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日程１ 開会の宣告 

 

（東島教育長） 

 それでは、これより佐賀市教育委員会１月定例会を始めますが、先ほどは人権擁護委

員と語る会がございまして、予定よりも延びてしまいました。申しわけございません。 

 それでは、早速委員会に入ってまいります。 

 本日は、堤委員がお倒れになってというか、インフルエンザです。医師から止められ

ていますので急遽欠席ということで、６人中５人の委員が出席をしておりますから、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

いと思っております。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、早速日程のほうに入ります。 

 

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） 

 １２月２４日の定例教育委員会の会議録につきましては、１月２４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） 

 会議録について今報告は終わりましたが、報告内容についての質疑はございません

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） 

 続きまして、日程３、教育長報告となっておりますが、今日メモを用意させてもらっ

ておりますので、それに基づいて簡潔に報告をさせていただきます。 

 まず１点目は、これは１月６日、新年の執務始め式がございまして、市長の訓示がご

ざいました。この市長の訓示をそのままペーパーに起こしております。この中でも特に

災害の件ですね。この件については市長も非常に強くおっしゃられましたので、恐らく

学校関係にとっても、今年も昨年同様、もしくはもっとひどい災害があるかもしれない

ということで、気を引き締めて対応していかなければいけないのかなと思っておりま

す。あと市長の訓示についてはお読みいただきたいと思います。 

 ２点目、第５回教育長を囲む会、これは南川副小学校で最後の回だったと思います。

特に佐賀県の場合には、教職員の大量退職の時期になっております。 

 したがいまして、当然ながら新規採用の枠が広がってきているということですね。そ

の中で、やっぱり一番危ぶむのは、教育観なり指導法なり、指導技術なり、そういうも

のの継承がうまくいかないのではないかという懸念をしています。そういうことで、で

きるだけ学校現場の中で新任を、あるいは若手を育てていただくというのは、これから

六、七年は絶対必要だという状況にあります。そして教育の質を下げないということが

大事だろうと思っております。そのためにも、若手を育てる体制づくり、若手が自分か

ら育つ、そういう環境づくり、これをしていかなければいけないだろうと感じておりま



 2 

す。 

 ３点目、佐賀市の成人式ですけれども、これは各委員さんも出席をされて、そして祝

辞を述べられておりますので、後で報告があろうかと思っていますけれども、私は三瀬

会場のほうに行きました。１０人該当者がいたんですが、８人参加者がおりました。や

っぱり地域柄、全ての人が顔見知りということで、大変何と言うんでしょうか、和やか

で、しかも穏やかな中の成人式であったと。ちょうど参加者が社会人と学生が半々でし

た。そして新成人が１人ずつ自己紹介と抱負を言ってくれましたけれども、１人だけ海

上自衛隊員がおりまして、中東派遣に決まっていると。しっかりと任務を果たしたいと、

こう言ってくれました。後で個人的にも話もさせてもらったんですが、一番特徴的に思

ったのは、やはり親とか地域への感謝、それから自分の仕事に誇りを持っている。こう

いうことがうかがえました。だから、二十歳の成人が全てそういうふうであればいいな

という気持ちを持ったところでございました。親への感謝の言葉もはっきり述べてくれ

ますし、地域への感謝も述べてくれました。これがやはり教育の根本ではないかと思い

ました。 

 ４点目、全国公民館研究集会、それから社会教育研究大会佐賀大会がございました。

これは８月２９日から２日間の開催予定になっていましたけれども、例の大雨で中止と

なっておりました。延期ということで、規模が縮小されてこの日に開催されました。シ

ンポジウムが行われましたが、非常に４人のシンポジスト、コーディネーターも含めて

でしたかね、４人で非常にいい意見が交わされました。大変勉強になったところでござ

いますし、社会教育の必要性、あるいは公民館の必要性、こういうものがやはり社会の

変化とともに何が必要なのかというのが明確になってきているのかなという思いがし

たところでございました。 

 ５点目、これは公立の義務教育諸学校等の教職職員の給与等に関する特別措置法の一

部を改正する法律、これは説明会と書いていますが、特別措置法が改正になりました。

つまり、教員の働き方改革の一環として、公立学校の教員の勤務時間、これを年単位で

