からは消費税が１０％になるという予定でもございますし、しきりにそのことも話を

されおったところでございます。そして、２ページに書いておりますように、この活動

というのは租税教室、それから、税に関する作品募集が主な中心の事業でございます。

租税教室は、昨年度が実績としては小学校３３校で３３回、１，８５１人の小学生が受

講しています。中学校が８校９回、６５５人と。高等学校が６校６回、１，２２２人、

大学等が６校６回、６９３人となっておりました。昨年度は、社会人等の要請がなかっ

たということで、今年度は社会人の租税教室をできるだけやるように努力をしましょう

という話になりました。 

 ４点目です。子どもへのまなざし運動推進委員全体会ですが、これは皆さん方も推進

委員でありますので、この部分は割愛をさせていただきます。 

 ５点目、２０１９姉妹都市生徒訪問団グレンズフォールズ、ハードリー・ルザーン中

学高校生訪問歓迎レセプションがありまして、１０日間ほどの日程のうち、佐賀には８

日間の日程で訪れてくれました。姉妹校交流で昭栄中学校、佐賀商業高校、これを中心

にしながら向こうの中高生が学んだわけでございますけれども、近くの小学校に訪問に

行くこともありました。私も学校での交流の様子をちょっと見に行きましたけれども、

嘉瀬小学校、あるいは昭栄中学校を見させていただいたところでございます。そういう

ことで無事に帰っていかれたところです。 

 ６点目、全国都市教育長協議会の第２回常任理事会・理事会がございました。ここで

は４点の文部科学省の行政説明がございましたが、１点目のいじめ防止対策と４点目の

地域と連携した子どもの安心安全、これについては資料をそのままコピーをしてお配り

しております。かいつまんで申し上げます。 

 文科省で特に言われたことですが、いじめ対策ですけれども、これについては学校の

校長をはじめ、教職員がいじめ防止対策推進法を本当に理解しているか、読んでいるか

ということを問われました。その後つけ加えられたのは、教育委員会の皆さん方はどう

でしょうかと、こう言われました。もちろん１回、２回読んで全体像は入れているんで

すが、事細かなところになりますと、やはりその都度開いていかないと明確にならない

部分もございましたので、改めてこのいじめ防止対策推進法についての抜粋的なものが

ここに述べられております。これが３ページ、４ページですね、特に教育委員会、学校
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に対して、１つは情報共有ができていないということですね。この前の問題もそうでし

