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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 皆さんこんにちは。教育長が急な要務で席をはずしましたけど、もう定刻でございま

すから、ただいまより９月の定例会を始めさせていただきます。 

 先週、私は中学校の給食センターの起工式に行ってまいりました。いろいろと用地が

幾らか変わって、最終的には久保泉の工業団地のほうに敷地の確保をできたということ

で、起工式となったわけでございますけど、建設はともあれ、いずれにしても、新しい

ケータリングという方式で、中学校の給食センターができ、そういう形で提供するとい

う方向性が一歩進んだということになると思います。市民の皆様にとっては、市長の公

約というふうなことも聞いておりますし、恐らく期待をされて待っていらっしゃるので

はないかと思います。今後新しい方式でございますから、いろいろと事務局のほうでも

まだまだ内容のほうを詰めていかなければいけないことがたんさんあるのではないか

というふうに思っております。そういうことで、よろしくお願いを申し上げたいと思い

ます。 

 それでは、座って進めさせていただきます。 

本日は、６人中６人の委員が出席をしておりまして、適法に委員会は成立しておりま

す。 

  

日程２ 会議録の承認 

 

（委員長） 

 まず最初に、会議録の報告ということで、せんだって９月２５日に配付をしておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

（教育総務課副課長） 

 それでは、８月１８日、１９日の教育委員会の会議録につきましては、９月２５日に

各委員の皆様へ配付しておりますとおりでございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

（委員長） 

 確認されていかがだったでしょうか。はい、どうぞ。 

 

（Ａ委員） 

 私の発言中、「ときさ」の３文字を削除、「やった」を「あるも」に、「じゃない」を

「です」に、最後の「なんなん・・・のが。」を「そうしたほうがと思います。」に一部

修正することを、担当者のほうに伝えておりますので、よろしくお願いします。 

 

（委員長） 

 あと何かございませんか。いいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、承認ということでよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 この後、教育長の報告ということでございますけれども、すぐ戻って来られると思い

ますから、その前に、せんだって教育委員の山下委員さん、山本委員さんが九州地区の

市町村教育委員会を集めての研修会があっておりまして、大変お忙しい中出席をいただ

いております。そういうことで、その報告をしていただく時間を設けたいと思いますか

ら、よろしくお願いします。 
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（Ｃ委員） 

 それでは、私のほうから報告をさせていただきます。 

 先日、８月２７日、九州地区市町村教育委員研修大会が長崎県の島原のほうでありま

した。内容としては、島原市の前教育長である宮崎氏による教育講演として、「幕末明

治の日本人」という題で、幕末ペリーの来航時に、その当時の行政の立場である人たち

がどういうふうに動いたか、初めて見る外国の人たちを前にしても、きちんとした日本

人らしい態度で接して、決して下を向かずに対応して、今の日本の礎といいますか、そ

の辺を築かれたということを報告していただきました。 

 その後、パネルディスカッションがありまして、参加者としては佐賀県吉野ヶ里町教

育長の井上さん、宮崎県五ヶ瀬町教育長の日渡さん、あと沖縄県那覇市教育委員の田端

さん、長崎県西海市教育委員の北島さんと、４名の方によるパネルディスカッションの

中で、１つ場内からの質疑応答だったと思いますけど、那覇市の田端教育委員の話の中

で、いずれ佐賀市でもそういう時期が来ると思いますが、学校の中に校区公民館を実際

併設をしてやっているところがあるということをお聞きしました。いずれ佐賀もそうい

うふうな方向づけになったときに、詳しいノウハウとか、いろいろ諸問題などを解決さ

れて今現在運用されていると思いますので、いい見本といいますか、その辺のデータが

いただけるかなと思います。 

 全体的に感じたことは、佐賀市自体は結構先進的な行政施策をやっているなというこ

とは感じました。最後ですけど、当日、１泊２日でしたが、私とＢ委員は初日のみ参加

しまして、会場内に８００人ぐらいの参加者がいらっしゃったにもかかわらず、あの時

期、インフルエンザが結構出始めた時期に、マスクをしていたのが私とＢ委員の２人だ

けだったという、何といいますか、緊張感のなさというものをちょっと感じてしまった

次第でございます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 では、Ｂ委員さん。 

 

（Ｂ委員） 

 それでは、長崎県の教育長さんが祝辞の中がおもしろかったのでちょっとご紹介しま

すと、今の社会の問題点ということでおっしゃいました。 

 今若者の志が非常に低いと。それと品性がない。学力低下が言われているけれども、

これはやっぱり今まで主体的な学習と言って教えないで考えさせていたために学力低

下を起こしているんだということと、余りにも学習指導要領が精選され過ぎているとい

うこと。それから教科書が何であんなにイラスト的なものなんだろうということをおっ

しゃいました。また、家庭学習と学力にも、そこら辺は関係があるのではないかという

ことをおっしゃいました。 

 もう一つ、パネルディスカッションでおもしろいなと思ったのは、宮崎県五ヶ瀬町の

教育長さんの話だったんですけれども、教職員がまちづくりに参加しているまちという

仕組みづくりをつくっていると、そういうことをおっしゃいました。もう一つおもしろ

いのは、時間通貨というのをつくって、だれか６０分草取りに来てくださったら、その

６０分間の時間通貨をあげますと。そのもらった人は、例えば、学校でパソコンを教え

てくださいと言ったら、そのときに時間通貨を使うと。そういうことをやっているとい

うことで、これはとってもおもしろい取り組みだなと思いました。 

 あと、沖縄の方ですね。沖縄は社会を取り巻く環境が、夜間型とおっしゃっていまし

たですかね。だから、非常に深夜徘徊とか、非行とか問題が物すごく発生していると。

それで「ＧＯ家運動」といって、ゴーヤと掛けた「ＧＯ家運動」で家に帰ろうというこ

とをしているという、こういうお話がありました。あとは山本委員と同じです。 
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（委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（委員長） 

