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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 では、これより佐賀市教育委員会１１月の定例会を開きます。 

 １１月５日付をもちまして、新たに教育委員長を拝命いたしました古賀でございま

す。前北島教育委員長のようにうまく司会進行ができるかどうか自信がありませんが、

一生懸命やりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 では、本日の日程につきましては、配付いたしております日程のとおりでございます。

 幾らか追加の日程がございます。 

 本日は６人中６人の委員が出席しておりますので、適法に委員会が成立いたしており

ます。それでは、これより本日の日程に入ります。 

 

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します。 

 

（教育総務課副課長） 

 １０月２６日の教育委員会の会議録につきましては、１１月２０日に各委員の皆様に

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） 

 目を通していただきまして、いかがでございますでしょうか。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、よろしくお願いします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（委員長） 

 では、続きまして、教育長の報告をお願いいたします。 

 

（教育長） 

 それでは、プリントを用意させてもらっております。 

 報告ということで、これに沿って、抜粋的にお話し申し上げたいと思います。 

まず１点目が、２番目に書いておりますように、就任して２日目に川副中学校の５０

周年記念式典、その翌日に金泉中学校の創立５０年記念式典とございました。その中で、

やはり私が改めて思ったのが、それぞれの学校に校訓があるということを改めて思いま

した。と同時に、校歌に書かれている歌詞が、やはりその地域をよく言いあらわしてい

る。そして、子どもたちへの願いが込められているというのを改めて感じた次第です。 

 最近、文部科学省も校訓を通した教育活動というのが報告として出されましたが、や

はりいま一度不易と流行という視点から、校訓・校歌に込められた地域の願い、あるい

は地域住民の願い、教職員のその時々の願い、これらをもう一度見直してみて、学校経

営の原点にしてみてはどうかなという思いで、この２校の５０周年に参加をいたしまし

た。 

 それから、３番に書いております全国都市教育長会ですが、これは各県から理事が出

て話し合いをするわけなんですが、ここで論議になったのが、教育委員会制度そのもの、

これに対して、政権が変わりまして、民主党のマニフェストの中に「現在の教育委員会

制度を抜本的に見直し、教育行政全体を厳格に監視する『教育監査委員会』を設置する。」

というふうな方針を出したところでございます。 
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 ということは、教育委員会の存続がどうなるのかという、ここに論議が終始いたしま

