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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。これより佐賀市教育委員会１２月定例会を開きます。 

 これから委員会に入っていきますが、事前の欠席の連絡は入っておりませんので、多

分、片岡委員さんはこちらに向かっておられるころじゃないかと思っております。今確

認をしておりますが、現状６人中５人の委員が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。時間も来ておりますから、これから進めさせていただきます。 

    〔片岡委員出席〕 

 それでは、本日の日程についてでございますけれども、お手元にある第１９号議案に

つきましては、教育委員会会議規則により非公開とすべき案件でございますので、第１

９号議案につきましては非公開にさせていただきたいと思っています。 

 したがいまして、審議の順番を変えたいと思います。日程４、提出議案を日程６、そ

の他の後におろしたいと思います。５番を４番、６番を５番、４番を６番ということで、

順番を入れかえて、きょうの審議をいたしたいと思っておりますが、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、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。事務局よろしくお願いします。 

 

（志波教育総務課副課長兼総務係長） 

 １１月２６日の定例教育委員会の会議録につきましては、１２月２０日に配付してお

りますとおりでございます。よろしくお願いします。 

 

（東島教育長） 

 報告は終わりましたけれども、質疑ございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようでございます。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） 

 次に、日程３、教育長報告となっておりますので、きょうは１枚用意させていただい

ております。 

 かいつまんで簡単に説明を申し上げたいと思いますが、まず１点目が「博愛フェスタ

２０１９」の開会式、これが１２月１日の日曜日、佐野常民記念館で行われました。こ

としで１６回目となるわけでございますけれども、これまで同様、佐野常民の偉業とと

もに博愛の精神を普及するという視点から、日本赤十字社佐賀県支部、佐野常民顕彰会、

佐賀市教育委員会の３者の協働で開催をしております。今回の全国博愛絵画展には、全

国の１３７の小中学校・絵画教室から１，７２６点の作品、これは近年になく多くの作

品が寄せられたところです。その中から、いつものとおり９７点入賞というふうに審査

をいたしましたが、当日は東京、愛媛、鹿児島など、６都県から入賞の子どもたちが表

彰式に参加をしてくれました。ここ最近は非常に表彰に来る子どもたちがふえてきてお

ります。これはどうしてかなと思ったら、多分世界遺産登録もかなり影響しているのか

なと。ついでに世界遺産を見てこようという、そんなこともあるのかなという感じもし



 2 

ているところでございます。また、佐野常民記念館ですが、ことしの９月２６日に１０

０万人目の来館者があったという報告を受けております。 

 ２点目、第３３回佐賀市少年の主張大会、これが１日の日曜日、メートプラザ佐賀で

行われました。これにつきましては毎年のことでございますし、委員の皆様方にも参加

をしていただいておりますので、内容等についてはさほど触れる必要ないのかなと思っ

ておりますが、２６の校区・地域、代表が小学生が１２名、中学生が１４名、それぞれ

自分の見出した課題に沿って自分の考えを主張してくれました。子どもたちのスピーチ

は、大人の私どもにとって非常に勉強になる──というよりも純粋な視点で捉えた子ど

もたちの感覚というのは、私ども大切にしていかなければならないな、ということを毎

年この大会があるたびに思うところでございます。非常に子どもたちが育ってきている

のを感じているところです。 

 ３点目、久米島町・佐賀市中学生交流・冬の交流、これが１３日金曜日から１５日の

日曜日まで行われました。ことしは本当にこれまでになく天気がよくて、久米島も佐賀

も変わらないのではないかというぐらいの小春日和が続いておりました。全ての行事が

充実してできたと聞いております。それから、今回は開会式で久米島町の役場のほうか

ら、それから教育委員から、そして久米島町には２校中学校がございますが、２校の中

学生が佐賀豪雨のために募金活動をしてくれているんです。その贈呈式がありました。

久米島町の役場からは市長のほうに、教育委員会と中学生からは私のほうに贈呈があっ

たところでございます。これを有効に使わせてもらいたいと思ったところです。また、

もう一つ今までになかったのは、第１１代は警察官として勤務したのが三反田交番だそ

うです。ということは松梅地区なんですね。だから、松梅地区は第１１代の第２のふる

さとという考え方をしているんですね。そこで今回、松梅小学校、中学校ともに干し柿

を作っているんですけれども、その干し柿を活用して作ったオリジナルのアイスクリー

ムを持参してくれました。これを皆さんに振る舞ってくれたんですが、本当においしい

ものでした──と言ったら私食べたようですが、まあ食べたんですけれども、本当にす

ばらしかったです。来年は、ぜひ皆さんおいでいただきたいと思います。 

 それから４点目、１７日火曜日に、芙蓉校の寄附の贈呈式がありました。この日は堤

委員さんも来ていただきましたけれども、理研農産化工株式会社のほうから会社創業１

００周年記念事業ということで、社長さんの母校である小中一貫校芙蓉校にメタセコイ

ア３０本と、体育館用の緞帳・演台・スクリーン一式、それから児童生徒用の図書、総

計１，０００万円相当のご寄附がありました。これは市長のほうに寄附されたところで

す。この理研農産は、蓮池にもともと起業されたということから始まって、社長さん自

身も芙蓉小中学校で学ばれているということで、創業の地に１００周年の記念として感

謝の意を込めて寄附したということで受け取ったわけでございます。特にメタセコイア

については、子どもの成長をこの木が見守っていて、子どもたちもまた、この木のよう

に真っすぐ大きく成長ほしいと、そんな願いを込めて送ったというふうに社長が言って

おられました。 

 以上、報告にかえたいと思います。 

 質問はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これで報告を終わります。 

 

日程４ 報告事項 

 

（東島教育長） 

 引き続き、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」、社会教育課からよろしくお願いしま

す。 
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（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 それでは、報告事項の「第３回社会教育委員の会議の報告について」でございますが、

資料につきましては２ページの第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。あわせて別冊の議

案等資料１ページに第３回佐賀市社会教育委員の会議次第とございます。資料から後に

当日の会議資料がございますので、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１１月１１日月曜日、午前９時２７分から２時間半程度で、

開催場所は青少年センター大会議室でございます。出席委員は、社会教育委員１３名中

１２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。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をしてお

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、(1)佐賀市教育振興基本計画～第四次佐賀市教育基本計画～についてと、(2)社会