 それでは、教育委員会研修の報告は以上ということで、次に教育長の報告をよろしく

お願いいたします。 

 

（教育長） 

 それでは、教育長報告ということでございますが、毎回申し上げているとおり、私が

かかわった幾つかのことを、印象深いことだけ申し上げさせてもらっております。 

 １つは、スクールミーティングでございますが、教育委員の皆さんにも参加していた

だいたものがございました。８月２０日が成章中校区、２５日が城北中校区、２８日が

富士中校区ということで、８月１８日以降の１カ月には、この３つの中学校区でのスク

ールミーティングがございました。どこでも共通してまなざし運動と小・中連携教育の

ことと、その他ということで話し合いをしてきました。 

 過日、教育総務課の政策係がアンケート集計したのを見ますと、意見を言うことがで

きたかということについては、「できた」、「ややできた」を含めて５９．１％、参加し

た方の６割は意見を言うことはできたとは言っておりましたが、その必要性につきまし

ては、８９．１％の方がこのような話し合いの場は必要だということを言っております。

この限られた時間でどのようなミーティングをするのか。必要性は８割の方が認めてい

るんですが、６割の方が意見を言うことができただけじゃなくて、もっと価値のある話

し合いになったということにするにはどうしたらよいのか、中学校区だけでよいのか、

もう少し分野を決めるとか、幾つかの方向があるだろうと思うんです。一回り全部の中

学校区で終わりましたので、これから来年度に向けては新しいスクールミーティングの

形態を考える必要があるかなと思っておりました。８割の方はこのような話し合いの場

が必要ということですので、継続をしていければと思っております。 

 ２つ目ですが、議会でございます。３１日から９月１７日まで８月議会がありました。

どんな質問があって、どのような答弁案をということにつきましては送付されていると

思いますので、省略いたしますが、今回芙蓉校の改築に伴って、多目的トイレを設計後

に倉庫に変更したという件で、議案質疑があり、文教福祉委員会でも議論がされ、本会

議の採決時でも反対、賛成討論が行われるという事態が発生しました。反対は共産党と

民主党が反対という採決でした。結果は賛成多数で終わったわけですが、芙蓉校の小学

校部門を新築して中学校のほうに一緒に合体していくわけですが、そこに設計では当初

多目的トイレを２階にまで設置しておりました。しかし、その後倉庫が欲しいというこ

とで変えていったわけですが、議会に対して具体的に多目的トイレを倉庫に変えるとい

う報告をしていないじゃないかと。今後のことを考えると、２階にも多目的トイレ、要

するに障がいのある方が使えるようなトイレを設置する必要があるのではないか。それ

から、それを変更するときに障がい者の方々の声を聞かずに変更したのはいかがなもの

かというようなことで、反対意見が出されました。これは、実は変更するときに、ほか

の部分と一緒にこのようなところを変更しますよと言って説明はしているんですが、こ

の多目的トイレを倉庫に変えるというところは、「その他」という項目の中に入れて、

合計幾らという変更になりますという説明をしていました。具体的に多目的トイレ、倉

庫に変更ということを言いませんでしたので問題になってきたことと、この多目的トイ

レというのは今後必要じゃないかということで意見が別れたところでございます。結果

的には賛成多数で原案どおり倉庫にしまして、エレベーターをつけますので、１階にあ

ります多目的トイレを使用することによって、もしも車いすの生徒がいた場合にも対応

できるということで、原案どおり進めていくことになりました。 



  4 

 ３つ目ですが、東名遺跡の出土品にかかわりまして、９月３日から１２月２０日まで、

九州国立博物館の４階の文化交流展示室というところで現在展示されております。これ

は、九博のほうがいろいろ面倒見てくださいまして、このポスターを見たかと思います

が、このようなものが展示室に展示されております。９月１７日の日に三輪館長さんに

お会いしまして、お礼を申し上げてきました。阿修羅像の参加者が大変多いので、なか

なかこちらまで回ってきてくれるのか心配をしていたんですが、かなり評判もよさそう

でございまして、こういったチラシを置いておきますとあっという間になくなるという

ようなことのようでございます。 

 委員の皆さんも１２月２０日まで九博でやっておりますので、もしも機会がありまし

たら、どうぞということも申し添えたいと思います。 

 最後、もうこれは決着ついていることなんですが、まず給食センターの工事着工の神

事が９月２５日に行われ、委員長も同席していただいたわけですが、この神事がありま

したというのはそこまででいいんですけれども、依然として完全給食を目指すべきだ、

選択方式というこのケータリング方式は、あくまで反対だという立場をとっている会派

がございまして、その主張を載せたペーパーにも今後も追及していきますというような

ことが載っております。 

 私どもとしましては、中学校の給食の１つの形態として、この選択方式ということも

あり得るものだと答申をいただいて、この方式を採択し、既に議会では、この方式でや

りますということで、着工する工事費も含めて議決いただいているわけですが、あくま

で完全給食を目指すと、あれは完全給食じゃないと。５，５００人の生徒・教職員で、

上限４，０００食までつくれるという方式をとっているわけですが、全員が食べられる