した。ところが、いかんせん私はまだ就任したばかりで、ここら辺十分勉強をし得てい

なかったものですから意見も述べ切れませんでしたが、全国的に教育委員会制度のあり

方について非常に論議を呼んでいると同時に、教育委員会の中には、それに対する危機

感も持っているということを実感してまいりました。 

 文部科学省のいわゆる事務方のトップの課長クラスが各課からお見えになっていま

すから、やはりなかなか教育予算について当初の計画どおりにいかない、その不満をこ

ちらのほうにぶつけられましたけれども、なかなか政権が変わるということは、いろん

な面で影響するんだなという思いで帰ってきたところでございます。 

 それから、５番目、これも巨勢町の町民文化祭というところに「ガッテン市民性講座」

に行ってまいりましたが、ここで本当に実感したのが、学校と地域とが一体となって子

どもをはぐくまなければいけないという、そういう使命感が出てきているということを

実感をいたしました。しかも、地域の皆さん方が子どもたちに本気で出番と役割と承認

を必要としているということをつかみ取っていらっしゃる。そして、いろんな地域での

行事に子どもたちをそういう形で参画なり参加をさせていらっしゃる姿に、大変敬服を

いたしました。恐らくここから推し量るに、どの校区もこんな形で進められているんだ

ろうなということを非常に期待を膨らませて、この講座に参加したところでございまし

た。市民性をはぐくむ教育の趣旨が各校区に浸透して、これが実をだんだんだんだん結

んできつつあるのかなということを実感したところでございます。 

 それから、６番目のところに書いておりますが、部落開放同盟の県連のほうに出向い

てお話をさせていただきました。委員長と書記長が対応してくださいましたけれども、

その中で、私がやっぱり気になったことが２点、これが非常に頭の中にぬかっておりま

す。 

 １つは、学校での学習指導、いわゆる歴史指導なんですが、これが賤称語を発言しな

いということが目的のような形で指導されているんではなかろうかという懸念が言わ

れました。やはり私たちは賤称語を発言しないようにするということじゃなくて、やは

り部落差別の本当の理解につなげる指導をしていかなければいけないということを１

つ感じたところです。このことについては、また校長会等も通して話をしていきたいな

というふうに思っておりますし、もう１点は、社会教育での、いわゆる学校以外の社会

での差別事象、これが全然表に出てこない。ということは、考えるに、もう差別がほと

んどなくなったのか、あるいはそうじゃなくて、水面下に隠れて表に出てきていないの

か、恐らく後者であろうということは、これは裏を返してみると、社会教育での人権、

特に部落差別問題についての認識はまだまだ深まっていない部分もあるのかなと。この

社会教育の視点から見るところの同和教育というのは非常に難しい部分もございます。

しかしながら、ここのところを県連のほうから突きつけられたときには、こちらのほう

も「そうではありません」と言い切れませんでした。ぜひこの点についても、私ども考

えていく必要があるのかな、あるいは、これについてもっとアイデアを出して、啓発に

努める必要があるのかなというふうに思いました。 

 裏のページ、久しぶりに小学校連合音楽会、本年度は新型インフルエンザの流行で、

聞くところでは３校せっかく出る予定になっていたのが出れなかったという学校がご

ざいました。ところが、やはりこれだけの施設の中で、小学生が相集って音楽というも

のを通して交流をしていくという、この意義というものを改めて感じたところでござい

ました。５１回ということですが、予算が細くなっている今の段階で非常に懸念される

ことなんですが、ぜひ続けていきたいなという思いでいっぱいになったところです。 

 それから、１０番のところ、９番のほうはまた後でおっつけ述べると思いますので、

１０番で肥前国庁跡シンポジウムがございました。これは後ほど県Ｐの教育研究大会と

重なっておりましたので、行ったり来たりになりましたので、シンポジウムのほうは聞

けなかったんですが、肥前国庁跡の遺跡の前に早目に行って、そのだだっ広いところに

南門を通って、あそこで３０分ほどぼーっとして立ってみました。そうしたら、このチ
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ラシにあります１００４年の時空を超えてというのが何かしら聞こえるような思いが

したんですね。ですから、こういうすばらしい史跡をぜひ市民の皆さんにまず知ってい

ただいて、願わくば県民、国民ということで、これが広く知れ渡るような機会がつくれ

ればなという思いがしておりました。本当に佐賀市にはたくさんの貴重な史跡もござい

ます。ここら辺のところもぜひ世界遺産とあわせて力を入れて取り組むべき中身なのか

なということも思っております。 

 そのほかたくさんございましたが、あとはペーパーのほうでごらんいただいて推測い

ただければと思います。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 以上の教育長からの報告について、何かもう少し詳しく聞きたいとかそういうものが

あればどうぞ。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、報告についてはよろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、次の議題に移りたいと思います。 

 

日程第４ 提出議案 

 

（委員長） 

 第２８号議案『佐賀市文化財保護審議会委員の任命について』説明をお願いします。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 それでは、文化振興課でございます。 

 まず、最初の第２８号議案『佐賀市文化財保護審議会委員の任命について』でござい

ます。 

 文化財保護審議会委員につきましては、本年１１月末日をもちまして現委員の任期が

満了するということに伴いまして、新たな審議会委員を条例及び規則に基づいて提案す

るものです。 

 次の２ページをお願いいたします。 

 ２ページにそれぞれの委員の名簿を記載しております。名簿の下の段の２人の方です

けど、お二人が新任の委員ということで、あとの方は再任ということになります。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 今の説明に何か質問ございますでしょうか。 

 

（Ａ委員） 

 旧三瀬村、それから、旧富士町、旧東与賀町、旧久保田町、旧川副町ありますけれど

も、これは地域を考えての委員さんでしょうか。じゃあそうすると、旧諸富町とか旧大

和町とかがないんですけど、そこら辺はどうなっているんでしょうか。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 もともとは文化財保護審議委員の方々は学識経験者、それなりの歴史に見識があられ

る方、例えば、近世史とか建築とか考古学とか、そういった方から選んでおりました。

ただ、第１回の合併と、２回目の合併に伴って、合併した各地域の文化財もありますの

で、それぞれの代表の方を文化財保護審議会の委員に入れましょうという合併協議がな

されておりましたので、そういった方々も前回まで入れておりました。 
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 今回、諸富の方がもう引退したいという申し出があったこと、また、大和から選出さ

れておりました文化財保護審議会会長の小宮先生がお亡くなりになられたことや、２年

後の文化財保護審議会は、合併以降４年以上たちますので、元のそれぞれの専門の先生

で構成された文化財保護審議会委員に再編成することを考えておりますので、今回はそ

れぞれの地域からの補充はしないが、一応そのまま残りたいと言われる方は、２年間は

そのままにするというような形で、こういう人選をしております。 

 

（委員長） 

 よろしいですか。 

 

（Ａ委員） 

 審議会で何名というのは決まっていますか。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 条例では、１３名以内というふうになっております。 

 

（Ａ委員） 

 今回２人、諸富と大和の先生方が抜けられたかわりに２人が入られたということじゃ

ないわけですね。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 もともと考古学の先生がいらっしゃらなかったんですが、今回、佐賀大学に考古学の

先生が来られましたので、その方にお願いしたいということ。それから、下段の中村久

子様につきましては、お亡くなりになりました小宮先生が大和出身であったことや近世

史の専門でございましたので、同じ近世史の専門であることで、中村先生にお願いして

おります。さらに、男女協働参画社会のことがありますので、女性の審議委員さんにぜ

ひ入っていただこうということで、中村様にお願いした経緯もございます。 

 

（Ｂ委員） 

 この審議会の主な年度内の活動といいますか、どういうスパンで会議をされていると

か、その辺、もしよろしければ教えていただければと思います。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 文化財保護審議会、大体年に３回開催しております。役目と申しますと、教育委員会