教育助成事業補助金についての２つの議題でございます。 

 なお、１０月末で社会教育委員の２年間の任期が満了しており、今回新しい委員とな

り初めての会議であるため、会議冒頭に辞令交付を行っております。 

 それでは、まず(1)佐賀市教育振興基本計画～第四次佐賀市教育基本計画～について

でございます。現在、策定中であります第四次佐賀市教育基本計画のうち、社会教育に

関する分野についてご意見をいただき、計画に反映させるため、社会教育委員の会議に

諮ったところでございます。委員からの質疑を白丸で太字、事務局からの回答を黒丸で

記載しております。また、主要な部分につきましてはアンダーラインを入れております

のでご参考にしていただきたいと思います。 

 主な意見としましては、まず公民館等の整備事業では、公民館は社会教育施設である

ため社会教育という文字を消してほしくないとの意見がありましたが、地域コミュニテ

ィの重要性を鑑み、平成３０年４月に改正した公民館条例第１条の表現に合わせている

旨を回答し、表現は変えないということとしております。 

 次の公民館の機能の向上では、公民館の指針が古くなっている。また、人生１００年

時代では、アクティブシニア層が量的に拡大しており、その活躍ステージをどうつくる

かが公民館事業として取り組まねばならないこととの意見がございました。 

 次に、地域と学校の協働活動の推進につきましては、２ページから４ページまで記載

しておりますが、多くの委員からさまざまなご意見をいただきました。 

 主なものとしまして、まず３ページの１つ目の白丸、８校区にコミュニティ・スクー

ルがあり２校ずつ進めていく話はわかるが、将来的にコミュニティ・スクールを全市に

広げるのか。地域学校協働活動推進本部をつくると言い広報するのはよいが、発言に注

意をしないとまち協、または市が何か言ってくるという受けとめ方になりかねないとの

質問、意見があり、事務局からは、コミュニティ・スクールは国も推奨しており、最終

的には全校に広げたいと思っている。今回の計画では、今８校を５年後に１４校にとい

う目標にしている。導入に当たっては、地域の方々の理解をきちんと得ながら学校とと

もに推進していく体制をということがあり、慎重にあるので最初の５年間は１４校を目

標としている。まち協と地域学校協働活動推進本部はどう関係しているかまだわからな

いという方も当然おられるので、丁寧に説明しながら進めていきたいという説明をして

おります。その下の白丸、地域教育コーディネーターの配置校は４校だが、増やすつも

りはあるのかとの質問につきましては、地域教育コーディネーターは、コミュニティ・

スクールの設置を希望する学校に優先的に配置し、同時に地域学校協働活動推進本部の

設置を考えている。地域教育コーディネーターの配置校は４校で推進していきたいと考

えているという旨の回答をしております。その下の白丸、地域学校協働本部に着手して

いこうという考えは、非常に積極的で今期の目玉の事業になると思う。ただ、要らぬ反

発を生じるだとか、結局校長先生次第だとか、公民館長任せという話にならないように

というご意見があり、これにつきましては、教育総務課と連携して各学校とコミュニテ

ィ・スクールへの新たな取り組みを協議する中で、地域学校協働活動推進事業をする上
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では公民館が鍵になるという説明をしております。地域教育コーディネーターは、今後

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動推進事業に取り組むところに優先的に配置