調整をする変形労働時間制の導入がいよいよもってできるようになりました。２０２１

年からできるようになったんですが、これが吉と出るか凶と出るか、今のところ分かり

ませんが、いい方向に向かわなければいけないということであります。ただ、救いは３

年後に実施されます教師の勤務実態状況調査、これは３年ごとに行われますけれども、

この状況調査を踏まえて給特法そのものを見直していくと。要するに抜本的に改革しま

すということが前提になっていますので、それまでのつなぎという考え方でいいかな

と。いわゆる萩生田文科大臣は応急措置であると言っています。ですから、応急措置の

間、この働き方改革が言うならばごまかしにならずに、やはりきちんと改革の方向に行

くように私どもは見守っていかなければいけないでしょうし、手だてを打っていかなけ

ればいけない。３年後の調査の実態を踏まえて、給特法の抜本的改革ということにつな

げていかなければいけないなと考えたところです。 

 それから、６点目の子どもへのまなざし運動は合同分科会でしたから、これは省略を

いたします。 

 ７番の九小国研の佐賀大会、これも私のかわりに出席をしていただきましたので、こ

れについても省略をさせていただきます。 

 以上、報告といたします。 

 何か今の報告で質問等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） 

 それでは、日程４の提出議案に移ります。 
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 まず、第２０号議案『佐賀市立図書館条例の一部を改正する条例』について、図書館

のほうから説明をお願いします。 

 

（江頭図書館長） 

 資料の１ページです。第２０号議案『佐賀市立図書館条例の一部を改正する条例』に

ついて、ご説明をいたします。 

 今回の改正は、移転整備いたします久保田支所と公民館の複合施設の１階に図書館の

分館を開設することに伴いまして、条例に新たな図書館の名称と位置を追加するもので

ございます。この久保田地区は、佐賀市の合併町村で唯一図書館がなく、サービスの差

が生じていることが課題でしたが、今回の設置によりまして、旧佐賀市と合併しました

７つの町村全てに図書館分館が整備されることになります。 

 それでは、条例改正の内容をご説明いたします。議案等資料の１ページをお願いいた

します。 

 １ページは、佐賀市立図書館条例新旧対照表でございますけれども、条例の第２条第

２項において、佐賀市立図書館の分館及び分室の名称と位置を規定しております。こち

ら右側の改正後におきまして、佐賀市立図書館川副館の下に名称を「佐賀市立図書館久

保田館」、そして、その位置といたしまして、「佐賀市久保田町大字新田３３３１番地３」

を加えるものでございます。 

 なお、同じ議案等資料の２ページと３ページに公民館支援課から提出された久保田公

民館久保田支所複合施設の位置図と平面図がございます。３ページの平面図のほうをお

願いしたいんですけれども、平面図のとおり、新たな図書館はフリースペースと隣接を

しておりまして、廊下との境には壁を設置しないなど開放的な図書館とする考えでござ

います。 

 教育委員会資料の２ページに戻っていただけますでしょうか。２ページの下から２行

目、附則でございます。施行期日につきましては、当該施設の供用開始日が決定してお

りませんので、改めて規則で定めることになります。現在のところ、開館は今年の５月

を予定しておりますが、開館の期日が確定しましてから規則の改正を定例教育委員会に

お諮りする予定でございます。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 それでは、今説明がありましたけれども、期日だけがまだ分からない状況ですね。 

 

（江頭図書館長） 

 そうです。連休明けと考えています。 

 

（東島教育長） 

 連休明けですね。質問ございませんでしょうか。特にないですかね。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、異議がないようですので、第２０号議案『佐賀市立図書館条例の一部を改

正する条例』については、原案のとおり承認をいたします。 

 続きまして、第２１号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例』について、公

民館支援課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） 

 定例教育委員会資料３ページをお願いします。第２１号議案『佐賀市公民館条例の一

部を改正する条例』でございます。 

 提案理由につきましては、今説明がありました久保田の分でございます。佐賀市立久

保田公民館の改築に伴いまして、公民館の位置及び各部屋の使用料を定める必要があり
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ますので、所要の改正を行うものでございます。今回改築をいたしております久保田公