の諮問に応じて条例で規定している事項ですね。例えば、重要文化財の指定とか解除、

また、文化財の保存及び活用に関する重要事項について審査をするといったことです。

ことしは７月に第１回を開催しております。そのときは、今回、世界遺産関連で非常に

話題になっておりましたので、世界遺産関連の施設を現地見学をしていただきました。 

 それから、昨年はねじり浮立という高木瀬にあります高木八幡のねじり浮立を指定文

化財としましたので、その審査、そういったことも昨年はしております。 

 

（委員長） 

 よろしいですか。 

 

（Ｂ委員） 

 はい。 

 

（委員長） 

 これは、委員長は互選ですか。 
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（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 はい。委員長は、小宮先生がお亡くなりになりましたので、第１回の委員会を開いた

ときに、その委員の中から互選をするということで決めていきたいと思っております。 

 

（委員長） 

 何かほかにありますでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、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、第２８号議案は承認いたします。 

 

 続きまして、第２９号議案『佐賀市立図書館協議会委員の委嘱について』、説明をお

願いします。 

 

（図書館長） 

 第２９号議案の佐賀市立図書館協議会委員の委嘱ですけれども、これも先ほどの文化

財保護審議会委員と同じように、現在の委員さんが今月末までの任期になっております

ので、今回、新たに委嘱をするものです。 

 内容につきましては、４ページのほうにつけております。 

 任期は２年でして、平成２１年１２月１日から平成２３年１１月３０日までとなって

おります。 

 委員さんは全部で１０名としておりまして、学識経験者を５人、それから一般公募を

５人ということで採用をさせていただいております。 

 学識経験者につきましては、上から５番目まで、そして一般公募が６番目から１０番

目ということで、この一般公募につきましては、市報等で公募いたしまして、７名の応

募者があっております。そのうちの５名を作文等で選考させていただきまして、採用を

させていただいております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 この件について何かご質問なりありますでしょうか。はい、どうぞ。 

 

（Ｂ委員） 

 １番から４番の方までで、すべてに、例えば、学校教育課推薦、社会教育課推薦等の

言葉が４番までの方はついていますが、推薦されるということはそれなりの理由があっ

てのことだと思いますが、その辺はどうでしょうか。これを見た限りでは、どういう活

動をされている方とかいう部分がわからないと思いますけど。 

 

（図書館長） 

 １番は学校教育課推薦とありますけれども、これは小・中学校の先生で図書館関係に

造詣がある方ということで推薦をいただいております。 

 それと、社会教育課推薦というのは、これはＰＴＡから出していただいております。 

 あと、報道関係につきましては、佐賀新聞社のほうから推薦をいただいております。 

 それとあと、４番目の図書館を友とする会という任意の団体がありますので、そこで

図書館関係の経験があるということで、こちらのほうから推薦をいただいております。 

 あと、大学図書館関係というのは、図書館関係で勤務をなさった方で学識経験がある

ということで、以前、佐賀大学の図書館で勤務をされていた方を学識経験者ということ

で、再任ですけれども、そういうことで推薦をいただいております。 

 学識経験者として任命をさせていただいております。 
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（委員長） 

 具体的にはどういう議題というか、どういう審議が課題になっていきますか。 

 

（図書館長） 

 先ほどの文化財保護審議会と同じように、年に大体３回開催をしておりまして、図書

館の運営に関する内容、こういうものをこの協議会のほうに諮問をしまして、意見を求

めるということをやっております。年間の予算、あるいは決算、昨年度につきましては

図書館のサービス計画を作成しましたので、そういうものに対するご意見をお伺いして

おります。 

 

（委員長） 

 ほか何かご質問ありませんでしょうか。 

 では、承認ということでよろしゅうございますでしょうか。 

 では、第２９号議案、承認ということにいたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（委員長） 

 続きまして、報告事項がありますので、まず報告事項の第１番目ですが、１１月補正

予算（案）について、ご説明をお願いします。 

 

（教育総務課長） 

 そしたら、資料の５ページ、申しわけありませんが、差し替えで１枚紙をお手元にお

配りしておりますので、そちらのほうでご説明をさせていただきます。 

 これは今度の１１月３０日から開会いたします１１月定例市議会に提案をしている

議案でございます。 

 歳出のほうで、こども教育部のほうから説明をさせていただきます。 

 教育総務課関係で、まず、歳出の一般職人件費（欠員等代替職員分）なんですけれど

も、これは職員の病休、育休等に伴う代替えで入る職員の賃金、それから社会保険料が

不足するということで、１１月議会に出したものです。１７６万６，０００円です。 

 それから、その次の小中一貫・連携教育推進事業ですが、これは来年度４月から思斉

小学校と中学校を校舎隣接型の一貫教育校として運営をしてまいります。その際に、合

同の授業ですとか合同のＰＴＡ、合同の職員会議などを開催するための一貫教育推進室

というのを整備したいということでの工事費関係、それから、教職員間で児童・生徒の

指導のためのカリキュラムの相互のやりとりをパソコン等で行うための、そういったＬ

ＡＮ整備ですとかの環境整備の経費、合わせて１，３１９万円をお願いしております。 

 それから、施設改修費（小学校費）２，２７４万円ですが、これは南川副小学校のと

ころが公共下水道が供用開始をされましたので、それに接続するための経費です。ほと

んどが工事費でございます。 

 それと、一般職人件費（児童福祉総務費）から下の（スポーツ振興費）まで全部同様

の理由ですが、ことしの４月と１０月の人事異動に関するものと、それから、人事院勧

告で給料表が改定されまして、給与が引き下げられたこと、それから、期末勤勉手当等

も同時に引き下げられるということでの補正でございます。 

 合わせて教育総務課ではマイナス１，５００万円程度となっております。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 続きまして学事課のほう、行きます。 

