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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 皆さんこんにちは。いよいよ梅雨が本格的に始まりました。せんだっては、それぞれ

の委員さん方に学校の訪問をしていただいたと思いますけど、後ほど感想をお聞かせ願

えればということで、どこかそのタイムをつくっていきたいと思います。ひとつよろし

くお願いします。また、事務局につきましては、いろいろ議会で大変かと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 きょうは、６人中６人の委員が出席をいたしておりますので、委員会が適法に成立を

いたしております。 

 

日程２ 会議録の承認 

 

（委員長） 

 では、議題に沿って進めさせていただきます。 

 まず、日程２の会議録の報告をよろしくお願いいたします。 

 

（教育総務副課長） 

 ５月２６日の教育委員会の会議録につきましては、６月１９日に各委員の皆様に配付

していますとおりでございます。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 ごらんいただいていたと思いますけど、何かお気づきの点がありましたらよろしくお

願いいたします。よろしいでしょうか。──なければ、承認ということで次に進ませて

いただきます。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（委員長） 

 日程３．教育長の報告ということで、田部井教育長よろしくお願いいたします。 

 

（教育長） 

 前回の定例教育委員会は、５月２６日でした。５月２７日からきょうまでのことで、

毎回申し上げますが、私がかかわった、あるいは関連したというところの活動事業、行

事等についてお知らせいたします。 

 まず、６月議会でございますが、これにつきましては質問の中身、あるいは庁議に提

出しました答弁書等はお届けしたところでございますが、議会の議事録ができましたと

きに改めてお知らせしたいと思っております。 

 ６月４日開会で、明後日２５日になりますが、閉会ということになります。 

 その中で１つ、亀井議員が質問しました「佐賀の乱」の件で、教科書記述を補足する

意味合いも含めて、毛利敏彦さんの講演内容をまとめた小冊子がありますが、それが議

場でも紹介されました。それを出版している研究会というのがございますが、そこが

近々各学校のほうに、その冊子を寄贈したいという動きが出ております。歴史の授業で

すから、いろいろな角度から１つの事象を見ていくことが重要かと思いますけれども、

教科書記述は分量も大変少のうございますし、それを補うという意味で、また特に佐賀

での出来事ということでございますので、この寄贈された本は各学校の図書館におい

て、生徒の学習に資するようにしていきたいなと、こんなふうに思っているところでご

ざいます。６月議会は、２５日で閉会になります。それが１点目です。 

 それから、２つ目ですが、この間のまなざし運動でございますが、５月２９日の日に
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９名のまなざしリポーターへの委嘱状を交付いたしました。その後、この９名の方は、

それぞれの取り組みをやっておられるところに出向きまして、情報の収集活動に取り組

んでおります。このリポーターがどこでどういう活動がまなざし運動にかかわって起き

ているかを、この方たちが把握しなければいけません。そうしないと、そこに行くこと

ができませんので、例えば、各公民館でやっている情報は、各公民館から社会教育課に

情報が伝わり、それが整理されてファクスとかメールで、この９名の方にどこどこでこ

ういう行事がありますというのをお知らせして、そして、その方が自分のスケジュール

等とあわせて取材に行くと、こんな仕組みになっておりますけれども、各公民館、ある

いは学校、あるいはさまざまなところで取り組まれるものの情報がどう集約してリポー

ターに伝えるかという、この辺のところをさらにスムーズな流れ、あるいはより多くの

情報の収集と整理、これが課題かなと思っております。今のところ、ただいま言いまし

たような流れの中で、リポーターに情報が伝わり、取材が進められております。市の広

報ですとか、そのほかのところでリポートした中身を伝えていきたいと思っておりま

す。それから、一番新しい数字で３１０の会社、企業、事業所がまなざし運動への協賛

企業となっております。３１０社になりました。 

 まなざし運動につきましては、以上でございます。 

 続きまして、大きく３点目、世界遺産登録関係でございます。 

 これにつきましても、勉強会等で話が出ておりますけれども、６月１９日、もう日に

ちは過ぎておりますけれども、６月１９日から８月いっぱいをかけて、三重津海軍所跡

の掘削工事が始まります。表面を掘って、その遺跡の確認をしたならば、また元に戻す

ということになっておりますが、凌風丸の船の大体東側のほうに３カ所工事を入れると

いうことになっております。多分こういうものが出てくるだろうという予測がありまし

て、そこに向かっているところでございます。また、日新小学校の敷地内での築地反射

炉跡につきましては、夏休みに入ってからということで発掘をしていくということにな

っております。ここも何か出土することを期待しているところでございます。 

 それから、４点目でございますが、学校施設のあり方の検討委員会でございます。こ

れにつきましても勉強会で報告いたしましたけれども、６月３日に宮崎県の五ケ瀬村を

視察いたしました。４つの小学校の合同授業の様子と五ケ瀬村の教育長さんのお話と説

明を受けたところです。今度、６月２６日には、大分県の日田市で行いました統廃合の

学校の様子を視察することにしております。 

 今後のスケジュールですが、７月には市内の小規模校の保護者や地域の方との話し合

いをこの検討委員会でし、その後、答申案の検討をして、最終答申を北島委員長にお渡

しするわけですが、８月末という予定でございましたが、９月以降になるかもしれない

という状況でございますのでお知らせしておきます。 

 前回も意見が出ましたように、我々教育委員会の６人のメンバーにおきましても、こ

のあり方に関しての情報を収集するなどの視察計画、あるいは情報収集の意見を拝聴す

るような場をつくっていきたいということで、事務局のほうと相談しているところでご

ざいます。 

 最後、これで終わりでございますが、過日のフリー参観デーご苦労さまでございまし

た。６月１４日、全部の小・中学校、附属小学校も中学校も加わったわけですが、市内

全中学校、小学校で行いました。参観者ですが、合計で小・中全部合わせますと、２万

３，２８９名の参観者がありました。小学校のほうは、保護者、それから校区内の地域

の方、校区外の方、合わせまして１万８，４７７人ですので、子供の数が、１万 

３，５９９人のところ、１万８，４７７人と、多くの方に来ていただきました。中学校

は、生徒が６，３２６人現在おりますけれども、保護者、校区内外の方も含めまして、

４，８１２名ということでございました。いずれにしましても、多くの２万３，０００

人からの方に、佐賀市内の学校の様子を見ていただきました。それぞれの学校での感想、

アンケートは、それぞれの学校で集約をして、今後の教育活動に生かすということにな

っております。 
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 以上が今回の私からの報告でございます。 

 

（委員長） 

 今、５つの点につきまして教育長からご報告がありましたけど、何かお気づきの点、

ご質問の点がありましたらよろしくお願いをいたします。──よろしいでしょうか。で

は、次に進みます。 

 きょうは協議する議案は１つありますけど、人事の案件でございますから、これが終

わりましたら別室で開きたいと思います。 

 

日程４ 報告事項 

 

（委員長） 

 日程４．報告事項に移らせていただきます。 

 まず１番の大和、富士、三瀬出張所の教育課の取り組みについてということでお願い

をしたいと思います。 

 前回、我々の教育委員会の反省事項の中で、それぞれの出張所等のいろんな計画、そ

れから問題点等を聞く機会をつくったらどうかということでお願いをしておりました

ところ、早速きょうの定例会のほうに、この報告事項を入れていただいたわけでござい

ます。ありがとうございました。まず大和のほうからお願いいたします。 

 