た。担任だけが知り得ている。あるいは副担任と２人で知り得ているけれども、学校に

は報告していない。しかも、そのメモすら処分してしまっていると、こんな状態ですね。

だから共有されていないということ、あるいは情報を管理職に報告しないことそのもの

は法に違反しますということでございました。そのところを強く言われたところです。 

 ２つ目が、重大事態への対処です。手前みそでございますが、学校教育課は本当に事

細かに、忠実に重大事案については対処をしております。ところが、ややもすると、こ

の重大事態への対処が遅れている、あるいは判断が誤っているケースが多々見られま

す。よその都市ではですね。それが２点言われたところです。 

 ５ページ目でございますけれども、いじめの定義が変遷をしました。改めて言われた

のが、今までは自分より弱い者に対してという前提がありました。一方的というものが

ありました。継続的にやっているというのがありました。深刻な事態になっているとい

うのがありました。ところが今は違うんですね。これらは全て取っ払われました。いわ

ゆる本人が苦痛に感じていじめなんだと感じたら、それはいじめだということなんです

ね。だから、判断基準というのが非常に―どう言ったらいいんでしょうか、極めて単純

で明確なんですが、現実にはなかなか判断に難しいところが出てくるということなんで

す。 

 特に５ページの下の四角の中ですが、まずいじめの判断ですが、いじめかどうかとい

う判断は、表面的、形式的にするのではなくて、いじめられた児童生徒の立場に立って

判断しろと、こう言われました。 

 ２つ目が、特定の教職員のみによる判断ではなくて、学校のいじめ防止等の対策のた

めの組織の中で、客観的に見て判断をしてくれということでありました。そして、往々

にして一過性的なけんかと―私どももよくけんかだと、これは一過性的で仲直りしたよ

と、こう言うんですが―文科省が言うのは、けんかや悪ふざけであっても見えないとこ

ろでいじめの被害が発生している可能性があるんだと、そういう認識を持ってくれとい

うことでありました。 

 次の６ページに移りまして、その前提です。なぜそういうふうに文科省が言ったかと

いいますと、けんかや悪ふざけであっても背景、あるいは被害が発生しているかもしれ

ないという見方は、６ページに移っていじめの認知が０件というのが２５％ですね、４

分の１はいじめはないんだと言っていると。本当にそうだろうかという疑問を文科省は

持っているんですね。そうこうしているときに岐阜の問題が起こったんですね。岐阜は、

その７ページを見ていただくと、真ん中ほどにありますが、２２．３件。平均が３０．

９件ですから認知件数が非常に低いです。ちなみに佐賀は一番低くて８．４件。このこ

とに対して、非常に私は心外なところもあるんですが、「いじめを認知していない学校

にあっては、解消に向けた対策が何らとられることなく、放置されたいじめが多数潜在

する場合もあると懸念している」と言われました。つまり、佐賀もそういうイメージで

とられているんだろうなと推測をしたわけなんですが、放置されたいじめが多数潜在し

ているんじゃないのという見方をされているということです。そして、今度はその反面、

左のほうの四角を見ていただきますと、「いじめを初期段階のものも含めて積極的に認

知し、その解消に向けた取組のスタートラインに立っている」と、認知件数の多い学校

を肯定的に評価をすると、こう言われました。これはわからないではないんですが、本

来の姿は少ないからいいんだと、認知件数が少ないからいいんだ、が本来の姿なんです

ね。認知件数が多いから肯定的に評価しますというのは、もちろん過渡期ではそれでい

いのかもしれませんが、佐賀の場合も一生懸命やっているんですね。その中で低い、な

ぜ低いのか、本当に見落としがないのか、そういう目では見ているんですけれども、こ

れを上げることが私どもの目的ではありません。むしろ８．４件から下げたいという思

いがあるんですね。でも見逃さないと、ここが大事であって、文科省が疑って見るのは、

これは致し方ないと思いながらも、やはりきっちりと子どもたちを観察する必要があろ

うというふうに思いました。 
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 それから、次のページです。次のページが、学校として特に配慮が必要な児童生徒、

このことは特に気をつけて見てくださいということでございました。つまり、１つ目は

発達障害を含む、障害のある児童生徒が関わるいじめ、二次被害的なものもあるかもし

れません。弱い立場、あるいはそういうふうなことから、いじめの対象になるというこ

とですね。それから、海外から帰国した児童生徒、外国人の児童生徒、それから国際結

婚の保護者を持つなどの児童生徒、それから性同一性障害や性的指向・性自認に係る児

童生徒、それから東日本大震災により被災した児童生徒、あるいは原発事故により避難

している児童生徒、こういう児童生徒に対しては特に気をつけて観察をし、いじめを見

逃さないようにしてくださいと言われたところです。 

 そして、次の１０ページに移りまして、重大事態、これはこの間研修の中で出ました

ので、もう改めて申し上げるまでもないと思いますけれども、よく取り違えをしている

ということが言われました。それは、重大事態とは、というところの中にアンダーライ

ンが引かれていますね。「いじめにより生命、身心又は財産に重大な被害が生じた疑い

があるとき」―この「疑い」を外して見ていると。つまり、こういう事態が生じたとき

に初めて重大事態と捉えるからもっと大きくなると。だから、重大な被害が生じた疑い

があるときには、もう重大事態と捉えてくださいということでした。それから、「相当

の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるとき」ですと。だから、３

０日は目安なんだけれども、３０日にこだわらなくて結構ですと言われました。３０日

よりも少なくても、一定期間一時期に集中をして、あるいは連続してこういうものがあ

るときには、迅速に調査をして重大事態として捉えてくださいということでした。こう

いうことが改めて文科省からの指示があったところです。 

 それから、１２ページの中で言われたのが、重大事態の範囲を明確にするために４つ

言われました。１点目は、自殺を企図した場合、２点目が、心身に重大な被害を負った

場合、３点目は、金品等に重大な被害を被った場合、４点目が、いじめにより転学等を

余儀なくされた場合、こういう場合には重大事態の範囲ですということでした。 

 あとは省略をしていきますが、１点だけ、申しわけないですが、１６ページになりま

す。「いじめ防止対策の推進に関する調査の結果に基づく勧告（概要）」、これは総務省

の勧告だったと思います。文部科学省、法務省に勧告がありました。その中で、何が勧

告されたかといいますと、都道府県間で１９倍の差があるということはどういうことか

ということなんです。それと、いじめを背景とした自殺等の重大事態が後を絶たないの

はどういうことかと。これについては適切な対応をしなさい、調査をしなさいと、こう

いう勧告があったところなんです。 

 その中で、報告書の中では、一番左の四角の中になりますけれども、これは文科省が

分析した結果だったと思います。この中で、重大事態６６事案から学校等の対応の課題

を整理・分析したものです。大きく４点言われました。１つは、いじめの認知に係る課

題があったと。これは、いじめの定義を的確に捉えて認知をしていないと。要するに限

定的な解釈をしていると。例えば、昔こだわった一過性的なけんかじゃないのとかいう

判断で認知していないとか、あるいは仲直りをもうしたからいじめじゃないんだという

見方とか、あるいはそういうふうな非常に限定解釈を、狭い解釈をして認知がおくれて

いるということがあって、これが認知されていないということで大きなケースになった

と。これが５６％ある。それから２点目が、学校内の情報共有が図れていない、これが

６１％と。それから組織的対応に係る課題が６４％、つまり、共有はしたけれども対応

は担任任せという場合が往々にしてあるということでした。それから、重大事態発生後

の対応に係る課題、これは教育委員会が首長にきちんと報告をしているか、これが３

５％あったということで、いずれも各学校現場、教育委員会の言うならば課題というこ

とで、私ども受けとめながら学校の指導、あるいは私ども自身の対応の仕方を見直すこ

とが必要だろうというふうに思ったところです。 

 それから、次のページで１点だけ申し上げておきますが、３の通知の内容の(1)の②

２５％のいじめゼロ、認知ゼロが小中学校ありますけれども、いじめの認知件数がゼロ
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であった場合にはこういう対応をしろということが言われました。それは、本当にゼロ

