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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 皆さんこんにちは。ただいまから１０月の定例会を開催いたしたいと思います。 

 市長、市議選も終わりまして、また新たにスタートされたわけでございますけど、た

またま市長選を前にということで、「県都の進路」というのを佐賀新聞で３回にわたり

連載を上中下ということでされておりました。その中で、いろいろ佐賀市の問題点かれ

これを項目ごとに書いてあったわけでございますけど、いわゆる教育行政につきまして

は、実は大変お褒めの言葉をいただいておりました。例えば、ゆめ・ぽけっとの話だと

か、幼保小の連携のこと、それから、小中一貫校の取り組みとか、非常に新市といいま

すか、新しく先取りをした行政の進め方を教育行政はやられておるという高い評価をい

ただきました。読んでみて大変私はうれしゅうございました。ここ４年間のいろんな教

育委員会、また教育委員会事務局の皆様の本当にお骨折りによって、市民の皆様から、

またマスコミからもそういうふうな評価を受けているということ、大変ありがたいなと

いうふうに思うわけでございます。 

 どうか今後もいろんな施策につきまして、本当に先取りをしたいろんな行政の取り組

みを積極的にしていただいて、提案をしていただくと、そしてまた、教育委員さんもそ

の判断をしていただくということを取り組んでいただければ、我々の今の教育行政は市

民にとって大変役に立つだろうというふうに思うわけでございます。どうか今後ともよ

ろしくお願いを申し上げます。 

 では、座らせていただきます。 

 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、委員会が適法に成立を

いたしております。 

 

日程２ 会議録の報告 

 

（委員長） 

 まず初めに、日程２の会議録の報告をお願いいたします。 

 

（教育総務副課長） 

 失礼します。その報告の前に、事務局のほうから資料の訂正をさせていただきたいと

思います。 

 定例教育委員会資料の目次の部分になりますが、第２２号議案と第２３号議案の表題

のところで、佐賀市の次に「立」という文字を入れて、「佐賀市立中学校設置条例の一

部を改正する条例について」とし、もう１つは「佐賀市立公民館等施設整備計画（案）

について」ということで訂正をさせていただきたいと思います。議案の中身については

間違いありません。よろしくお願いいたします。 

 それでは、会議録の報告のほうですけれども、９月２５日の教育委員会会議録につき

ましては、１０月２３日に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） 

 はい、皆さん前もっていただ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。（「いいです」と呼ぶ者あり）いいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、承認ということで、次に進めさせていただきます。 

 

 

 



  2 

日程３ 教育長報告 

 

（委員長） 

 それでは、教育長の報告、教育長、よろしくお願いいたします。 

 

（教育長） 

 それでは、大きく５点、私がかかわったところということで報告させていただきます。 

 １つ目は、各委員の皆様もご案内のところかと思いますが、１０月３日に大隈重信ス

ピーチコンテストというのが大和支所の議場を使いまして行われました。昨年度は３１

人の応募でしたが、ことしは４２人が応募いたしまして、作文審査の結果、１０名がス

ピーチを行いました。当日、早稲田大学から国文学の松木先生という方が見えまして、

審査委員長ということで審査をされました。結果等については新聞等でご案内のとおり

でございます。 

 つくづくこの事業をずっと見てきまして、大隈重信という、この人の生き方に学んで

もらうということは、これからの社会を生きていく上で重要であると、七賢人という形

で、さまざまな人がそれぞれすばらしい生き方をしているわけですけれども、大隈重信

さんの生き方というのをもっと子どもたちにも浸透させてみたいなと、毎回聞くたびに

強く思っております。それを学ぶことができる機会ということで、このスピーチコンテ

ストは大切にしたいと思っております。 

 同時に、この大隈さんを初めとした佐賀の先人の業績を知るということは、佐賀市教

育委員会の目標の一つ、「佐賀を誇り、愛着を持つ子どもの育成」、こういう観点からも

このような事業は重要だなと再認識しております。 

 今後、さらに多くの子どもたちが応募して、またその生き方をみずからの生き方に取

り入れていくというようになればいいなと思っているところです。１０月３日に行われ

ました。 

 ２つ目、１０月８日、１０月２２日の２度にわたって行われました学校施設のあり方

検討委員会でございます。何回か勉強会等でもお知らせしているところでございます

が、過小規模校、複式学級のある学校でございますが、この問題と過大規模校について

どうするかという議論でございます。 

 前回、１０月２２日の話の中では、学校名を挙げて、そして考えられる対策を併記し

て答申するというようなところまで話を煮詰めました。具体的には、北山東部小、北山

校、松梅小、富士南小、これと連動しまして中学校の話がそれぞれ出てきます。学校名

を挙げまして、この４校が複式学級がありますので、複数の対策をそれぞれ併記して答

申するということでございます。 

 また、過大規模校、鍋島小学校につきましては、年を追うごとに標準規模化するので、

その流れを見ていきましょうということでございます。 

 もう一度会議を開きますということになっていて、１１月の中下旬になりますか、そ

の後、委員長をはじめ私どものほうに最終答申が出てきます。私どもは併記された答申

をいただきますので、この定例教育委員会の場等でどの案を採択するか、こういう問題

が具体的に作業として出てきますけれども、慎重に対応すべき課題かなと思います。 

 といいますのが、それぞれの地区が、私も意識してこれらの地域には土日にお邪魔し

ているんですけれども、あり方検討委員会が行われているからということではないと思

うんですが、過疎化が進む中で、何としてでも生き残りたいというので、地元の人がい

ろいろな会合を持って対策を講じているんですね。昨日は松梅のほうのある方の家にち

ょっとお邪魔しまして話をしましたら、地元の方が集まって、子どもが減ってくる中で

何とかこの地域を残したいというので、夜に対策会議を開いていますよと、このままだ

と学校が統合されてしまうのではないかと。このあり方検討委員会の結果が伝わってい

るとは思わないですが、子どもの数を見ると、もうこのままだと大変だということで、

まず大人たちが集まって、この地域の元気のあるところを見せましょうというようなこ
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であります。 