ような給食センターにすべきだということで、その紙には主張が書かれていました。 

 今後、この主張を継続して述べてくる方たちがいるかと思いますが、教育委員会とし

ては、答申を受けてケータリング方式を佐賀市の中学校の給食の１つの形態ということ

で確認しているところでございますので、そういう意見が根強く残っているということ

につきまして含んでおいていただければなと思いまして、報告事項といたします。 

 以上、４点でございます。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。 

 今の報告に対しまして、ご質問等があれば、どうぞお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、次に進みます。 

 

日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

 それでは、議案に行きます。 

 第１８号議案『佐賀市立小中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則につ

いて』ということで、担当の方よろしくお願いします。 

 

（教育総務課長） 

 第１８号議案と第１９号議案関連しますので、一括して説明をさせていただきます。

資料の１ページをお願いいたします。 

 まず、第１８号議案『佐賀市立小中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規

則について』ということでございます。 

 ３ページをほうをごらんください。 

 この規則改正につきましては、平成２０年度、勤務時間をこれまでの１日８時間から

１日当たり７時間４５分へと変更するという人事院勧告がございまして、それにのっと
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りまして、平成２１年２月に人事院規則の改正が行われております。 

 これを受けまして、本市におきましても、平成２１年３月議会で佐賀市職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部改正がなされ、１日当たり勤務時間を８時間から７時間

４５分に短縮し、あわせて休息時間についても廃止することとなりました。そして、こ

の１０月１日からこの条例が施行されることとなっております。 

 このため、これらの改正にあわせまして、佐賀市立小中学校の管理運営規則第４８条

の条文に記載しております「、休息時間」の文言を削除するものです。 

 あわせまして、次の第１９号議案『佐賀市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を

改正する規則について』でございますが、６ページに記載しております新旧対照表のよ

うに、３１条の条文の中から「、休息時間」という文言を削除するものでございます。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 第１８号議案、第１９号議案については、関連をしているということで一緒に説明を

いただきました。法の改正ということで、内容の一部改正ということになるわけでござ

いますけど、何かございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

（Ａ委員） 

 私の勉強不足で、従来、休息と休憩時間、どう違うか、私わかりませんので、そこを

教えていただけないでしょうか。 

 

（教育総務課長） 

 佐賀市の場合で申しますと、勤務時間、始業時間が、８時３０分から１２時１５分ま

でが午前中の勤務時間になっております。１２時１５分から１時までが休憩時間で、午

後１時から５時１５分までが午後の勤務時間、午前中の勤務時間が３時間４５分と、そ

れから午後の勤務時間が４時間１５分、間に休憩時間４５分ということになっておりま

す。そして、それぞれ午前中、午後の勤務時間の中に１５分ずつ休息時間というのが入

っております。 

 これを今回の改正では、始業時間８時半から１２時までが勤務時間、１２時から１３

時までが休憩時間、１３時から１７時１５分までが勤務時間ということで、あわせて勤

務時間としては７時間４５分で、この間の休息時間というのがなくなるということでご

ざいます。 

 

（教育長） 

 簡単に言うと、休息は勤務地、その場所にいていつでも上司が出動と言えば出動でき

なくてはいけない。休憩は、その職場から若干離れても休めること。休息時間は設定し

なくてもいいんです。今では、その場所でいつでも勤務に入れる態勢で体を休めるのが

休息で１５分とりました。たしか４時間以上連続して仕事をするときには１５分間です

かね、今まではね。それを今度はなくして、７時間４５分勤務にしたので、それを休息

時間じゃなくて休憩時間を１時間にするということで、帰りの時間も１５分早くするも

のです。 

 

（Ａ委員） 

 わかりました。 

 

（委員長） 

 よろしいですか。では、１８号、１９号議案は承認ということでよろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、承認ということで進ませていただきます。 
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 次に、第２０号議案『平成２１年度「佐賀市教育委員会表彰」被表彰者及び「佐賀市

教育委員会感謝状」被贈呈者について』ということでお願いいたします。 

 

