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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 皆さんこんにちは。ただいまより７月の例会を開催いたしたいと思います。 

 ここ一両日中の、大変予想外の豪雨に見舞われまして、私自身も朝のうち、あるとこ

ろに出掛けていて、ある会場で２時間ばっかり経過していたんですけど、帰るときにな

って帰れなくなってしまったというぐらい物すごい勢いで、ちょうど有明海の満潮に重

なったということもありましょうけど、まだまだ佐賀市内のいろんな排水の不備という

のを改めて実感いたしたわけでございます。 

 教育委員会のいろんな施設につきましては、大きな被害はなかったというふうにお聞

きをしておりますけど、後ほど被害の状況、また避難の状況を担当のほうからご説明を

いただくということになっております。 

 きょうは少し時間を変更いたしまして、この後、夜の部で教育委員と語る会を城北校

区のほうで、いよいよ最後の校区になるようでございまして、一応一周といいますか、

佐賀市内全域でいろんなご意見をちょうだいしたということになります。きょうはそう

いうことでございますから、よろしくお願いを申し上げます。 

 では、座らせて進めさせていただきます。 

 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、適法に委員会が成立を

いたしております。 

 

日程２ 会議録の承認 

 

（委員長） 

 まず初めに、会議録の報告をお願いいたします。 

 

（教育総務副課長） 

 ６月２３日の教育委員会会議録につきましては、７月２４日に配付させていただいて

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） 

 皆様の手元の中に、何か訂正等がありましたら、よろしくお願いいたします。はい、

どうぞ。 

 

（Ｄ委員） 

 私のところの網かけのところを、やはりカットしてください。よろしくお願いします。 

 

（委員長） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、網かけの部分は全部カットということで、よろしくお願いをいたしたいと

思います。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（委員長） 

 では、教育長の報告ということで、教育長、お願いいたします。 

 

（教育長） 

 大きく今回４点のみご報告をいたします。 
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 その報告の前に、今委員長も触れましたけれども、水害対策本部の状況及び新型イン

フルエンザ対策本部の状況につきましては、議題の５番の報告事項の中で、教育総務課

長から報告をいたしますので、その時に各委員はお聞き取り願いたいと思っておりま

す。 

 それでは、４点の報告をいたします。 

 １つは、江藤新平にかかわってでございます。 

 ６月議会でご案内かと思いますが、「佐賀の乱」の「乱」という表記をめぐりまして

質問があり、この訂正を教科書出版社等に求めるというような話の流れでございまし

た。その後、６月２５日に、佐賀市内にあります明治維新史研究会いうところのメンバ

ーの方がお見えになりまして、冊子２種類、３冊ずつ、ちょっときょう手元に持ってき

ておりませんが、大阪市立大学の毛利先生が書かれた本でございますが、それの寄贈を

受けました。それから、７月２１日には、高知県の東洋町、江藤新平が佐賀から鹿児島

を経由して、この高知県東洋町に向かった時に、そこで捕縛されたようでございますが、

そこの町長さんら１０名が見えまして、先ほど言いました明治維新史研究会の方との交

流を行いました。その一環で市長訪問がございました。生誕地とお墓を回られたようで

ございます。６月議会以降、こんな動きがございました。 

 この間に、７月１４日の読売新聞の夕刊に、こんな記事が載っていたんですね。「佐

賀の乱」の「乱」という呼称、呼び方の変更だけが手ではなくと書いてありました。手

ではなく、士族反乱に積極的な意義を見出すことも名誉回復の１つの道だと。これは大

阪大学の猪飼さんという方の見解で、読売新聞が取材しておりましたけれども、士族の

反乱を否定的にしかとらえない固定概念があるのではという見方でございました。 

 私どもも、佐賀の乱につきましては、教科書では「乱」という記述が載っております

が、佐賀県中学校社会科教育研究会で、歴史資料集をつくりまして、各市で使っており

ますが、その中には、「いろんな立場から調べてみましょう」ということがございます

ので、各学校ではそれを受けて学習をしているわけですけれども、今まで「乱」といい

ますと何か悪いことをしたというとらえ方ですが、この猪飼さんの言い分は、当時の士

族が反乱を起こした、それをもう少し、否定的な見方でとらえない見方をすることが名

誉回復へもつながるんじゃないかというふうな新聞記事がありましたので、こんな動き

も出ているということを紹介しておきたいと思います。 

 なお、今現在ですが、佐賀城本丸歴史館にて「江藤新平とその時代」ということで、

県立図書館が所蔵しております資料３５点の展示が８月３１日まで行われています。機

会があったら見ていきたいなと思っております。 

 教育委員会として、この問題をどうこうするということは今のところございません。

先ほども言いましたように、各学校の図書館のほうにこの冊子を寄贈しましたので、学

習のときに子どもたちが使えるようにということで、そんな呼びかけはしているところ

でございます。いろんな角度からこの問題について議論が活発になるということが、教

育委員会として求めているところでございます。 

 大きな２つ目に移ります。世界遺産にかかわることでございます。 

 ご案内のとおり、佐賀市では４つの箇所を近代化にかかわっていた遺産だということ

で取り上げているわけですが、７月３１日に三重津の海軍所跡の視察を佐賀市として行

います。 

 そこで、きょう私の報告は、もしもご都合がつく教育委員さんがおられましたら、９

時に市役所を出発して三重津海軍跡のほうに行かれますので、もしよかったらご一緒し

ませんかということでございます。７月３１日９時にということです。９時半ごろ現地

で説明会を開きますので、それぞれ現地集合でも可ということでございます。もし同行

する方がおりましたらば、この会の終了後にお知らせください。 

 世界遺産に向けて着々と準備をしているところでございますが、築地の反射炉のほう

につきましても、その表面を掘って中の様子を調べていくというふうなことで準備を進

めております。この三重津と築地以外につきましては、うまく遺産登録というところで
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難しさがあるようでございますが、佐賀県のほうからは、残り２カ所につきましても、