民館ですが、支所との複合施設として整備をしておりまして、レイアウト等につきまし

ては後ほど議案資料で説明をさせていただきます。 

 次の４ページをご覧ください。改正の内容、まず条例の第２条第１項に定めます久保

田公民館の位置、現行の「久保田町大字新田１１１１番地２」から「久保田町大字新田

３３３１番地３」に改めるものでございます。 

 次に、第７条関係の別表、これは公民館の各部屋の使用料を定めているものでござい

ますが、部屋の広さに応じて使用料の基準を設定しております。５０平米までは３００

円、５１平米から１００平米までが５１０円、１０１平米以上が７３０円と、こういう

基準に基づきまして使用料を設定しております。大会議室につきましては、一部屋を３

分割して利用することができますので、それぞれ案分し、１００円未満を切り上げて使

用料を設定したところでございます。改築後の各部屋の面積につきましては議案資料に

記載をしておりますので、後ほどご覧いただくことができます。この条例の施行期日で

ございますが、工事完了は３月末の予定ですが、その後、外構工事、備品購入などの開

館準備を行う必要がありますので、正式に供用開始日が決まりましたら別途教育委員会

の規則で施行期日を決めたいと考えております。 

 それでは、議案等資料の２ページ、Ａ３横長の分をご覧ください。久保田公民館久保

田支所複合施設の位置図になります。現在の場所が資料の右上あたりにございますが、

こちらのほうから南西約２５０メートルほど離れた場所に今建設中でございます。吹き

出しで敷地の概要を載せておりますが、建物の南側に駐車場を配置しておりまして、正

面玄関も南側としております。 

 同じ資料の３ページをお願いいたします。先ほどもご覧いただきましたけれども、平

面図になります。２階建ての建物でございます。まず、１階部分ですけれども、中央の

正面玄関、資料では下のほうになりますが、入りまして右手が公民館の事務室、その右

隣が地域活動室となってございます。玄関の左が大会議室で、その大会議室の正面北側

が支所の窓口と執務室になります。それ以外に１階には和室、調理実習室、それから図

書館の分館が入ります。資料下の図面が２階になりますけれども、２階には中会議室を

配置しております。１階、２階、それぞれの部屋の面積につきましては記載のとおりで

ございます。この大会議室、中会議室、和室、各部屋につきましては、位置づけといた

しましては公民館の施設として規定することといたしますけれども、支所との複合施設

ということになりますので、支所とも併用して使っていくこととしております。 

 説明は以上です。 

 

（東島教育長） 

 今、説明がございましたけれども、質問ございませんでしょうか。どうぞ。 

 

（小川委員） 

 説明ありがとうございました。この久保田公民館に関することだけではないんです

が、ここに書いてある使用料というのは、１日単位、１時間単位ということではどんな

ふうに理解すればよろしいでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 単位、１時間単位とか１日単位とか半日単位、その３００円、５１０円、７３０円と。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 その前に、この使用料というのは市民以外の方が使われる場合に必要な料金でござい

まして、市民が使う場合は全て無料となっております。 

 

（東島教育長） 
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 単位は。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 １時間につきこの金額と。 

 

（東島教育長） 

 １時間につきですね。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 はい。 

 

（小川委員） 

 ２番目に聞こうと思ったことがそのことです。佐賀市在住はゼロということの確認を

したかったんです。それはそれでよろしかったんですね。ありがとうございました。 

 

（東島教育長） 

 公民館は全部同じような金額ですね。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 はい、同じです。 

 

（東島教育長） 

 ５１０円とか７３０円とか、これはどうやって決めたんですか。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 これは消費税の関係で、昨年大きい部屋は一部値上げをしております。 

 

（東島教育長） 

 別に問題はないんですが、５１０円とか７３０円とか、何か切りの悪い。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 それまでは５００円、３００円だったんですけど。 

 

（東島教育長） 

 そうですね。ほかに質問どうぞ。 

 

（片岡委員） 

 先ほどの市民は無料ということなんですけど、居住地区以外の公民館を利用すること

も無料でできるということですか。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 はい、無料です。 

 

（東島教育長） 

 市民がどこの校区の公民館を使おうと無料と。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 無料です。 
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（片岡委員） 

 ありがとうございます。知らない方も多いんじゃないかと思います。 

 

（東島教育長） 

 市民以外がこの料金を取られるということです。 

 

（片岡委員） 

 分かりました。ありがとうございます。 

 

（伊東委員） 

 この金額は１人ですか、１０人使っても７３０円と。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 はい。１回につきですので、１人だろうと１０人だろうと変わりません。 