（教育総務課長） 

 ２０号議案、７ページをお願いします。 

 表彰と感謝状の議案でございます。 

 ８ページのほうに被表彰者、被感謝状贈呈者を記載しております。表彰が１団体１個

人、感謝状が１個人ということになっております。 

 まず、学校教育課のほうから推薦があっております。金泉中学校軟式野球部でござい

ますが、これはことしの８月１７日から８月２０日まで、横浜スタジアムで開催されま

した第２６回全日本少年軟式野球大会におきまして３位の成績を納めたということで、

表彰規則の第３条２号に規定します児童及び生徒の名誉を高め、または他の模範とする

に足る行為があったものということで表彰したいと考えております。 

 なお、補足しておきますが、諸富中学校の野球部が全国中体連で優勝をいたしました。

この件に関しましては、佐賀市教育委員会表彰規則の第１条で、佐賀市表彰規則の適用

を受ける者以外が、この教育委員会表彰規則に該当するということで、諸富中学校の場

合は佐賀市表彰を受けることとなりましたので、教育委員会の表彰からは除いておりま

す。 

 続きまして、社会教育課から推薦の原口寛枝さんです。この方は、南川副婦人会長と

して、多年にわたり社会教育の向上に寄与されたということで、平成１０年から１１年

間、婦人会長として努められております。この方につきましては、表彰規則の第４条第

１号に記載しております学校教育、または社会教育の振興発展にその功績が顕著な者に

該当するということで、表彰の対象としております。 

 続きまして、スポーツ振興課からの推薦です。これは感謝状の贈呈になりますけれど

も、古賀敏秀さん、平成１１年４月１日から１０年７カ月間、佐賀市体育指導委員とし

て生涯スポーツの普及・振興に尽力をされたということでございます。これは感謝状贈

呈内規の第２条第２号の非常勤職員として１０年以上在職し、勤務成績が優秀な者とい

うものに該当するということで、今回対象としております。 

 説明は以上でございます。 

 

（委員長） 

 今、第２０号議案につきまして説明をいただきました。何かご質問がありましたらど

うぞお願いします。 

 

（教育長） 

 幾つ推薦があったということをご紹介したほうがいいのではないですか。 

 

（教育総務課長） 

 学校教育課から表彰具申の団体が２団体、社会教育課からの表彰具申が個人が１名、

それからスポーツ振興課から表彰具申が３名と２団体です。 

 その結果、先ほど申しました諸富中学校と、それから個人の分２名が該当しないとい

うことで却下になっております。 

 

（委員長） 

 例年より非常に少ないですね。普通はもっと何か、８つぐらいあったような気がする

のですけど。例えば、青少年の育成指導員とか、ああいう方も何件かあって、そういう

のは十分満たしていたわけでしょうか。 
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（教育総務課長） 

 今回は青少年の育成指導員ということの推薦はなかったんですが、地元でのスポーツ

振興だとかでいろんな指導をされていた方の推薦があっておりました。３名あっており

ましたが、長期間にわたって指導されていたということではあったんですが、表彰規程

の中に顕著な実績がある者という規定がございましたので、調べましたところ、そうい

った全国大会に優勝しただとか、そういった指導した団体が顕著な成績を残したという

ものがなかったものですから、その分につきましては、今回は却下という形になってお

ります。その結果、全体的に少なくなったというふうに思います。 

 

（青少年課長） 

 青少年健全育成委員さんにつきましては、改選が来年になっております。その時点で

やめられた方を一応対象として従来からずっと推薦してきております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 いかがでこざいますか、ご質問は。はい、どうぞ。 

 

（Ａ委員） 

 表彰とか感謝状は、個人的にセレモニーとか何かあるんですか。 

 

（教育総務課長） 

 ございます。１１月４日１０時から、市立図書館の大会議室で表彰式、贈呈式という

のを予定しております。 

 教育委員さんにも、改めてまたご案内を差し上げますので、よろしくお願いいたしま

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、第２０号議案については承認ということでよろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、承認ということで進ませていただきます。 

 次に、第２１号議案『公民館運営審議会委員及び大和生涯学習センター運営審議会委

員の委嘱について』ということで、お願いをいたします。はい、どうぞ。 

 

（社会教育課長） 

 第２１号議案『公民館運営審議会委員及び大和生涯学習センター運営審議会委員の委

嘱について』提出します。 

 提案理由として下のほうに挙げていますが、社会教育法第３０条に市町村の教育委員

会が委嘱するとあり、佐賀市公民館条例第１４条第２項及び佐賀市生涯学習センター条

例第１２条第３項に、委員の任期は２年とするとありますので、本日５公民館、１セン

ターの委員の委嘱をお願いするものです。 

 具体的な委員さんのお名前は、次の１０ページから１３ページに挙げておりますの

で、ごらんくださいませ。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 今の第２１号議案について説明がありましたけど、何か御質疑ありましたらどうぞお

願いいたします。 
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（Ｂ委員） 

 この委員の人選といいますか、それには何か決まりがありますか。ＰＴＡの人に入っ

てくださいとか、学校関係の人は必ず入れるとか、ほかの人は自由になのか、何か基準

等はありますか。 

 

（社会教育課長） 

 社会教育法に、学校教育、社会教育の関係者及び家庭教育の向上に資する活動を行う

者というものがありまして、並びに学識経験のある者ということで、何名とは書いてあ

りません。 

 以上です。 

 

（Ｃ委員） 

 今見ていて、川副以外は結構、先生の立場、保護者の立場の方が入ってありますが、

川副のみ、川副中学校の田中校長先生以外は入っていないんですよね。特に、川副の場

合は小学校が４校、そして中学校が１つという、中学校はいいんですけど、下が数が多

いですので、その辺を、もう少し公民館の行事とかする場合に、その辺の人もメンバー

として入れていただけるような話しをされていたほうが、今から公民館行事をふやすと

してもやりやすくなるんじゃないかと思いますけど、どうでしょうか。 

 

（委員長） 

 今の御質問に対しては何かないですか。ほかの諸富とか三瀬とかには小学校の校長先

生方が入っていますが、川副については中学校は入ってらっしゃったけど、小学校が入

っていないんだけどいかがでしょうかというふうな質問だったと思います。 

 