 松梅地区は何かグリーンツーリズムの地域に指定されて、それに追行しながらみんな

で協議して、多くの人も来るような観光地的なこともねらいましょうということで動い

ているようでございます。そのように地域が活性化することはいいことでございます

が、そういう問題と過少規模校としてのこれからの学校施設のあり方、ますます我々に

選択が迫られてくるなと、どういう形で今後これらの複式学級のある学校を受けとめて

いくのかということが近々の大きな課題になると思っております。 

 それから、３つ目でございますが、教育基本計画に係わる上半期の進捗状況のヒアリ

ングを行いました。１０月１９日、２１日、２３日にわたって行いました。合計４６の

事業があるわけですが、そのうち３１の事業についてヒアリングを実施いたしました。

おかげさまで、ほぼ予定どおり、あるいは予定どおりというものが大部分でございまし

た。 

 教育委員会第三者評価というのが行われております。例年でいきますと、年度が変わ

ってからということでございますが、そのときの第三者評価のときに、進捗の結果が不

十分だったということも出てくることもあるかと思いますけれども、具体的に何が原因

で、どういった点が出てきたのか、何が不十分だったのか、こういうことがわかりやす

く説明できるように、残り下半期もこの進捗管理を行っていきたいと思っているところ

でございます。 

 ４つ目、世界遺産登録関係です。私の手元に、九州・山口の近代化産業遺産群と、こ

れは社会教育部副部長のほうからメールで送ってもらったので、あけてみました。私も

ちょっと驚いたのですが、九州・山口近代化産業遺産群、この中に岩手県が入ったんで

すね。それを含めて、８つのエリアで考えていくと。十分読み取っていないので、もし

かしたら間違いかもしれませんので、後で社会教育部副部長のほうから補足がありまし

たらお願いしたいですが、岩手県の釜石、あの辺のところの製鉄・鉄鋼業の関連資産と

いうことで、橋野高炉と鉱山産業景観というのが含まれて九州・山口近代化産業遺産群

となったようでございます。 

 一番関心の高い佐賀県のことでございますが、三重津海軍所跡がきちんと名前として

載っておりました。逆に言いますと、残りのところはその名前もこの報告書には載らな

かったということでございます。その中に、このように、「しかし、真正性に関しては

さらなる歴史文献による入念な調査、並びに２００９年度に実施された考古学調査の結

果による証明が待たれる」というようなことが書かれております。 

 いずれにしましても、三重津海軍所跡が候補として残りそうでございますので、さら

に重要な世論といいましょうか、みんなでこれを盛り上げていくということが必要だと

思っております。 

 学校教育関係でも、子どもたちにこういうことを示しながら夢を求めるということも

重要かなと思っておりますので、今後の対応をまた考えていきたいと思っております。 

 最後に、まなざし運動関係でございます。４点申し上げますが、「まなざしフォトコ

ンテスト」、写真の募集というのをやっておりました。現在５１点の応募作品がありま

して、１１月下旬に審査をして、そして年明けたころ行う予定の推進大会で入賞作品を

発表するということでございます。 

 私も一度この作品を見たんですけれども、どういう作品があるのか、まなざし運動の

趣旨に合った場面を写真に撮ってということでございますので、これが１回うまくいけ

ば、毎年やりながら、私のイメージとしては、これをもし１０年も続ければ、それがず

うっと展示されると、いろいろなものがそこから見えてくるのかなと思いまして、大人

の姿、親子の関係、地域と子どものあり方、こういったものが見えてくるものになると

いいなあなんて思っております。まなざしフォトコンテスト、５１点集まっています。 

 それからもう１つは、こういうチラシがつくられまして、１１月中には各家庭に配布

する予定で、「みんなであいさつ 笑顔で団らん いっしょにごはん」というものを 

１１月２１日に佐賀県ＰＴＡの研究大会がございますが、佐賀市で行われますので、そ
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の際、配布するということでございます。 

 それから、まなざし運動の参加企業が目標５００社でございましたが、１０月２６日

現在で４２１社、あと７９社というところまで、数の上では大分迫ってきているようで

ございます。経済部の各課との連携によるということでございますので、多くの企業の

理解を得ていくということ、企業の理解を得るということは、そこに働いている方たち

が大人でございますから、大人への広がりもあるだろうということでございます。 

 それからもう１つですが、２９日のライトファンタジーオープニングパレード、ここ

に『まなざし運動ＰＲ隊』として、推進委員会のメンバー、栄の会、教育委員会職員、

合計１８０名が参加予定ということになっております。委員の皆様、もしお時間の都合

がつきましたら、この『まなざし運動ＰＲ隊』が出ますので見ていただければと思って

おります。 

 以上が５点の報告でございますが、今ちょっと臨時にインフルエンザのことをまとめ

てもらったのがあります。学級閉鎖がきょう２６日２時半現在、小学校１１校の１９ク

ラス、中学校５校で９クラス、それから学年閉鎖は、小学校は、開成小４年生の１校、

中学校での学年閉鎖は城南中２年生の１校です。先週まで金泉中が学校閉鎖でしたが、

それは解消したということでございます。子どもの数にしますと相当の人数がもう罹患

したのじゃないかなと思っておりますけれども、早いうちに大きな山を超えることを願

っているところです。 

 ちょっと長くなりまして、あちこちの話になりましたけれども、私からの報告とさせ

ていただきます。以上です。 

 

（委員長） 

 今５つに分けて報告をいただきましたけど、何かご質問等がありましたらどうぞお願

いします。 

 ２９日のライトファンタジーは、出発は何時で、どこでしょうか。 

 

（教育長） 

 ５時半に受け付けして６時です。 商工会館前付近ですね。 

 

（教育長） 

 社会教育部副部長、何か補足することはありますか。 

 