もう何にも手を打たないというようなことがないほうがいいのではないかというよう

なご助言もいただいているようでございますので、三重津、築地ということを優先順位

に置きながらも、残りのところにつきましても何らかの調査など可能なことをしていき

たいということで、登録への動きを強めていきたいと思っているところでございます。 

 世界遺産につきましては、以上でございます。 

 ３点目は、中学校の教科書採択の件でございます。 

 中学校の歴史分野の教科書で、新たに１つの教科書会社が出版したために、この採択

の作業が入りました。 

 去る６月２９日に佐城地区の採択協議会が行われ、私どもの北島委員長がこの会長に

なり、事務局は多久市教育委員会ということでスタートしたところでございます。教科

書選定委員と調査委員のメンバーの確認を行いました。現在、調査委員の方が委員会を

開きまして、８つの会社の歴史教科書の分析を行っているところでございます。新たに

加わった会社というのは、自由社という出版会社でございます。ここの歴史教科書を含

めて９つの会社の教科書のうち、どの会社の教科書を採用するかということで、佐城地

区の採択協議会が開かれているということでございます。 

 これは７月２９日でございますから明日ですけれども、明日、選定委員会と採択委員

会が行われまして、午後２時からやるわけですが、この地区協議会として、要するに佐

賀市、多久市、小城市として、どの会社の教科書を採択したらよいかということを決定

します。最終決定は各市の教育委員会でございますが、この採択の規約の第４条で、こ

の近隣の３市が同一の教科書を使用するための協議会ということで作業をしておりま

すので、この採択地区協議会で決まった教科書を、佐賀市教育委員会としてもそれを決

定していくということになります。明日にそれが決まることになっております。このこ

とが３点目です。 

 最後４点目ですが、これは佐賀市教育委員会、あるいは私どもに直接大きな影響があ

るわけではないんですが、日常的には大変連絡を取り合っているところの佐城教育事務

所の件でございます。 

 現在、佐賀県には５つの事務所がございます。これを再編していくという計画が、も

う２年前から話題になっておりました。なかなかそれが実行できないでいたんですが、

佐賀県教育委員会ではこれを大きく２つに分ける。佐城と三神地区で１つの事務所。あ

と残りにもう１つつくる。それで、唐津には島がありますので、そこに出張所的なもの

を持つということで、大きく２．５と言っているんですが、２．５の体制にしていきま

すと。今いる指導主事とか事務所のメンバーを概ね集めて、ですから、今佐城にいる指

導主事と三神教育事務所にいる指導主事を合わせてこの大きな管轄をしましょうと。そ

れによって、事務所の組織力を高めて学校や各地教委の支援に当たると、こういう案で

ございます。 

 この間、この再編計画に教育長の間で足並みがそろわずにずっと推移してきました。

いろいろ議論があった中で、ここのところに来まして再編やむなしという形で、教育長

レベルでは合意をしてきたわけでございます。なぜうまく足並みがそろわなかったかと

いいますと、町の教育委員会には指導主事がおりません。教育長さんは、多くは教員の

方なんですが、ほかは全部事務系の方がスタッフです。学校への指導というのは、事務

所の指導主事が入っていたんですね。それが、例えば三神の方も、佐城の今あるところ

に事務所ができるとなりますと、唐津とかその先にある町まで、ここから行くとなかな

か指導が遠くなると、なかなか来てくれないんじゃないかと。もっと身近なところに事

務所があって、特に町の教育委員会はいろいろな関係も強い関係の中で指導助言に来て

いただきたい。それが集約されると少し遠い存在になってしまうんじゃないか、だから、

現状維持がいいですよと、こういうことがずっと続いてきました。 

 それでも、そういう従来やっていたことは同じようにやっていきますという県の話な

どもありまして、基本的には合意をしました。ただし、具体的な運営等につきましては、
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教育長会連合会とこれから協議をして詰めるということになっております。人事異動で

すとか、それから、いろいろな服務監督等につきましては従来どおりでございますので、

それほどの変化はありません。とりわけ佐賀市教育委員会にとっては、佐賀市として一

定の指導主事もおりますし独自に動けますので、それほど支障はないんですが、繰り返

しますが、町の教育委員会、教育長さんにとっては、もうとてもじゃないけど、指導主

事がいない中で学校訪問もできないと。生徒指導上、課題が起きたときには、全部その

事務所に連絡をして、どうしたらいいでしょうと、こうやっていたというんですね。そ

れが遠い存在になってしまうのでということでした。 

 県のほうは、何とかしてこの５つの事務所を２．５の体制にして組織力を高めて、よ

り今まで以上の支援ができるようにしていきたいということでご理解していただきた

いということでした。この方向で、多分来年度から、２２年度からこういう形になるん

だろうと思っております。 

 以上４点について報告いたしました。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。 

 今４つの点でご説明いただきましたけど、何かご質問がありましたら、どうぞお願い

いたします。はい、どうぞ。 

 

（Ａ委員） 

 教科書採択の件ですけど、これは新しい学習指導要領が２３年度から、それで学習す

るわけで、それは２３年度から使う教科書ということですか。 

 

（教育長） 

 基本的には、２４年度から中学校は完全実施になるんですね。小学校は２３年ですけ

どね。ところが、４年サイクルで採択を繰り返していて、このほかの教科書は今まで使

っているものと同じ会社で、新しい会社が教科書をつくっていないんですね。それでも

う２２年、２３年の２カ年だけなので、従来のものを使いましょうということになった

んです。ところが、社会科の歴史分野だけは、自由社が新たに文部科学省検定を通り名

乗りをあげたわけです。今までも扶桑社というのは、中学校歴史教科書で、今までの歴

史教科書は日本人の自虐思想だと主張しておりました。そうじゃなくて、もっと日本の

すぐれたところを歴史的に子どもたちに教えるべきだというスタンスでつくられてき

た教科書でした。そこと同じ執筆者陣が、来年から使う教科書を、２２年、２３年に使

う教科書の採択をしてほしいということで、この切りかわりのときに、自由社という出

版社で作成したわけです。 

 

（委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいですか。では、次に行きます。 

 

日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

 第１５号議案『佐賀市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則について』という

ことで、よろしくお願いいたします。 

 

（図書館長） 

 それでは、１ページ、第１５号議案『佐賀市立図書館条例施行規則の一部を改正する
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規則について』の説明をいたします。 

 これにつきましては、市立図書館２階にあります多目的ホールについて、現在、有料

にて貸し出しを行っております。使用の際には、使用許可申請書の提出が必要となって

おります。 

 今回、この申請書の受付期間の変更に伴い、規則の一部を改正する必要がありました

ので、議案として上程するものです。 

 詳しくは、次の３ページ、新旧対照表をごらんください。 

 佐賀市立図書館条例施行規則の第１２条第２項につきまして、ここに下線を引いてお

りますけれども、この下線部分を改正するものです。 

 表の左側が現行、それから右側が改正案ということにしております。 

 現行では、使用許可申請書の申請は「３月前」から受け付けておりましたが、これを

「６月前」からに改正をします。また、現行では、「１月前までの期間内に行わなけれ

ばならない。」となっておりましたが、許可申請は使用の当日まで受け付けることがで

きるよう、「１月前までの期間」という文言を削除いたしております。したがいまして、

改正案では「前項の規定による申請は、使用しようとする日の６月前から受け付ける。」

といたします。 

 改正の理由としましては、次の４ページのほうを見てください。 

 ここの２．変更理由をごらんいただきたいと思います。 

 今までの「３月前」まででは、受付期間が短くて事前ＰＲができにくいなどの理由の

ため、受付期間の延長を求める声が多かったこと。また、利用者の要望に沿うことで多

目的ホールの有効活用ができ、使用料の増が期待できること。また、ひいては図書館利

用者の増を期待できることなどから、受付期間の変更を行うものです。 

 実施日につきましては、利用経験のある団体等への事前の周知期間が必要ということ

で、２カ月間を考慮して、平成２１年１０月１日からの施行を予定しております。 

 それから、４番目のその他の欄にも書いておりますけれども、図書館内にはほかにも

ロビーギャラリー、中央ギャラリー、それから大集会室とか和室といった、無料で貸し

出しを行っている部屋もあります。こちらも同様に、現在も受付期間を延長したいと思

っております。 

 こちらにつきましては、多目的ホールと異なりまして規則改正は必要ありませんの

で、別途決裁で変更をするようにしております。 

 説明は以上です。 

 

（委員長） 

 今、第１５号議案の説明をいただきましたけど、これにつきまして皆様方からの質問

をお願いいたします。 

 今、利用状況といいますか、多目的ホールも含めましてどういうふうな状況ですか。 

 

（図書館長） 

 利用状況ですけれども、大体年間ですね、ここ５年間ぐらいを調べてみまして、開館

日数が大体２９３日から２９４日と３００日弱ですけれども、そのうち多目的ホールが

使用されている日が大体１２０日から１５０日ぐらいで、５０％弱ぐらいの使用率にな

っております。 

 大会議室の使用日数は１００日前後で、大体２４、２５％から３４、３５％ぐらいの

割合になっています。和室についても、大体同じような傾向になっております。利用者

から言われますのは、やっぱりどうしても申し込み期間が短いからＰＲができないとい

うことも１つ大きな、先ほど説明しましたけれども、そういう状況にあるようです。そ

ういうことから、今回延長をお願いするということにしております。 
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（委員長） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