（大和教育課長） 

 大和出張所の教育課長の新郷といいます。よろしくお願いします。 

 平成２１年度大和出張所の事業計画ということで、１枚にまとめた分を報告事項とし

て上げております。大和出張所の教育課と大和生涯学習センター両方の施設がありま

す。職員は７名で、うち嘱託職員２名を含んでおります。係体制といたしましては、総

務係を私が兼務するということでおります。それから、生涯学習係が５名おりますけれ

ども、この中に嘱託職員２名を配置しております。人権・同和教育担当と生涯学習の担

当を嘱託職員２名含めて担当してもらっています。それから、社会体育係を１名配置し

ています。以上、３係で教育課の担当をしているところでございます。 

 「教育課・生涯学習センターの目標」でございますけれども、ここに書いていますと

おり、生涯学習、社会教育を推進、支援する拠点施設として、人権の尊重を基本におい

て事業推進に努めるということで、４点上げております。 

 まず１点目につきましては、「生涯学習情報の提供と学習相談の充実」ということで、

拠点としての機能の充実を図りながらいきたいということで考えています。 

 それから、２点目につきましては、「地域の特性等を生かした学習機会の提供」とい

うことで、子どもへのまなざし運動を意識しながら人権意識を高めるための学習会等を

実施していきたいということでございます。 

 それから、３点目につきましては、「施設・設備利用の促進」ということで、生涯学

習センターの施設とあわせて、図書館もありますけれども、それ以外にも、社会体育施

設ということで、春日運動広場とか体育施設があります。それと、学校体育施設の利用

促進を進めたいということでございます。 

 それから、４点目につきましては、「社会教育関係団体との連携」ということで、青

少年育成の町民会議とか子ども会、それから社会人権・同和教育推進協議会、それに市

の体育協会、そういった部分との連携を図っていきたいということで、目標に掲げてい

るところでございます。 

 ２点目につきまして、「今年度の重点的な取り組み」といたしまして、２点掲げてお

ります。 

 １点目につきましては、生涯学習講座等の充実ということであります。２点目は、社

会人権・同和教育の推進という２つを重点事業として取り組みをしています。 
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 １点目の生涯学習講座等の充実につきましては、大和生涯学習センターの主催講座と

して、比較的ニーズの高い講座や予算的な制約もありますので、講師謝金等の経費を伴

わない講座を選定いたしまして、出前講座とかいう分を利用しまして、今年度前期では

６講座を開設いたしております。後期の講座につきましては、前期の状況を勘案して計

画をしていきたいというふうに思っております。具体的には６月から９月までにかけて

前期、それから後期を１０月から３月までかけてするということで進めています。 

 それから、２点目の社会人権・同和教育の推進でございますけれども、教育行政の重

要課題と位置づけいたしまして、「人権ふれあい学級」は、町内ＰＴＡや生涯学習セン

ターで活動されている自主サークル活動者からの受講の拡大を図るということで進め

ています。また、「人権学習会」は、松梅校区内自治会の市民を対象に今年度は絞って

進めるということで、自治会等にお話をしながら進めています。また、あわせてすべて

の自治会からの要請にも対応できる体制で望みたいということで、今年度取り組んでい

るところでございます。 

 ３点目に、「課題（問題）に対する取り組み」でございますけれども、生涯学習講座

開設事業につきましては、講座の開設時間は午前中が多いという状況があります。受講

者は女性が多いという状況です。また、年齢層も高くなっているということであります。 

 それともう１つは、団塊の世代で退職された方たちの参加を促進する必要があるとい

うことで、その方たちの求められている講座、例えば、男の料理教室等、今年度開催を

していますけれども、新たに計画をしているところです。受講者数の推移でございます

けれども、平成１９年度受講者数は１０講座で１７４名の参加があっています。昨年度、

平成２０年度の受講者数は１１講座、１９５名ということで、講座も１講座増えていま

すけれども、人数も増えている状況です。ただ、下のほうに書いておりますとおり、自

主サークルへ移行する場合の指導者の確保が容易でない状況にもあるということです。

特に講座をするときの講師の方がいろんな掛け持ちをされている中で、そこに集中でき

ないというところもあって、そこの自主サークルのほうの指導までは手が回らないとい

う状況であります。 

 それから、もう１つの分ですけれども、「人権ふれあい学級」及び「人権学習会」の

開催事業でございますすけれども、「人権ふれあい学級」は、町内ＰＴＡや自主サーク

ル活動者への参加を先ほども申し上げましたが、呼びかけております。参加者数の予測

がつきにくい状況にあるということであります。現在、自主サークルは１６サークルあ

りますけれども、それ以外に文化連盟の中から自主サークルされている２１団体ありま

すけれども、そういった状況にあるということです。それから、実績といたしましては、

平成１９年度１２学級を開催いたしまして４８名でした。このときは、大和町全体に呼

び掛けをしてしたんですけれども、なかなか集まらなかったという状況であります。 

 そういうことで、２０年度は川上校区、小学校単位の校区を順番に回して、学習会を

するということでこれまで進めてきておりますので、その取り組みをしたところです。

平成２０年度は１２学級で１７２名という参加になっております。 

 「人権学習会」は、各自治会長さんの学習会の必要性に対する認識に温度差があると

いうこともあります。計画的な実施が難しい状況にありますので、こちらから何回も呼

び掛けをしながら取り組みをしている状況にあります。平成１９年度全校区で３自治

会、７７名参加をしています。済みません、先ほど言いました平成１９年度の「人権ふ

れあい学級」１２学級の中で、大和町全体に呼びかけをしてというふうに言いましたけ

れども、自治会の人権学習のことになります。下のほうが「人権学習会」、自治会の分

で、全校区に広めた分で、このときは３自治会の参加に終わっているということで、  

７７名になっています。それを先ほど言いましたように、川上校区に絞ってしたところ

では、８自治会で１９１名、それと春日校区で１自治会、１６名の参加があっておりま

す。 

 以上が課題に対する取り組みでございます。 

 それから、「主な行事について」でございますけれども、１点目につきましては、昨
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年度から校区子ども会のほうに移行をするということで、大和地区子ども会の分を校区

ごとに移行する作業を進めております。その第一弾といたしまして、春日北校区の子ど

も会の発足ができました。４月３日に行っています。約２０名の方で、自治会長さんな

りＰＴＡの会長さんなり、子ども会の代表の方なり集まってもらって、総会を開催した

ところでございます。あわせて研修会も開催いたしております。 

 それから、２点目につきましては、生涯学習地区推進研修会を５月２２日、金曜日で

すけれども開催いたしました。主に自治会長さんが兼務をしておられますけれども、 

９３名の推進委員さんおられます中で、４９名の出席率になっております。このときは

世界遺産登録の研修会を行ったところでございます。 

 ３点目に、市民総参加の街頭活動を７月２日の日に行う予定で準備を進めています。

通常佐賀市内統一した分としては７月３日の日に統一する形で進められていますけれ

ども、体制として自治会の役員さんたちの体制がとれないということで、協議をしなが

ら前倒しをいたしまして、７月２日に計画をしているところでございます。それから、

特別巡回ラジオ体操を７月１２日、サテライト会場ということで、ウェルネス大和のほ

うで１２日６時１５分集合で今準備をしているところでございます。 

 それから、５点目の少年の主張大会・星空観望会を１０月２４日に予定をしています。 

 それから、通学合宿でございますけれども、春日小学校、それと春日北小学校の児童

５、６年生を対象に実施をしたいということで、１０月１５日木曜日から１７日にかけ

て、２泊３日で生涯学習センターを利用して、健康管理センターも利用して取り組みた

いと思っています。 

 それと１点漏れていましたけれども、佐賀川上峡ロードレース大会をことしも１２月

１３日の日、ちょっと記載しておりませんけれども、佐賀川上峡ロードレース大会が、

１２月１３日、第２日曜日に決まっておりましたので、これをつけ加えをお願いしたい

と思います。この日に開催をするということで、協賛する予定であります。 

 それから、８点目につきましては成人式を１月１０日に予定をしております。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 質疑のほうは、３つ終わってから一遍にしたいと思います。では、富士のほうお願い