（社会教育副部長兼文化振興課長） 

 先ほど教育長が言われました釜石市が入ったというのは、どうしても日本の製鉄業と

いいますか、近代化の中で釜石市というのが外せないといったことで、海外の専門家の

中からそういう指摘があっております。それから八幡製鉄所に続いていったという流れ

があるということです。 

 それで、九州・山口という名前が今後変わってくる可能性はあると思います。「九州・

山口の近代化産業遺産群」というのが、釜石まで入れた名前になるのじゃないかなと思

っています。 

 

（委員長） 

 では、次に行きます。 

 

日程第４ 提出議案 

 

（委員長） 

 第２２号議案『佐賀市立中学校設置条例の一部を改正する条例について』ということ

でお願いいたします。 



  5 

（教育総務課長） 

 教育総務課からご説明いたします。 

 佐賀市立中学校設置条例の一部を改正する条例です。これは佐賀市教育委員会教育長

に対する事務委任規則第２条第３号の規定に基づいて提出をいたします。 

 ２ページのほうをお願いいたします。 

 条例の一部改正の内容でございますが、佐賀市立中学校設置条例第２条の表中、芙蓉

中学校の位置を「蓮池町大字小松１００５番地－１」を「蓮池町大字小松１０００番地」

に改めるものです。 

 その理由は、３ページの図面をごらんください。 

 この図面右側が旧中学校になります。左側が旧小学校ということになりますけれど

も、芙蓉中学校は平成７・８年度に現在地１００５－１に建てかえを行っております。

それから、芙蓉小学校は２０年度から本年度にかけて改築を行い、ほぼ事業が完了して

おります。この際、旧小学校は大字小松１０００番地にありましたが、新校舎は図面の

ように１０００番地と１００５番地の１をまたがる地に校舎が改築されております。こ

のままですと、校舎一体型の小中一貫校として開校した芙蓉校が小学校と中学校で住所

が異なるというようなことになりますので、これを機会に１０００番地と１００５番地

の１の土地を合筆いたしまして、１０００番地といたします。そのため、１００５番地

の１という地番であった中学校の位置を１０００番地に改めるというのが今回の改正

の理由でございます。 

 なお、そのほか、地番を７３５－４とか記載をしておりますが、これについては大字

ですとか字が異なるために合筆できませんので、そのままの形で残しております。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 今、第２２号議案を説明いただきましたけど、小中一貫校ということで、一緒の番地

がいいだろうということでしょう。何かございますか、よろしいですか。 

    〔「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。 

 第２３号議案『佐賀市立公民館等施設整備計画（案）』についてお願いします。 

 

（社会教育課参事兼副課長兼庶務係長） 

 第２３号議案『佐賀市立公民館等施設整備計画（案）』について、提案理由としまし

ては、社会教育法第５条、それから佐賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則第２

条の規定に基づき、この案を提出いたしております。 

 資料は５ページ以降になります。６ページをお願いいたします。 

 ６ページでは、「佐賀市の公民館の現状と役割について」ということで記載しており

ます。 

 ７ページのほうに施設の一覧表をつけておりますので、これでご説明いたします。 

 旧市は小学校区ごとに１９館の公民館を置いています。諸富町公民館、これは２つの

小学校ですが、１つの公民館で事業を運営しております。川副は４小学校区で４つの公

民館、あと東与賀と久保田はそれぞれ１小学校区ごとになっています。東与賀と久保田

については、農村環境改善センターのほうで公民館事業は運営をしておりますので、こ

れはもう実質的には１カ所というふうに考えていただいて結構です。大和、富士は４小

学校ずつありますが、生涯学習については学習センターのほうで事業を実施しておりま

す。三瀬は１校区になります。ですから、実質的に２９の公民館等があります。利用者

数を合計しますと、約６２万人の市民の方が利用されているということです。 

 旧佐賀市の１９公民館につきましては、１８年度から運営の一部を地域に委託いたし

ておりまして、それによって地域住民の参画意識というのが出てきまして、利用者もふ

えているというような状況です。 
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 公民館の役割としましては、従来同様ですが、生涯学習、それから地域コミュニティ