では、承認ということで、次に進ませていただきます。 

 

日程５ 報告事項 

 

（委員長） 

 議案については１つでしたから、次は報告事項に移ります。 

 「学校フリー参観デーの実施報告（アンケート結果概要）について」ということでお

願いいたします。 

 

（学校教育課長） 

 ５ページ以降の資料のほうに載せております。 

 前回の委員会の折に、フリー参観デーのアンケート結果概要のさらにダイジェスト版

ということで出させていただきまして、あらましについては前回報告をさせていただい

ております。 

 ここでは、詳細につきましては申し上げることは差し控えさせていただきます。 

 ５ページから９ページまでが、小学校の部分でございます。 

 １０ページから１３ページまでが、中学校の部分でございます。 

 これは５４校から上がってきたアンケート結果の内容を、特に多かったものと、特に

学校運営上参考になる、おしかりの言葉等も含まれております。学校が取捨選択したも

のを、前回はさらに私のほうで大幅にダイジェスト版にしてしまいましたので、おわか

りづらい点もあったかと思いますけど、今回こういう形で詳細を報告させていただきま

す。 

 なお、フリー参観デー参加者総数が、今年度６月は２万３，２８９名ということで報

告を受けております。ちなみに、昨年度２０年度は２万２，７０７名でございましたの

で、５８２名ほど増加しています。 

 第１回は６月に行いましたが、第２回目のフリー参観デーは佐賀市内の学校ごとに秋

に設定をいたします。ほとんどが１０月、１１月に開催をいたしますけれども、また秋

の第２回目のフリー参観デーにつきましては、次回の委員会でお知らせをしたいと思い

ます。今各学校の確定した期日について調査をかけているところでございます。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 今の説明に対して何か。Ｂ委員さんお願いします。 

 

（Ｂ委員） 

 ６ページの＜施設・設備・環境等＞の一番下のほうに書いてある「「授業参観のしお

り」がとてもわかりやすい資料でいつもすばらしいです」ということになっていますが、

初めて行く学校なんか、見取り図等に授業の割りつけとかを書かれてあるやつをもらい

ますが、初めて行くふなれな学校は、それでもちょっとわからないときが結構あるんで

すよね。もしよかったら、「とてもわかりやすい資料でいつもすばらしいです」という

ことでコメントされていますので、そういうのも取り寄せがもしきけば、いい例として

ほかの学校に紹介してもらうとかいうこともしていただきたいと思いますので、お願い

します。 

 



  7 

（委員長） 

 ６ページの一番左角ですね。 

 

（Ｂ委員） 

 はい。 

 

（学校教育課長） 

 わかりました。 

 

（委員長） 

 はい、どうぞ。 

 

（Ｄ委員） 

 この結果については、この前説明いただきましたが、これはこの前、ＰＴＡの懇親会

のときにも出ましたですね。そちらのほうにもこの結果は報告していただけるわけです

ね。 

 

（学校教育課長） 

 はい。 

 

（Ｄ委員） 

 ぜひ、学校だけじゃなくて親のほうからも、いろいろディスカッションをしていただ

くようにして、そして改善できるところは改善するというふうになっていけばいいなと

思います。よろしくお願いしておきます。 

 

（委員長） 

 ほかにございませんか。──では、委員さんの反省というか、見学の感想は前回いた

しましたから、次に移りたいと思います。 

 では、各出張所の教育課の取り組みということで、きょうは佐賀市の南部のほうの出

張所の取り組みでございます。まず、諸富のほうからよろしくお願いいたします。 

 

（諸富教育課長） 

 諸富出張所の教育課長です。 

 お手元のの資料の１４ページをお願いいたします。 

 平成２１年度諸富出張所教育課・諸富町公民館事業概要ということで、簡単に説明い

たします。 

 まず、組織でございます。７名おりまして、教育課の課長が公民館長と学校給食セン

ター長を兼ねております。総務係が係長が１名おります。そのほかが生涯学習係という

ことで、主幹兼係長、これが公民館主事を兼ねております。それと、１人女性の主幹が

おります。それと主任ということで、総務係を兼務したのが１名おります。嘱託職員が

女性が１名。それと、図書館の分館長を兼務した女性職員が１名おります。合計７名で

運営をしております。 

 事業目標といたしましては、諸富校区の地域、特性を生かし、佐賀市教育基本計画の

基本目標に沿って進めております。 

 事業方針でございますけれども、３本を掲げておりまして、１番目に迅速、正確かつ

丁寧な業務の遂行。出張所教育課、公民館に限らず、体育館も含めて、受付窓口が業務

の大半を占めておりますので、ここら辺を１番目に持っております。 

 ２番目に、市民から親しまれ、利用しやすい公民館の管理、運営ということで、１番

とも関連しますけれども、とにかく市民に親しまれる公民館の管理を心がけておりま



  8 

す。 

 ３番目、佐賀市社会教育の指針の推進ということで、３本の社会教育の指針が示され

ておりますので、それに沿いながら事業を進めております。 

 重点事業といたしまして、５本を掲げております。１本目に生涯学習の推進、ほかの

公民館に比べまして若干学級も内容が開催教室等が少なくなっておりますので、ここら

辺を今年もう少し、さが学とか現代的課題を踏まえて取り組みを強化したいなと思って

おります。それと、特に諸富の歴史ということで、三重津海軍所とか石塚古墳、大変た

めになる資料がありますので、ここら辺をさが学等と絡めていきたいと思っておりま

す。 

 ２番目に家庭教育、青少年教育の充実ということで、移動家庭教育講座、子ども会活

動を主に、まなざし運動、市民性をはぐくむ教育というのを進めていきたいと。特に、

子ども会が２７地区がございますので、ここの活性化を今年は図っていきたいなと思っ

ております。 

 ３番目に地域の活性化と連帯感の向上ということで、２番目とも関連いたしますけれ

ども、何が地域課題だろうかというのをちょっと掘り起こしながら、それをそこに住む

人たちで考えていこうというふうなことを考えております。 

 それと、今年初めてですけれども、諸富夏祭りを８月１６日に開催することになって

おります。この中でまなざし運動とか市民性をはぐくむ教育に取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。 

 ４番目に健康、体力づくりの推進ということで、総合型地域スポーツクラブの設立、

支援ということで、モデル学級等を経まして、今設立に向けて作業を進めているところ

です。 

 ５番目は中学校の改築事業ということです。 

 主な事業といたしましては、総務係で学校教育事務全般、連絡調整、相談ということ

で、特に学校との連携につきましては、この定例会が終わった後に３校の校長と私と４

人で会議を持っております。それから、学校給食センターの運営事業、中学校の改築事

業検討委員会等を主にしております。 

 生涯学習係では社会教育として、公民館の管理、運営、公民館だよりの発行、次のペ

ージの１３番目の文化財の保存事業まで、そこに書いているような事業を主に行ってお

ります。 

 それから、社会体育でございますけれども、諸富運動公園等、箱物の管理、運営をし

ております。それから体育協会、３２自治会で１９種目の協会で構成をしております。

今年の主な事業としては、町民体育大会、５月１７日に予定しておりましたけれども、

今年は雨天で中止ということでございます。あとソフトボールとか協会別の大会、そこ

に書いているようなものを開催しております。 

 施設につきましては、平成２０年度実績をそこに書いております。どの施設につきま

しても大方毎日フル回転というふうなことでございます。そこに産業振興会館とか保健

センターとなっておりますけれども、直接うちが管理はしておりませんけれども、この

２つの建物を利用いたしまして、公民館ではできない、施設の不足のところを補ってい

るような状況でございます。 

 それから、課題といたしましては６本上げておりますけれども、１番目に公民館の利

便性の向上、増築事業ということで、私ども公民館職員は公民館の中ではなくて諸富支

所の中におりますので、どうしても市民の方も支所に来て手続をするとか、そういうと

ころで不便があるということでございます。 

 それと、総合型地域スポーツクラブの設立、支援ということで、昨日も会議をしまし

たけれども、じゃ実際だれが具体的にやっていくのかとか、そこら辺まだまだ問題があ

るようなところでございます。 

 それから、社会教育、社会体育団体の支援、自主運営ということで、諸富町の方は事

業そのものには、大会等については物すごく協力をしていただけますけれども、まだま
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だ事務が公民館頼りというふうなことで、ここら辺が自立してほしいと思っておりま