します。 

 

（富士教育課長） 

 ２１年度の富士出張所教育課の事務事業につきましてご報告をいたします。 

 まず、職員の配置ですが、総務係２名、生涯学習係２名、社会体育係１名の配置で業

務に取り組んでいるところでございます。総務係につきましては、主に子ども教育部局

に関する業務を担当していまして、次のとおり主な１０項目について記載をしています

が、この中で特色のある項目につきまして、ご報告をさせていただきたいと思います。 

 (2)番ですが、へき地高等学校生徒等通学費の補助事業ですが、本年度は９５名、  

１，３７８万３，０００円の申請がなされまして、保護者の皆さんから非常に助かりま

すとの感謝の言葉をいただいているところです。 

 (3)番ですが、富士町育英資金の貸与事業です。貸与事業につきましては、２０年度

で終了をいたしましたので、今年度は２０年度末貸与者４７名についての徴収事務を行

うところです。 

 それから、(4)番の富士町児童生徒通学費補助事業でございますが、これにつきまし

ては、対象者は小学生が４４名、中学生５１名の計９５名に補助金７７６万１，０００

円を交付する予定でございます。 

 (5)番の山村留学助成事業でございますが、北山東部小学校で実施しております山村

留学事業につきましては、今年度は３名の留学生が来ているところでございます。ちな

みに、平成６年度から２０年度の留学者数は７１名というふうになっております。 
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 (7)番ですが、佐賀市教職員住宅維持管理事業でございます。現在の入居状況ですが、

北山の中原地区が２戸、古湯地区が４戸ございますが、ともに入居中でございます。 

 それから、(9)番の学校給食センターの運営管理でございますが、給食数年間約７万

３，３００食を町内の５校に配送をしております。常に安全・安心な給食の提供に努め

るとともに、子どもたちの食への関心を高めるための工夫とか、食物アレルギーへの対

応など細かい心配りをしているところでございます。 

 それから、３ページのほうをお願いいたします。 

 ３番の生涯学習係の関係につきまして、御説明をさせていただきます。 

 生涯学習活動の拠点となります施設が、昨年オープンしてからまもなく１年になりま

す。そういったことで、少しずつ課題も見えつつございます。２年目を迎えた生涯学習

センターの目標といたしまして、まず第１番目に、施設の利用促進に向けた啓発活動の

実施、２番目に、主催事業を活用した指導者の育成、３番目に、自治公民館等の交流の

連携の強化、４番目に、関連部署、関連団体との連携、これらの４項目を掲げて施設の

充実を図ってまいりたいというふうに考えております。 

 (2)番の生涯学習センター主催事業でございますが、ここに掲げていますとおり、一

応計画をいたしております。この主催事業からことし自主運営による活動を初めたグル

ープが誕生しまして、現在活発な活動をしてもらっております。今後も住民の皆さんの

ニーズに応じた事業の実施に努めてまいりたいというふうに考えております。 

 まず、この事業ですが、「つくらん場」、これは成人の大人の方ですが、心身の健康づ

くりのための講義と調理実習等を行っておりますが、現在２回目をきょう開催したとこ

ろです。昨年度の参加者が１４５人となっております。ことしもこれ以上の参加を目指

したいというふうに思っております。 

 「絵本づくり教室」につきましては、親子で世界に一つだけの絵本をつくるというこ

とで、全５回の計画でございます。これについては、まだ取り組みを行っておりません

が、多くの皆さんの参加をお願いしたいというふうに思っております。「通学合宿」、「成

人学級」、「人権教育学級」については省かせていただきたいというふうに思います。 

 (3)番の生涯学習地区推進委員会でございますが、地区推進委員さんとの交流、連携

の強化を図りまして、地域における生涯学習活動の活性化を推進していきたいというふ

うに考えております。 

 それから、大きい４番の社会体育係の業務でございますが、今年度、重点的に取り組

む事業といたしまして、より多くの住民がスポーツに取り組んでもらうために、総合型

地域スポーツの導入に向けまして、モデル教室の開催等、啓発活動を実施していきたい

というふうに考えております。 

 それから、４ページのほう、裏面をお願いいたします。 

 最後に、６番の課題、問題事項につきまして、４件記載をしておりますが、(1)番は

ダム移転に伴いまして寄贈されました古民具が、旧共立病院の車庫に保管されているわ

けですが、その利用についての有効な活用方法等の検討が必要かと考えているところで

す。 

 それから、(2)番につきましては、さきに述べましたので、省かせていただきたいと

思います。 

 (3)番につきましては、旧町時から外郭団体の事務を行政担当者が行っていたものが、

現在も移行されないままに来ているわけですけれども、各団体の自立化に向けて現在努

力をしているところでございます。平成２３年度をめどに自主運営に移行したいという

ふうに考えております。 

 (4)番ですが、給食の未納対策についてですが、日ごろから徴収に努力はしていると

ころでございますが、今後も訪問等など、積極的な徴収に努めてまいりたいというふう

に思っております。 

 また、富士出張所においては、各係を超えた協力体制によりまして、業務の均衡化に

努めているところでもございます。 
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 以上でございます。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。次に、三瀬お願いいたします。 

 