していきたいという説明をしております。 

 次に４ページの白丸、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動推進本部はワンセ

ットで動き、それをつなぐための地域教育コーディネーターの役割というのが重視され

る。だから地域教育コーディネーターは計画的に養成をと思うが、そういう書きぶりに

なっていない。第四期の基本計画で新しくなるので、そういう目配りをしながら基本方

針を立てていくべきとの意見に対しては、地域教育コーディネーターの研修を行ってい

ないが、毎月情報交換を兼ねて研修会は実施している。これをまとめた事例集をつくり、

各学校へ配付している。今後は公民館にも配付していきたいとの回答を行っておりま

す。 

 次に、その下の子ども・若者への支援、問題行動対策の強化では、ＳＮＳの問題は、

学校現場で大きな問題であるという意見や、ＳＮＳの問題は学校だけでは限界があり、

家庭教育支援が非常に重要。しかし、家庭教育支援というと小さな子どもの家庭の話に

なりがちで、家庭教育に対してＳＮＳのもっと強力なメッセージを何らかの形で送る必

要があるとの意見があり、スマートフォン等によるネットルール、トラブルやアプリの

利用による高額請求などの個別の問題は子ども・若者支援室で対応しているが、全体的

な啓発は、青少年健全育成協議会、ＰＴＡ、家庭教育講座でネットルールの講座を各学

校で実施している。第一義的には広報、研修会を可能な限り実施していくとの回答をし

ております。 

 最後に、計画全体におきまして、人生１００年時代、ＳＤＧｓ、子どもの貧困問題の

文言を入れるべきという意見や、５ページの白丸の防災教育をこれまで以上に重点的に

取り組むことが必要という意見や、その下の白丸、青少年センター設置と直接的に結び

つけるかどうかは難しいところだが、犯罪・触法少年の小学生から２０歳未満に占める

割合が０．１９％に減少したというのは画期的なこと。青少年センター、スチューデン

ト・サポート・フェイス、少年サポートセンターの取り組みの成果がこういう形で出て

いることを強く感じた。また、人口減少社会では高校生の定着は非常に重要となり、将

来佐賀市で生活してみたい、働いてみたいという高校生をどうやって引きとめていくの

かを県教委と協議して対策するべきとの意見がございました。 

 これらの意見につきましては、十分こちらのほうとしても検討しまして、計画の中に

盛り込めるものは盛り込んでいきたいと考えております。 

 次に、一番下の(2)社会教育助成事業補助金についてでございます。 

 次の６ページの上の部分までございます。あわせて別冊の議案等資料の最後のペー

ジ、１６ページをご参照ください。 

 この社会教育助成事業補助金につきましては、社会教育法第１３条で補助金を交付す

るときは、社会教育委員の会議の意見を聴いて行わなければならないと規定されている

ことから意見聴取を行ったものですが、特に補助金の支出に関しての意見はなく、令和

２年度の補助金の交付については承認をされたところでございます。 

 報告は以上でございます。恐れ入りますが、今お手元に、この中で今ご説明しました

地域学校協働活動につきまして多くの意見が出ましたので、１枚このカラー刷りで事業

の説明の資料を配付しております。ご参考にしていただければと思います。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 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。 