 まず、就学援助費でございますけれども、これは経済的理由により就学困難な児童・

生徒の保護者に対して学用品等の援助を行うものでございますけれども、認定者数が増
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加していることから所要額の補正を行うものでございます。小・中学校同様の理由でご

ざいます。 

 それから、教育用情報機器設置費、これも小・中学校、同じ理由でございますけれど

も、これは平成２１年度中にリース期間が満了する小・中学校の児童・生徒用パソコン

等の購入による更新を図るものでございますけれども、入札減による減額補正を行うも

のでございます。 

 それから、債務負担行為でございますけれども、学校給食調理等業務委託料でござい

ますが、これは給食の提携を平成２２年９月から予定しております中学校給食センター

での調理等の業務委託料でございまして、契約期間を平成２５年度までとしておりま

す。 

 業務の内容でございますけれども、調理及び盛りつけ業務、それから食材料の保管・

管理、それから各学校に配送いたします給食の配送・回収、それから残滓及び残食の回

収・検査、それから給食の配膳業務、これは各学校に配膳員を置くようにしておりまし

て、そういった配膳業務などでございます。 

 債務負担行為の限度額につきましては、最大食数である４，０００食に、給食予定日

数１８５日で積算いたしました最大食数としております。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 はい。続きまして、こども課。 

 

（こども課副課長兼保育幼稚園係長） 

 こども課関係です。まず、私立保育園運営費９，２７４万７，０００円です。これは

市内の私立保育園と市外の保育園に対する保育の実施に伴う保育費用を支弁するもの

でありますけれども、その補正であります。 

 具体的に言いますと、まず増額分、私立保育園運営費負担金が９，５００万円、これ

は受け入れ児童が延べ人数で５２９名見込みが増加した分であります。また逆に、減額

分２８０万円、これは市外の保育所に対して委託をしておりますけれども、その運営費

が９０人受け入れ児童が少なかったということで減額するものでございまして、増減合

わせまして９，２７４万７，０００円の補正をお願いしているものであります。 

 また、公立保育所管理運営経費５９２万５，０００円、これにつきましても受け入れ

児童が見込みよりも多かったというところで、新たな臨時職員を配置する必要がありま

した。それに伴う補正であります。 

 続きまして、公立保育所管理運営経費（欠員等代替職員分）であります。これの４４

０万６，０００円。これにつきまして、済みません、「職員の産休育休による人材不足」

という表現をしていますが、これは適切ではありません。「人員不足」に対応する新た

な職員が、受け入れ児童増加に伴って、新たに臨時職員が必要になったというところで

の補正であります。 

 またあと、母子家庭就労支援経費であります。これにつきましては、母子家庭の母親

が就職に有利な資格取得をするための支援制度であります。例えば、いろんな専門学校

に資格を取得するために、その養成期間の間に、通常だったら後半部分、半分を支援経

費として出していた分でありますけれども、今回、国の制度改正に伴いまして、学校に

行かれている期間は全額支援経費の対象になり、かつ支給額の引き上げがなされていま

す。課税世帯が５万１，５００円から７万５００円、非課税世帯が１０万３，０００円

から１４万１，０００円ということで、支給額がふえ、かつ対象者もふえたというとこ

ろで、この２９６万１，０００円の補正をお願いするものであります。 

 あと、歳入のほうです。 

 歳入のほうにつきましては、今申しました、まず児童福祉費負担金（管外保育所分）

につきましては、見込みよりも９０人受け入れ児童が少なくなりました。それに伴う保
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育料の減額であります。 

 また、児童福祉費負担金（私立保育園分）５，３００万１，０００円につきましては、

逆に延べ人数で５２９名、見込みよりも受け入れ児童がふえたというところで増額の歳

入になっております。 

 また、児童福祉費負担金（市立保育所分）６４６万１，０００円につきましては、保

育料の収納率向上に伴う歳入増であります。 

 また、児童福祉費国庫負担金（私立保育園運営費負担金）、あるいは、その下にあり

ます、次の次ですね、児童福祉費県負担金（私立保育園運営費負担金）でありますけれ

ども、これにつきましては、それぞれの保育園に対する支弁などの国が２分の１、県が

４分の１負担をしていただいております。その歳入増であります。 

 また、児童福祉費国庫補助金（母子家庭自立支援給付金事業補助金）につきましては、

先ほど申しました就労支援経費に伴う国庫補助の増額分であります。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 社会教育部の文化振興課、よろしくお願いします。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 まず、佐賀西部高域線に伴う埋蔵文化財発掘調査費３５２万円でございます。これは、