かどうかを検証しなさいということです。検証をするためには、当該事実、いわゆるゼ

ロなんだという事実を児童生徒や保護者に向けて公表をして、本当に認知漏れがないか

どうか保護者や児童生徒からの回答を得て、そして検証をしていきなさいということが

言われましたので、特に学校はきっちりやっていただく必要があると思ったところで

す。 

 長くなりましたけれどもこの件については以上です。 

 それから、２点目のこの間の川崎市の児童生徒殺傷事件ですが、これについては通知

が幾重にも来ておりましたので、１ページ目の通学路の安全確保のことが言われまし

た。これは集合場所等の危険個所の点検をやってくれと。スクールバス等の集合場所、

佐賀市では集合場所というのはありませんが、バスで通学をしている子どももおります

ので、そういうところも対象になるのかなと思ったところです。それから警備員、見守

り活動の強化ということが言われました。それから防犯教室の推進、保護者の不安解消

に向けた取組が言われました。そして、文科省がスマホを活用して子どもの位置を知る

ようにしてくださいと言われましたし、防犯カメラのことも言われました。非常にそう

いう方向に動いているようでございます。 

 次のページが、これは通知文です。６月１１日に出ました。そのときに、これはもう

今まで小学校、あるいは特別支援学校の小学部と警察との連携というのはやっていたん

ですね。ところが、中学校とか特別支援学校の中学部とかとの連携はしていなかったん

です。これをやれということが改めて来ました。と同時に、今まで私立・国立学校につ

いては防犯対策というのは、管轄が違いますのでそんなにきつく言っていなかったんで

すね。ところが、地域との連携の場はしっかり持って、地域で見守っていただくような、

そういう私立・国立学校のありようを推進してくださいということも言われました。 

 ７ページは、例の新潟市の事件を受けて、平成３０年６月に出された登下校防犯プラ

ンですけれども、これは１年前に出されたものですから、ここでは説明は省きます。「見

守りの空白地帯」のあり方ですね。これから恐らく防犯カメラのことが出てくると思い

ます。 

 ９ページ以降、これはまた同じような通知文ですね。 

 この前、伊東委員さんからもお話のあった熱中症事故の防止については、６月２７日

に改めて国から出ておりまして、これをもとにして市町の学校にも下ろしているところ

です。それから、５月２４日には、これまた文科省のほうから出ております。こういう

ことで、熱中症の事故防止についても通知を出して、うちの独自の通知も出させていた

だいているところです。 

 以上でこの分は終わります。 

 ７点目、資料の３ページ、令和元年度の総括安全衛生委員会です。これにつきまして

は、ここに大きく５点書いておりますので、あとでお読みいただいて、いずれにしても、

この総括安全衛生委員会でできるだけ先生方の超過勤務を縮減していくということで

取り組んでいきたいと思っております。 

 ４ページに移ります。市民総ぐるみの街頭活動がありました。本庄の袋交差点に立ち

ましたが、天気もよかったんですが、まだ明るくてライトをつける時間帯ではありませ

んでしたし、高校生、中学生もまだ部活動をやっていたと思いますので、ほとんど出会

うことはありませんでした。ただ気になったのは、イヤホンを耳にして自転車の運転を

する高校生が極めて多いですね。私も耳に当てていないからわからないものの、やはり

音は聞こえないだろうと推測するんです。そういう中で、とっさの判断ができるかなと、

そんな思いをしておりますので、今度また生活安全委員会が市全体でも開かれますの

で、そのときには、ぜひこういった指導もということを含めて提案をしたいと思います

し、各学校にはこのことについてはまた指導をお願いしたいなと思っているところで

す。 

 以上です。長くなりました。 



 6 

 質問ございませんでしょうか。お願いします。 

 

（伊東委員） 

 質問というよりも、先ほどの川崎市のスクールバスの事件で、これは以前、文科省が

安全対策としてスクールバスをできるだけ利用しようというのが出ています。それに対

して逆行したような感じで、最終的には言葉を見ると自分の身は自分で守れと、小学生

にそういう指導というのはどういうふうにするんでしょうか。ちょっと疑問に思いまし

た。松島課長どうなんでしょうか。自分の身は自分で守れというのが最終的な文科省の

キーワードみたいな感じを私は受けたんですけど。例えば、中学生ぐらいなら何とかそ

の意味合いが分かりますが、小学生の特に低学年の子どもたちに自分の身は自分で守れ

というのは……。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 こども１１０番の家等もございますので、何か不審な大人を見かけたり追いかけられ