 

（堤委員） 

 先ほどご説明いただいた中で、何点かございます。 

 まず３ページ、一番上のこれは事務局の回答の黒丸ですが、地域学校協働活動推進事
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業というのは、いつ始まったものなのか。例えば、国としては前からされていたとか、

佐賀市は今度から始めようと思っているとか、そういったことを教えていただければな

というのが１つ。 

 それと２点目が、その下の委員さんからの質疑の白丸「８校区」とありますが、参考

までにこの８校区はどことどこの学校なのかというのを教えていただきたいと思いま

す。 

 それと、５ページの上から３つ目の委員さんの質疑の「佐賀市教育委員会の所管は幼

稚園・保育園と義務制で」とあるんですが、これで間違いないのか。幼稚園・保育園と

いうのは所管に当たるのかどうなのかというところをご質問したいところでございま

す。 

 あと、意見として…… 

 

（東島教育長） 

 それでは、まず質問のほうをお受けしまして、ご意見はまたのちほどということでお

願いいたします。それでは、今３点ありましたが、１点目の地域学校協働活動推進事業、

これは社会教育課で、２点目の８校区のコミュニティは教育総務課のほうで、３点目の

幼稚園・保育園と義務制の件は、学校教育課でいいですね。それでは、社会教育課のほ

うから。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 地域学校協働活動推進事業につきましては、広く言えばお手元に放課後子ども教室と

いうのを真ん中付近に黄色でしているところがございます。そこも含んでおりますの

で、正確な何年かというのはあれですが、少なくとも五、六年はこの事業に、放課後子

ども教室としてはうちも入っておりますのでしているところでございます。 

 ただ、今回新たに地域学校協働本部につきましては、来年度から取り組む形で今計画

をしております。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 ちなみに、地域学校協働活動推進員というのは去年でしたか、法改正て初めてこの言

葉が出ました。地域と学校をつなぐ推進員を置きましょうというのが。ですから、まだ

新しいということです。 

 

（堤委員） 

 わかりました。ありがとうごさいます。 

 

（東島教育長） 

 ２点目。はい、どうぞ。 

 

（王丸教育総務課教育政策係長） 

 ２点目のコミュニティ・スクール設置校についてお答えをいたします。 

 現在、学校運営協議会等を設置しているコミュニティ・スクール、佐賀市内の小中学

校におきましては、赤松小学校、北川副小学校、それと城南中学校、城南中学校区の小

中学校ですね。それと西与賀小学校、富士小学校、富士中学校、松梅小学校、松梅中学

校の８校になっております。ただし、小中一貫校でやっております富士小中学校、松梅

小中学校は小中合わせて１つの学校運営協議会を持っておりますので、協議会の設置数

としては６、設置している学校数としては８というところになっております。 

 以上です。 

 



 6 

（東島教育長） 

 ６地区で８校ですね、８小中学校。 

 

（王丸教育総務課教育政策係長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 ３点目は、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） 

 幼稚園が学校教育課ということですね。 

 

（東島教育長） 

 所管は幼稚園のみです。保育園はもともと教育委員会管轄ではないです。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 学校教育法上、幼稚園が学校に分類されるということで学校教育課にぶら下がってい

ます。基本的には保育幼稚園課のほうで指導等はしていただいているんですけれども、

文書の決裁であるとか、そういったことについては学校教育課の所管になっておりま

す。 

 

（東島教育長） 

 厳密に言えば、法的な所管は幼稚園と義務制が教育委員会で、保育園が厚労省関係と

いうことになります。はい、どうぞ。 

 

（小川委員） 

 こども園だったらどうなるんですか。 

 

（東島教育長） 

 こども園は厚労省関係です。 

 

（堤委員） 

 所管から離れているということですね。 

 