 

（伊東委員） 

 部屋によって、例えば、定員１０人ですとか５人ですとかいう決め事はあるんですか。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 収容人数は違ってきますけれども、例えば、大きい部屋を仮に１人で使っても、そこ

は使用料は同じということです。 

 

（伊東委員） 

 ありがとうございました。 

 

（東島教育長） 

 反対に１０人ぐらいが適正であっても、２０人で使ってもいいということですね。 

 

（村上地域振興部公民館支援課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問がないようでございますので、第２１号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正す

る条例』については、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、報告事項のほうに移りたいと思いますが、「教職員の人事評価

結果に対する苦情対応について」、学校教育課から説明をお願いします。 

 

（吉田学校教育課参事兼副課長兼教職員係長） 

 教職員の人事評価についてですけれども、人事評価を２月１日を基準日として実施す

ることになっております。２月１日に基準日を実施しますので、その評価についての苦

情に対する対応について、佐賀市立学校教職員の人事評価結果に対する苦情対応に対す

る要綱というものを定めております。それで、第３条、苦情相談ですけれども、「苦情

相談のため、別表のとおり苦情相談員を設置する。」ということで、８ページに別表が



 7 

ついておりますけれども、苦情相談員として学校教育課人事担当係長ということで、私

が窓口になることになっております。 

 それで、その苦情相談に対して説明を行うんですけれども、その説明に対して納得が

できないという場合に、第５条に定めています「苦情処理のため、苦情審査委員会を設

置する。」ということになっております。こちらのほうが８ページに苦情審査委員会と

して、委員長を教育長、委員として学校教育課長、教育委員から２名、学校教育課人事

担当係長ということで設置するということになっております。教育委員から２名という

ことでなっておりますので、今回、この委員に教育委員のほうから２名選出をお願いし

たいと思っております。これは平成２９年１月５日から施行していますので、これまで

ずっと伊東委員、それと片岡委員に委員になっていただいていましたので、今回もこち

ら２名でお願いできないかと思っているところです。 

 スケジュールのほうを９ページに載せておりますけれども、まず、苦情相談は２月２

８日までに窓口に出していただくということになります。この苦情相談に対して納得で

きない場合は、１０日以内に苦情処理窓口に申出書を提出するということになりますの

で、その苦情処理申出書が提出された際に審査委員会を設置するという流れになります

ので、そのときはよろしくお願いしたいと思っております。 

 説明は以上になります。 

 

（東島教育長） 

 苦情対応について報告がございましたが、特に質問ございませんでしょうか。どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 ちょっと感覚的に我々素人の考えでは評価できないと思いますけれども、人事評価に

苦情が伴うというのが本当にあっていいのかなと。人事評価というのは、いろいろなこ

とを、被評定者と１次評定者、２次評定者がいて、恐らく苦情処理の後いろいろ説得し

ても、その教員の中に残ると思うんです。すんなりと、楽しく子どもたちを指導します

よ、ということになればいいですけど。本来ならば、こういう苦情があることそのもの

が、人事評価制度に問題があるのじゃないかなと思います。この辺は我々民間の立場で

の考え方が通用しないかも分かりませんが、人事評価制度というのは、そういう苦情を

きちんと聞いて、そして評定者の１次審査、１次審査でどうしても足りなければ２次審

査でと、そういうところじゃないかなと思いますけれども、その辺はどうなんですか。、 

 

（吉田学校教育課参事兼副課長兼教職員係長） 

 教職員の人事評価に対して、各先生方に評価をお渡しして面談をしながら評価をする

ことになっているんですけれども、平成２８年度からこの制度が導入されて、校長先生

方が丁寧に相談をされていますので、今まで苦情は上がってはきていません。頑張りな

さいねというような評価でこの評価なんですよ、というような説明を丁寧にされていま

すので、今まで苦情というのは上がってきていませんけど、もし苦情があった場合はき

ちっと対応しなさいということで、県のほうでこういう要綱をつくりなさいというよう

なことで、定めているところです。 

 