たりした場合は、とにかくそこに逃げ込むようにとか、そういうレベルの話だろうとい

うふうに思います。低学年に関して、自分の身を自分でと、やっぱり限界はありますけ

れども、でもやっぱりそうやって緊急避難をするという方法を教えるというところは必

要かなと思っております。 

 

（伊東委員） 

 そうすると、やっぱり地域に根をおろさないと、考えられることは全て地域、特にＰ

ＴＡとか、地域の住民、コミュニティとか、その辺とやっぱりスクラムを組んで対策を

しないと。いろいろ言われるのはわかりますけれども、現実的に現場でどう対処するの

かということになりますと、今後の非常に大きな課題でしょう。 

 

（東島教育長） 

 そうですね。だから地域連携の場をつくりなさいというふうに言われました。 

 ただ、きのうの県との協議会の中では、スクールバスも安全対策として入っていたと

思いますが。スクールバスは佐賀の場合にどんなものか、なかなか難しいですね。 

 

（伊東委員） 

 そうですね。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 以上で報告を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、提出議案についてでございますけれども、まず第５号議案『佐

賀市少年育成委員の委嘱について』、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） 

 １ページをお願いします。第５号議案『佐賀市少年育成委員の委嘱について』でござ

います。各校区に配置しております少年育成委員につきましては、定数１２７名のうち

勧興校区におきまして、ことし７月１日から１名の欠員が生じております。今回、その

補充として佐賀市少年育成委員設置規則第２条第１項の規定に基づき、２ページに記載
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しております永田さえ子氏に対して委員の委嘱を行うことについてお諮りするもので

ございます。 

 なお、委嘱は８月１日付で行い、任期につきましては同規則第２条第２項の規定によ

り前任者の残任期間となっておりますので、他の委員と同様、令和２年７月３１日まで

となります。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 ただいまの説明に関しまして質問ございませんでしょうか。特にございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないということで、第５号議案『佐賀市少年育成委員の委嘱について』は、原

案のとおりに承認をいたします。 

 それでは、第６号議案『佐賀市公民館職員の任免、勤務時間等に関する規則の一部を

改正する規則』について、公民館支援課のほうから説明をお願いします。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 それでは、３ページをお願いいたします。第６号議案でございます。この規則は、提

案理由に記載しておりますとおり、成年被後見人及び被保佐人に係る欠格条項その他の

権利の制限に係る措置の適正化を図るための改正でございます。詳しくは議案等資料の

１ページをごらんください。 

 こちらに総務省から送付されております地方公務員法の一部改正に係る通知文を載

せております。去る６月１４日に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を

図るための関係法律の整備に関する法律、これ全部で約１８０の法律があるそうなんで

すけれども、こちらが公布をされておりまして、その中で地方公務員法についても一部

改正をされております。この改正は、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成

年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、欠格条項その他権利の制限

に係る措置の適正化を図るものでございます。 

 次のページをごらんください。 

 改正前の地方公務員法では、成年被後見人等は、まず職員になることができない。そ

れから、競争試験若しくは選考を受けることができない。また、成年被後見人等に該当

するに至ったときは、その職を失うと、そういう規定がありましたけれども、それぞれ

当該規定を削除するように改正をされているところでございます。 

 次の３ページに、今回改正をいたします佐賀市公民館職員の任免、勤務時間等に関す

る規則の新旧対照表を掲載しております。公民館職員につきましても、地方公務員法と

同様に成年被後見人等に関する欠格条項を設けておりましたので、今回該当いたします

第４条第１項を削除して、削除によって生じる条のずれを整理しております。 

 なお、規則の施行期日につきましては、公布の日とするように規定しております。 

 参考までに、成年被後見人と被保佐人について若干説明をさせていただきます。 

 まず、成年被後見人とは、精神上の障害により判断能力を欠くとして家庭裁判所から

後見開始の審判を受けた人、一方、被保佐人とは、精神上の障害により判断能力が不十

分であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人となっております。 

 じゃ、どういうふうに違うかといいますと、成年被後見人は日用品の購入といった日

常生活に関する行為を除いて、単独で法律行為を行うことができない。また、この成年

被後見人が行った日用品の購入など、日常生活に関する行為以外は後見人が取り消すこ

とができるというものが成年被後見人でございます。一方、被保佐人は、重要な財産行

為以外は単独で行うことができ、重要な財産行為のみ保佐人の同意が必要とされている

という違いがございます。 

 説明は以上です。 
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（東島教育長） 

 それでは、今の説明に関して質問ございませんか。法律の用語って難しいですね。 

 