（社会教育課長） 

 それでは私がお答えいたします。可能でございますので、今度の次期の改選のときに

はもうひと工夫、その辺をしたいと思います。 

 

（教育長） 

 今期は間に合わないということですか。 

 

（社会教育課長） 

 これで、お願いしたいということで提出しております。 

 

（教育長） 

 そうすると、もうこれで承認をという議案になりますね。 

 

（社会教育課長） 

 済みませんが、そういうことになります。 

 

（委員長） 

 いや、それはここで否決ということもできまして、この分はまた臨時教育委員会でや

ろうということも、それはできないことはないです。委員さんがそれで承認ということ

であればいいですが。 

 

（Ｃ委員） 

 せっかく今、川副中学校のＰＴＡのほうが結構力をお持ちになって活動を始められま

したので、よかったら、その辺も、下におろすという意味で、実際、川副中学校のＰＴ

Ａ会長もしくは、その下の小学校の４校の会長なりでも入れていただければ、公民館を
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中心とた活動が、より円滑にいくようになると思うんですけど、地元の都合というもの

もありますけど、できればお願いいたします。 

  

（川副教育課長） 

 今回の運営審議会委員ですけれども、今御指摘のように、ＰＴＡの会長さんに打診を

いたしました。それで、結果的には会議等に、職務の都合上なかなか出席できないとい

うことで、辞退をされましたので、今回、別の人を登用させていただいたということで

す。次回については、今御指摘のようにＰＴＡのほうからも入っていただくようにお願

いをしたいと思っております。 

 

（委員長） 

 というような説明でございますけど、いかがでしょうか。 

 

（教育長） 

 少し確認です。 

 これ１０人という枠は決まっているんですよね。（「はい、１０人です」と呼ぶ者あ

り）ということは、だれかこの中の人が平成２３年９月３０日以降、この分野の人から

ではなく、退いてもらうというのがないとだめなんだということですよね。それか、今

の約束では、次回は検討します、何年後かはそうしますということは可能なんですか。 

 

（川副教育課長） 

 はい。今まで、ＰＴＡのほうから入っていただいておりました。それで、今回任期が

切れましたので、今回もＰＴＡのほうに御相談をいたしましたけれども、業務の関係で、

ＰＴＡのほうからは今回はちょっと参加できませんということでございましたので、次

回については、その辺のところを検討したいと思います。 

 

（Ｃ委員） 

 前任者は川副中学校のＰＴＡ会長でしたかね。 

 

（川副教育長） 

 前任者は、中学校のＰＴＡ会長でありました中島会長です。 

 

（委員長） 

 一応打診をしたけどお断りされたということですね。 

 婦人会長さんが２人出ていますね。地区はかなり川副も広いから、その辺の枠として

は本当、本来であればＰＴＡか校長先生かどちらかが入っておられるほうが、よりバラ

ンスはとれるかもわかりませんね。 

 東与賀も、ややちょっとそういう面では婦人会が２人入ったり、文化連盟さんが２人

入ったり、この辺のところは、ややありますね。 

 

（社会教育課長） 

 済みません、これは佐賀市の市長の公約で、「女性登用率を４０％にする」というの

がありますので、今現在、これで６０名分の２１名で３５％なんですよ。みんながんば

れというふうに激励されていますので、そういう面もちょっとあるのかなと思います。 

 

（委員長） 

 これは年に何回ぐらい、この会議はあるんですか。 
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（社会教育課長） 

 ３回です。 

 

（委員長） 

 ３回ぐらいですね。山本委員さん、一応これでよろしいでしょうか、それとも、もう

少し考慮するということがありますか。 

 

（Ｃ委員） 

 働きかけを、もっとプッシュしていただいて、一方的にではなく、例えば、中学校が

だめでもほかに会長は４人いますので、働きかけをお願いいたします。 

 

（委員長） 

 では、次回ということで。済みませんけど、先ほどいいましたように、やや同じ団体

に余り偏る、女性の問題もあるかしれないけど、できればバランスをとっていただいて、

できるだけ幅広い運営審議会のほうがいいんじゃないかということで、今回はいろいろ

事情があるようでございますから、これで承認ということにいたしますけど、今後はそ

ういう面も考えていただければ大変ありがたいなというふうに思います。よろしくお願

いを申し上げます。はい、もう１つどうぞ。 

 

（Ｂ委員） 

 年齢的には、この最高の年齢というのは何歳くらいの方でしょうか。 

 

（委員長） 

 年齢はわかりますでしょうか、一番上の人。 

 

（社会教育課長） 

 そこはわかっておりませんので、この次にお答えします。相当年齢高いだろうと思い

ますが。 

 

（Ｂ委員） 

 あまりにも御高齢だとどうだろうかなという感じもします。 

 

（委員長） 

 それでは、承認ということでよろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 はい。それでは、承認ということで進ませていただきます。 

 

日程５ 報告事項 

 

（委員長） 

 では、次の報告事項に移ります。 

 「世界遺産登録推進業務について」ということで、はい、どうぞ。 

 

（社会教育副部長兼文化振興課長） 

 それでは、資料の１４ページをお願いいたします。 

 世界遺産登録推進業務について、これまでの取り組みとその成果について御報告をい

たします。 

 まず、１４ページのこれまでの流れについて、かいつまんで御説明いたします。 

 ４月から８月までの業務の中で、まず４月２４日に世界遺産の専門家委員会の先生方
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による佐賀の歴史資産について調査があっております。ここでは、三重津海軍所、それ