国営水路建設に伴う発掘調査で、佐賀西部高域線というのは川上頭首工から西の方、多

久、小城の方面に水を供給する水路を国が建設する事業で、ちょうどそのところに遺跡

の包蔵地がありますので、その部分を発掘調査するという費用を計上しております。そ

れが３５２万円でございます。 

 それから、その下の世界遺産登録推進事業でございますけれども、これは先月の教育

委員会の際、教育長のほうからお話がありましたが、幕末佐賀藩の産業遺産のうち三重

津海軍所跡が九州・山口の近代化産業遺産群の世界遺産登録推進協議会の専門家委員会

で構成資産として今回掲載されたわけですが、課題として、真実性を証明するために、

さらなる発掘と文献調査をしなさいと、そういうふうなことが求められております。そ

こで、今回、三重津海軍所跡に関する歴史文献調査費を１５０万円計上しております。 

 次に、歳入のほうですが、先ほど申しました佐賀西部高域線建設に伴う発掘調査費用

の３５２万円は、国の委託金として同額が国から市のほうに入ってきますので、その分

を歳入として計上しております。 

 以上です。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 委員長、私、１つ説明を省いておりましたので、申しわけございませんが、学事課の

分の債務負担行為の教育用情報機器保守業務委託料でございます。これは全小・中学校

に整備しておりますパソコン等の情報機器やシステム障害の復旧など情報機器の管理

に関する保守業務でございますけれども、業務期間の開始日を平成２２年４月１日とし

ておりまして、３月までには業者選定を終えておく必要がございますので、債務負担行

為としてお願いをしているものでございます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 以上の補正予算案に対して、何か質問なりご意見等ございませんか。はい、どうぞ。 

 

（Ｄ委員） 

 私が勉強不足なんですけれども、こども課の公立保育所の見込みより多いというの

は、その見込みというのは保育所の定員とはまた違う意味なんですか。 
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（委員長） 

 こども課、どうぞ説明。 

 

（こども課副課長兼保育幼稚園係長） 

 そうです。今まで保育所の入所につきましては、国の弾力化運用で定数以上に受け入

れが可能になっています。したがいまして、予算要求をするときには大体平成２０年度

見込みの児童数で運営費を含めて算定をするんですけれども、やはり平成２１年度につ

きましては昨年以上の、見込み以上の受け入れ児童数だというところで、今回、延べ人

数で５２９名の受け入れ児童がふえたというところであります。 

 

（Ｄ委員） 

 はい、ありがとうございます。 

 

（委員長） 

 この私立保育所に預けたいという方がふえてきているということですか。 

 

（こども課副課長兼保育幼稚園係長） 

 昨年４月とことしの４月、入所児童を含めましても約２％程度はふえているという状

態であります。また、年度途中のお待ちになっている一般的な待機児童につきましても

若干、今までよりもちょっとふえている状況があります。 

 

（委員長） 

 今、待機児童というのはどれくらいおりますか。 

 

（こども課副課長兼保育幼稚園係長） 

 １１月現在の年度途中につきましては、９５名です。 

 

（委員長） 

 ふえてもまだ９５名待機されているの。 

 

（こども課副課長兼保育幼稚園係長） 

 年度途中につきましてはですね。 

 

（委員長） 

 ほか何かご質問、はいどうぞ。 

 

（Ｂ委員） 

 文化振興課の世界遺産登録推進事業の中で、三重津海軍所跡は今本当に目いっぱい努

力されていると思いますが、いずれ認定になった場合、登録になった場合の後のことは

今現在どのように考えていらっしゃるか、本当アバウトなイメージなどでもいいですけ

ど、登録になったが後が続かず、観光とかそっち方面の、メリットでもないというとこ

ろが結構あると思うんですよね。どういうふうに活用したほうがいいのかというのがわ

からんずくで、登録はされているが、まだ全然出てきていないという部分があると思い

ますが、その辺は今現在どういうふうにお考えになってありますか。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 今、１０月でちょうど構成資産として一応提言書の中に入ったわけですけど、これは