の活動拠点としての役割を担っているところですが、従来にも増して、そういう地域住

民の参画を一層進めるような取り組みが必要だというふうに思っています。 

 次のページお願いいたします。 

 ８ページ以降に、「公民館等施設整備計画について」ということで記載しております。 

 公民館施設の現状と課題ですが、これは勉強会等でもご説明をいたしておりますが、

ポイントだけ、課題等だけご説明をいたしますと、特に(2)大和地区ですが、川上校区

以外の３校区については、地域コミュニティの拠点施設の整備が課題ということです。 

 その上に、川上校区は平成２１年度に川上コミュニティセンターが開館予定とありま

すが、これは平成２１年度が若干おくれまして、２２年の９月ぐらいに開館をする予定

です。 

 あと諸富地区については、住民の利便性確保のために事務室及び会議室の整備が課題

としております。これは平成１７年度に、図書館の分館を、公民館の中に設置をしたた

めに、事務室ですとか会議室等が減りまして、非常に住民に不便を来しているというと

ころが課題であります。 

 それから、９ページに川副地区の公民館の状況を載せていますが、特に川副公民館は

老朽化が進んでいるといったところがあります。この川副公民館の改修につきまして

は、合併により引き継いでおり、それの改修内容等を検討する必要があったということ

があります。 

 それから、図書室もございますが、蔵書数というのが非常に少なくて、大体分室規模

で、基準でいけば１万冊以上が分室の蔵書数ということですが、ここは４，２００冊程

度の図書しかないというところです。 

 一番下の久保田地区につきましても、図書室の蔵書数が少なくて、ここも図書館サー

ビスの充実が課題というふうに認識をしております。 

 次のページお願いします。 

 施設整備の必要性というところですが、この中身につきましては、老朽化をしている

公民館が非常に多いので、計画的に整備をする必要があるといったことを書いておりま

す。 

 それとまた、合併後、新たに自治組織ができまして、旧大和町に組織ができたんです

が、その拠点がないといったことで、地域コミュニティ活動が十分にできていないとい

った状況も見受けられます。このようなことから計画的に施設を整備する必要があると

いうふうに記載をしております。 

 １１ページに、施設整備の方針について、６点ほど掲げております。 

 この中で、特に先ほど言いました大和地区については(2)番で言及をしておりますが、

拠点施設がない地区にコミュニティセンターを確保・整備するということにしておりま

す。「確保」という言葉遣いについては、既存の公共施設の利活用も考慮して、必ずし

も新しくつくるというわけではなくて、そういう施設を確保するということで、確保・

整備というふうにしております。 

 それから、(4)番目に学校等と連携した施設整備ということで、学校と地域との連携、

それから地域の教育力再生というのが非常に重要でありますので、今後は小学校等を中

心とした地域コミュニティの拠点となるように、学校等と連携をした施設整備を行うと

いうことにしております。 

 それから、１２ページをお願いいたします。 

 これは施設の基準についてということで、公民館の大きさを決めたものですが、これ

は平成１７年度からこの基準で運用をしております。この表にあるように、表に載せて

いますが、人口規模によりまして、公民館の床面積を区分をしております。 

 現在の旧市の１９公民館の平均面積が、表の右下のほうに５３８平方メートルという

ふうにありますが、ここを見ると若干広くなるなというところです。 

 それから、敷地面積についても３，０００平米以内ということで、ただし、市街地に
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ある場合とかは、状況に応じて駐車場等の面積を減じることとしております。これに基

づいて巨勢公民館、あるいは今、造成だけ済んでいますが、西与賀公民館等も整備をし

ているところです。 

 それから、１３ページ以降が具体的な計画になります。計画の期間については、２１

年度からの６年間としております。 

 それから、対象施設及び整備方法については、築２５年以上の１３施設について老朽

化の程度とか、それから利便性等を評価して、下に書いていますとおりに、川副、神野、

新栄、嘉瀬公民館、これらが老朽化に伴う改修ということで選定をいたしました。 

 評価表については、15ページに記載しておりますが、１つは、経年劣化の比較という

ことでしております。あと利便性・快適性ということで、ポイントとしては２０対１５

ということで、この差につきましては、やっぱり古い建物から改修するのが経済的に効

率が高いということで、経年劣化のポイントを高目にしております。 

 あと内訳として、それぞれ項目を設けております。この結果、一番右のほうに評価を

つけていますが、一番ポイントが高いのが嘉瀬公民館、それから神野公民館、新栄公民

館、それから川副公民館というふうになります。これは、決して優先順位ということで

はなくて、対象となる公民館を選定する際の評価ということでとらえていただきたいと

思います。 

 戻っていただきまして、１３ページですが、あと、老朽化以外に諸富公民館について

は、先ほど課題のところでも申し上げましたが、事務室、会議室等がないということで

増築を行いたいと思っています。 

 大和地区については、当面はコミュニティ施設として整備をしたいというふうに考え

ています。ここには、施設の管理をする人ということで、嘱託の管理する人を１名置き

たいというふうに考えております。 

 それから、大和につきましては、川上が今建設中でありますので、それ以外の春日、

春日北、それから松梅についてはコミュニティセンターを確保・整備をしたいというふ

うに考えています。 

 ６番、一番最後に書いていますが、これ以降も古い公民館というのはありまして、こ

の計画の次の計画については２５年度中に新たな計画を策定し、計画的に整備を行って

いきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 今、第２３号についてご説明をいただきました。前回の勉強会でもこの資料は、全部

ではなかったかもわかりませんけど、説明をしてもらってお伺いしていますから、その

後、何かご質問等がありましたらお願いいたします。 

 では、私から１つ。 

 施設の整備計画というのは、これでよく理解をいたしましたけど、いわゆる地域コミ

ュニティーの核としての公民館の役割というのが、運営のやり方によって旧佐賀市内に

ついては公募という形で公民館の館長を選んだり、それから、主事さんたちもそういう

ことで選ばれておりまして、一定のそういう意味でのコミュニティーの運営のやり方が

進んでいるという現状と役割について評価を先ほど言われました。 

 新市内ではまだそこまで進んでいなくて、整備には一応こういう計画の中に組み込ま

れておりますけど、いわゆるそちらのほうの新市についての人の問題はどのように考え

ているかについて、ちょっとご説明いただきたいと思います。 

 はい、どうぞ。 

 

（社会教育課長） 

 地域委託については今も検証しておりまして、なかなかいいとか悪いとか意見があり

ますが、それを全部ひっくるめて新しいＮＰＯ、市民活動団体として一括してそれをと
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り行うことができ、初めて主事の異動等が可能でございます。それで、そのシステムが

整い次第、新市にも波及したいと思っているところです。 

 

（委員長） 

 わかりました。 

 

（Ａ委員） 

 済みません、１ついいですか。 

 大和地区のコミュニティーセンターの確保・整備について質問ですが、既存施設の活

用も含めて整備するということですが、既存施設として適切な候補に挙がっている施設

はあるんでしょうか。 

 

（社会教育課長） 

 大和生涯学習センターと、それから、先ほど学校の統合とかで言われました松梅小学

校が候補になっています。 

 

（Ａ委員） 

 はい、ありがとうございます。 

 

（委員長） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、なければ、第２３号議案については承認ということで、今後の整備計画を進め

るということになります。よろしくお願いをいたします。 

 では、第２４号議案『社会教育委員の委嘱について』ということでお願いいたします。 

 はい、どうぞ。 

 

（社会教育課長） 

 このことについて、別紙のとおり提出するとありますが、社会教育法第１５条に市町

村に社会教育委員を置くことができるとあり、また、佐賀市社会教育委員条例第３条の

規定に委員の任期は２年とあります。前の委員さんが２年の任期を終えましたので、新

たに次の委員さんを委嘱をお願いするものです。 

 定員１３名以内とありますが、今回は各旧町村からの代表委員１名をやめまして、 

１１名で構成しました。社会教育委員は、学校教育また社会教育の関係者、家庭教育の

向上に資する活動を行う者並びに学識経験者と条件がありましたので、左の１７ページ

にあります一覧表のようにお願いしました。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 今、社会教育委員の委嘱についてということで説明をいただきました。いかがでしょ