す。 

 それから、子どもへのまなざし運動等でございますけれども、そこにちょっと偶然下

線で学校先行となっておりますけれども、学校のほうは大分学校教育の中で取り組まれ

ておりますけれども、公民館のほうとして具体的にどういうふうにしていくかというの

をちょっと今検討しているような状況でもございます。 

 それから、子育て支援、不登校児童・生徒、家庭の指導ということでは、先ほど申し

ました３校の校長連絡会の中でいろいろな問題行動では、家庭とか児童の問題が出てま

いります。その中でいろいろ検討はするんですけれども、なかなか特効薬が見つからな

いというふうなことで苦慮しているようなところでございます。 

 それから、６番目に、給食費の徴収率の向上ということで、平成２０年度の徴収率が

９９．０５７％でございました。世帯数にいたしますと、２０年度は１７世帯１８人、

４８万円の未納が発生しております。担当の職員も一生懸命頑張っておりますけれど

も、なかなか１００％ということはちょっと難しいような状況でもございます。 

 簡単ではございますけれども、以上、説明にかえさせていただきます。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。どうしますかね。続けて行きますか、はい。 

 では、川副出張所のほう、お願いいたします。 

 

（川副教育課長） 

 川副出張所、教育課長です。よろしくお願いします。 

 それでは、お手元の資料の１６ページ、１７ページをお願いします。 

 まず、職員配置でございますけれども、課長１名、課長につきましては川副公民館の

館長、それから、川副学校給食センターの所長を兼務いたしております。それから、総

務係、主幹係長でございますけれども、総務係１名、これは学校関係事務と、それと学

校給食関係を担当いたしております。それから、生涯学習係ですけれども、係長を含め

て５名でございます。その中で、５名のうち３名が公民館の関係、生涯学習関係の業務

をいたしております。残り２名については、佐野常民記念館のほうに配置をいたしてお

ります。 

 それから、社会体育係ということで１名、これはスポーツパーク川副、川副支所の西

側にありますけれども、そこに１名配置をいたしまして、合計８名体制で業務を行って

おります。 

 まず管理施設は今先ほど言いました佐野常民記念館、川副公民館、それから学校給食

センター、スポーツパーク川副ということで、４つの施設を管理いたしまして、それぞ

れ施設が分散をいたしております。その中で当然職員も８名の中から分散して業務をや

っているということで、なかなか川副公民館にいる職員が少なくて、通常業務プラス来

館者とか電話の対応でかなり悪戦苦闘している状況でございます。 

 それでは、１６ページの学校教育関係です。これは総務係１名で対応しております。

その中で主な事務といたしまして、就学事務ですね、学事課との連絡調整でございます。

それから、新入学児童健診業務でございます。今回は、昨年の反省を踏まえまして、昨

年は１日で川副公民館のほうで４校分を実施しておりましたけれども、今回は２日間に

分けまして、１０月１８日、１１月１５日を予定いたしているところでございます。 

 それから、学校関連事務ということで、いろいろ４つの小学校、それから１つの中学

校から、いろいろ学校からの要望、それから、学校に対する住民からの苦情ですね、そ

ういったものを対応し連絡調整等をやっております。 

 次に、社会教育関係でございますけれども、主な業務といたしまして、青少年育成関

係事務でございます。特に、夏休み前の校区懇談会、青少年育成員の青色パトロールの

事務補助、あいさつ運動、市民総ぐるみ街頭活動、それから、天山登山とか青少年の主
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張大会をやっているところでございます。 

 次に、文化財関係の事務でございますが、川副には指定の無形文化財があります。浮

立関係で２カ所、そこに補助金を出している、そういった文化財関係ですね。それと、

重要文化財ということで山口家住宅がございます。この住宅につきましては、経年劣化

をいたしまして、それから１８年の台風被害等で家屋にねじれ現象が起きまして、今後

大規模的な保存修理を行う必要があるということで、現在、文化振興課のほうで事業の

取り組みについて検討をしてもらっているところでございます。 

 それから、人権・同和教育関係事務でございますけれども、特に人権関係につきまし

ては啓発、主催事業として研修会を川副公民館のほうで実施をしております。川副公民

館のほうで２回、それから、そのほかに川副には３つの公民館がありますけれども、そ

こでそれぞれ１回実施をしているところです。 

 それから、通学合宿関係で、これも川副公民館のほうで毎年実施をしております。こ

としは１０月に３泊４日を予定しておるところでございます。 

 それから、成人式の関係事務ですね、これも青少年課のほうで２１年度については統

一して実施をしたいということで、１月１０日に予定をなされているところでございま

す。 

 それから、次に社会体育関係でございます。 

 社会体育関係については、体育施設の維持管理ということで、スポーツパーク川副、

それから、川副運動広場の維持管理を行っております。次に、体育関係団体との連絡調

整ということで体育協会、体育指導委員協議会、ＮＰＯかわそえスポーツクラブ、そう

いったところとの連絡調整。 

 それから、スポーツ行事ということで、平成２１年度につきましては町民体育祭を９

月２０日、それからスポーツデーということで、これも１０月１０日に教育課とＮＰＯ

かわそえスポーツクラブの合同でやりたいと思っております。 

 それから、スポーツ教室の開催です。これは幼稚園関係の子どもたちを集めまして、

特に講師の先生をお招きして、触れ合い中心の軽スポーツを実施予定でございます。 

 次に、(4)番目ですけれども、公民館関係でございます。 

 川副公民館の施設管理の運営事務をやっておりますけれども、４つの公民館ですね、

川副公民館、それから大詫間公民館、中川副公民館、西川副公民館ということで、川副

公民館のほうで４つの公民館の維持管理を行っておるところです。 

 それから、公民館事業関係事務ですけれども、成人学級ですね、これは今年度は１１

回予定をしております。それから、天山登山、これは町内の小・中学校の児童・生徒を

集めて実施をいたします。それと先ほど言いましたわんぱく体験塾、通学合宿、それか

ら、図書館の貸し出し業務等を実施しております。 

 次に５番目ですけれども、佐野常民記念館関係事務です。佐野常民記念館も開館して

５年目を迎えました。今年度も来館者のさらなるアップをするため、いろいろな企画展

を実施したいということで考えております。 

 それから、学校給食関係ですけれども、これは職員１名で対応しておりますが、学校

給食センターの運営事務、給食費の入金集計事務、それから、施設の維持管理等を実施

しているところでございます。 

 １７ページをお願いします。 

 特に問題点といたしまして、７項目ほど上げておりますけれども、特に６番目の学校

給食関係でございます。２１年度予算額、大体１，９５０万円程度の年間維持費を計上

させてもらっておりますけれども、給食センターの建設も平成７年、築１５年を迎えま

した。そういったことで、調理器具等が全体的に劣化をいたしております。特に、ボイ

ラーも耐用年数を超えて使用している状況でございます。そういったことで、年間、毎

日１，５００食ほどの給食を提供しておりますけれども、それに伴う配送車、これは２

台で配送しておりますけれども、平成６年型ということで１５年目となり、毎月修理を

しながら運営をしているという状況でございます。 
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 それから、最後に教育課全体の課題ですけれども、先ほど申し上げましたように、４

