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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 定刻になりましたので、始めます。こんにちは。正月が済んだかと思っていたら、あっと

いう間にほぼ１カ月が経過しようとしております。寒い日があったり、急に暖かくなったり、

非常に春が近づいてきたなというきょうの雰囲気ですけれども、無事に成人式も終わりまし

て、よその都市ではちょっと荒れたところもあったと、きょうの新聞に載っていたようです

けれども、佐賀では一応落ち着いた成人式を迎えられてよかったと思っております。 

 では、これより佐賀市教育委員会の１月定例会を開きたいと思います。 

 本日の日程につきましては、配付しております日程のとおりでございますが、幾らか追加

の議題があるようです。一応日程のとおり進めていきたいと思います。 

 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しております。 

 それでは、本日の日程に入ります。 

 

日程２ 会議録の報告 

 

（委員長） 

 日程の２、会議録の報告を求めます。 

 

（教育総務副課長） 

 １２月２２日の定例教育委員会の会議録につきましては、１月２２日に配付いたしていま

すとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 

 ただ、前回、人事関係の案件がありまして、その分については網かけしておりますが、そ

の分については当然公開の部分ではございませんので、削除してホームページ等にアップす

るということでございます。よろしくお願いします。 

 

（委員長） 

 各委員の皆さん、読んでいただきまして、手直しをするとか、そういうところがあれば言

っていただけますでしょうか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、承認ということでご確認いたします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（委員長） 

 では、日程３ですが、教育長の報告を求めます。 

 

（教育長） 

 お手元にプリントを差し上げておりますので、これに沿ってかいつまんでお話し申し上げ

ます。 

 きょう１月２６日が文化財防火デー、これは全国的にそういうふうになっておりまして、

ラジオを聞いておりましたら、各市町でかなりこれについて取り組まれているというニュー

スが流れておりました。 

 本市でも、神野お茶屋を想定して消防訓練が行われました。昭和２４年のきょう、法隆寺

金堂の壁画が焼失ということから全国的に整備をされたものでございますけれども、私ども

も、やはり文化財というのは過去を物語るとともに、先人の知恵でありますし、後世に伝え

るべきものがたくさんあると、価値があるということで、ぜひなくさないように努力をした

いものだということを考えました。 

 まず１番目に、佐賀市研究発表会と書いておりますけれども、特に教職員の場合には、教
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職員の資質の向上、これは本当に普遍的なものでございます。教員の資質向上なくして学校