うか。１１名の方が名簿として挙がっております。 

 

（教育長） 

 今後の手続としては、ここで決定したあと、この方たちにへはどうするのか。 

 

（社会教育課長） 

 辞令書を渡します。 
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（教育長） 

 だけど、現段階では森田先生にしても宮崎校長にしても正式に決定したかどうか、本

人はわかっていないんですよね。社会教育委員に決定したかどうかはわからないわけで

しょう。 

 

（社会教育課長） 

 お願いはしましたが、まだ正式なものではありません。 

 

（教育長） 

 高島忠平さんも、依頼はしたけど、決定したどうか──本人は知らないんですよね。 

 

（社会教育課長） 

 はい、そうです。 

 

（教育長） 

 他の方も知らないんですよね。 

 

（社会教育課長） 

 はい。 

 

（委員長） 

 きょう決定して言われるわけでしょう。 

 

（社会教育課長） 

 はい、きょう決定していただいて、初めて正式にお願いします。 

 

（Ｂ委員） 

 それはここで決定して、いや、もう私は受け入れませんということはないですよね。 

 

（社会教育課長） 

 内々にはもうお願いしています。 

 

（Ｂ委員） 

 内諾は受けてもらっているのですか。 

 

（社会教育課長） 

 はい、受けております。 

 

（Ｃ委員） 

 公募は何人ぐらいあったんでしょうか。 

 

（社会教育課長） 

 公募は、全員で４人ありました。 

 

（委員長） 

 よろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、１１名の方に社会教育委員をお願いをするということで、承認ということで進

ませていただきます。 
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（社会教育課長） 

 ありがとうございました。 

 

日程５ 報告事項 

 

（委員長） 

 次に、日程５の報告事項に入りたいと思います。 

 まず第１番目、「第２１回佐賀市青少年非行防止大会について」ということで、どう

ぞお願いします。 

 

（青少年課長） 

 それでは、資料の１８ページをお願いいたします。 

 報告事項はすべて青少年課に係るものでございますので、まとめてお話をしたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それともう１つ、きょう新たに追加でお願いしました佐賀市少年の主張大会開催要項

をきょうお渡ししていると思いますので、そこまでご説明したいと思います。よろしく

お願いします。 

 まず「第２１回佐賀市青少年非行防止大会」開催要項ということでございまして、大

会スローガン、日時等を書いていますように、１１月２４日、メートプラザで開会とい

うことでしております。 

 内容につきましては、プログラム、日程に書いていますように、『携帯・インターネ

ットの危険性について』という基調講演が県警本部の藤井信吾氏からあった後に、それ

に関連したパネルディスカッションをし、そして、最終的には佐賀駅周辺において啓発

チラシの配布活動ということで終わりたいというふうに考えております。 

 参加依頼につきましては、教育委員長さん、そして教育長さんに対しましては、後日、

出席依頼ということで文書をお出ししたいというふうに考えております。出席依頼につ

きましては、委員長さんと教育長さん、この２名でございます。したがいまして、あと

の委員さんにつきましては、時間等があれば来ていただければなというふうに思ってお

ります。一応お知らせでございます。 

 続きまして、次のページ、成人式につきましてご説明いたします。 

 平成２１年度、今年度の成人式を年明けまして１月１０日、８カ所に例年同様分散し

て開催する予定でございます。 

 開催時間、場所等につきましては、昨年と大体同じ時間帯でございまして、ただ、富

士町だけが昨年は午前中だったのを、今回は１３時からというふうに変更になっており

ます。 

 また、教育委員さんに対しましては、市長代読で出席していただくということになっ

ておりまして、会場等につきましては次回の定例教育委員会でお知らせをしたいと思い

ます。 

 また、式につきましては、１２月の定例教育委員会でお渡しする予定としております

ので、よろしくお願いいたします。 

 したがいまして、きょうは開催日と会場名だけ頭の中に入れていただければなという

ふうに考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

 続きまして、きょうお渡しいたしました「第２３回佐賀市少年の主張大会」でござい

ます。 

 これは１２月５日に、ことしは県立美術館ホールで行います。１２時半受け付け開始

で１３時から大体１６時ぐらいまでということで、これにつきましては、後日すべての

委員の方につきましてご案内をしたいと思っておりますので、その節はよろしくお願い
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し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） 

 青少年課から３つの行事について、説明をいただきました。何かご意見はありますか。

はい、どうぞ。 

 

（Ｄ委員） 

 今、報告をいただいた分とは直接は関係ないと思いますが、この１１月２４日にある

内容の基調講演の中で、『携帯・インターネットの危険性について』とありますが、こ

れらの対象の人は、もちろん参加者は大人だと思うんですよ。それが実際自分の子ども

たちとか、学校現場に帰ったり、いろいろなところに帰ってからも、子どもにどういう

ふうに波及しているか。例えば、子どもに直接渡すようなリーフレットをつくれないも

のか。実際大人がこれだけいろいろ考えても、当の子どもたちとかはそこまで感じてい

ない。自分なりにブレーキをかけているかというのを考えれば、ちょっと頭をかしげる

場合が多々ありますので、その辺を学校関係の部署の方とかがどういうふうに考えられ

てあるか、少しお聞きしたいと思います。 

 

（委員長） 

 今の質問に対して、どなたか回答をお願いします。はい、どうぞ。 

 