つの施設の維持管理をしているということで、職員数が分かれて業務に当たっておりま

す。そういったことで、職員に負担がかかっているのが現状ではないかなという気がし

ておるところでございます。 

 以上、終わります。 

 

（委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 次に、東与賀のほうお願いします。 

 

（東与賀教育課長） 

 東与賀出張所の秀島です。よろしくお願いします。 

 １８ページをごらんになっていただきたいと思いますけれども、まず職員の配置でご

ざいますけれども、３係で５名の体制で今対応しております。 

 それと２番目に、課の共通業務といたしまして、まず１番目に東与賀農村環境改善セ

ンターと公民館の維持管理、２番目に東与賀運動公園の維持管理、３番目に東与賀小・

中学校体育施設の開放に伴う事務ということで、この３点につきましてはほぼ利用者へ

の対応ということで、この受付業務、それと利用料金の徴収、また、その利用料金の金

融機関への収納といったような事務がございます。これにつきましては、右のほうの参

考資料２のほうに、これは２０年度の実績でございますけれども、記載しておりますの

で後もって見ていただきたいと思います。それと④番目ですけれども、各種団体の事務

事業ということで、今ここに６団体上げておりますけれども、この６団体のほとんどの

通帳管理から会計事務など、ほとんどの事務事業等を担っているというところで、この

各種団体の事務事業につきましては、１９ページの上のほう、参考資料１のほうに団体

とのかかわりということで、ここに各団体の１年間の主な行事について掲載をしており

ますので、これについても後ほど見ていただきたいと思います。 

 次に、３番目の係の業務内容ということで、①番、総務係につきましては就学事務、

あるいは窓口での相談業務、通学路線の安全確認といったようなことで、本課、あるい

は学校、関係機関との連絡調整という事務が主でございます。それと団体とのかかわり

は文化連盟東与賀支部の事務事業全般について担っておりますけれども、主に課の取り

まとめ役、あるいは庶務的役割をこの総務係のほうでしております。 

 ②番の生涯学習係ですけれども、主に公民館主催教室ですけれども、一般成人向けの

教室、あるいは公民館の子ども教室、それと小・中学校との連携につきましては、今年

度初めて試みますけれども、ジュニアガイド養成講座ということで、これはシチメンソ

ウまつりが当町でございます。非常に観光客も多うございます。そういったところで、

学校、校長先生のアドバイス、提案もありまして、今年度初めてですけれども、１５名

程度ジュニアガイドを養成して、今年度のシチメンソウまつりに対応していきたいとい

うふうに計画をしております。 

 また、ここには書いておりませんけれども、通学合宿についても今年度初めて試みた

いということで、１０月に２泊３日で計画をしております。 

 次に、家庭教育学級の開催、あるいは人づくり講演会、公民館報の発行、あるいは社

会人権同和教育ということで、この教育につきましては町内３２行政地区がございます

けれども、毎年５地区を選定いたしまして開催をしております。 

 それと無形民俗文化財「銭太鼓」の伝承ということで、当町唯一の佐賀市のほうから

指定されております銭太鼓、この伝承ということで、銭太鼓を育てる会の支援、あるい

はその人たちによる子ども教室での指導等を実施しております。 

 それと生涯学習がかかわる団体としましては、青少年健全育成町民会議、子どもクラ

ブ、よかっ子見まわり隊、こういう団体の事務事業を担っております。 

 ③番の社会体育係ですけれども、これは東与賀運動公園の維持管理、スポーツ教室の
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開催、あるいは体協、あるいは高校生父母の会、そういった団体の事務事業全般につい

て担っております。 

 そこで、現状と課題ですけれども、やはり団体の事務局ということで、ほとんどの団

体の事務、あるいは夜間の会議があるということで夜間への対応、あるいは休日の事業

への対応ということで、非常に職員としては事務量がかなりあって負担になっているの

かなという感じもいたします。そういったところで、２１年度、２２年度である程度の

事務局体制をつくっていきながら、２３年度からは自立した自主運営ができるような体

制づくりをしていただきたいということで、今現在指導中でございます。 

 あと、改善センター等の利用者に対するいろんな対応ですけれども、これも非常に時

間がかかっているというような状況でございます。 

 以上、東与賀出張所です。 

 

（委員長） 

 次に、久保田出張所のほうお願いいたします。 

 

（久保田教育課長） 

 久保田出張所の教育課長です。よろしくお願いします。 

 ２０ページ、資料は一番最後のほうになります。 

 まず、久保田出張所教育課・久保田公民館の職員体制ですけれども、職員５名です。

課長、公民館長、総務係長（兼務）で私が１名です。あと総務係が１名、生涯学習係が

１名、社会体育係が１名、社会同和教育指導員１名の５名体制で運営をしております。 

 久保田出張所の平成２１年度の目標ですけれども、１ということで上げておりますけ

れども、佐賀市教育基本計画の趣旨を踏まえて推進していくということで、①の生涯学

習の推進から⑧の公民分館活動の促進、支援までを掲げております。 

 ②の人権・同和教育の推進につきましては、久保田は対象地区を抱えておりますので、

昭和５０年代から人権啓発活動を継続的に行ってきております。今年度も人権学習講座

とか、明るいまちづくり、映画のつどいの２本を中心に啓発活動を進めております。 

 それから⑥番と⑦番、文化・芸術と社会体育の振興につきましては、文化連盟久保田

支部、あるいは久保田町体育協会が職員も雇用されて自立的に進めておられますので、

当方としては支援をする形で行ってきております。 

 ２番に、平成２１年度の重点的な取り組みということで記載しております。 

 まず①番目に、子どもへのまなざし運動を今年度重点的に推進していきたいというこ

とで、３つほど事業を予定しております。 

 まず、８月２０日ですけれども、高齢者の教室で思斉館大学というのを毎年行ってお

りますけれども、８月２０日、第４回目に市民性を育む講座ということで、ガッテン市

民性講座のにわか劇と田部井教育長さんの講話ということで開催を予定しております。 

 それから、次のまなざしバッグ等の配布とまなざしフェスティバルの開催についてで

すけれども、この２つにつきましては、久保田の人づくり基金の財源を活用させていた

だきまして行う予定です。まなざしバッグにつきましては、キックオフイベントのとき

に作成されましたものと同じバッグをつくりまして、全世帯に配布をしたいと思ってお

ります。それとあわせて、まなざし運動のパンフレットも配布したいと考えております。 

 それから、まなざしフェスティバルですけれども、１１月２９日としておりますけれ

ども、済みません、２１日に訂正をお願いいたします。 

 久保田の保健センターのほうで開催を予定しておりますけれども、内容としまして

は、小学生から中学生、高校生、成人までの代表者の方のまなざし運動とか、郷土に関

することをテーマにした意見発表をしていただきます。その後に、ティーンズミュージ

カルＳＡＧＡの公演を予定しております。最後に、久保田のまなざし宣言というのをや

りたいということで今計画のほうを練っているところでございます。 

 次に、②番目、主催事業の充実ということで、本年度、地域文化活用事業を２０年度
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にワークショップというのを開催いたしましたけれども、子どもたちを中心に郷土の文