から、反射炉では築地を代表して調査しております。それから精錬方を調査されており

ます。 

 その後、４月２８日、今回の調査の結果について、長崎において発表をされておりま

す。その結果としまして、三重津海軍所跡につきましては、世界遺産の構成資産の一部

となる可能性を秘めていると。ただ、実際にドックなどの造船関連施設の遺産があった

かどうかの位置を確定する必要があると、そのようなコメントがございました。 

 それから、築地反射炉につきましては、発掘調査の成果を期待すると、そのようなコ

メントがあっております。それに基づきまして、５月から三重津と築地の発掘調査を随

時行っております。 

 それから、下のほうに行きまして、８月６日に世界遺産登録推進協議会総会が福岡で

開かれまして、佐賀市がその協議会に加盟をすることになりました。それで、６県１１

市から６県１２市となりまして、鹿児島県が代表の県ですけれども、統一歩調をとるよ

うになっております。 

 今後の９月以降の業務ですけれども、９月１１日に国内の専門家委員会がございまし

て、佐賀市のほうからも出席をしまして、これまでの発掘調査の結果についてここで発

表をしております。 

 それから、１０月１９日から１０月２２日にかけまして、東京で、第４回の専門家委

員会がございます。この専門家委員会が、最終的に、今回の世界遺産の構成資産につい

て丸か三角かバツか、その辺の結論を出されるといったことで、１０月２２日、最終の

専門家委員会の提言書が提示されます。これにつきましてはマスコミにも公開されると

いうことになっております。 

 それでは、これまでの発掘成果につきまして、パワーポイントを使って御説明をいた

します。 

 

（主幹兼文化財係長） 

〈パワーポイントにより説明〉 

 

 それでは４月２８日の専門家委員会の指摘を受けて、６月から９月までの発掘調査成

果について簡単に御報告をさせていただきます。 

 お手元の資料のほうに、１５ページから最後２３ページまで、今からやりますスライ

ドと同じものをつけておりますので、後ほど御確認等に使っていただければと思いま

す。 

 まず、４月２８日の専門家委員会の指摘といたしまして、三重津海軍所につきまして

は、世界遺産のキーワードとして、普遍性、真実性、完全性という３つの言葉がござい

ます。 

 普遍性というのは、この場合、世界史的な意義ですとか価値ということになります。 

 ２つ目の真実性が、それが本当に、英語言うサイトですね。それは、建造物であった

り、遺跡、ものであったりということで、世界遺産というのは、あくまでも不動産とし

てのサイトが登録の対象になります。それがサイトの形で残っているかどうかというこ

とが真実性になります。 

 ３番目、完全性。それが、どういったものがどういう状況で、これは今後どう保存さ

れていくかという概念も含みますけれど、その部分は完全性というふうな用語であらわ

されております。 

 まず、三重津海軍所につきましては、普遍性はわかったと。真実性も、実際、現在こ

の三重津海軍所の大部分が佐野常民祈念公園というものになっておりまして、その公園

をつくるときに予備調査をして、地下に遺跡、サイトがあることもわかっていると。た

だ、今後完全性ですね。何が、どういう内容のものがどういう状態で残っているのかを

調べなさいというふうな課題が４月に出されました。 
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 具体的にどういう課題かといいますと、まず、三重津海軍所、専門家委員会の方々が、