（学校教育課長） 

 学校現場では、こういった携帯、あるいはインターネットの危険性云々については、

もう中学校はほとんど取り組みを進めております。年に１回程度ぐらいしかできないで

すけれども、すべての生徒を対象にして、そういう講演会、それから、この藤井さんに

しても、城東校区にお住まいでしたので、城東中でもお呼びしたこともございますけれ

ども、藤井さんばかりでなく県警本部のサイバー捜査官がほかにもいらっしゃいますの

で、そういったところにご協力いただきながら行っているところです。 

 なお、子どもに直接渡せるリーフレットということで今お話しがございましたけれど

も、直接渡せるものとして代表的なものは、ねちずん村というところが出しているもの

がありますけれども、あれが実は有料で、学校によってはＰＴＡのほうにお願いをして

購入して配布しているというようなところもあると思います。 

 学校のほうで資料とかは、この危険性等については、資料を整理して子どもたちにい

ろんなプリントを渡して呼びかけているという学校がほとんどだと思います。あえて購

入、作成というところまではないと思います。 

 

（青少年課長） 

 もう１点ですけれども、青少年課のほうでも、「健やか」、それと「まもる君」という

チラシ、これは大体子どもたちを対象にして直接学校を通して配っていただいておりま

す。そういった中で、わかりやすく子どもたちに対して、例えば、薬の問題とか自転車

の問題、それと、こういったインターネットの問題、そういったこともチラシとして配

ってはおります。 

 以上です。 

 

（教育長） 

 この間、学校問題解決専門家サポートチームでしたか、そこで中学校の生徒指導や教

育相談の先生たちから言わせると、この携帯を使って、子どもたち同士のネットが学校

を超えてできていますよという話ですよね。私もつくづく思うんですけれども、我々が

やることの限界性というのを感じるんですけれども、親御さんに説明しています。これ
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によって、我が子をこういう携帯・インターネットの危険性からセーブしていくご家庭

もあるんでしょうけれども、厳然と、あるいは平然とそれを使ってネットワークをつく

って悪いことをしている子どももいるわけですよね。何かこう表面、私も対応策は見え

ないですけれども、何か上のほうでだめだよと言っているんですが、水面下ではもう全

然気にもしないで、家庭の親御さんもほとんど感じないで生活していて、その子たちが

さまざまな被害を受けたり与えたりしているという、この携帯・インターネットの危険

から何をどうしたら、もっと一人一人の子どもに迫っていけるのかというのがありま

す。セオリー的に言えば、非行化防止で市民を対象にやり、各学校が事業の中で取り組

んで、そしてＰＴＡ保護者会でも訴えてということなんでしょうけれども、これは多分

全国的にそうだと思うんですが、成果が上がっていないんですよね。携帯を使った厳然

たる非行が起きているわけでありますから、この辺がどうしたらいいのかなと思いま

す。 

 きょうの会議は、大会がありまして、こんなスケジュールで、こういう人がやります

よということだけですから、佐賀市教育委員会として、この携帯にまつわる危険性から

どう防止するかという議論をここでしているわけではないので議論はできませんけれ

ども、「うーん」という具合に考えてしまうというのを感想として持っております。何

か手立てはないのかなと。一切持っちゃいかんと決めているところも若干ありますけれ

ども、親御さんの中だって「なぜ持たせて悪いんだ。うちのお金で、うちの子が使って

いるんだから」と、幾ら話しても「いや、うちの子は」と、こうなりますからね。 

 

（Ａ委員） 

 例えば、１つは警察のほうの被害実態を匿名で出してもらうとかですね。そういうの

も１つあるかなと思うんですけど、今回、佐賀県警から来られるそうですけど。 

 

（教育長） 

 ここに来られる親御さんはまだ話を聞かれるんですよ。 

 

（Ａ委員） 

 そうですね。 

 

（教育長） 

 全く来ないでしょう。 

 

（Ａ委員） 

 例えば、世の中的には携帯・インターネットで普通に買春している男性とかも結構世

の中にいますし、そういうのでたまに女子中学生とかが被害にあって事件化するという

こともありますけれども、そういうのが簡単に踏み越えられるような危険性があるとい

うことを。 

 

（Ｄ委員） 

 どうにしかして子ども自身がボタン押すか押さないかの分別をつける努力を。もう物

はどうしても、例えば親御さんから買ってもらわなくても、ひょっとしたら第三者的な

立場の者から譲り受けるという可能性もありますので、ハード、機械を手にするどうこ

うよりも、自分で押すか押さないか、それの努力を直接子どもたちに働きかけていかな

いことには前に進まないと思いますので、お金が多少かかっても次の世代を担う子ども

たちの教育をしていただければと思います。 

 

（教育長） 

 それからもう１つ、前、私が原案時か、起案のときかに何かで聞いたのかもしれませ
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んけど、コーディネーターが鳥栖市の人だけど、これは何で鳥栖市なんですか。佐賀市

の非行化防止で、佐賀市の中には適任者がいなかった、こういうことですか。 

 

（学校教育課長） 

 Ｆ先生は、市の校長職ですけど、まだ久保田町時代だったのではないかと思うんです

けれども、教頭をしておられた時に、思斉もやはり携帯のいろんな問題が広がりまして、

思斉中学校としてどう取り組みを進めるかということで、かなりご苦労いただいた当時

の教頭です。それからあと、Ｇ氏、学校関係として掲載の、この方もたしか思斉中の生

徒指導関係の先生だと思います。県の生徒指導のいろいろな研修会でも、この思斉のＦ、

あるいはＧといった先生方にはいろんな講習をしていただいたり、取り組みも紹介をし

ていただきご活躍いただいたところですので、そういうことから選ばれたんではないか

と思います。（「そうです」と呼ぶ者あり） 

 

（教育長） 

 自分の気持ちとしては、なるべく地元の方をというふうに考えると、すぐれた人の話

を聞くのはいいことなんですけど、前佐賀市立思斉中教頭というのであればいいです

が、現職はここで、やはりぱっと見たときに、何で佐賀市で開催なのに鳥栖市なのか、

佐賀市にはこういう人材がいないんですかみたいになるのもいい気持ちしないもので

すから、前に活躍した人なので、多分、今現在たまたま鳥栖市に行っているだけですよ

と、佐賀市で実績を上げた方なんですよというのが、佐賀市開催で、佐賀市教育委員会

として加わっているのにという感じがするからですね。このＦさんの肩書に前佐賀市─

─前佐賀市ではいけないのか、教頭時代というのは大分前で、もう７年ぐらい前じゃな

いですか、そんなかき方はできなない。今の思斉中の校長のときの教頭でしょう。 

 