化を知ってもらいたいということで、史跡とか町内の石材所とか製樽所とか、そういう

のがありますので、そういうところをめぐるような事業を今計画しているところです。 

 ③番目、最後ですけれども、思斉小中一貫教育導入というのが今準備を進められてお

ります。その中で、思斉の教育を考える会という組織が設置されておりまして、私もそ

のメンバーの一人になっておりますので、社会教育の立場から思斉小・中学校の教育の

振興にかかわっていきたいと考えております。 

 最後、３番目、課題ですけれども、まず公民館機能の充実ということで、久保田公民

館と久保田の農村環境改善センターの機能の分担を図りながら、市民の方の利便性の向

上を図っていきたいと思っております。 

 また、今の公民館の現状を考えると、あり方としてどうかなというものがありますの

で、改善センターの利用も含めて検討していく必要があると考えております。 

 それから、２番目に社会教育関係団体の自立化の推進ということで、以前から久保田

では自立化を促してきたところです。まだ未達成の分野ということで上げておりますけ

れども、子どもクラブ、それから青少年健全育成町民会議、この２つについて自立化と

いうのがまだちょっとできていない部分がございますので、この２つの団体のリーダー

的な存在の方を発掘しながら、さらに自立化を推進していきたいと思っております。 

 以上、簡単ですけど、久保田出張所の報告でございます。 

 

（委員長） 

 今４つの出張所につきまして現状の報告をしていただきましたけど、皆様方からの質

問をお願いいたします。はい、どうぞ。 

 

（Ａ委員） 

 川副出張所の西村さんに、これは川副ばかりじゃないんですけれども、人権同和教育

というのはあちこちどこの出張所でもされておりますけれども、今のお話で、研修会を

公民館で２回やるとおっしゃいましたが、より啓発するために、その地区に出向いて啓

発、お話、研修、そういうものをされたほうがより浸透していくんではないかなと思い

ましたけれども。 

 

（委員長） 

 はい、どうぞ。 

 

（川副教育課長） 

 今年度は公民館のほうで２回と、各公民館１回ずつ予定しております。今ご指摘のよ

うに、旧川副時代には各集落に出向きまして、そういったものを実施しておりました。

今後、人権同和対策課の皆様方とお話をしながら、今のことについては検討させていた

だきたいと思います。 

 

（委員長） 

 よろしいですか。 

 

（Ａ委員） 

 はい。 

 

（委員長） 

 ほかにございませんか。はい、どうぞ。 
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（Ｂ委員） 

 諸富のほうで諸富校区校長連絡会、通称これは校長会とか言われている分があると思

いますけど、ほかの川副、東与賀、久保田及び旧佐賀市内の校区、学校区の中ではどう

いう形で──校長会みたいなものがあれば、それがどういう動きをされているのかお聞

きしたいんですけど。 

 １つは川副の例で、例えば、新入学児就学時健診ですよね、これなんかはやはり学校

は年度末にある程度次年度の計画を立てると思うんですね。そして、年度内にそれをど

う調整するのかなかなか難しい分とか面倒なときがあると思いますので、年度末に校長

先生方がある程度、話せる場所というのをつくっていただいて、こういうことを来年度

はこういうふうにやりたいということで教育課等から相談をしておけば、この辺もスム

ーズに流れるかなとか、校長としての学校トップと行政側とのやりとりが校長会などで

うまく伝わるかなと思いまして、ほかの校区とかに実際校長会とかあるものかどうかの

確認をしたいと思いますけど。 

 

（委員長） 

 今の質問に対しまして、学校教育課のほうでわかりますか。 

 

（教育長） 

 課長さんに聞いたら。来ているところは。諸富以外の、久保田とか。 

 

（委員長） 

 ほかの地区ですね。はい、どうぞ。 

 

（川副教育課長） 

 川副につきましては毎月、これは５校の校長さんにお集まりいただきまして、川副公

民館のほうで実施をさせていただいております。 

 ただ、６月と７月はちょっと業務の関係で休んでおりますけれども、今後は毎月続け

させていただきたいと思います。 

 

（委員長） 

 ほかの地区で何か。 

 

（東与賀教育課長） 

 うちのほうもことしから実施しておりますけど、毎月ですね、校長先生との交流の中

でやっていきたいと思います。 

 

（委員長） 

 はい、どうぞ。 

 

（久保田教育課長） 

 久保田ですけど、久保田は校長会は特にやっておりません。 

 ただ、公民館運営審議会の中に小学校、中学校交代で入っていただくような形ではか

かわりはございます。 

 以上です。 

 

（Ｂ委員） 

 旧佐賀市内はどうでしょうか。 
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（学校教育課長） 

 各校区内では小中連携ということで、小学校、中学校やっております。 

 

（こども教育部長） 

 旧佐賀市ということでの独自の動きというのはありません。もうすべての校長会、毎

月やっている校長会。（「一般的に言う校長会」と呼ぶ者あり）そうです。（「その校区

ごとでの小さい……」と呼ぶ者あり）いいえ、そういうことではございません。 

 

（学校教育課長） 

 教育委員会でやるということはないんですけれども、校長先生たちが独自での会はあ

ります。 

 

（委員長） 

 ＰＴＡあたりはそういう感じで３校連絡会とか、そういったのは別に行われます。 

 はい、どうぞ。 

 

（Ｄ委員） 

 各出張所、それぞれ旧組織といいますか、町村合併して新しい佐賀市となったけれど

も、昔からの伝統あるものを、やっぱりそれを全部維持しながら佐賀市に変わってどう

するかということも加えてしていかれていると思うんですよね。そうすると、ある意味

では人は少なくなった、地域全体のことは支えていかないといけない。その中で、旧来

の町で持っていた建物もある、あるいは施設もある、そういうような事務もしないとい

けない。そういう中で、今後どういうふうにこれをやっていくかというのは、各町村ご

とでもちろんするというアイデアは出さんといかんけれども、共通するものが、話題と

してするものがやっぱり出てくるような思いがするんですね。きょうお話聞いていて

も、学校教育を置けば、社会体育の問題と、それから生涯教育の問題、そのことは各地

域の中でどこもされているんですよね。しかも、従来からの問題として、非常に連携を

して、地域の中で根差すものをされている。そういうようなものを、これから各地区の

特徴も生かしながら、佐賀市全体としてどんなふうな感じで統合していったり、つなげ

ていったりするかというのが大きなテーマのように私思ってお話を聞いていたんです

けど、何かそこら辺で具体的にこんなことをというようなことがありますか。 

 

（委員長） 

 私も全く同じような、皆さんの意見を聞いていると、とにかくお忙しいなというのが

一言です。要するに旧来の、合併してもサービスを落とさないというふうなことで皆さ

ん頑張っていらっしゃるということなんでしょうが、これからの問題だと思うんだけ

ど、今委員さん言われたとおり、一緒にできるようなことが、いろんなことができるん

ではないかなと。企画にしても、ソフトの面でもそうだし、ハードの面でも何かそうい

うことができるような方向に行かないと、ついつい当面のことだけで、ちょっと次の先

のことがなかなか読みにくいと、取り組みにくいというふうなことになってきているん

ではないかなと思います。 

 例えば、ハードの面でも、先ほどどこかの町で給食の問題で随分老朽化した車云々と

かいうふうなお話もありましたよね。それは１つの例として、やっぱりどこかと一緒に

やる方向性とか、そういうのも恐らくその出張所だけではとても話ができない。しかし、

この本庁とその辺のところの問題点を詰めて、どういうふうにしようかというふうな計

画あたりもしていかないといけないのではないか。 

 例えば、今、中学校の給食を、こっちを上げて、旧市内と一部やっていますけど、今

のこの辺の現状のところをどういうふうに織り込んでいくのかということになると、逆

に言えば、大変難しい問題になるけど、そういうことをしないと何かついついいろんな
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取り残されるというですか、うまくどこかとつないでというか、そういうふうな計画を