（三瀬教育課長） 

 三瀬出張所教育課森田です。よろしくお願いいたします。 

 三瀬のほうは教育課、教育係で１本になっております。職員は課長含めて４名です。

担当としましては、１番の三瀬出張所の業務内容の中からなんですが、１番の学校教育

関係、４番の学校給食関係ということで１名、２番の社会教育関係、それと３番の公民

館関係を１名、それと③の社会体育関係を１名で運営しているところです。 

 １番の出張所の業務内容なんですが、特徴のあるところの部分を説明したいと思いま

す。 

 １番の学校教育関係なんですが、へき地生徒高等学校通学費事務、これは通学補助を

いただいているところなんですが、バスの定期券のほうが神埼まで２万７,０００円ほ

ど、佐賀市のほうまで２万９,０００円ほどのバスの定期となっております。そのうち

県の補助４分の１、市の補助４分の１をいただきまして、２分の１の補助を出している

ところです。 

 そのほか下宿のほうが１万円、送迎につきましては５，０００円という補助の内容に

なっております。 

 次の就学支援貸付事業、これは合併以前に高校生就学に対する貸付事業です。１学年

につき２０万円の貸し付けを行っておりました。今現在は、最終貸し付けが１９年度と

なっておりまして、それ以降は貸し付けはありません。今現在は、この徴収事務という

ことになっております。残が２２名で３９９万円が貸し付けている分の残りがありま

す。最終返還が平成３０年度というふうな内容になっております。 

 ②の社会教育関係ですが、この中で海と山との自然体験交流事業を諸富、富士、三瀬

で春と夏に海の体験と山の体験を実施しております。ことし５月９日に諸富のほうでイ

チゴ狩りと潮干狩りを実施しております。 

 そして、夏の山の体験ということで、三瀬のほうでキャンプ体験をする予定です。 

 そのほか、うちのほうも合併以前の事務局を引きずっておりまして、文化連盟につき

ましては合併の折にできた連盟なんですが、事務局を持っております。 

 そして、青少年育成村民会議の事務局、子どもクラブの事務局、高校生父兄会の事務

局となっておりますけど、高校生父兄会につきましては、平成２０年度に父兄会のほう

に渡しました。 

 子どもクラブにつきましては、２１年度から子どもクラブに引き渡しております。 

 あと、青少年育成村民会議と文化連盟を持っているところです。 

 ③の社会体育関係なんですが、体育施設の維持管理ということで、うちのほうは三瀬

グラウンド、勤労者体育館、プール、３つの施設を管理しております。三瀬グラウンド

のほうは、冬のシーズンを除いた期間は、もうほとんど福岡のほうからグラウンドの借

用で予約が埋まっているところです。 

 社会体育関係のほうもなんですが、事務局を体育協会の事務局、グラウンドゴルフ協

会の事務局も持っているところです。今現在、体育協会もグラウンドゴルフ協会のほう

も事務局を渡すように努力をしているところです。 

 ③公民館関係、この中では、公民館建設が２０年度、２１年度と実施されております。

その中で、７月１１日、あと２０日ぐらいなんですが、完成して落成式を迎える予定で

あります。 

 ④学校給食関係、これにつきましては、三瀬のほうも学校給食事務と献立委員会、給

食費の徴収事務を行っております。 

大きな２番の重点施策ということで、この４項目について本年度中心に取り組んでいき
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たいと思っております。 

 ①「市民性をはぐくむ教育」の推進（学社連携の推進）、②「こどもへのまなざし運

動」の推進、③公民館活動の充実（各種教室のニーズの多様化と活性化）、④芸術文化

の振興及び社会人権・同和教育の推進ということで取り組んでいきたいと思っていると

ころです。 

 大きな３番の現状と課題ですが、団塊の世代の方々の退職に伴いニーズの多様化が進

んできており、新たな取り組みが必要となってきている。 

 これにつきましては、団塊の方が退職されまして、新たな取り組みをしたいというこ

とで話が出ておりますので、対応をしていくように努力したいと思っているところで

す。 

 ２番目が過疎化・少子化が進み少子高齢化型の社会構成となってきており、高齢化率

は３割を超え、学校の学年人数も平均１５人前後が数年後には１０人を割る数字となる

ため、あらゆる業務・行事に影響が出てきている。また、住民の方の各組織における役

員の重複も多く、負担も大きい。 

 合併前は高齢化率が３割にならないぐらいだったんですが｡今現在は３割を超えてい

る状況になっております。 

 それと、小学校の入学がことしは１８名おりましたけど、来年、再来年と激減してい

って、もう１０人を割るような状態になってくることが予想されております。 

 ３番目、合併前の業務内容が合併後も新佐賀市の体系に移行できず、各種団体の事務

局を移行することができずにいるということで、先ほど申しましたように、協会関係の

事務局をいまだに持っておりまして、各協会のほうに渡すように努力をしているところ

です。 

 ４番目、人口も少ないため、職員数も課長含む４人で他の支所より少ない職員数とな

っている。そのため、業務の兼務が多く、多様化する業務や業務内容と全体会議や地域

での会議出席も多くなり、職員の負担となっているところです。 

 職員数が４名となっておりますけど、現在１名が休職中で日々雇用の職員を募集をし

ているところです。 

 ５番目、以上のような状況であるため、今後は各種団体組織の構成や統合の検討、ま

た、地域の方々の自主性を育て、自ら考え、自ら学ぶことを推進し、情報の提供や地域

の連携を推進することを心がけていきたいと考えているところです。 

 以上で報告を終わります。 

 

（委員長） 

 いろいろ報告がございましたけど、３つの出張所に対しまして、皆様方からのご質問

をお願いいたします。 

 まず確認ですけど、今、全出張所の窓口というのは、それぞれの、例えば、こども課

の部類でしたらこども課のほうに行くし、社会教育課だったら社会教育課とか、学校だ

ったら学校、それぞれ窓口を本所のというか、こちらのほうにはいろんな相談とかなん

とかは行かれているんでしょうか。それをちょっとどなたでも結構ですけど。 

 

（大和教育課長） 

 窓口の関係につきましては、それぞれ学校の異動届の関係につきましては、学事課の

ほうに私のほうで対応しています。公民館の貸し出しの関係とかにつきましては、生涯

学習係のほうで対応しております。あと、社会体育係は市民スポーツ課のほうと連携を

とりながらやっているところです。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 それでは、それぞれの問題のところの課に直接ダイレクトにご相談のほうに行ってい
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るという意見ですね、わかりました。 

 それで、今先ほど現状と課題というのを出していただきましたけど、今までそれぞれ

の町村でやられていたのが、こういうことで出張所という形で変更になったりして、課

題として挙げておられますけど、何かいわゆる本所の動きに対して、要望というか、こ

ういうことをしてもらいたいとか、こういうことがあればなと、ちょっと言いにくいか

もわかりませんけど、こういう機会ですから、何かあれば言っていただければと思って

おりますけど、いかがでしょうか。 

 

（大和教育課長） 

 今のところまだ４月に来たばっかり、何しろ勉強中でございますので、申しわけあり

ません。 

 

（三瀬教育課長） 

 三瀬なんですが、三瀬のほうが人口が１,５００名ほどで非常に少ない人数でありま

すけど、この人数で佐賀市のあらゆる組織ですかね、そういった組織に対応するような

形で、かなりの組織が三瀬の中にあります。もうその役を務めていただいている方もか

なり、これにも書いておりますように、兼務された形で組織の役を引き受けておられる

わけで、今のところ何とか佐賀市への対応というんですかね、そこら辺を取り組んでい

るところなんですけど、非常に住民の方も負担があるのかなと思っているところです。

だから、そこら辺を何とか今後整理ができないかなと思っているところです。 

 

（委員長） 

 それは教育委員会だけの課題じゃなくて、それは、いろんな役目がありますね。 

 

（三瀬教育課長） 

 そうですね。 

 

（Ｃ委員） 

 やはり町村合併による宿題がそのまま、まだずっと引きずって、そしてこれがどんな

ふうに取り組むかというのが、これからのテーマになっているかなと思ってお話しを聞

いていたところでした。 

 山手で、へき地ということで、佐賀市なりの高校などに来るときには交通の補助費と

いいますか、交通費の補助が出たり、あるいは就学のお金の貸し付けは終わったみたい

ですが、そういう点が、ある面では昔よりも悪くなったということで、地域の方からの

文句といいますか、クレームというか、そういうようなことが現実的に窓口のほうに来

るとか来ないとか、そういうことはありませんか。 

 

（富士教育課長） 

 富士出張所ですが、今のところ、高等学校の通学費補助については、今までどおり補

助がございますし、育英資金につきましては終了したということですが、特に窓口のほ

うに保護者のほうからのクレームがあったとか、そういった問題は今のところございま

せん。 

 

（三瀬教育課長） 

 三瀬なんですが、富士町と同じく合併前の補助をいただいているところです。 

 ただ、高校のほうが補習とかなんとかが増えまして、どうしても通常のバスで通えな

い時間というのが出てきますので、その分、送迎とかそういった部分が増えている状況

ではあります。しかし、この補助が非常に助かるということで言っていただいていると

ころです。 
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（Ｄ委員） 

 富士町の育英資金の貸与事業は終わっておりますけれども、その返還率といいます

か、この経済が悪い中で、三瀬も一緒ですけれども、返還は順調に行っているんでしょ

うか。 

 

（委員長） 

 資金の貸付ですね。 

 

（富士教育課長） 

 富士出張所です。返還の件なんですけれども、一部やっぱり滞納がございます。ここ

には書いておりませんけれども、若干の滞納はございます。しかし、催促等をいたしま

して納付についてのお願いをしているところです。保護者の方もそれについては十分理

解をされていますので、少しずつ入れていただくというようになっているかと思いま

す。 

 