（片岡委員） 

 成年後見人のほうが、より判断力などが低下している方に対して選任するものです。

被保佐人は、基本的には、不十分だけれどもまだ能力が残っているので、それを生かし

ながら、不足する部分を保佐人がお手伝いするというようなイメージになっていて、成

年後見人のほうがご本人の、例えば、認知症などで判断力などが低下している程度が強

いというようなものです。ほかに補助という制度もあって、保佐人よりもさらに軽い症

状のときに補助人をつけることもできるんですけど、もともとの規則の条文で被補助人

は該当していないようなので、そういう軽い段階の後見制度を使っている部分について

は、もともと排除していない形になります。 

 

（東島教育長） 

 はい、わかりました。質問ございませんか。よろしゅうございますか。特別に異議は

ございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、第６号議案『佐賀市公民館職員の任免、勤務時間等に関する規則

の一部を改正する規則』は、原案のとおりに承認をいたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（東島教育長） 

 続きまして、日程５に移ります。 

 報告事項ということになりますけれども、「第１回社会教育委員の会議の報告につい

て」、社会教育課のほう説明をお願いします。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 資料４ページから８ページをお願いいたします。「第１回佐賀市社会教育委員の会議

会議結果（議事録概要）」でございます。こちらの資料で説明をさせていただきます。

あわせて別冊の議案等資料４ページの「第１回佐賀市教育委員の会議次第」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、そちらもあわせてご参照いた

だきたいと思います。 

 まず、開催日時は令和元年５月２８日火曜日で、開催場所は青少年センター大会議室

でございます。社会教育委員１３名全員出席でございました。事務局は、東島教育長以

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佐賀市社会教育関係事業、平

成３０年度の報告及び令和元年度の計画についてでございます。会議では、まず事務局

から別紙資料により各事業の報告及び計画を説明し委員から意見をいただきました。主

な意見、質問及び回答についてご報告いたします。 

 なお、各委員の意見のポイントとなる文章につきましては、太文字にして下線を付し

ておりますのでご参照いただきたいと思います。 

 まず、教育振興基本計画の施策２、自ら学ぶ生涯学習の推進の事業につきましてでご

ざいます。○星空学習館管理運営事業では、星空学習館の周辺に草が生い茂っているの

で、整備をお願いしたいという意見をいただき、実態を把握して、関係者と話しながら

進めていきたいというふうに回答いたしております。 

 次に、○講座等開催事業では、公民館の講座には子ども関係のことが意外と少ないが、

もしあったとしても、結局は地域の固定された人たちが、誰か行かないと寂しいだろう

からと言って集まってくるだけだと思う。現在、地域で活動している人のほとんどが６
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５歳以上であり、そこに若い人をどうやって連れてくるかが一番の問題だと思うので、