（東島教育長） 

 以前は教育委員会にありました。保育園も教育委員会に持ってきていたんですが、今

度は逆に幼稚園を含めて市長部局に移しています。一括して就学前教育、あるいは幼児

教育、あるいは幼児保育に取り組むという視点からですね。 

 では、意見のほうをお願いします。 

 

（堤委員） 

 意見といいましょうか、４ページの部分のアンダーライン、「コミュニティ・スクー

ルと地域学校協働活動推進本部はワンセットで動き」という、この「ワンセット」とい

うところをもう少しご説明いただければなと。私が知る限りでは、コミュニティ・スク

ールを設置している学校と、この地域学校協働活動推進本部、ちょっと名前は違うかも

しれませんけど、そういう形で運営されている学校とそれぞれあったような――ほかの

地域か、佐賀市にあったかどうかは分かりませんけど──そういう記憶があって、「ワ

ンセット」ですると混乱を生じさせないのか、その校区に対して混乱を生じさせないか

なというようなところが少しご説明を受けていて思ったところです。 
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 以上です。 

 

（東島教育長） 

 何か今の件で社会教育課ありますか。どうぞ。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 地域学校協働活動推進本部につきましては、佐賀市におきましては来年度から初めて

というところで、コミュニティ・スクールというのは、基本的には地域と保護者とか連

携しながら、学校運営協議会を設置して学校運営評議員の中で学校運営の基本方針に関

することとか、予算とか、あるいは先生の人事もいくらか意見を言えるというような形

で、学校運営の基本方針を定めていくというところでございます。その中で、地域で活

動できる部分につきましては、実際に活動する集団といいますか、そういうところが地

域学校協働活動推進本部という位置づけでしております。この推進本部の中心になるの

が、いわゆる事務局的なものが学校でするのか地域でするのか、それはいろいろな今現

在の地域の実情に応じて話し合いながらつくっていくというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 この学校運営協議会が学校の中に組織としてありますよね。地域学校協働活動本部と

いうのは、これも学校に含めて組織を持っておったほうがいいのか、地域の中につくっ

たほういいのか。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 両方あると思います。学校のほうが主体的にやると。ただ、実際動くのは地域の方々

が中心になりますので、ある意味では事務局的なものを学校でされる場合と、あと地域

の中でされる場合とあります。ここの中で、協働活動本部の一番のキーになる方が、こ

の下に書いております地域学校協働活動推進員の方で、いろいろな活動について連絡調

整関係を行うということになります。 

 ただ、この部分につきましては、いわゆる国県の補助事業でございますので、どうし

てもそこの部分の事務は出てまいります。そこをどこがやるかにつきましては、今後地

域、学校との話し合いの中で決めていくと。ただ、基本的には地域の方々が学校を支援

するというところの本部ですので、地域の中に置かれる場合が多いのかなと思っており

ます。 

 

（東島教育長） 

 この図は文科省が示している図ですか。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 それをもとにしておりますが、全く同じ資料ではございません。 

 

（東島教育長） 

 地域学校協働活動推進員は運営協議会委員として望ましいと、こうなっているわけで

すよね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 だから、逆に言えば、学校の中に２つ本部と協議会とあるのは、これが混乱のもとだ
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ろうと思うから、地域学校協働活動推進員は運営協議会委員でもあるというふうに考え

ていったほうがいいと思いますから、地域学校協働活動本部を地域のところに置いて、

この推進員が学校運営協議会にも入るし、本部の位置にもなっていると。こういう位置

づけがよくないかなと考えたんですが、また検討をしてみてください。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい、検討いたします。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんか。はい、どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 ４ページの黒丸のところの「地域教育コーディネーターの教育、研修等は今のところ

行っていない」とありますが、１つは、今後の教育プランがあるのか。それから、その

後の「地域教育コーディネーターは毎月情報交換を兼ねて研修会を開催している」とい

う、この中身をちょっと教えてほしいなと思います。どういう研修会が行われているの

か。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 この中では、４校のコーディネーターに毎月１回はおいでいただいて、前月の活動内

容の報告とか、今後の予定とか、そういうところの情報交換と、同じ業務をしていただ

いておりますので、いろんな苦労話とか、地域の方との接し方とか、そういうところの

交換をしております。基本的には毎月それは行っている状況です。４校につきましては

学校名でよろしいでしょうか。 

 