世界遺産になったわけでも何でもなくて今からのことです。それで、提言書の中で言わ

れているのが、さらなる発掘と、それから文献をきちっと調査しなさいと、そのような



  10 

ご指摘があったということで、うちとしてはあと２年ぐらいかけて、その調査発掘と保

存整備計画、それから、当然世界遺産になるためには国の史跡になる必要があります。

それで、三重津海軍所を国の史跡として指定をしていただくと、これは文化庁の仕事で

すけれども、それに大体２年ぐらいをかけてします。そして、その２年かけて、それぞ

れの構成資産が今回、九州・山口の産業遺産の中で２８が構成資産になっております。

これはもう鹿児島県から山口県、それから釜石市のほうまで２８の構成資産があります

けど、それぞれ史跡指定を受けて、そして統一して鹿児島県を中心とする協議会が文化

庁のほうにその推薦書を原案も出すようになります。その推薦書の原案をもとに、文化

庁は文化審議会にかけて、そこで審査をして、そしてユネスコのほうに出すということ

になりますので、長く考えれば、本当に世界遺産になるためにはあと６年ぐらいかかる

かなと、そう思いました。 

 もし世界遺産となった場合は、その２８の構成資産を各県点でありますので、それぞ

れをルートとして結んで、そして、これは当然、鹿児島、また鹿児島から熊本、熊本－

佐賀－長崎－山口、そういう形で世界遺産ルートというような形で観光戦略で大いに生

かせるんじゃないかな、そのように思っています。だから、九州で世界遺産を見たいと

なれば、佐賀に行けば三重津。三重津から今度は長崎に行って小菅修船場とかグラバー

邸とか、そういったところをずうっと見ながら、また萩に行けば反射炉の跡とか、そう

いうルートとして観光資源として、大いに生かせるのじゃないかなと。その期待がすご

くあるわけですよね。その経済効果がどのくらいぐらいですね、私はまだ試算もしてお

りませんけど、そういう夢のある事業じゃないかなと、そのようにちょっと思っている

ところです。 

 

（委員長） 

 よろしゅうございますか。 

 

（Ｂ委員） 

 教育長報告の中の１０番で、肥前国庁跡歴史公園など年平均３，５００人と寂しいと

かいうご報告がありましたので、この年平均３，５００人の中を見てみたら、例えば、

学校の子どもたちとかがひょっとしたら見にきているかもわからんとかあるし、フリー

でどれだけ人間を呼び込めるかだと思うんですよね。フリーの人間を呼び込んでリピー

ターとして佐賀市のほかのところに回ってもらうとかいう絡みあると思いますので、こ

の三重津海軍所、他県の指定されたところとつなげるのもいいですけど、市内のいろん

なところをリンクさせてつなげて市内のルートを確立していただくような方向も考え

ていただきたいと思います。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。 

 

（Ａ委員） 

 ちょっと教えていただきたいんですけれども、学事課の歳入のところなんですが、私、

この読み取りがちょっと１つわからなくて、全部歳入のほうがマイナスになっています

ね。だから、ここは交付金が来なかったのかどうかなど、どんな読み取りをしたらいい

んでしょうか。 

 

(こども教育部副部長兼学事課長) 

 右のほうに書いてあります小・中学校の教育用情報機器の設置費、これは先ほど申し

上げましたように、平成２１年度中リース切れに伴います情報機器の更新による整備を

行ったものでございます。その減額補正が入札減ということになっております。これに

伴いまして、まず下のほうの学校情報通信技術云々という補助金がございますが、これ
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は対象経費の2分の１以内です。それ以外の部分については、交付金で対応しておりま

す。いずれにいたしましても、入札減に伴う歳入の減額でございます。 

 

（Ａ委員） 

 先ほど説明してもらったとおりですね。はい、わかりました。 

 

（委員長） 

 私からも少し質問をせさてください。 

 文化振興課の佐賀西部高城線、これはどんな埋蔵文化財が、何かもう大体こんなもの

があるとわかっているのか。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 はい。一応、確認調査が終わっておりまして、専門の職員に聞きますと、弥生から古

墳時代の遺跡ということで、大体、北部方面にはほとんど、宝蔵地といいますか、遺跡

があるところがありますので、こういう工事をするときにはもう必ず発掘調査、事前の

調査で確認調査をします。確認調査で、当然、遺跡ということがわかれば、もうそこが

こういう水路ができますとそれが破壊されますので、それを調査をして記録保存をとる

というような形になるわけでございます。 

 

（委員長） 

 先ほどの肥前国庁遺跡と何かつながるような、そういう可能性あるのか。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 その位が国の史跡になるような遺跡じゃないと思います。 

 

（委員長） 

 ほか、何かございますか。 

 では、この補正予算（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。 

 

日程５ 報告事項 

 

（委員長） 

 次の報告事項ですが、２０１０年の成人式の開催の予定について、どうぞ。 

 

（青少年課長） 

 前回の定例教育委員会におきましては、日程と会場等をお示ししたかと思います。き

ょうは、それぞれの各委員さん方においでいただきたいという会場を、きょうは提出さ

せていただいております。 

 上のほうのグラフが帯グラフになっておりまして、それぞれの会場ごとの式典の時間

及び記念行事の時間等をグラフにしております。 

 下の段のほうが、会場と出席案、開始時間、記念行事等を書いておりまして、会場、

出席案を読み上げますと、メーン会場となります市民会館につきましては、例年どおり

市長に行っていただくということと、諸富会場につきましては、Ｃ教育委員さん、大和

会場は副市長さん、富士会場は教育長さん、三瀬会場は教育委員長さん、川副会場はＡ

教育委員さん、東与賀はＢ教育委員さん、久保田はＤ教育委員さんということで、それ

ぞれ開始時間等書いております。 

 前回、ある程度日程等をお示ししてご了解いただいたものと思っておりますので、こ
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の時間でもし支障がなければ、次回の定例教育委員会の折に式辞等をお渡ししたいと思

っております。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 では、よろしいですか、予定に入れていただいて。Ｄ委員さんよろしいでかすか。 

 

（Ｄ委員） 

 代読することになりますね。 

 

（委員長） 

 報告事項で１つ追加ですが、福島委員さんが研修会に行かれましたので、その報告を

お願いいたします。 

 