若い人たちがもっと参加できる講座を公民館で主催しないといけないのではという意

見がございました。また、講座受講者の固定化と高齢化の問題につきましては、若い人

が何かしらの関わりを持つことでよい方向に進むのではないかというご意見をいただ

いております。 

 次のページをお願いいたします。 

 ○公民館の指針を活用した公民館事業の充実でございます。公民館等の事業評価に第

三者評価を取り入れる計画はあるのかという質問があり、第三者評価は有用な部分もあ

るが、事業仕分けのようになってしまうことを懸念しており、今やっている評価をいか

に活用していくかを整理して明確にすることが優先だと思っているので、評価のあり方

については随時見直しを図っていきたいというふうな回答をしております。 

 次に、施策６、家庭・地域・企業等の教育力の向上におきましては、まず○全般に係

る部分でございますが、地域の行事に出ていない子どもたちをどうやって集めるかが一

番の問題だと思うが、ピンポイントでその子たちと接するのが難しく、どうすればいい

のかわからない。放課後子ども教室事業等の成功事例を他の校区に案内することで新規

開催校区がふえていき、子どもたちの見守りが進んでいけばよい。地域の実情や課題は

公民館によって違い、子どもや老人、今後は外国人の問題も入ってくると思うが、公民

館だけで全部対応するわけにはいかないので、学校教育や関連機関が公民館に出向いた

り、逆に公民館から出向いたりしてお互いが連携するということが必要だと思う。学校

の宿泊訓練やキャンプ、通学合宿というのは、集団生活を学ぶということだけではなく、

ＳＮＳから物理的に切り離していくという役割を持っているとしたら、それらを事業と

してどういうふうに組み立て直すことができるかということを考えてみる必要がある

のではないかというふうなご意見をいただきました。 

 次のページをお願いいたします。 

 ○子どもへのまなざし運動につきましては、ＳＮＳに関わる問題につきましては、ま

なざし運動の中で企業の責任と言っているので、携帯電話の会社にも責任を持ってもら

い、講師派遣をしてもらって、ＳＮＳの被害について学校や公民館で講習等を開催して

はどうかという意見をいただきました。 

 次に、○子ども・若者支援事業におきましては、佐賀市の少年育成委員と警察ボラン

ティアの少年補導員と連携して公民館を活用しながら、また学校と情報を共有しなが

ら、本当に手を差し伸べなくてはならない子どもたちや家庭へピンポイントに攻めてい

く支援の仕掛けづくりができないだろうか。孤立する人、公民館等にアクセスしない人

ほど実は課題が複雑で深刻だったりする傾向があるため、攻めの支援によって個別対応

や講座等を届けていくしかない。事業で解決できることと個別で対応しなければならな

いケースがあるため、総合的な社会教育の施策と個別対応を一緒に行っていくことが必

要で、問題を全体的に把握してコーディネートしながら関係機関につなげるポジション

の人が必要になってくるのではないかというご意見をいただきました。また、ＳＮＳに

関わる問題がある中で、公民館の求心力を取り戻してつながりを回復していくには、Ｓ

ＮＳ等を逆に使って情報発信し、その内容をより関心の高いもの、充実したものに変え

て魅力を訴えていくという方法がある。社会教育や公民館活動においてＳＮＳ等を使い

こなしている若い世代の参画や課題解決能力を持った専門的な人材を組み込んでいく

ことがポイントになる。ＳＮＳ等に関わる問題については、家庭の殻が根本にあるので

はないかと感じているので、地域の方が参加しやすい公民館をうまく活用することが、

彼らを家庭の殻から出してあげる方法ではないかという意見をいただきました。 

 次のページをお願いいたします。 

 下のほうの○学校地域連携支援事業では、地域教育コーディネーターの講座や研修会

が行われているとあるが、どのようにこの研修会を発信しているのか。また、どういう

方が参加しているのかという質問があり、地域教育コーディネーターが集まって、１カ

月間の活動内容の情報提供と、活動する中で困ったこと等を相談する場所ということ
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で、毎月１回開催をしている。参加者は事務局と地域教育コーディネーター４名で、ふ

だんの活動状況をお互いに認識してもらうことによって活動の幅を広げたものである

というふうな回答をしておきます。 

 報告は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 今報告がありましたが、質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ２点いいですか。１点目、第三者評価の件で、先進事例の調査研究の結果はどういう

ふうになっているのかということ。 

 それから２点目、学校地域連携支援事業の中で、ここで述べられている学校地域連携

支援員の今後の見通しをどういうふうに持っているのか。あるいは教育委員会としてど

う方向づけをしていくのか。これから恐らく課題になってくるだろうと思いますので、

この点について、社会教育委員の中で何か出たのかどうか、それをお願いします。はい、

どうぞ。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 １点目の第三者評価の先進事例の件ですけれども、そもそも公民館の事業評価をやっ

ている自治体自体が多くはなかったというところで、そういう中で、第三者評価をして

いるところは、我々が今回電話とかでお尋ねした自治体ではなかったところです。この

ときも回答を私がして、この議事録にもありますけれども、何のための評価かというと

ころがまずは一番明確にしなければいけないところかなと思っております。ややもする

と、第三者が言う意見に流されて事業仕分け的なものになってしまうと、現場としては

いささか不本意な部分も出てくるんじゃないかなと。これはあくまでも推測ではありま

すけれども、そういうことも私自身思っておりますので、何のために公民館の事業とか

運営に関する評価をするのか。その評価をどうやって何に結びつけていくのかというと

ころが少し不十分というか明確になっていないところもありますので、そこをまずはき

ちっと整理をすることで、この評価の意義というものがもっと高まっていくのではない

かなというふうに考えているところです。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 ２点目の学校地域連携支援事業のことにつきましては、この件につきましては、これ

以外の意見は社会教育委員のほうからは出ておりません、このときはですね。ただ、社

会教育課としましては、地域学校協働活動推進員等の配置を含めたこの事業につきまし

ては拡充をしたいと思っております。 

 まず１つは、放課後子ども教室が現在、昨年まで７校区でしたけれども、６校区に減

少したと。子どもの居場所づくりということで、何とか地域の活動実態を調査して拡充

をしていきたいということで現在動いております。それと、これは教育総務課さんとの

連携ですが、コミュニティ・スクールにつきましても拡充をしていきたいということで

いろいろ調査活動をしております。 

 ちょっと戻りますけれども、地域教育コーディネーターにつきましては現在４校区に

配置をしておりますが、昨年までいろいろ配置をしていた校長先生、あるいはコーディ

ネーターの方に聞けば、非常によかったと。お互いに成果が出てきていると思うという

ことで、この分を今現状では２年か長くて３年で次の校区に渡しているという状況が非

常に社会教育委員のほうからも好ましくないと。そこが終われば、もう地域との学校の

つながりがだんだん薄れていってしまうということで、この配置につきましては恒久的

な制度としてできないだろうかということを検討しているところでございます。ただ

し、非常に予算面のところにかかってくるという状況がございまして、この分につきま

しても、今他市のほうを鋭意視察に行っている状況でございます。 
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 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 予算もですが人も、ということになりますね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 本当は逆に地域の人材というところも大きな課題でございます。 

 