（三瀬教育課長） 

 三瀬のほうですけど、うちのほうが２２名で３９９万円の金額になっておりますが、

うち２名さんが滞納がありますが、あとの２０名の方については、期限どおり納入をし

ていただいているところです。２名については、現在努力をしながら徴収をするように

しております。 

 

（Ｂ委員） 

 育英資金貸与事業についてなんですが、平成２０年度で貸与は終了ということなんで

すが、これは佐賀市のほうのそういう貸与事業に統合されているんでしょうか。貸与事

業そのものは。 

 

（委員長） 

 だから、これは合併前にはずっと継続をされていて、何年かの猶予があって、これで

おしまいじゃないかと、前聞いたことがあります。そういうことですね。 

 

（こども教育部長） 

 佐賀市のほうは貸与という形は持ちません。佐賀市のほうは高校生に対して月額でも

給付という奨学制度でございますので、旧富士と三瀬にありました貸与の分は２０年度

をもって終了しているということでございます。 

 

（Ａ委員） 

 大和出張所の方にお伺いいたしたいと思いますが、「人権ふれあい学級」のところで

参加者の予測がつきにくい状況とありますが、これはスケジュール的なことでしょう

か、それとも内容的なところでしょうか、どちらのほうと現在とらえられておりますか。 

 

（大和教育課長） 

 確かにＰＴＡの方とかは公務員の方とかいろんな方がおられますけれども、そういう

方たちのスケジュール的な問題で来られないとかいうのもありますし、自主サークルつ

きましても、同じようなスケジュール的な問題で来られないという部分があります。そ

ういうふうに受けとめているところです。 

 

（Ａ委員） 

 ということは何かやっぱりＰＴＡも自主サークルの方も何かやっぱりぶつかってい

るんでしょう。 
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（大和教育課長） 

 そうですね、ＰＴＡの場合でいけば、会長なりは業務を持たれて仕事をされている中

で休んで来られるとか、そういう分があってですね。 

 

（Ａ委員） 

 あと、開催時間帯とかそのあたりのところもですね。 

 

（大和教育課長） 

 そうですね。開催時間も昼間行ったりしますので、そこら辺です。 

 

（Ａ委員） 

 もう一つよろしいでしょうか。 

 富士生涯学習センターの件で、課題のほうで、生涯学習センターの利用促進を、これ

は高めるという意味でしょうけど、去年から１年間で利用者数はどれぐらいありました

でしょうか。 

 それと、今後どういうふうな計画をもって、今年度はある程度このラインまで、次年

度はこれをもう一つ伸ばしてみたいな計画があればお聞かせできないでしょうか。 

 

（富士教育課長） 

 ２０年度が７月にオープンをいたしまして、利用者数が合計１万９,１３３人でござ

います。 

 それで、季節的に映画祭ですとか成人式ですとか、そういったもののときには非常に

利用者が多い状況にあります。 

 特に９月の映画祭のときには一月に４，３００人という利用があっておりますけれど

も、通常は１,０００人から１,５００人といった利用者数になっております。 

 それで、ことしの４月からの利用者数につきましても、若干減少ぎみにございますし、

そして、１,０００人を切るような月も発生してきておりますので、住民の皆さん方の

利用促進を図るということで、情報の発信ですとか窓口対応における接客マナーの向上

ですとか、そういったところで住民の皆さん、町内の皆さんだけではなくて、町外から

も利用していただけるようなやり方を考えていかなくてはいけないかなというふうに

は思っておるところです。 

 

（委員長） 

 私も同じような質問をしたかったんですけど、このセンターはオープンのときに見さ

せていただきました。そのときも見た第一印象は、本当にすばらしい施設だなと、大き

さも相当スペースがありました。これは富士町だけではなくて、恐らくオール佐賀市と

してもっともっと利用するような、いろんな利用促進をしなければいけないだろうなと

いうことを思いもしましたし、その当時の担当者の方にもそういうお話しをさせていた

だいたわけですね。 

 それぞれ今３町の中で、いわゆる今までの町内の枠組みじゃなくて、オール佐賀市の

全体の中で利用をしていただく施設と町内だけの施設と恐らく２つに分けられる──

はっきり分かれなくても、そういうような施設じゃないかなというような感じがするわ

けですから、その辺のＰＲというんですかね、それから、事業の内容とかも含めて、ま

だまだ私は、旧佐賀市の、例えば市民の皆様は利用されるやろうかという思いで、恐ら

く利用されないだろうというような感覚じゃないかなと思うんです。ですから、例えば、

市報だとか、そういうところに、これは富士町だけの問題じゃなくて、合併をした方々、

逆に今度は旧のところについても新市のところにはこういう施設があるんだよと、自由

に利用できますよというのを１回何かシリーズのような形で広報を教育委員会の施設

としてしていただければ、何かそういうような促進になるのではないかなというふうに



  12 

私は思います。せっかくの宝を有効に使うというのは非常に大事なことだと思います

し、逆に三瀬のほうはちょっと福岡の市民の方がいらっしゃっている部分というような

話を聞きましたけど、これは昔からやっぱり福岡市民の方が利用が多かったですか。 

 

（三瀬教育課長） 

 うちのグラウンドのほうは、福岡のグラウンドがなかなか詰まっていて利用がしにく

いというのが１つと、三瀬までそう距離がないということで、三瀬のグラウンドを利用

して家族で来て三瀬の周りを、家族の方は三瀬の店とかを利用していただくとか、そう

いった活用をされているようで、１日じゅうソフトボールだったらリーグ戦をすると

か、そういった使い方ですかね。 

 それと、少年野球とかも来ておりますけど、もう大型バスで来て１日じゅう三瀬のグ

ラウンドを利用して帰るというふうな利用をされております。 

 

（委員長） 

 何かわかりますね、その三瀬のあんなすばらしいところで１日遊ばれる。特に、都会

の人にとってはすばらしい施設じゃないかなと思うんですけど。 

 

（Ａ委員） 

 料金的なものもあるんでしょうね。 

 

（委員長） 

 あるかもわかりませんね。 

 そういうふうなことで、佐賀市の方々がもっと利用できるような方向にしていきたい

というふうに思うわけですけれども、あと何かございませんか。 

 

（Ｄ委員） 

 富士出張所にお尋ねなんですが、通学合宿で対象の子どもたちが４年生、５年生とな

っておりますけど、６年生が入っていないということは、普通５年生とか６年生なんで

すが、そこら辺はどうしてなんでしょうか。 

 

（富士教育課長） 

 私もちょっとあれなんですが、大体うちの場合、昨年４年生、５年生を主体に対象と

して通学合宿を行っているところなんですが、６年生を入れていない理由については、

特に私のほうが知らないという状況です。答えにならなくて済みません。 

 

（Ｄ委員） 

 普通５年生、６年生でやっているところが非常に多いものですから、あれっと思った

んですけど、そこら辺も少し考えてもらって、ぜひ入れたほうがいいじゃないかなと私

は思いますけれども。 

 もう一つ、ここの通学合宿はどこの小学校ですか、３校ともですか。富士小学校と南

ですか。 

 

（富士教育課長） 

 うちの場合が町内に小学校が４校ございます。それで、非常に距離的にも遠いもので

すから、登校時の送迎に難があるというふうな問題がありまして、昨年は富士小学校の

子どもたちを対象に行っておりまして、生涯学習センターから学校まで徒歩で歩いてい

ける距離でございました。 

 ことしは大体 10 月に予定をしているところですけれども、北山校の生徒さんを対象

に事業実施をしていきたいというふうに考えております。その場合には、北部コミュニ
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ティーセンターというのがございますが、そちらから徒歩で通える距離ですので、そち