（Ｃ委員） 

 では、福島のほうから簡単にご報告させていただきます。 

 １１月１９日と２０日、２日に分けまして、平成２１年度市町村教育委員会研究協議

会に行って参りました。場所は琵琶湖ホテルでした。 

 初日は、文部科学省の役人の方が行政説明をされたのと、もう１つは、基調講演とパ

ネルディスカッションでした。 

 行政説明のほうは、先ほども教育長からお話がありましたとおり、政権が変わりまし

て、民主党のマニフェストで、これから教育行政がどういうふうに変わっていくかとい

うところを中心に説明を受けました。 

 マニフェストの中で、３本柱のようになっていて、１つは教育の、特に高校の無償化

の問題。 

 それから２番目が、教員の質と数の向上といいますか、増加といいますか、その問題。

 それから３番目が、学校統治の問題ということで挙げてあるということなんですね。 

 一番目下の取り組み課題としては、無償化の問題が一番大きくて、その次が教員の質

と数の問題。最後に学校統治の問題ということなので、教育委員会を廃止して学校理事

会を設置するということについて、一応マニフェストで挙げてあるだけで、具体的にど

ういうことをやっているかというのは、今のところ、具体的な話は全く出ていないとい

うことですので、引き続き、これまでどおり基礎自治体としてやるべきことを具体的に

やっていくしかないのかなという感じがしました。 

 一応、考え方としては、地方、基礎自治体のほうで具体的に権限と責任を分けていこ

うという発想だそうですので、それぞれの基礎自治体ごとに、ある程度取り組みによる

差というのは、もしかしたら将来出てくるかもしれないなという感じがしました。そう

いうところは、積極的にこれからも取り組みをやっていって、佐賀市教育委員会として

実績を積んでいけば、そんなに問題ないんじゃないかなという感じはしました。 

 あとは行政説明の中で、最近の気になる部分というのの概要を説明されたんですけ

ど、１つは教員の質の問題で、指導力不足教員として指定されて研修に送られる先生と

いうのが、大分数としては減ったということでした。それは何で減ったかというと、早

期に研修を実施して、指導力不適切ということで対象となる前に取り組んで、それを回

避するというケースがだんだんふえてきているということで、早期の研修の実施により

効果が上がっていますということでした。 

 あとは、そういうことを校長先生だけに余り任せないで、校長を退職された先生方の

チームで学校を巡回して学校の先生方の相談を受けたりして、そういうのを教育委員会

で実施しているところもあるそうで、そういうのが結構功を奏しているということでし

た。 

 佐賀市で、指導力不足の教員ということで、そういうふうになった人がどのぐらいい

るかというのをちょっと知らないので、今度教えてほしいんですけれど、できれば佐賀
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市の状況というのを教えていただきたいなと思います。 