世界遺産、近代産業遺産として最も注目されているのが三重津海軍所の跡です。造船で

すとか、当然、蒸気船を修理したような機能、そういった部分に当たります。 

 これが、三重津海軍所の６０年ぐらい後の時代に描かれた絵図でありますけど、この

あたりに製罐所、ボイラー工場ですとか、大工小屋ですとか、ドックですとか、船渠と

いわれるものが集中しているエリアが一番南側にあるんですが、このあたりで具体的に

ボイラー工場の跡ですとか、ドックの跡の構造を明らかにしなさい、完全性の証明をし

なさいということが課題として与えられました。 

 そのため、６月から、現在も調査の一番最終段階ですけど、この絵図に示されている

ボイラー工場の周辺、大工小屋の周辺、そしてこのドックの推定地の部分の３カ所の発

掘調査を行いました。 

 これは、今現在、発掘調査をする前の佐野記念公園の状況でございます。 

 こちらは、この部分が、製罐工場、ボイラー工場の推定地の部分。 

 こちらが大工小屋の推定地の部分。 

 こちらがドック推定地の部分というふうな形で３カ所の調査を行っております。 

 これら製罐所、ボイラー工場周辺といわれる部分の発掘調査の写真でございます。こ

れは、前回の予備調査でも判明していたんですけど、石囲いの炉が出てきておりまして、

これは燃料をたいて、どうも銅を溶かして鋳型に流し込んで、蒸気船関係の用具ですと

か、部材をつくったんじゃないかと思われる炉の跡が出てきております。 

 こちらは、地上炉なんですけど、古式炉という円筒形の粘土でつくった炉を据えた跡

じゃないかと思われるので、これはこちらの石囲いでは、どうも銅を溶かしたんじゃな

いかと思われる炉の跡なのに対して、こちらは鉄を溶かしたんじゃないかという炉の跡

が出てきております。 

 こちらはちょっとわかりにくいんですけど、お湯を炊くかまど、今でも古い民家なん

かには土間に残っておりますけど、これが３本並んでいるような形で、どうも一度に大

量のお湯を沸かす、煮沸したような施設の痕跡と思われます。銅の精錬には大量のお湯

が必要であるということでこういった設備があったのではないかというふうに、これも

銅の加工をする施設の一部じゃないかというふうに考えております。 

 こちらのほうが出土遺物になります。こちらのほうは鉄滓と呼んでいますけど、鉄を

溶かしたときの不純物の塊ですね。この辺がちょっとわかりにくいんですけど、これは

銅を溶かしたときの不純物ということになります。 

 これが年代の決め手になるんですけど、嬉野周辺でつくられた染めつけという焼き物

なんですけど、焼き物の形態や技法から、１８２０年代から１８６０年代に製造された

ものであることは確定をしております。ちょうど三重津海軍所の時代に合ってくるとい

うことになりまして、特徴的なのは、ここに海ですとか波のデザインがあるんですけど、

これはどうもよそで出ないんで、三重津海軍所に供給するために佐賀藩が嬉野周辺の窯

に発注してつくったんじゃないかと言われているものになります。 

 続いて、大工小屋周辺の調査区なんですけど、ここでは、これも銅を加工する炉なん

ですけど、二基並んだ形でこういった加熱炉が出てきております。大体、使い方として

は、こういった小型の炉を、燃料材を充填して火をたいて、真ん中にるつぼといって、

こういう小さなボールみたいな分厚い土器の中で銅材や鉄材を溶かして、それを鋳型に

流し込んで、船釘という木造の蒸気船をつくるときにこんなどでかい釘ですとか、いろ

んな船に使う道具なんかを鋳造したんじゃないかという部分です。 

 こちらは、製罐所や大工小屋のエリアのドック跡との敷地の境界に当たるところで、

たぶん敷地の一番外側でゴミ捨て山ですね。そこに産業廃棄物に当たるようなものを大

量に捨てたような穴が出てきておりまして、ちょっとわかりにくいですけど、これがフ

イゴの羽口といいまして送風口ですね。足で踏んだり、手で押したりするような、空気

を送風するようなポンプの炉の中に突き出している部分に当たります。非常に高温だっ

たので、この表面は溶けてガラス化をしております。 
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 これも非常にわかりにくいんですけど、鉄管の跡ですね。鉄でつくった管の跡で、さ