（伊東委員） 

 今、村上課長のほうから公民館の第三者評価について説明がありましたが、私も以前、

評価角度を少し変えたらどうかという意見をここで言ったと思うんです。事業評価とい

うよりも、マンネリ化した事業が行われていないのかということ、それから先ほども出

ましたように人材育成あたりも含めて、そういう意見交換というものが本当になされて

いるのかなという気がするので、マンネリ化した事業、あるいは簡単な事業ばっかりや

っているかとか、今までやっておったからやっておるというようなことに陥っていない

のかという意味合いから、やっぱり第三者の評価というか、第三者とのコミュニケーシ

ョンの場というのを取り入れていくということが大事じゃないかなと思います。 

それと今、後継者がどんどん減っている中に、特に若い人という話もありましたが、

若い人が地域に残っていくための公民館のアクションというものが、余りなされていな

いような気がしてなりません。特に中学生の後半から高校生について、何らかの事業で、

そこに子どもたちの元気な声が聞こえるというようなことが、私のイメージでは少し少

ないのかなという気がします。 

これは回答は要りませんが、ぜひそういう視点で捉えるとどうかなというふうに思い

ます。基本は若者が地域に残るアクションを、公民館、自治体というものが本当に積極

的にやっているのか、やっていないと言ったほうがいいような気がしてなりません。そ

ういう意見を私は持っています。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 答えを求めることは必要ないですね。 

 

（伊東委員） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 吉村委員さん。 

 

（吉村委員） 

 地域の連携というところで、公民館のほうにも、また地域のコーディネーターのとこ

ろにもつながるかなと思ったので身近な最近の話をするんですけど、公民館で活動して

いる、例えば、親子でのサークルだったり地域の幼稚園のお母さんたちの活動であった

りということで、公民館をちょっと借りたいというときに、あれはだめ、これはだめと

いうだめな条件ばかりを言われたというケースがあって、だめはだめでいいんですけ

ど、じゃ、こういう方法があるよとかこういうところがあるよ、こんなふうにしたらど

うという提案がまずあるといいなと。大体そういうのは有志での活動なので、志のある

方のやろうと思っているところをかなえてくれる場所であってほしいなというのを１

つ思います。 

 

（東島教育長） 
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 公民館を使ういろんなサークルがあったときに、できないならばできる方向で情報提

供なり助言などをしてほしいという意見ですよね。村上課長いかがですか。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 全くそのとおりで、私も日ごろから貸せない理由はすぐ簡単にできると。ただ、なる

べく使ってもらう方向でまずは考えてくださいということは、私が去年課長になってか

ら言っています。なので、具体的に聞きたいなと。いつどこでそういうことが起きてい

るのかとか、今、市立公民館も３２公民館ありまして、市域もかなり広くなって、我々

もなかなか現場に足を運ぶ機会というのが、そうそうつくれていないんですけれども、

月１回館長会があったり、２カ月に一遍全ての公民館主事が集まったりする機会があり

ますので、いつもいつも言っているわけじゃないですけれども、何かそういう関連の話

があるときは言っていますし、たまに公民館が貸館に対して判断に迷うとき、相談の電

話があったりするんですけれども、そのときも、もちろん最初からだめというケースは

別にして、何か少しでも貸せれそうだなというのであればまず貸してくださいと。何か

まずいことが起きた場合は、そのとき指導なりすればいいじゃないということを私は言

っていますので、まだちょっとその辺が現場のほうまで、隅々まで徹底できていないの

かなという気はします。ただやっぱり、そうは言っても、場所が空いているかどうかと

いうところもありますし、中には地域の団体だから、そういうサークル活動は追いやっ

てでも貸せみたいなことを言ってくる方もたまにいらっしゃるんですよね。だから、そ

ういうところで少し公民館も構えてしまうというか、そういうところもありますので、

ちょっとそこら辺はケース・バイ・ケースで、まずは現場の判断を私も尊重はしたいな

と思っていますけれども、考え方としてはさっき言ったように、できるだけ使ってほし

いというふうに思っていますので、今後も徹底できるように、私も微力ながら頑張って

いきたいと思います。 

 

（東島教育長） 

 吉村委員さん、考えは同じようでしたので、あとはその考えが浸透していけばいいの

かなと思います。 

 

（吉村委員） 

 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） 

 公民館の若者利用というところなんですけど、サークルがたくさんありまして、例え

ば、子育て支援等の活動の中で、大学、短大もありますので、そういう学生たちに声を

かけて、そして一緒に活動するということも多々あっているとは思うんです。そういう

のも利用すれば、若者というのが公民館もこうやって利用できるんだという知るきっか

けにもなるんじゃないかなと思います。 

 

（東島教育長） 

 大学生なんかを巻き込んだ講座なり事業なりというのが公民館にありますか。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 西与賀公民館が佐賀大学と近いものですから、非常に積極的に佐賀大学の学生さんを

取り込んでやっています。 
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（東島教育長） 

 本庄もですか。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 西与賀が一番かなと思います。それ以外にも、例えば、神野公民館で、これは高校生