（伊東委員） 

 はい。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 小中一貫松梅校、小中一貫富士校、大詫間小学校、金立小学校の４校に今配置をして

おります。 

 

（東島教育長） 

 実践事例集は、まなざし合同分科会で配っていましたかね。 

 

（北村社会教育課子どもへのまなざし運動推進室長） 

 コーディネーターの募集を毎年かけておりまして、来年度が１名退任の時期ですの

で、校長・園所長会で、各学校に配付をしております。 

 

（東島教育長） 

 ということは、教育委員さん方には配っていない。 

 

（北村社会教育課子どもへのまなざし運動推進室長） 

 今のところお配りはしていないですね。 

 

（東島教育長） 

 配っていない。ああ、それで。 

 

（北村社会教育課子どもへのまなざし運動推進室長） 
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 合同分科会で配付をさせていただきたいと思います。 

 

（東島教育長） 

 教育委員さんたちがもしもらっていらっしゃらないようであれば、何冊かふえるかも

しれませんが。ほかにございませんでしょうか。どうぞ。 

 

（吉村委員） 

 地域学校協働活動推進員と地域教育コーディネーターは違うんですか。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 基本的には地域教育コーディネーターにつきましては、今までは学校の希望によって

配置をしていたと。学校に１日３時間ほど毎日勤務していただいて、学校と地域をつな

ぐ業務に携わっていただいていたと。地域学校協働活動推進員につきましては、基本的

には同じように地域と学校の活動をつなぐ形ですが、まず地域学校協働活動本部をつく

る前に、来年度からはコミュニティ・スクールのあるところを中心に、今現在の制度と

しての地域教育コーディネーターを配置して、学校と地域を実際につないでいただくと

いうところを行って、大体地域教育コーディネーターが２年から３年の任期にしており

ましたので、その本部ができたら、その後に地域学校協働活動推進員にご本人の承諾を

得られればなっていただくということで、活動の内容は余り変わらないんですが、制度

的には恒久的な形で私どもは学校の中につくっていきたいというふうに思っています。

この地域学校協働活動推進員は、国のほうからもこの事業をするときに必ず配置をしな

ければならないということで求められる形の推進員です。地域教育コーディネーターに

つきましては市単独で、この前段として、実際学校と地域の連携がうまくいくような状

態に持っていっていただくという役目といいますか、いろいろ配置校の校長先生やご本

人さん等の意見を聞けば、地域教育コーディネーターを配置した場合、地域との連携が

非常にスムーズに行くという意見を全ての校長先生からいただいております。まずはそ

の地域教育コーディネーターを配置して、この地域と学校との連携をスタートさせた上

で、連携がなったところで地域学校協働活動本部をつくっていくという中で、この地域

学校協働活動推進員という形に変わっていくといいますか、その方がですね。 

 

（東島教育長） 

 これは、つくった時期が全然違うんです。推進員は今度、一昨年から法で出てきたと。

その前から佐賀市は地域と学校をつなぐ地域教育コーディネーターを４人、４校区に２

年間配置しています。４人以上にふやしていなくて、４人で回していたんです。それが

一昨年からは地域学校協働活動推進員を設置して、常にそこに置いて学校と地域をつな

いでくださいというのが法的に出てきたんですね。ですから、中身は同じ、目的は同じ

ことです。ただ、今まで４人しかいなかったということですね。これを恐らく全市的に

ずっと広げていくことになるだろうと思います。ほかにございませんか。 

 なかなか大きな課題でもございますけれども、今度視察に行くのが、これを目的とし

た研修になります。 

 質問はこの程度でよろしゅうございますかね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 この件については終了いたします。 

 次に、「第７回佐賀市民芸術祭の結果について」、文化振興課のほうから説明をお願い

します。 

 

（横田文化振興課長） 

 それでは、７ページをお願いいたします。１１月８日から１０日にかけて、佐賀市文

化会館で開催いたしました「第７回佐賀市民芸術祭の結果について」、ご報告させてい
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ただきます。 