（学校教育課長） 

 はい、もう今の思斉中の校長とは一緒じゃないです。 

 

（教育長） 

 全然関係ないのね。 

 

（学校教育課長） 

 はい。 

 

（教育長） 

 かなり前ですよね。 

 

（Ｂ委員） 

 いや、もっと前を言えば、東与賀中学校の生徒指導主任だった。 

 

（教育長） 

 それも佐賀市じゃないよね、合併前だから。 

 

（Ｂ委員） 

 元東与賀町です。だけども、生徒指導の部門では非常に、もう佐賀では一生懸命取り

組んでおられます。 

 

（教育長） 

 何か佐賀市の人がいれば。そういうことを積極的に考えちゃいけないかもしれません

けれども。 
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（委員長） 

 これは家庭教育の問題でもありますし、繰り返ししないといけないという問題だと思

います。教育委員会と語る会でもこの問題は皆さんから出ましたから、何か、例えば、

強化月間というのを年に１回でも決めて、あらゆるところでそういう被害の実態も含め

てＰＲをしていくと。そういうのを対象に、漠然とするよりも、そういうのもいいんじ

ゃなかろうかと思います。子どもにとっては大変大きな問題ですから。 

 では、よろしくお願いいたします。 

 ほかにございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

（Ｂ委員） 

 インフルエンザがどんどん広がって、休校とか学級閉鎖とかいっぱいありますけど、

見通しは立たないでしょうけれども、休校したり授業ができなかったときにはどんなふ

うな対策をとるというのはもう方針は決めているんでしょうか。そこら辺がわかってい

れば教えていただきたいと思います。 

 

（委員長） 

 はい、どうぞ。 

 

（学校教育課長） 

 先週末までにちょっと教育委員会でも検討いたしましたし、佐賀市の校長会の役員の

先生とも話をしました。学校には幾らかゆとりの時間といいますか、余剰ですね、例え

ば、中学校であれば９８０時間が標準時数となっているんですが、実際は１，０００時

間以上の授業時数というのが年間にございますので、差し引き、今回、例えば、２８時

間、２９時間、１週間授業ができなくても、差し引き標準時数はクリアできるであろう

と。ただ、佐賀市の学校として１週間も学校を閉めるわけです、学校閉鎖の場合ですね。

そうしたときに、子どもたちの学習から離れている期間、そして、一度復帰して、さあ

エンジンをまたかけていこうということですが、１週間分の勉強がおくれることは間違

いない、少しでも幾らかの取り返しはつくんですけれども、取り返しプラス、さらに学

習充実のために学校としても、姿勢として、例えば冬休み中に補習をする、あるいは可

能であれば土曜日にその学年だけ登校させて、そして、その関係の先生だけ出勤させる

とか、あるいは０校時、あるいは７校時、０校時というのは１時限目よりも前の話でご

ざいますので、朝早く来らせるとか、あるいは放課後残すとか、いろんな取り組みを、

今学校で、こちらから幾らかの例を挙げまして、どういう対策をとれますというのを実

はきょうから各学校、検討に入っているところです。まだ学校閉鎖、学年閉鎖をしてい

ない学校もたくさんございますので、そういう学校も今後の対策として早目に検討して

いただければということで協議してもらっております。 

 

（Ｂ委員） 

 思うのは、学級閉鎖になって、要するに不公平というか、あるいは対策がまちまちで、

何か佐賀市全体としてはどういうふうにするのか方針が出ていないんじゃないか。そう

いう意見がやはり出ないように、やはりこういうことについては佐賀市としてはこうい

うふうに取り組むんだというような明確な何らかのものがあって、そして、保護者も納

得できるというように。子どもも、ああよかった、もう休みでよかった、ほっとして、

ずるしていいんだというような感じにならないようにですね、ぜひお願いしておきま

す。 

 

（Ａ委員） 

 １つ質問ですけれども、インフルエンザのワクチンはいつごろから小学生、中学生に

打つ予定なんでしょうか。 
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（教育長） 

 今、順番は決まっているて、医療従事者からとなっています。 

 

（委員長） 

 きょう、老人の方はもうワクチンを病院で、始めたようですね。 

 

（Ａ委員） 

 もうワクチンを打つしかないんじゃないかなという感じがするんですよね。子どもた

ちは学級閉鎖になると、塾に行ったり、コンビニに行ったりして、結構うろうろしてい

ますし、余り感染予防に結びついていない。 

 

（委員長） 

 その予防注射については、学校教育には関係していないですね。 

 

（学校教育課長） 

 学校でしたりするわけではないです。 

 

（委員長） 

 ないですね、民間ですね。 

 

（学校教育課長） 

 はい。 

 

（教育長） 

 佐賀県として順番が決まっていて、何月ごろにどことかいうのは案が出されてまし

た。子どもたちというのは最後のほうでしたよね。 

 

（こども教育部長） 

 それでも１２月ぐらいには順番が回ってくるんじゃないかと思います。 

 

（Ａ委員） 

 子どもたちは任意の接種なんですね、そうすると。 

 

（Ｄ委員） 

 今回は強制になるんじゃないですか。この分に関しては違いますか。 

 

（Ａ委員） 

 各自医療機関に行ってすることになるでしょう。 

 

（委員長） 

 学校に集めてということはないですね。（「それはないでしょう」と呼ぶ者あり） 

 

（Ｂ委員） 

 保護者が判断するということですよ。 

 

（Ａ委員） 

 本当は集団接種のほうがいいのかなという気がしますけれども。 
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（委員長） 