 あと、シンポジウムの分なんですけど、それは地域と学校と教育委員会のあり方とい

うことで講演とシンポジウムがありました。どこも開かれた学校というのをつくってい

こうということで、校長先生のマネジメント力が重要であるということ、校長先生の責

任というか、学校内部と地域をつなぐ役割として、社長さんみたいな感じで結構頑張っ

てあるというところでした。 

 京都市の説明だったんですけど、学校の中にコミュニティー施設みたいなのを併設し

て、いろんな施設をちょっと取り込んでいるような形でされているというところで、教

育委員会は校長先生をバックアップしようという話でした。 

 終わったときに、ちょっと質問させてもらったんですけど、シンポジウムの内容は地

域の力を結集しようという感じだったんですけど、例えば、佐賀市など過疎の問題とか

あって、逆に子供の数が少なくて統廃合になるかもしれないというような小規模校の問

題があって、学校を廃止してしまうとその地域がとても廃れてしまう、寂れてしまうん

じゃないかという問題もあるので、逆に、その地域も活性化するような、子どもも親も

教育をしっかり受けられる、そういううまい合併の仕方というか、もしくはそれに対す

る何か別の取り組みというのが何かないんでしょうかということで聞いてみたんです

が、１つは、京都市自体が、学校の統廃合の問題ですごくもめてしまったという歴史が

あるそうで、その後、もう一回立て直して学校の統廃合を実現したという実績があるそ

うです。京都市がいろいろ苦労して、その後うまく実現したという経験をお持ちだった

ら教えてほしいなと、具体的に視察にでも行ってみたいなと思ったところでした。ただ、

京都市の場合は過疎の問題というのは余りないので、またそこはちょっと佐賀と違うか

なと思ったんですけれども。 

 それから、話はもうこれで最後なんですけど、２日目は分科会に分かれてだったんで

すが、第２分科会で「確かな学力の定着に向けた取り組み」というところを聞いてまい

りました。 

 新学習指導要領が変わって、算数とか国語の授業がとても減ってしまったので、子ど

もたちが、毎日算数に触れない、漢字に触れないというのはいけないということで、１

日１０分ずつ、朝１０分、午後の最初の１０分とかを漢字の時間、計算の時間というの

をとって指導し、毎日やると。そういうものをやって、できるだけ基礎学力の定着に努

めるというのをやっている市がありました。小学校も中学校もやったけど、やっぱり小

学校のほうがすごく効果が上がる。中学校のほうは、ちょっとやる気のない子とかも結

構いて、全然効果が上がらない子と上がる子と差があるので、小学校のときにそういう

取り組みをまずして、基礎学力の定着を図るというのが大事なんだなというのがそれで

少しわかりました。 

 今取り組みをしている小学校の子が中学校に上がっていけば、またちょっと違ってい

くのかもしれないなと思ったんですけど。１０分間の授業のためにニンテンドーＤＳを

１人１個ずつ用意されているそうです。それで英語のスペルチェックとか、漢字書き取

りテストをするらしいです。ちょっとそれは予算がなくてはいけないですけど、ＤＳが

なくても、そういうのができないかなと思ったところでした。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 今の報告、何かもっと聞きたいということございますか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、福島委員さんご苦労さまでした。 

 その他、何か話題、議題になるようなことがあればお願いします。はい、どうぞ。 

 

（スポーツ振興課長） 

 スポーツ振興課のほうから、２点お知らせいたします。 
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 今ちょっと資料をお配りいたします。 

    （資料配付） 

 １点目ですが、今資料がお手元に届いたと思いますが、１１月１８日付で佐賀新聞社

のほうから、ちょっと気が早いんですけれども、来年の４月４日に桜マラソンを開催す

るということで依頼があっております。 

 資料のほうは１枚めくっていただきまして、開催要領という案がついておりますけれ

ども、これは佐賀の市政１００周年を記念してスタートした事業でありまして、毎年、

佐賀市も共催という形で、教育委員会も後援という形で実施をされているマラソン大会

でございます。 

 今回、お願いということで来ていますのは、教育長様には会長へのご就任というのも

ございますが、各教育委員様のほうに、例年どおりですけれども、顧問に就任いただき

たいということで参っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 

（委員長） 

 ということです。よろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

（スポーツ振興課長） 

 それでは、２点目ですが、これはちょっと資料がございませんが、これも体育行事の

関係ですけれども、佐賀市と市の教育委員会と体協のほうで、１月２４日日曜日に、東

与賀の干潟よか公園のほうで、校区対抗駅伝大会を開催いたします。 

 これにつきましては、各委員様のほうに文書で案内を差し上げたいと思っておりま

す。ただ、教育長様のほうについては、大会委員長ということで開会宣言をぜひお願い

したいので、これはもう出席をお願いしたいと思いますが、ほかの委員様につきまして

は、先ほども申し上げましたように案内は差し上げますけれども、７月に開催しており

ます市民体育大会等とは違いまして、なかなか厳しい季節でございます。ですから、出

席につきましては、都合のつく範囲でということで、くれぐれも無理をされなくて結構

ですので、そういった趣旨で案内を差し上げますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 はい、ということでございます。よろしくお願いいたします。 

 ほかございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 私のほうからちょっと１つお知らせといいましょうか、市長及び三役と教育委員会と

の懇談会といいますか、そういうことを年何回かしようということで、今回、１２月１

日にそういうことをしようということになっております。しかし、今回は、教育長と教

育委員長と市長及び三役とで話し合いをしようじゃないかというふうに一応予定がた

っております。そういうことであります。 

 それで議題を、今のところ、現在佐賀市が抱えている課題とか問題、あるいは今後の

教育行政のビジョン等について、その中から３つ私としてはぜひ話題にしたいのがあり

ますので、それの了解を得たいということです。 

 １つは、佐賀市立小・中学校の適正配置等について、市長、三役、あるいは市長部局

等との話し合いの話題としたいと。 

 それから２番目は、子どもへのまなざし運動、市民性をはぐくむ運動について、小学

生は市議会、それから中学生は裁判員制度が始まっておりますので、裁判所の傍聴とい

いますか、見学といいますか、そういうよなことをぜひ取り入れていくようにしていき

たいなということで、これを話題にしたいなと思っております。 
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 ３番目は、子育て支援、あるいは幼児教育と学校教育との連携ですね。特に、障がい

のある子供、そういう子供が佐賀に生まれ、あるいは育つ中で、最初の発見というのは

障がい福祉課が発見し、３歳児健診などをして、そして医療とか、そういう療育機関と

かいうふうなことになりますが、それと同時に幼稚園、保育園との絡みが出てきます。

その後、就学を迎えたときに、就学指導ということが出てきて、これから学校教育につ

ながってくるんですが、それを切るのではなくて、佐賀に生まれたら、生まれてから障

がいがあっても、子育てということで一貫して対応できるような、就学指導の前に、既

に、そういうサポートいいますか、援助するような幼稚園、保育園等での指導を充実す

る意味でも、そういうことを話題としていきたいと思っております。 

 ほかに委員さん方で、ぜひこういうことを話題にしたほうがいいんじゃないかという

ものがありましたら、私まで、あるいは教育総務課副課長まで、どうぞ、こういうこと

でと言ってください。そういうことで、１２月１日に予定しております。 

 そういうことで、きょうの定例教育委員会の議題はそれで終わりです。 

 では、これをもちまして、１１月定例教育委員会を終わります。ご苦労さまでした。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