らのほうで行うと。 

 そして、また１年おくれになるんですが、富士南小学校のほうにつきましては、南部

コミュニティーセンターがございますので、そちらのほうでの合宿というスタイルをと

っていきたいというふうに今のところ考えているところでございます。 

 通学時の送迎等で事故等が発生した場合が一番怖いというのがございますので、徒歩

での通学範囲での宿泊合宿を考えたいというふうに思っているところでございます。 

 

（委員長） 

 ほかにございませんか。──なければ、３出張所の皆様、ありがとうございました。

していただいていることは、もうほとんど規模が小さいだけで、ほとんどのことをやっ

ていただいていると。そして、また少人数でということで大変でございますでしょうけ

ど、今後ともよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 では、次にいきます。５月の定例教育委員会に関する報告についてということで、お

願いいたします。 

 

（こども課長） 

 ５月の定例教育委員会で古賀委員さんからご質問がありましたけど、これは５月の議

題といたしまして、市立の本庄幼稚園の管理運営規則を制定するということでご審議を

お願いしましたけれども、その中で、保育所についてはそのような規定についてはどう

いうふうになっているのかというご質問、規定が必要でないのかというご質問がござい

ました。 

 そういうことで、前回、他市の状況を調査して、参考にしたいということで言ってお

りまして、その結果ですけれども、九州の県庁所在地、それから中国地方の県庁所在地

等、１２都市を調べました。その中で、幼稚園と同じような管理運営規則を内容とした

規則を制定しているところはございませんでした。ただ、職務とか定員、あるいはまた

保育時間等のことについて、規定をしているところは何カ所もあります。佐賀市のほう

におきましては、保育の実施に関する条例と保育所の条例ということで、これは設置に

関する条例ですけど、２つの条例は持っておりますけれども、その内容、運営につきま

してほとんど規定をしておりません。そういうことで、今現在、今申しました１２都市

を調べましたので、今後文書の係のほうと協議を行って、規定を設けていきたいという

ふうに考えております。そういうことで、どちらのほうの条例の規定にするのか、ある

いはまた、新たな管理の規則を設けるのか、これにつきましては文書の係のほうと詰め

ながら、一定の規則はつくっていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 下の整備状況とかというのはよろしいですか。いいですね。別ですね。 

 

（スポーツ振興課長） 

 それでは、先月の定例教育委員会で古賀委員さんから、公園等に設置されている遊具

の整備点検等の状況を教えてほしい旨の要望がありましたので、その件についてスポー

ツ振興課から回答させていただきます。 

 スポーツ振興課で、関係各課に聞き取り調査等を行った結果が７ページにございま

す。公園や広場等に設置された遊具の設置、管理状況につきましては、ここに記載して

いるとおりでございます。遊具が設置されている公園等の種類、またはその設置者や管

理者が多様でありまして、すべて網羅できているわけではございません。また、厳密に

いえば、正確でないところもございます。そういったところも参酌いただいて、おおむ

ねの管理状況ということでとらえていただければと思います。 
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 表にございますように、遊具が設置されている公園や広場等については、大別して都

市公園、児童公園、開発公園、農村公園、地元管理の遊園・広場、また、その他という

ように分けることができます。表にありますように、それぞれに設置管理者がいるわけ

ですが、それぞればらばらというか、表にあるような状況でございます。設置箇所数に

ついても、おおむねの数字ということでここに記載されております。ただ、都市公園や

児童公園、農村公園等については、これは法に基づいて整備しておりますので、箇所数

はきちっと確認はできております。ただ、遊具があるものとないものというか、そこら

辺のところもまちまちでございます。 

 ちなみに、都市公園の備考にありますように、神野公園内の遊具、これは都市公園と

いう位置づけになっておりますけれども、遊園地の遊具につきましては、佐賀市ではな

く、佐賀市観光協会が設置管理しているというような状況でございます。 

 下のほうに、整備・点検等の状況ということでまとめております。これも大まかにま

とめたものでございますので、厳密にいえば違っている部分もあるかと思います。 

 まず、管理者が佐賀市である公園等に設置されている遊具でございますけれども、こ

れについては、点検の頻度には差がありますけれども、最低でも年に１回は整備点検が

されております。全国組織の遊具を設置する協会というか、そういった組織もありまし

て、そこが国のほうと連携をとっておりまして、危険遊具の把握とかも行っております。

そういった中で、国から危険遊具、それから遊具の点検マニュアル等が示されておりま

す。危険遊具については随時、これに該当するというようなことで情報が追加されてお

りまして、遊具の点検マニュアルについても随時変更がなされております。 

 市では、危険遊具については随時撤去をいたしまして、点検はおおむねこの点検マニ

ュアルに則して実施をいたしております。 

 点検につきましては、市の職員、または市から委託を受けた専門業者が行っておりま

す。担当職員の中には嘱託職員も含まれます。 

 それから、上の表のその他ですが、この中にはスポーツパーク川副もこれに含まれま

すけれども、そういったところに設置された遊具で、市が設置した分につきましては、

①と同じような状況でございます。 

 それから、③ですけれども、上記以外の公園等に設置された遊具でございますが、こ

れも大きく分けて２つに分かれます。管理者が地元である公園等にある遊具、中には市

が設置して地元が管理しているという公園もございますが、そういったところの遊具に

つきましては、地元からの不具合等の連絡を受けて市が遊具の修理等を行っているパタ

ーンと、それから、遊具修理のための費用の一部を市が補助しているパターン、それか

ら、地元のほうで修理等を行っているパターンというのが混在しているような状況でご

ざいます。 

 あと、それ以外の公園等に設置されている遊具については、詳細な把握ができていな

いというような状況でございます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。何かご質疑、よろしいですか。いいですね。 

 では、先ほどちょっと言いましたフリー参観デーのことで、お気づきの点がありまし

たら、お願いします。 

 

（Ｄ委員） 

 私は５校ほど回らせてもらったんですが、その中でちょっと気になることがありまし

たので。 

 小学校の理科室の水道蛇口といいますか、２つ、こうなっていますよね。そこに必ず

ゴムホースをつけなくちゃいけないわけですよ、あれは。６年生ぐらいになったら塩酸

とか使うから、もしそんなのがかかってきたら、洗い流さなきゃいけないから、それが
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全然ついてないところがありましたので、そこら辺は市内、点検してほしいなと。片一

方だけでもいいから。 

 

（こども教育部長） 

 先生行かれたところの学校を、後もって教えていただいてもいいでしょうか。 

 

（Ｄ委員） 

 はい。中学校はあったような感じがしたんですけど、薬品を扱ったりするので、ちょ

っとそれが気になりました。 

 

（委員長） 

 あと、何かないですかね。はい、どうぞ。 

 

（Ｃ委員） 

 私、中学校、２校行きました。いろんな子どもの不安定さも見られなくて、鍋島中と

成章中と行きましたけれども、落ちついた状況で、保護者の方や地域、地元の人もかな

り多く来られていて、非常に落ちついた状況で、学校の雰囲気がよくわかって、よかっ

たなと思っています。 

 先ほどの山下委員の意見ですが、やはりマニュアルが要るんですね。どうするかとい

うような手順を、やっぱり塩酸とか硝酸とか、薬品をしたときには、例えば、こういう

手順で水洗いして、こうして病院まで行くという、やはり小学校でも中学校でも、そう

いう手順は考えて、そのマニュアルに基づいてきちんと対応するということです。 

 