 これは大分免疫性ができているかもわからないですね。 

 きょうの資料の中で公民館運営審議会委員の名簿が入っていましたけど、この説明を

お願いします。はい、どうぞ。 

 

（社会教育課長） 

 前回、Ｃ委員さんのほうから公民館運営審議委員の年齢はどのくらいですかとご質問

がありましたので、年齢を付記した名簿を改めて提出しました。平均は６４．４歳です。 

 

（Ｃ委員） 

 随分高齢の方がいらっしゃいますね。 

 

（社会教育課長） 

 ８０代も５人おられます。 

 

（Ｃ委員） 

 ８５歳の人がいますね。 

 

（社会教育課長） 

 一番若い方が４０代です。 

 

（Ｃ委員） 

 少し世代交代とか、そんなことは言われないでしょうけども。 

 

（社会教育課長） 

 今は、年寄りさんがお元気だからですね。 

 

（委員長） 

 もう１つ、「佐賀市社会教育の指針」というのがありますが。 

 

（社会教育課長） 

 はい。これは策定しましたので、「佐賀市社会教育の指針 ～公民館を拠点とした社

会教育の振興のために～」というのを委員さん方には改めて配布いたしました。 

 

（委員長） 

 これは読んでくださいということですね。 

 

（社会教育課長） 

 はい。よろしくお願いします。 

 

（委員長） 

 ほかにございませんか。はい、どうぞ。 

 

（Ｄ委員） 

 １０月、今から１１月に入れば学校フリー参観が随時あると思いますけど、それに対

しての、先ほどから話に出ているインフルエンザの影響を考えての動きは現在どうでし

ょうか。 
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（学校教育課長） 

 私が把握しているのは、きょう、実は諸富南小が延期を考えているところです。 

 

（Ｄ委員） 

 諸富南小が延期だったら、中学校も北小もでしょう。 

 

（学校教育課長） 

 はい、まだ相談という段階なんですけれども、恐らく延期せざるを得ないだろうとい

う話が来ているみたいですね。ほかの学校もいろいろ心配はされておりますけれども、

今のところ、例えば、２学級閉鎖だから今回は見送りますと、１２月にしますと、そう

いうことはあえて考えないで結構ですと。２学級閉鎖だからもう全校フリー参観を取り

やめますじゃなくて、２学級閉鎖なら閉鎖で、学校としてはもうこの時期にぜひやりた

い、ほかの行事とも絡んでいるからという判断があれば、あえて閉鎖にとらわれずと。

もちろん、学校閉鎖をしている段階ではできませんけれども、いずれにしても、フリー

参観を延ばそう、あるいは延ばしますよという話があるときには必ず学校教育課に相談

をしてくれということで言っております。 

 

（教育長） 

 新型インフルエンザのために集会、町の集会、あらゆるものを中止するということは

しなくていいというのが県からの話なんです。もう予定通りやってくださいとかいうこ

となんですね。ただ、中体連の新人戦は延期しました。あれは延ばしました。原則は、

計画どおり、例年の通常のインフルエンザのときの感染者がいる上でのことぐらいです

から、やりましょうということです。その集まる場があってもそれは継続してください

ということなんですね。だから、逆にそれで私もちょっと耳にしたんですけど、学校と

しては、やったほうがいいのか、休んでいる学級があるのに延期したほうがいいのかと

いう観点で悩むということなんですね。だから基本的には、２クラスあって１クラスが

学級閉鎖をしているときは、その学年だけは一緒にそろって延ばしてくれというほうが

学校としてもやりやすいし、保護者もそのほうがはっきりすると言うんです。１組だけ

授業参観をやって２組はだれもいないことになるわけです。そういう状況なんですが、

私たちもそれは学校でご判断くださいと言っています。 

 

（Ｄ委員） 

 そのフリー参観当日をどうするかはいいんですよね。その準備を前の段階で子どもた

ちがしたりするわけですよ。それこそ、準備を絶対必要とする行事がもし入ってから、

もうそのクラス、その学年は当日も何もないわけです。もう早目にその辺は、子どもが

一番準備したけど何もなかったというのは、やはり県がそういうふうな方向性を出され

ているにしても、その辺は、きちんとされたほうがいいんじゃないかなと思うんですけ

ど。 

 それと、学級閉鎖も学級閉鎖だけして、出てきたら、またうつって休んでいる子も実

際いるんですね。季節性と一緒の対応というだけで済むのかなと思います。実際、自分

の子どもも２人、高校生と中学１年生の子はインフルエンザをもらいましたので。やは

りかわいそうですね、学級閉鎖が終わった途端に寝込みましたのでトータルで２週間、

学校に行っていない状況です。 

 

（委員長） 

 はい、わかりました。 

 ほかにございますか。 
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（社会教育部副部長兼文化振興課） 

 それでは、文化振興課から行事のご案内をいたします。 

 お手元にカラーのチラシ２枚配布しております。 

 まず、「佐賀城本丸伝承祭」です。１１月１日に佐賀城本丸歴史館西側の特設会場で

開催されます。これは商工会議所が中心となりまして、佐賀にも魅力的な祭りをつくろ

うといったようなことで、佐賀伝統芸能を顕彰する会というのが立ち上がりまして、今

回の祭りにつながったものです。チラシの中にも記載しておりますように、無形民俗文

化財の三重の獅子舞、玄蕃一流天衝舞浮立、小松の浮立等を初め９演目出演いたします

ので、ぜひ教育委員の皆様も足を運んでいただければと思っております。 

 それからもう１つ、カラーのチラシで「肥前国庁跡シンポジウム」、これは、１１月

２１日、土曜日ですけど、大和の生涯学習センターで開催いたします。当日、佐賀女子

短期大学の高島忠平先生のほうに基調講演をしていただいて、その後、肥前国庁の活用

方法ということでシンポジウムを計画しております。これもぜひ教育委員の皆様も参加

していただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 ないようでしたら、これをもちましてきょうの議題、報告事項をすべて終わります。

大変お疲れでございました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