するところもそれぞれの部署で、特に本庁と連携して、それの予算も含めて考えていく

ようにならんと、なかなか現状が追われるというようなことに、先ほどハードの面でも、

ソフトの面でも非常に感じます。これは今後そうしていただきたいというふうなことに

なるかと思うんですが。 

 はい、どうぞ。 

 

（こども教育部長） 

 今、委員長と古賀委員のお二人からご指摘いただきました。教育出張所も含めまして、

支所そのものも合併後 10 年ということで、これは平成 17 年度の合併から 10 年で、そ

の時点での社会情勢等がどうなっているのかということで、その支所等の存続、あるい

は形態、そういうものについて話し合いをするということで合併協議ではなっておりま

す。 

 ただ、今のところ、まだやっぱり合併して間がないということで、どうしても合併町

村の市民の方々は、旧来こうやっていたというようなことを各出張所等にも求められま

す。また、各出張所も今までと体制が違いますというふうに手のひらを返すようにむげ

にできないところがありまして、特にこういう団体とか、それから自治会のあり方等に

ついては、旧佐賀市のやり方を踏襲していこうとしておりますが、なかなかそこまでの

意識改革ができていないというのが現状です。 

 ただ、非常に大和あたりはこういうものについて取り組みが早くできたということ

で、団体事務等の自立といいますか、こちら側から言いますと切り離しですが、団体独

自で、今まで行政のほうに担ってもらっていたものを自分たちでやるという方向性に変

わりつつあります。ですから、こういうことがやってくると、もう少し多忙感も解消さ

れるかなということと、それから、今委員長からご指摘があったように、佐賀市教育委

員会として取り組んでいること。特に給食関係につきましては、これは学事課で所管は

いたしております。ただ、どうしても現実論といたしましては、諸富、川副、富士、三

瀬、こういうところにある給食センターにつきましては、学事課が所管いたしておりま

すが、教育出張所もございますので、教育出張所の各課長に兼務して所長を務めてもら

いながらやっているというところで、どうしてもやっぱりその部分は事実上は各出張所

の負担になっているというようなところがございます。こういうところも人と施設の管

理ということについて、今後、方針を変更していくのか、今のまま継続していくのか、

そこはもっと詰めていかなければならないところが残っています。 

 以上でございます。 

 

（教育長） 

 社会教育部長、公民館の館長さんというのは、これからもずっと兼務でやっていくん

でしたか。そこら辺の計画はどんなになっていますか。 

 

（社会教育部長） 

 １つは、今の古賀委員さんのほうから質問があった部分について、多少吉村部長との

考えとダブるかもわかりませんけれども、いわゆる各周辺の合併した町村の公民館とい

うのは今直営でやっているんですよね。そういったところを今後、旧佐賀市内のような

形で、いわゆる地域のほうに委託をしていくという方向性を出していくと、また考え方

が幾らか違ってくるかなと。公民館の館長さんについても当然、そういった方向性を出

したときにですね、今、支所の教育課の課長さんが公民館長さんを兼務されております

ので、当然旧佐賀市と同じような形態で地域に委託するような方向になってくると、当

然、館長さんも一般公募というような形で考えていく必要があるかなというふうな考え

方は持っております。 

 だから、特に公民館については、やっぱり旧佐賀市と同じような形の地域委託の方向
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性をこれから出せればですね。ただ、今のところ、確かに地域の、先ほど吉村部長のほ

うからも言われたように、地域の各種団体の方が、いわゆる行政に対する依存心といっ

たものが強いので、なかなかそういった方向性が見出せないというところがありますけ

れども、ただ、いずれにしても、そういった方向性に今後教育委員会としてもやっぱり

考えていく必要があるかなとは思ってはおります。 

 

（委員長） 

 Ｃ委員さん。 

 

（Ｃ委員） 

 私はまた別な質問なんですけど、諸富出張所さんの課題の分で、⑤、⑥の部分ですね。

特に不登校児童・生徒さんに対する取り組みと、あと給食費の徴収率の向上に関する取

り組みというのを、具体的にあれば教えていただきたいんですが。 

 特に不登校児童・生徒への取り組みについては、例えば、児童相談所と協議したりと

か、そういうこともされているんでしょうか。 

 

（委員長） 

 はい、どうぞ。 

 

（諸富教育課長） 

 学校と教育委員会だけでは、この問題についてはできるものとできないものとありま

して、できるものは学校と教育委員会で相談しながら家庭訪問等するんですけれども、

今の状況ではほとんどはもう児童相談所、それから生活保護関係の本課、そういう関連

団体、それから民生委員さんとか、そういうところとも常に連携をしながら対処してい

るところでございます。 

 

（Ｃ委員） 

 具体的にそういう中で、例えば、学校に戻ってくるようになったというケースもある

んでしょうか。 

 

（諸富教育課長） 

 学校のほうに行くようになったというのもありますし、もうやむを得ずに施設のほう

に入所措置をしたとかそういうのもあります。 

 

（Ｃ委員） 

 長期にわたって不登校──何年も学校に来ていないけど、それがそのまま外部と何の

接触もないと、そういうことはありますか。 

 

（諸富教育課長） 

 そういうのは今のところありません。早目に早目にある程度関係機関と連携をとって

対処しているつもりではございます。 

 

（Ｃ委員） 

 ありがとうございました。 

 

（委員長） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、ちょっと時間も押してきているようでございますから、次に進ませていた



  18 

だきます。出張所の皆様、大変御苦労でございますけど、よろしくお願いいたします。 

 では、水害の被害についてということで、資料が先ほど参ってきておりますけど、説

明をお願いします。 

 