（学校教育課長） 

 今、ご指摘の薬品関係、あるいは劇毒物ですが、学校では劇毒物にかかわるものにつ

いては、鍵のかかる場所に保管して、通常児童生徒の手の届かない状況にはしています。

各学校、例年、監査等で保管状況の点検はしております。昨年も佐賀市内、全部の学校

にチェックはかかっていると思います。また、学校教育課のほうからも、水酸化ナトリ

ウムの取り扱いについてということで、周知徹底が図られたところです。 

 具体的なマニュアルは、小中学校とも薬品を取り扱う教職員は周知しているところで

あり、マニュアルは理科室に常備しております。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。はい、どうぞ。 

 

（Ａ委員） 

 私は６校行きまして、まず芙蓉校にことし久しぶりに行かせていただいて、小・中、

つながっていますけど、受付が２つありまして、私は小学校のほうだけで受付をして、

中学校のほうにはフリーで入っていかれたと。その辺の両方の受付の段取りとかはどう

なっていたのですか。 

 

（委員長） 

 小・中学校で違っていたということね。 

 

（Ａ委員） 

 受付が別々やったです。小学校３校行きましたが、教室外とか校区外とか学校外で活

動をして戻ってきたときに、まだ授業中で、就業時間に達してなくて戻ってきた場合に、

そこに先生がいらっしゃらなくて、ちょっと子どもたちが教室内で野放しになっていた

ところがありました。隣では普通の授業があっているけど、その教室では騒がしい状況



  16 

になっていたなと。だれか先生の手が足らなかったら、そのときはＰＴＡでもおります

ので、だれかそこにおってくれたら、手があいた先生がいてくれれば、ちゃんと子ども

たちも冷静に授業が終わるのを待てたと思いますけど、その辺を気づきました。 

 川副中学校に去年に引き続き行かせていただきまして、子どもたちは大分落ちついて

きています。ただ、２年生がやっぱり少しまだ落ちついてない子がいたし、机があいて

いるところが何個かありました。それで、去年も学校内が散らかっているなと言いまし

たけど、実際、今の子どもの数で、本当あの学校自体が物すごく大き過ぎると思うんで

すよね。だから、使ってない部分に全く目がいってないような感じを受けます。人の気

配がない学校というイメージでとらえてもろうたらといいと思います。 

 

（委員長） 

 １棟ですか。 

 

（Ｃ委員） 

 はい。あえて子どもたちを分散させてあるかもわからんけど、どうかなと、活気が伝

わってこんわけですよ。特別教室のあるほうなんかは、人がいないし、何か人けがない

という学校は寂しいなと思いました。だから、もしよかったら、ある程度子どもたちを

管理、やっぱり管理も大事だと思いますので、ある程度使わないところは、見た目がい

いような感じで仕切ってしまうかなんかしたほうがいいかなと思いました。 

 以上です。 

 

（Ｂ委員） 

 私は２校、神野小学校と昭栄中学校に行ったんですが、神野小学校のほうは、子ども

たちも元気で、たまにこういうふうに外部からお父さんやお母さん、それ以外の人たち

も来ると、子どもたちが元気になっていいなと思いました。 

 昭栄中学校のほうも行ったんですけれど、３年生は、その日は進路指導をやっていて、

みんな比較的落ちついている、みんな勉強している感じの学校だなと思いました。中学

校の場合、中に数人だけのクラスとか、女の子が１人だけいる教室というか、部屋みた

いなところがあったんですけど、それは聞かなかったんですが、保健室登校みたいな感

じで来ている子どもなのかなと思って帰ったんですけれど。 

 

（委員長） 

 昭栄中学校ですか。 

 

（Ｂ委員） 

 昭栄中学校ですね。生徒会だったのかもしれないんですけど。 

 

（委員長） 

 少人数で分けるというのは、よくやられています。１人というのはですね。 

 

（Ｂ委員） 

 三、四人の子が会議みたいにしているクラスと、１人だけ女の子が机に向かっている

部屋があったんですけど、そういう対応もしているのかなと思いながら帰ってきまし

た。 

 

（学校教育課長） 

 委員さん、そこには、担当の教諭はおりましたでしょうか、１人とか三、四人のとこ

ろには。 
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（Ｂ委員） 

 いや、だれも大人はいなかったです。 

 

（学校教育課長） 

 だれもいなかったんですか。 

 

（Ｂ委員） 

 はい、子どもたちだけで討議しているような──討議というか、話し合いをしている

感じです。 

 

（学校教育課長） 

 考えられるのは、中学校の場合は、不登校傾向の子どもで、なかなか集団に入れない

ので、小さなグループだったら勉強ができるという子どもさんだけを１カ所集めたりし

ていますけど、極力ほったらかしにならないようにします。必ずだれかが関わったり、

担任が世話をするという状況にしています。 

 

（Ｂ委員） 

 私はしっかり中まで入って見たわけじゃなかったので、もしかしたら先生がいらっし

ゃったのかもしれないです。三、四人ぐらいになっているところと、その隣に女の子が

１人いたので。 

 

（学校教育課長） 

 特にフリー参観のときは、職員も警備関係で回る場合がありますので、ひょっとした

ら、ある一定時間、子どもたちの面倒を見て、その後しばらくは自分たちだけで学習さ

せる時間にしていたのかもしれません。 

 

（Ｂ委員） 

 ３年生の父兄あての進学説明会も同時に行われていたので、先生たち忙しかったのか

なと思って見ていたんですけど。 

 

（委員長） 

 私も５校行きました。今、山本委員さんからご報告がありました川副中学にも行きま

した。校長先生の話によれば、十分とはいえないけど、少しずつよくなる方向にいって

おりますということで、山本委員さんが言われた問題点もありますけど、いい方向にい

っているなというのを感じました。 

 何が原因だろうかと、もちろんいろいろな施策を講じられて、いい方向にいっている

わけですけど、先生の話では、ノリ漁業をされている方々のご父兄が、今、ちょうど農

繁期でなくて、反対に休む期間で、夏、そがん困っているなら、自分たちの子どもでも

あるからなんでしょうけど、朝立とうかということで、数人て言わないぐらい校門に立

っておられるそうです。しかも、リーダーに近い方々の父親だから、もう「おんじさん」

というような感じで声をかけられる雰囲気の校門指導をされているということで、それ

は結構大きいなということを言われておりました。 

 やっぱり最終的にはいろんな中学校を見てきてみますと、先生方の頑張りようが、結

果的に地域に反映され、そしてそれが子どもたちにまた反映してくるという、同じよう

なパターンだなというのをより感じたわけでございます。 

 もう一つは、西川副小学校に行ってきまして、これは私の仲間である食品衛生協会の

役員が、手洗い指導をしておりました。子どもたちを対象に手洗いをどうすべきか。プ

ロであるわけですから、そのプロから手洗いの指導を受けて、ちょうどインフルエンザ

の問題があって、グッドタイミングの手洗い指導になっておりましたけど、これまた地
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域のおじさんが手洗いの指導を、自分の知っている子どもたちにやっておるわけですか

ら、やっぱりそういう面での波及というのが結構あって、そのときはフリー参観デーに

やっていたものですから、地域の方もそれを見られて、今度幼稚園のほうでもしてもら

えないだろうかというようなお話も実はあっているようです。ということは、これは川

副だけじゃなくて、私たちの仲間が佐賀市全部、中部保健所管内にそれぞれの職を持っ

ておりますから、もしそういう要望があれば、それぞれの地域でもすることができます

から、チャンスがあれば、恐らく我々のほうからもアプローチがあると思いますけど、

学校のほうからもし要望があれば、組み合わせていきたいと思っておりますから、よろ

しくお願いをいたします。 

 