ですけれども、高校生が先生となって高校生ティーチャー講座というのを、これも長い

歴史がありますけれども、そういった仕掛けをしてみたりですね。ただ、私も平成８年、

２０年ぐらい前ですかね、金立公民館に主事として勤務していたことがありますけど、

そのときからやっぱりだんだん中学生、高校生になるに連れて、なかなか小学生のとき

のように公民館、地域行事とかも含めて公民館になかなか来てもらえなくなったという

のは、私がいるときから同じような環境にはあったかと思います。それと公民館の地域

性というか、西与賀とか本庄みたいに近くに大学があったり、高校があったりというと

ころは、そういう企画もしやすいのかもわかりませんけれども、そういったところでは

ない公民館も多々ありますので、そういった部分で少し温度差というか、そういったと

ころは出てきているのかなと。ただ、先ほどから指摘があるように、何らかの仕掛けで

すね、そういったものは工夫しながら、それぞれの公民館で今後も考えていってほしい

なと思いますし、そういう指導というか、助言するための公民館支援課でもあると思っ

ておりますので、先ほど出た事業のマンネリ化とか、そういったものも含めて、まずは

我々が第一義的に公民館に対してはアプローチをしていかなければならないだろうな

というふうには思います。 

 

（東島教育長） 

 よろしゅうございますか。はい、どうぞ。 

 

（吉村委員） 

 公民館の利用の仕方で、可能であればですけれども、中高生がテスト期間中とか、ち

ょっと前の時期に空いている部屋をお借りして学習室みたいな使い方ができたらいい

なと思うことがあって、一度相談したことがあるんですけど、やっぱりそこに、例えば、

大人がいないとその部屋の貸し出しは難しいねと言われて断念したことがあるんです

けど、せっかく地域に公民館があるので、そういう使い方ができるといいなと思うこと

があります。もし検討できればですね。 

 

（東島教育長） 

 今の件は学習室的活用ですが。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 そこは非常に難しくて、学校では暗くなる前に帰りなさいという指導がなされている

部分もあって、私も以前、前の青少年センターにも勤務していたんですけれども、そこ

は学習室を開放していたんですが、やっぱり中学生は日没までに帰ってくださいとか、

そういったこともしていましたし、そういったところでなかなか不特定多数の子どもた

ちに公民館の１部屋を開放するということに対しては、やっぱり公民館職員としても少

しそういう懸念というか、心配事が頭によぎるのは確かにあるかなと思います。なので、

公民館職員も５時１５分までしかいないので、５時１５分になったから帰ってください

と言っても、５時１５分ってまだ明るいし、まだまだ勉強したいと思う子どもたちもい

るでしょうし、そういったところ、いろいろやっぱり整理しなきゃいけない問題とかと

いうのはあるのかなという気はします。 

 

（東島教育長） 

 公民館の管理は５時１５分まで。 
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（村上地域振興部公民館支援課長） 

 職員がいるのは５時１５分、あとはもう自主的に。 

 

（東島教育長） 

 活用はしているけれども、それは大人の責任において活用しているということです

ね。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 そうですね、はい。 

 

（東島教育長） 

 ということは、５時１５分までが言うならば職員が勤務をして運営するのはその時間

帯が…… 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 何かあったら管理人がいますので緊急対応はしますけれども、管理人も常時事務室に

いるわけではありませんので、何かあったときの緊急対応とか、１０時になったら戸締

りをするとか、そういうことでの管理人ですので、今言われたような部分での公民館の

開放といいますか、そういったところはちょっとやっぱり少し整理をしなきゃいけない

部分が出てこようかなとは思います。 

 

（東島教育長） 

 なかなか課題もありそうですね。５時１５分までですから、中学生がそれ以降、自分

たちだけでいるというのも非常に不安なところでもあるわけですね。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 そうですね。例えば、公民館は今Ｗｉ－Ｆｉとかもつながっていますので、スマホで

変なサイトにアクセスしていないかとか、いろいろやっぱり考えるわけですよね。考え

過ぎかもわかりませんけれども、やっぱりそういった部分まで考えてしまうこともあり

ますので、なかなかどんどん開放すればいいじゃないと言われればそういう部分もある

かもしれませんけれども、さっきも言ったように構えてしまうというか、起きてもいな

いことをついつい考えてしまって躊躇してしまうみたいな、そういう部分もあるのは事

実です。 

 

（東島教育長） 

 大人と違いますので、やっぱりそこら辺の人的管理はしないといけない部分がありま

すから、やはり勤務関係との兼ね合いが……。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 高校生ぐらいになったら、一人ででも大丈夫かなという気はしますけれども、やっぱ

り中学生ぐらいまではなかなか心配ですよね。 

 

（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。 

 

日程６ その他 
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（東島教育長） 

 日程６、その他でございますけれども、教育委員さん方のほうからそのほかございま

せんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

（東島教育長） 

 ないようでしたら、これで７月の定例教育委員会を閉会いたします。ありがとうござ

いました。 

 

 終了時間 午後３時４１分 

 

 