びが付着していて非常にわかりにくいんですけど、こうした鉄管をふいごの送風管とし

て使っていたというふうに思われます。 

 こちらが、船渠、ドックですね。船を入れて、水位を下げて修理するような施設であ

りますけれど、ドックの跡の部分の調査になります。 

 こちらに出ておりますのが、ドックの岸に当たる部分の護岸というふうに考えており

ます。詰杭というんですけど、木を打ち込んで壁をつくって、こちらがまだ下げており

ませんけど、ドックの深いほう、船が入る部分です。こちらが土でつくった壁のほうに

なります。これを下げますと、これは反対側から撮ったところですけど、こういう形で

この詰杭で護岸ができているということがわかります。この前面に横木を渡しまして、

その上に止めという、さらに木材を組み合わせて、こちらが土、本来地面に隠れている

部分に当たりますので、土圧でこっち側に倒れようとするのを防いでここをドックの護

岸にしているというふうな構造のことでございます。 

 いずれもこうした木を使った護岸の方法ですとか、あるいは銅や鉄を溶かして加工す

るような方法というのは、江戸時代に培われた在来の技術を使った工法でありまして、

幕末、江戸時代の終わりの近代化というものの姿を、例えば、明治維新、富岡の製糸工

場みたいに、工場で使うようなレンガを全部イギリスからすべて輸入してくるとか、あ

るいはお雇い外国人に象徴されるにように、すべて向こうのものを受け入れてやろうと

うする、そういった明治以降の近代化と違って、幕末、江戸時代の終わりというのは、

情報量もかなり限られておりますので、オランダ語や英語のテキストに載っているも

の。あるいは、長崎に行って自分たちで見てきたものを、自分たちが持っている技術で

どういうふうに実現しようかと、そういう課題を三重津海軍所の中で応えようとした、

そういった施設というものが今回の調査では出てきております。 

 完全性の証明の一端に、また１枚カードを積み重ねた結果になったというふうに我々

は見ておりますけれど、今後この辺のプレゼンを、東京の専門家委員会の中で、今いい

ましたように、幕末の近代化はこういったものですというふうなところも合わせて、主

に海外の委員を中心とした専門家委員会のほうにプレゼンをしていくことになります。 

 続いて、もう１つ。築地反射炉ですね。これは日本で初めて実用的な反射炉としてつ

くられたものなんですけど、御存じのとおり、日新小学校の北側のところが推定地にな

っております。 

 今回、絵図や文献上の記述から、こちらに天佑寺川がございますけど、天佑寺川の西

側、こちらが十間掘川になりますが、十間掘川の南側というふうに大体場所はわかって

おりましたので、ここが現在職員駐車場になっており、夏休み期間を利用してここの調

査を行いました。あわせて、ここでちょっとトイレの改修の計画がありましたので、そ

の改修予定地の部分での予備調査を実施しております。 

 調査の結果、これ東西方向の溝なんですけど、ちょうど、この部分を走っている溝と

いうものを今回検出することができました。そこから出土した遺物としては耐火レンガ

ですね。鉄が溶ける温度になっても溶けないようなレンガがないと反射炉というのはつ

くれないわけですけど、そういう特殊な耐火レンガですとか、こういう鉄滓という、鉄

を精錬するときの不純物の塊は、いえば反射炉でしか出てこないような種類の不純物と

いうのが、この溝から出てきておりまして、ここに焼き物が出てきておりますけど、こ

れも年代的には１８２０年代から１８６０年代に製造されたものだというのがわかっ

ております。年代的にも築地反射炉のものだろうということで、築地の反射炉に関連す

る遺構、たぶんこの溝自体は敷地を区割りするような溝というか、小さな堀のようなも

のであったんじゃないだろうかと思われますが、そういうものがあったといいますが、

残念ながら反射炉本体は、今回の調査では当てることができませんでした。恐らく、こ

の部分で当たっていないので、今後も調査を継続していくことになるかとは思います

が、こちらの西側のほうにあるか、もう少し南のほうにあるか、そういったことが考え

られます。 
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 先ほど申しましたトイレ改修の予定地では、反射炉本体ではないんですけど、どうも

田んぼを埋めるときに、その反射炉の周辺の土を削って造成をかけたようで、極めて大

量の反射炉関係の遺物ですね。もう反射炉でしか出土しないような耐火レンガですと

か、大きな鉄の不純物の塊や、溶けて流れ落ちたような炉の壁ですね。そういったもの

が出てきております。そういった点からいっても、この近辺に反射炉があったのはほぼ

間違いないんですけど、反射炉本体は当てることができませんでした。先ほどの３つの

キーワードの話でいうと、築地反射炉というのは真実性の証明には至っていないという

ふうな結論になります。 

 今後、築地反射炉のほうの調査はほぼ８月いっぱいで終了いたしまして、三重津海軍

所のほうの調査はもう今週でほぼ終了をいたします。引き続いて、あと幕末の佐賀藩の

近代化産業遺跡としては、残り精錬方跡と多布施反射炉跡がございますが、１０月以降

に、その２カ所についての発掘調査を実施する予定でございます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。何か御質問ありますか。よろしいでしょうか。 

 それでは次に、まなざしのＤＶＤができているということでございますから、お願い

します。 

 

（教育総務課長） 

 今回、まなざし運動のＰＲビデオができましたので、御紹介を兼ねまして、江頭子ど

もへのまなざし運動推進室長のほうから御説明と御案内をさせていただきます。 

 

〈ＤＶＤ放映〉 

 

（子どもへのまなざし運動推進室長） 

 今回、８月にこのまなざしアーチの曲に合わせてビデオをつくりました。今年度は、

広報活動といたしましては、これを５本つくりまして、各地域のイベントとか、説明会

のときにこの映像を見せながら、説明、広報活動のほうを行っていきたいと思っており

ます。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。ほかに、報告事項で漏れているというのがありましたらお

願いをいたします。はい、どうぞ。 

 

（こども教育部副理事兼こども課長） 

 こども課からです。この黄緑のチラシを見ていただきたいと思います。 

 児童虐待防止のための講演会の御案内でございます。「あなたにもできる虐待防止」

ということで講演会を開催いたします。 

 これは、こども課のほうでは年５回、児童虐待防止の専門家講座を開催しております。

その３回目の講座でございます。日時が１１月５日でございます。開演が１４時から１

６時３０分ということになっております。この１１月といいますのは、児童虐待防止の

法が施行になった月でございまして、児童虐待防止の推進月間となっております。そう

いうことで、３回目を１１月５日に開催をいたします。場所は、文化会館の中ホールで、

講師は福岡市役所ＯＢの方で、平原義行さんという方でございます。 

 参集者につきましては、主に民生児童委員さん、それからＰＴＡ、それから小、中、

養護小の職員さん、合計で８００名程度の方にお願いをしているものでございまして、

教育委員さんたちも、もし時間の御都合がつきましたらお越しくださいという御案内で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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 以上です。 

 

（委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

（スポーツ振興課長） 

 スポーツ振興課ですけれども、今度の１０月１７日、１８日、武雄市、杵島郡を中心

に、佐賀県民体育大会が開催されます。それに先立ちまして、１０月７日水曜日ですけ

れども、代表選手による結団式と激励会が開催されます。これにつきましては、委員の

皆様には９月１日付で文書を送付いたしておりますけれども、ごらんいただいたかと思

いますが、御参加いただけるかどうかですね。これはお時間の都合がつく範囲で結構で

すということで御案内を差し上げております。もしよろしければ、この場で出欠の確認

をさせていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

（委員長） 

 １０月７日午後７時から、はがくれ荘で、県体の結団式並びに激励会についてです。 

 

（スポーツ振興課長） 

 激励会のほうは、済みませんが、個人負担で２，５００円となっています。 

 

（委員長） 

 はい。御出席される方は挙手をお願いします。私と教育長の２人ですね。 

 

（スポーツ振興課長） 

 わかりました。ありがとうございました。 

 

（委員長） 

 ほかにございませんか。 

 なければ、これをもちましてきょうのすべての、予定している議題は終わりました。

どうもお疲れでございました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