 期間中、会場にお越しいただきました教育委員の皆様、ありがとうございました。ま

ず３番に記載していますとおり、来場者は今回１万２，９００人となり、まずまずの結

果だと思っております。 

 ４番、アンケートの結果の概要を記載しております。括弧の中に前年度の数値を記載

しているところです。ほぼ同じような傾向で余り変化はありませんけれども、性別のと

ころで男性が６ポイント減少しております。これは昨年度、ちょっと理由はわかりませ

んけれども、昨年度アンケートをとったところ、その前の年よりも男性が１０ポイント

ほど増加しておりました。ですから、ことしは６ポイント落ちているみたいな極端な数

字になっておりますけれども、この動きはなかなか理由がわからないようなところでご

ざいます。 

 続きまして、８ページをお願いいたします。 

 ５番の成果ですけれども、まず来場者が目標１万人を達成できたところです。 

 次に、②１０代の来場者の増加です。アンケートの回答者のうち、１０代の割合が５．

７％から１０．８％に増加いたしました。これは九州管楽合唱団クラシック＆ポップス

コンサートの公演前の公開リハーサル、公開クリニックを行い、クリニックのモデルを

昭栄中、佐賀学園、龍谷高校にしてもらったことなどが要因の一つではないかと思って

いるところでございます。③新たなプログラムの実施につきましては、シンフォニック

ステージの企画の中で、佐賀交響楽団と佐賀バレエ協議会の競演を実施したこと。フレ

ッシュアーティストセレクションの企画内で、小学校から高校生対象のジュニア部門を

実施したことなどが挙げられます。 

 ６番に書いております課題でございます。各項目、毎年の課題と踏まえて改善を図っ

ているところでございますけれども、まず１番のプログラムにつきましては、リピータ

ー、芸術祭を知らない方の両方に来ていただくようジャンルを広げるなどして魅力的な

プログラムづくりに努める必要があると毎年思っているところでございます。また、子

どもや学生など若年層の集客を図れる企画も必要と思っております。③の広報の充実に

つきましては、毎年いろんな媒体を使いまして広報はしているところですけれども、さ

らに工夫していくよう努めたいと思っているところでございます。④のマナーの向上に

つきましては、演奏中の出入り、雑音、写真・動画撮影をやめてもらうよう引き続き公

演前のアナウンスで注意を促すなどしていますけれども、例えば、公演前に主催者、出

演者やおもてなし隊などに注意を促してもらうことなどをしてはどうかというような

意見が芸術祭の実行委員会で出ておりました。毎年の課題へ対応しながら、多くの方に

喜んでいただける芸術祭になるよう引き続き取り組んでいきたいと考えているところ

でございます。 

 報告は以上です。 

 

（東島教育長） 

 大変お疲れさまでした。質問ございませんでしょうか。どうぞ。 

 

（片岡委員） 

 昨年のアンケートのときに、結構マナーについて、袋の音がカサカサするとかいうよ

うな苦情があったみたいにお聞きしたんですけれども、そういったアンケートのマナー

に関する記載などは昨年と比べてふえたとか、クレームのようなものは減ったとかは何

か把握されていますか。 

 

（東島教育長） 

 今の件どうですか。 

 

（横田文化振興課長） 
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 数的にふえているというのは余り感じていないんですけれども、今回ちょっと違って

いたところで、マナー向上のところで、実際本番まで気づかなかったのですが、出演者

の関係者による席取りというのがなされていたということが問題になりましたので、来

年はその辺を徹底していかなくてはいけないなということを実行委員会では話したと

ころでした。 

 

（片岡委員） 

 ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 席取りですね。これはどう考えたらいいでしょうか。 

 

（片岡委員） 

 一般の方がたくさん出られるからということですよね。 

 

（横田文化振興課長） 

 一般の方は開演前に１時間以上並んでいるんですけれども、出演者の関係者がいつの

間にか開演前に会場に入るということがあったというのを、後になってアンケートとか

でわかりました。 

 

（東島教育長） 

 開場前に。 

 

（横田文化振興課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 それでは、関係者しかできないですね。 

 

（横田文化振興課長） 

 そこがアンケートに書かれてあったというところと、我々事務局側が把握できていな

かったというので、注意していかなければなと思ったところです。 

 