（教育長） 

 私が気になったのは、１つは親御さんの中に、教室の中に入らないで、廊下でぺちゃ

くちゃしゃべっていて、参観に来たのか、久しぶりの親同士の会話の場に日にちを設定

しているのではないかと思えるような方がいたなあというのが、ちょっと難しいという

か、残念だなというような気がしました。携帯電話を廊下でしている人もいたんですね。

ちょっと常識もあそこまでいきますと、どうなってんのという感じがしたんですが、ど

んな話をしているか知らないので、子どものことや勉強のことを話しているのかもしれ

ませんが、やはりもうちょっと授業の様子を見るときは見ていくといいのかなというの

が１つありました。 

 もう１つは、これは市内のある校長先生の話ですが、親がどういうふうに我が子を育

てるかという思いがあるのかないのかというのが、子どもにもしっかり反映していると

いう話なんですね。要するに、学力向上に対して、そんなに強い思いがないと。これは

ちょっと聞く人によって誤解を受けるかもしれないんですが、別に高校なんかどこでも

行ければいいんだよというので、授業中、そんなに勉強のことに集中してなくてもいい

と。元気なほうがいいというような、これちょっと間接的な話ですから、そのとおりか

どうかわかりませんけれども、やっぱり私は親御さんがしっかりとした基礎学力を身に

つけさせたいという思いで、我が子に語っているのかどうかというのが、子どもの姿に

も出るのかなという気がしました。親御さんの課題をちょっと今言っておりますけれど

も、先ほど二万三千何人という多くの人が見て、来てくださっているんですけれども、

何を見るのか、何しに来ているのかというところについては、もう少し事前に各学校で

親御さん等にお話ししたほうがいいかなと思いました。 

 それから、もう１つは、学校のほうから生徒にきちんと指導しなければならないなと

思ったのは、教室から出て別の部屋で特別教室等で音楽や図工、美術や理科などやって

いるときの教室の電気がつけっ放しで、扇風機がつけっ放しというのは何とももったい

ない感じがしたんですね。扇風機がついておりますので、それがばーっと回っておりま

すと、親によっては、余計このクラスは、この学校はどういう指導をしているんだって、

学校への不満、批判が強まってしまうように思えるような感じでした。扇風機３台が首

振りながら、だれもいない教室で回っていますと、小学校でしたら、教室にほぼ担任が

いますから、出て行くときにチェックして消せるんでしょうけど、中学校で担任じゃな

い教科の先生が教えて、次は何の時間だよといって、その教師もすっと出て、子どもも

準備して行ってしまいますと、電気を消したり扇風機を消したりするのが、また係が決

まってないと、そうなってしまうのかなと思って、今回たまたまその教室がつながって

いましたので、この辺ももう一度徹底する必要があるかなと思いました。 

 最後ですけれども、先生方は教材はいろいろ工夫して、いじめの問題を取り上げてい

る授業があったんですが、いろいろな事例を出しながら、子どもに関心を向けるように

授業の準備、教材の準備をしていたなと。このことについては、それぞれの学校に対し

てもう一度先生方の努力には敬意を表したいなと思いました。 

 以上です。 
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（委員長） 

 フリー参観デーも本当にたくさん来ていただくようになりましたし、今、教育長言わ

れましたように、一歩高まる、もう一つのフリー参観デーというのも、いわゆる教育委

員会としてフリー参観デーをする。単なる見学会でないというのも言われましたけれど

も、それは大事だなと、親への発信、どういうところを見てもらいたいとか、親に対し

てこういうことをしてもらいたいとかいうのも、大分、時を重ねただけに、また来てい

ただいているだけにいい教育の機会というとらえ方も確かにいいなというふうに思い

ました。よろしくお願いいたします。 

 では、一応、報告事項をこれで終わりますけど、ほかに何か皆様方からありましたら。

はい、どうぞ。 

 

（Ｃ委員） 

 心の問題のところで、携帯を使っての出会い系サイトの問題で、佐賀では母親が売春

まで強要するという事件が起きていますもんですから、何かそれが中学３年のときの、

そのときの問題ですよね。それが発展してああいう売春をさせるというふうになってい

ますので、やっぱり親に携帯のことについては何回もこちらから注意事項としてやっぱ

りいろんな情報を伝えたほうがいい、やっぱり何回となく言う必要があるなというふう

に思っていますので、そういうことをぜひよろしくお願いしますと同時に、やはり今度

の事件は犯罪ですから、警察とか裁判とかそういうふうなことにずっとつながっていき

ますけれども、やはり教育委員会としても、どういうような状況でどういうふうになっ

ていったかという把握をやはりきちんと整理しておったほうがいいんじゃないかとい

うふうに思いますが、そういうことでよろしくお願いします。 

 

（Ｂ委員） 

 私も少年事件の関係で、時々あるんですけど、佐賀市内でも援助交際とか、携帯イン

ターネットの援助交際の事件は、中学校とかあるんですよね、実際、佐賀市内などで、

あるんだという前提でかかわっていかないといけないなと思いますね。おもしろ半分で

見たりするという子どもだけだったら結構いるんですよね。本当にそこからまた援助交

際に入っていく子というのは、またすごく少ないとは思うんですけど、結構、インター

ネットを見て、ちょっと書き込むと、ばーっと返事が来たとか、そういうのは結構多い

と思いますよ。 

 

（教育長） 

 確かに中絶率が佐賀県は多いということですから、その前段の電話で連絡したり、デ

ートするとかというのは多いのかもしれないですね。 

 こういうのはどこに原因があるんですかね。 

 

（Ｂ委員） 

 親御さんが知らないんじゃないですかね。 

 

（Ｃ委員） 

 親が知らないでいる。 

 

（教育長） 

 親が知らない。 

 

（Ｂ委員） 

 本人が中学生なのもありますが、ちょっと書き込むと、いっぱい返事が来るそうなん

ですよね。それで、さらに会おうという人は少ないですけれど。 
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（教育長） 

 一線があるはずなんだよね。ここまでやるけど、実際に幾日に会いましょうとなった

ら、消しちゃうとかね、そこに行ってしまうというのは…… 

 

（Ｂ委員） 

 やっぱり友達に誘われてとかですね、結構お金がもらえるよというので、友達との関

係で入り込んでしまうというのはある。 

 

（委員長） 

 福島委員さんのほうは、本当に今の情報は非常にはっきりした情報ですね。我々はち

ょっと小耳に挟んでというのが結構あるけど、事実は確かめようもないんだけど、福島

委員さんの場合、いろいろそういう面ではプロとされておりますから、そういうことも

いろいろあるんだと思います。 

 

（Ｂ委員） 

 ちょっと事件の内容は、少年のプライバシー等もあるので言えないですけどね。 

 

（Ａ委員） 

 怖いことだということを下の学年から根気よく教えていかないと、そのときになっ

て、いざ教えても、子どものほうが早いですしね。 

 

（委員長） 

 では、次の例会の確認をさせていただきます。 

 ７月の定例会ですけど、実は城北中との語る会というのが７時から予定をされており

ます。時間が２時半になっておりましたけど、７時ということになると、４時というこ

とに、これは一般的に、前回もやっておりますけど、それでよろしいでしょうか。７月

の２８日でございます。城北校区との語る会です。場所は若楠公民館です。定例はここ

でやるということでよろしいですか。定例はここで４時からやってということにしま

す。 

ほかにございませんか。なければ、これをもちまして、６月定例会を終わります。ど

うもありがとうございました。 

 