（伊東委員） 

 本当言うと、そういう仕組みの中に、例えば、半年に１回とか、一年に２回とか、そ

ういうアンケート的なものがあって、そういう中で私は異動したいとか、こういうこと

をやりたいとか、そういうコミュニケーションが共有されておけば、僕はこういう苦情

そのものがないのではと。県からの指導であれば、なかなか改定できないんですけど、

人事評価制度にこういう苦情がずっとついてくると。苦情があっても、その途中で基本

的なものはよく分かりましたから頑張ります、ということで納得されるでしょうけれど

も、ただ、この文面を見ると、苦情という言葉があっちこっちに出ていますので、現実
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的に本当にあるのかなという疑問があったので、質問したんですけど。 

 

（東島教育長） 

 伊東委員がおっしゃるのは原点でしょうから、人間関係の中でやはりその辺をきっち

りお互いに納得をしていく。そのために管理職は、こんなことがあったとずっと一人一

人の教職員に記録簿を作っているんです。それは、こういうことがあって、こういうふ

うにしたということ、いわゆる事実がそこに記録されているものですから、納得、説得

の材料として使っているということであって、公務員の場合には人事委員会のほうに提

訴できるようにもなっていますから。 

 

（片岡委員） 

 コミュニケーションがうまくいっているのが一番だとは思いますし、現にその状態だ

から今までなかったと思うんですけれど、被評価者からすると、適正に評価されていな

いんじゃないかって思う方がいつかは出てくるかもしれなくて、そのときに第三者的な

立場から、その評価が正しいかどうか資料とかを検討して、こうですよって第三者的な

立場から説明をしてもらう、セーフティネットのようなものとして作られているので、

多分佐賀市がうまくいっていないとかではなくて、もしもあったときに救済する制度が

あったほうがより適正な人事評価ができるということなのかなと思うので、去年も特に

はなかったんですけど、もしものときは第三者が入りますよということで、評価される

側も安心感があるんじゃないかなと思います。 

 

（東島教育長） 

 セーフティネットですね。 

 

（伊東委員） 

 私が言いたいのは、苦情処理をした後に、その先生が現場で引きずるというイメージ

がありますので、それがなくなるとこの人事評価制度は正解ですから。分かりました。 

 

（東島教育長） 

 ほかに質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 委員につきましては、伊東委員と片岡委員でお願いしてよろしいですか。 

 

（東島教育長） 

 委員のほうを教育委員から２名となっていますので、学校教育課のほうは伊東委員と

片岡委員にしていただきたいと、そういうことですね。 

 

（伊東委員・片岡委員） 

 分かりました。 

 

（東島教育長） 

 では、伊東委員と片岡委員ということです。 

 

（吉田学校教育課参事兼副課長兼教職員係長） 

 よろしくお願いします。 

 

（東島教育長） 
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 この件については終了いたします。 

 次に、「佐賀市成人式の報告について」、社会教育課のほうから説明をお願いいたしま

す。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 社会教育課から、去る１月１２日日曜日に実施しました令和元年度の佐賀市成人式に

ついての報告をさせていただきます。 

 教育長、教育委員の皆様には、お忙しい中ご出席いただき、市長式辞の代読をしてい

ただきましてありがとうございました。 

 資料の１０ページをお願いいたします。８会場の内容及び参加者数等の実績でござい

ます。全体で１，９４７人の参加があり、昨年度の参加者数１，７９１人と比較して１

５６人の増でありました。また、９月末の住民基本台帳の成人者数２，４０５人に対す

る参加率は８０．９％で、昨年の参加率７５．４％に対し、５．５ポイントの増でござ

いました。昨年度、佐賀会場におきましては、前年より約３００人少ない１，２２０人

の参加でありましたが、本年度は例年並みの１，４０９人参加があり、全体としまして

も例年並み約２，０００人の参加者でありました。今年度の成人式の開催に当たりまし

ては、警察から事前に問題行動の可能性がある新成人が例年より多いとの情報がありま

したので、警備要員を増員し、事故防止に努めたところでございます。 

 ただ、当日は事件・事故はなく、全会場予定どおり式典は終了しておりますが、一部

の会場では違法改造車の専用運搬車での搬入、街宣車や派手なオープンカーでの来場、

団体名を記した旗や酒を持参する者、挙動不審者がおりましたが、職員及び警察官の対

応により大事に至っていない状況でございました。 

 １１ページから１３ページまでに各会場の式典、ティーパーティー等の写真を掲載し

ております。ご参照いただきたいと思います。 

 なお、例年各会場で行いました新成人に対するまなざし運動、成人式の在り方につい

てのアンケート結果につきましては、２月の教育委員会で報告させていただきます。 

 説明は以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 今の報告に対しての質問ございませんでしょうか。 