（教育総務課長） 

 私のほうから水害と、あとインフルエンザ関係と、それからもう１点お知らせをした

いと思います。 

 まず、水害のほうから資料をお渡ししておりますが、７月 24 日から７月 26 日の大雨

による被害状況です。 

 まずは真ん中ほどに雨量という欄がございますけれども、24 日の４時から 26 日の 20

時まで、佐賀市駅前中央で 334 ミリ、富士町の権現山で 458 ミリという記録的な大雨が

降っております。 

 右側の括弧内に１時間最大雨量というのが書いてありまして、佐賀市の駅前中央では

26 日の７時 40分からの１時間で、これは書いてありませんが、52.5 ミリ、それから、

富士町の権現山では９時 10 分から 10時 10 分の間に 56ミリということで、これ以降、

市内の冠水などが大分出てまいりました。こういう大雨の状況で、１つ上に上がります

けど、河川のはんらんのおそれがあるということで、避難勧告が、10 時 30 分に久保泉

町の宮分、上分二、上分三で行われております。それから少しおくれまして、金立町の

久富で避難勧告が行われております。 

 その後、河川関係では、２つ下になりますけれども、11時 30 分ごろ金立川が 15メー

トルにわたって決壊をしております。これは金立の千布のほうになります。金立小学校

方面に向かって決壊をしたという感じになります。 

 それから、同時刻ごろです。巨勢川の堤防が越水をしております。これは念仏橋の少

し上流の西側の堤防を越水したということです。 

 大体この時間帯が、上の欄の潮汐にありますように、大体満潮時刻に重なっていると

いうような状況です。 

 被害の状況なんですが、一番上の欄ですけれども、人的被害の死者ですとか行方不明

者、負傷者というのはございません。それから、住宅の破損につきましても全壊、半壊

はございませんが、一部損壊、それから床上浸水が全部で６棟、床下浸水が全部で 30

棟ということで、旧市内を中心に浸水が起こっております。 

 それから、避難者なんですけれども、先ほど避難勧告が出ました久保泉公民館と金立

公民館が合わせまして 86 人の避難がなされております。そのほか大和町で 28 名、富士

町で 27 名、それから、三瀬村のほうで３名、合計 144 名が避難をされたということで

消防防災課のほうで把握をしております。 

 そのほか教育委員会のほうで独自につかんだ部分で、自主避難があったところが若楠

公民館で２名、北川副で１名、それから、循誘公民館で２名の自主避難があっておりま

す。 

 そのほか、がけ崩れの状況ですが、大和、富士、三瀬で発生をしております。 

 それから、道路の通行止めが旧市内で 100 以上の通行止めがあっており、これはほと

んど冠水が理由になっております。 

 それから、大和町のほうでは４件の通行止めですが、１つが冠水によるもの、そのほ

か３件はのり面の崩壊等による通行止めです。 

 それから、富士町につきましては、落石等による通行どめということで聞いておりま

す。東与賀の２件も冠水による通行止めということで確認をしております。 

 大雨に関する被害については以上でございます。 

 それから、新型インフルエンザ関係なんですけれども、７月 21 日現在で県内で 20 人

以上の感染が確認をされました。そのため、感染拡大期に移行したということで、医療

体制ですとか、サーベイランス関係の見直しが行われまして、医療体制につきましては、

発熱外来はもう廃止をするということで、一般医療機関で対応していくということにな
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っております。 

 それから、サーベイランス体制につきましても、ＰＣＲ検査は基本的に行わないとい

うことで、今後は追跡調査、感染の経路等の追跡調査ができなくなったという状態にな

っております。 

 そのため、佐賀市としても、こういった医療体制等の変更を受けまして、佐賀市の新

型インフルエンザ対策本部並びに佐賀市教育委員会の対策本部につきましても、昨日７

月 27 日をもちまして解散をしております。県のほうは、この体制の見直しに合わせた

７月 21 日に一たん解消をされております。 

 ただ、佐賀市におきましては健康づくり課のほうが情報収集のための情報連絡室とい

うのをそのまま継続しております。それから、教育委員会と本庁の健康づくり課との連

絡体制を維持するために教育総務課のほうでこういった情報収集のための業務を今後

も続けていきたいというふうに思っております。 

 インフルエンザにつきましては以上です。 

 それからもう１点ご案内なんですが、お手元に教育委員と小・中学校との意見交換会

についてという２枚つづりの文書をお渡ししております。現在、市立小・中学校の施設

のあり方検討委員会を行っておりますが、今後、答申を受けた後、教育委員会のほうで

方針を決定する必要があるということで、教育委員さん方のこういった小規模校ですと

かの現状の把握をしていただくという目的で、８月 19 日９時半から 12時までの間、三

瀬公民館のほうで関係小規模校の 10 校の校長先生方にお集まりいただきまして、意見

交換会を開催したいというふうに考えております。 

 日程のところに記載しておりますが、集合して車で同乗して行かれる方は８時 40 分

までにこちらの大財別館のほうにお集まりください。 

 それから、直接三瀬公民館に行かれる方ですとか、今現在は全員ご出席ということで

伺っておりますが、どうしても行かれなくなったという方がいらっしゃいましたら、こ

こに書いておりませんけれども、８月 17 日までに教育総務課の担当、緒方のほうまで

ご連絡を下さい。 

 それから、当日につきましては、昼食の準備をしております。 

 それから、２枚目になりますけれども、学校長への質問についてという紙をつけてお

ります。事前に学校長に質問等、特別に質問したいというご意向がありましたら、こち

らのほうに記載をしていただいて、下記のメールアドレスのほうに送っていただける

か、ファクスをしていただければと思いますので、こちらのほうは８月３日、来週の月

曜日までにお願いをいたします。 

 私のほうからは以上です。 

 

（委員長） 

 はい、どうぞ。 

 

（Ｄ委員） 

 管轄が教育委員会ではないと思いますけれども、ハザードマップみたいなのは佐賀市

ではあるんですか。 

 

（教育総務課長） 

 洪水マップというのはあります。持ってきていないですけど、佐賀市内全域のですね。 

 

（Ｄ委員） 

 町村合併して山のほうもなった、海のほうもなったし、高潮とか土砂崩れとかですね、

そういうようなことも山口の災害を見ていたら、佐賀でもあるかもなと思ってですね。

どんなふうになっているかなと。 
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（教育総務課長） 

 一応洪水マップというのは教育委員会室のほうには張っております。今度勉強会のと

きにごらんいただきたいと思います。 

 

（委員長） 

 はい、どうぞ。 

 

（Ｂ委員） 

 ここんところの大雨が、学校が休み中にあったから本当によかったと思いますが、普

通、学校があっているときの、こういう場合の休みにするとか、学校を早く切り上げて

帰す、その辺の指示の確認を踏まえて教えていただけますか。 

 

（教育総務課長） 

 基本的には学校近隣の状況把握が一番早くできる学校長のほうでその辺の対応の判

断はしていただくように、今の体制としてはそういうふうな体制になっております。 

 

（Ｂ委員） 

 その学校長判断になった場合、朝の登校をおくらせるとか、休校にするというのはま

だいいんですけど、途中で子供を帰す場合に、家に帰ってだれもいない家庭などの把握

をされた上に、この子たちはもう残そうとかいうことはされていますよね。 

 

（学校教育課長） 

 学校によっては、すべて保護者に迎えに来ていただくところもあります。来られない

ところは仕方ないので、学校にずっととどめ置く、あるいは職員が送っていくとか、そ

ういった対応のところもあります。きょうはお父さん、お母さんはいますかということ

ももちろん聞きますけど、「さあ」と子どもが言った場合が大変なんですね。その後じ

ゃあどうするかと。いつまででもとどめ置くわけにもいかないし。だから、確実に体制

がかちっとでき上がっているというわけではないです。でも、お兄ちゃん、お姉ちゃん

がいる場合にはもちろん低学年でも一緒に帰したりはしますけれども、低学年だけの家

庭で、家庭にいらっしゃるかいらっしゃらないかがわからない場合は、電話したりとか

確認の手だてはとりますけれども、100％というところまではいっていないと思います。 

 

（Ｂ委員） 

 基本的に３年生までは学童ですよね。 

 

（こども教育部副理事兼こども課） 

 放課後児童クラブは当然３年生までで保護者がいらっしゃいませんので、そういう場

合は学校が早く下校になっても、そこにとどめ置くようにはしております。親が迎えに

来る形です。 

 

（Ｂ委員） 

 家にたどり着ければいいわけですよ、たどりつければ。たどりつくまでに、要は危な

い箇所をいっぱい通っていくはずですので、旧佐賀市内、佐賀駅あたりもすぐ冠水しま

すし、周辺地域はやはり田んぼとか大型水路とかありますので、そのあたりも加味して、

もしよかったらある程度落ちつくまで、どうかしたら保護者が迎えに来ていただけるか

連絡つくまではとどめておく方向のほうが、ケースによってはいい場合があると思いま

すので、親としてその辺もやはり校長先生のほうにも──自分たちはやっぱり家のこと

が心配だと思うんですけどね、やっぱり預かっているほうとしての責任を感じていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 
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（委員長） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでしたら、以上できょうの定例教育委員会を終わります。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