（東島教育長） 

 開場後は友達が来こられるからといって取ってやるのは通常考えますが、開場前に取

っておくのは。なかなか難しいところですが。 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問がないようですので、この件については終了いたします。 

 

日程５ その他 

 

（東島教育長） 

 それでは続きまして、日程５、その他というところで何かございませんでしょうか。

どうぞ。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 ９月の教育委員研修会のときにお願いしております成人式での祝辞の代読でござい

ます。お手元に祝辞をお配りしておりますので、１月１２日の成人式につきましてはよ
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ろしくお願いします。 

 それと、前回終わってからの会議の中で、当日のステージ上の所作といいますか、ち

ょっとばらばらのところがあるんじゃないかというご意見がございましたので、今回、

佐賀会場と同じような形で所作を行うという形で考えております。うちの職員が各会場

に会場責任者で参りますので、当日係員から説明があるかと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

（東島教育長） 

 ２時からでしたね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい、１月１２日。前回と同じ１４時からです。 

 

（東島教育長） 

 ３０分ばかり前に行って、その所作の確認を私どもしたほうがいいですね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 可能であれば、はい。 

 

（東島教育長） 

 それでは、各会場とも所作関係があるから、少し早目に行って確認をしておいてくだ

さい。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 していただければ助かります。大幅な変更ではないんですけれども、一応統一した形

で実施をするということにいたしましたので、よろしくお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんか。はい、どうぞ。 

 

（伊東委員） 

この場で出していいのかなという気がしますが、令和の最後ですので。 

きょう、こういう新聞の見出しを、見られていますよね、岐阜中の自殺。この中で、

非常に僕が疑問に思うのと残念だと思うのは、このいじめられているところを１００人

の子どもが見ているんです。そして特に、この新聞記事によると、同級生による２回の

告発があったにもかかわらず、教職員間で共有されていない。それともう一つは、「危

機感の欠如」というのがここにありますけれども、危機感の欠如だけで１人を死なせる

のかと。欠如だけですまされるものかと。 

佐賀市でもよく質問すると、校長会とかで言っているとよく言われますが、校長に訴

えていることが下まで問題視されていないということです。 

この記事では、男子生徒がビンタされているところに担任もいたというんです。事実

かどうかはわかりませんが。それに、周囲の子どもの「自分ができることはやりたいの

で私も一緒に戦います。先生力を貸してください」というコメントが入っているのにも

かかわらず組織が動いていないと。 

これが何なのか。結果論で済まされないじゃないですか。起こる前にどういう予防措

置をするのか。佐賀市もいじめの問題についてはかなりの措置をされているでしょうけ

れども、絶対あってはいけない問題ですからね。 

今回の中３のいじめの記事を見て、佐賀で本当に絶対起こらないアクションというも

のがどういう形でなされているのかなと前々から疑問に思っていましたので、この場で
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ご提案申し上げますけれども、次回の研修会あたりで、例えば、こういう具体的な現場

への浸透を図っているよとか、もちろん校長会で言われているのはいつも聞いています

ので、こういう現場の実態で、教職員の教育あるいは研修を徹底しているとか、特にＰ

ＤＣＡのＣです。ＰＤをしてチェックはどうなっているのかと。ぜひ現場の状況をもう

一度聞かせてほしいと思います。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 この件は、研修会の折に議論をして、場合によっては現場の校長の代表なりが具体的

にどうしているのか、あるいは危機管理マニュアル、いじめ防止対策推進法に基づいた

基本方針、各学校にありますから、これがどういうふうに具体的に動いているのか、そ

こら辺をもとにして話を聞きながらという研修会も、場合によってはやってみたいと思

います。 

 

（伊東委員） 

 よろしくお願いします。 

 

（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〕 

 それでは、これで一応終わりにしますが、あと佐賀市教育委員会会議規則で規定する

非公開の案件がございますので、これは職員の任免その他の身分取り扱いに関するもの

でありますから、非公開といたします。ご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、これ以降は非公開といたしますので、申しわけございませんが、関係部署

以外の方はご退室をお願いいたします。 

 

〔非公開〕 

 

（東島教育長） 

 それでは、これで１２月の定例教育委員会を閉会いたします。 

 

 終了時間 午後４時１２分 

 

 