 

（片岡委員） 

 どこの会場で街宣車とかが。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 佐賀会場です。先ほど申し上げた違法改造車等も、私たちがちょうど準備の最中のも

う１０時半ぐらいに持ち込んでおりました。ただ、それについても事前に警察といろい

ろやりとりをしていて、走ってきたら捕まえるということでしたので、運転はせず専用

の車両運搬車両に積んで搬入したという状況です。 

 

（片岡委員） 

 運転していないから道交法違反にはなっていないということなんですね。 

 

（山口教育部副理事兼社会教育課長） 

 私ども気づいたときには、駐車場に入って、もう下ろしている状況でしたが、中心人

物と話をしたところ、非常に素直に言うことを聞きましたので、人に迷惑をかけない限

りということで駐車を認めたところです。ただ、その周辺には警察官も取り巻いており

ましたので、そこで事件等は起こっていない状況でございます。 
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（東島教育長） 

 ほかに社会教育課のほうに質問はありませんか。特にないでしょうか、思ったこと等

もなかったでしょうか。 

 そしたら、質問はこれで終わりにいたしますが、それぞれ諸富会場から写真が載って

いますので、感想等をいただければと思いますが。諸富会場のほうから順番によろしい

でしょうか。 

 

（伊東委員） 

 諸富会場は私、伊東でしたけれども、前段に何名か派手な格好した人たちが騒いでは

いましたけど、しばらくすると落ち着いた雰囲気になって、いい成人式でした。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 龍登園のほう、大和会場の方は。 

 

（吉村委員） 

 吉村が行きました。私自身、前年は東与賀会場に行きました。今年は２回目だったの

で、去年よりは落ち着いて式辞が読めたかなと思います。あと、会場はフラットという

か、ステージが高くなかったので、それもあったのかなと。和やかな雰囲気でとてもよ

かったと思います。新成人の方がとても清々しく、はきはきと話をされるので、私も背

筋が伸びて、女の子は華やかでしたし、とてもいい時間でした。あと、行き帰りに佐大

前で大分怪しい車を見ました。それから、ゆめタウンあたりがすごく混み合っていたみ

たいですね。プリクラを撮りにわざわざゆめタウンに行くとか、式の後に同窓会なんか

があちこちであるので、その時間の合間に遊びにというような子が多かったと聞きまし

た。 

 

（東島教育長） 

 ということは、この式が終わったら、それぞれにまたあとで何かされるわけですね。

その間の時間が、途中あるわけですね、真っすぐ行くためには。 

 

（吉村委員） 

 そうですね。 

 

（東島教育長） 

 富士会場のほうはどうでしょうか。 

 

（小川委員） 

 小川が行ってきました。昨年、三瀬会場に行きまして、今年、富士会場、２４名の新

成人の参加者ということなんですが、教育長が冒頭に言われましたように、富士会場も

非常に和やかで微笑ましくて、一人一人が抱負を述べるというぐらいの時間的余裕があ

りまして、中に、富士に虹の橋を架けるんだという夢を、抱負を言ってくれた男性がい

らっしゃいましたけど、その方は虹色の髪を編み込み、そういう髪型で言ってくれまし

て、ああ、早速行動に移しているのかなというように解釈するようにして、非常に和や

かな会でした。 

 以上でした。 

 

（東島教育長） 

 川副会場は堤委員さんか。久保田会場は。 
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（片岡委員） 

 片岡が担当しました。本当に落ち着いた雰囲気で和やかに進行していまして、新成人

の方が司会をされるので、やっぱり同級生なので、すごく進行を応援するようないい雰

囲気でした。あとは母子手帳をお渡しするときにお母さんが息子さんを頑張りなさいね

みたいに励ますようなしぐさをされて、会場が温かい笑いに包まれて、とても和やかで

した。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 ありがとうございました。何か所作とか、いろんな会の流れの中で気になるようなと

ころ、改善すべきようなところってなかったでしょうか。写真を見た限りではショール

もきっちりとっていますね。 

 ありがとうございました。これで全て終わったと思います。１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２３分 

 

 