教育の充実はあり得ませんので、そういう意味では、佐賀市というのは単純に佐賀市教育委

員会という組織だけでなくて、佐賀市教育研究所というのを持っております。これは恐らく、

今でこそ幾分ふえておりますが、佐賀県内の市レベルで持っているのはうちだけでございま

す。 

 やはり教職員の資質向上といったときに、個人的に研究、研修を積んでいただく部分と組

織で研究、研修を積んでいただく部分と両面ございます。これはもちろん、現場での研修と

いうこともございますが、やはり教育委員会としても一つの組織的なそういう取り組みが当

然ながら必要だということで、先般は個人研究、それぞれ個人が現場において研究していた

だいたことを披露する場、あるいは、教育研究所という１つの組織の中で、２つの部会で研

究実績を披露していただくという会がございました。 

 佐賀市教育研究所というのは昭和３１年に発足しているようでございます。しかも、この

組織研究そのものは28年から続いているということが、ちょっとひもといてみましてわかり

ました。したがいまして、佐賀市はこういう教職員の資質向上については、いち早く取り組

んだ市であるということで、私どもは、これは引き続いてその信念、信条とともに、この取

り組みについては充実に努めていかなければいけないなということをつくづく感じたとこ

ろでございます。 

 それから、２つ目が児童虐待防止専門科講座で、私にとっては２回目でございました。 

 そこで、いろんな話を聞くことも大事だったのですが、やっぱり全国的にかなりこの児童

虐待の数がふえてきているというデータが、つい２０日ぐらい前の新聞に載っておりまし

た。いよいよ国も動き出していると。子どもを見る親の権利、この親権を制限していくとい

うことで、今、法改正に向けて取り組みがなされているという記事が載っておりました。と

いうことは、裏を返せば、それだけ児童虐待というのが顕在化しつつあって、爆発的にその

件数がふえてきていると、そういうことが言えるのではないかなと思います。 

 当然ながら、佐賀市でも現在つかんでいるだけで３００名ほどいるということがわかって

おります。ぜひこの児童虐待が将来を担う子どもたちを育てる上で、あってはならないこと

でございますので、こういう面では、やはり私どもも真剣に取り組みを進めていかなければ

いけないのかなということを思います。 

 裏のページに参りまして、ずうっと以前は、いわゆる「ほんげんぎょう」という日本古来

の伝統行事、正月行事に触れていたんですが、ここ何十年とそういう行事に触れる機会がご

ざいませんでした。改めて北川副校区のほうに出向かせていただいて、その伝統行事に込め

られた今の地域での地域間の人間関係のありよう、あるいは地域の連帯感を呼び戻す、そう

いう意味合いから、日本古来の伝統行事というのは、その役割を果たしているなと、そうい

うふうな思いで参加をしたところでございます。 

 また、伝統行事も、やっぱり世に連れて一つ一つ変化をしながらも、いいところはきちっ

と残っているということで感心をいたしました。 

 特に、北川副のほうで私が関心を持ったのが、本市が取り組んでいます「子どもへのまな

ざし運動」や、あるいは「市民性を育む教育」、その一環としてなされていたということで

す。ですから、「子どもへのまなざし・ふれあい冬まつり」という名称だったんですね。そ

の中に日本の伝統行事がぴしっと組み込まれているということで、私はやっぱり子どもたち

にとって、ふるさとを誇りに思う心というのは、こういう日本の風景の中で人と交わって育

っていくのじゃなかろうかなと、そんな思いがいたしました。やはり日本の伝統行事という

のは素朴でありますし、日本人の心をつかんだものでございます。 

 そういう意味合いから、こういう伝統行事というのがあちらこちらで今風に盛り上がって

いけばなという思いになったところでございます。 

 それから、４点目が成人式ですが、７カ所、８カ所あったようですが、私は富士のほうに

出向かせていただきました。成人式で感動したのは久しぶりでございました。やっぱり43名、

実際出席されたのは30名ちょっとぐらいじゃなかったかと思いますが、成人者が一人一人自

分の将来の抱負を語るんです。しかも、その抱負を語るというのが単なる形式じゃなくて、
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その成人者が本当に自分で思っている将来の夢を語るんですよ。これに私は感動したんで

す。つまり、社会人は社会人としての夢を語ります。大学生や専門学校生は、そこで学んで

いる学問を通して将来を語ります。これこそ成人式だという思いがいたしました。 

 最後は少し耳が痛かったことがございます。耳元でぼそっと言われております。「成人式

もこうやって小さい単位ですると、こういうふうな厳格な成人式ができるもんね」と耳元で

ぴっとささやかれて、痛しかゆしの部分かなと思いながら帰ってきたところでございます。 

 それから、５点目、これまた地域の盛り上がりは絶対佐賀市の盛り上がりと私は思ってい

るんですよ。佐賀市がどんなに全体的に仕掛けても、これだけでは絶対に動かない。やはり

各それぞれの地域が動いていって、初めて本当の動きになる、こういう思いはいつも持って

おります。そういうときに、大詫間のおひなさまかざりに行ってきたんです。 

 すべて手づくりのおひな様が、しかも幼稚園児から小学生も自分たちでつくっておりま

す。それが公民館の中の至るところに飾ってあります。しかも、これがみんなテーマを持っ

ております。 

 私は２２日に行きましたが、正直言って、１回見てはわからんと思って、明くる日も行き

ました。「きのうだけではどうも見足らんやったし、聞き足りんやったけん、もう一回来ま

した」ということで行きましたが、やっぱり単なる飾りじゃなくて、例えば、竹林をつくっ

てその中におひな様が飾られていました。それは何を意味しているかというと、竹取物語を

イメージしたものでした。それから、貝殻が置いてあって、そこにおひな様が飾ってありま

した。これは何を意味しているかといったら、有明海の干潟を意味しているんですね。それ

から、大きなざるの中におひな様がいっぱい飾ってあるんですね。これはどんな意味かなっ

て一生懸命考えたのですがわかりませんでしたので、聞いたら、このざるの中に飾ってある

大小のおひな様は地域ですと。地域の人間が子どもから大人までこうやって和気あいあいに

過ごすという、そういう幸せはありませんという意味合いから、こういうざるの中にいっぱ

い子どもの小さいおひな様から大きいおひな様まで入れて、地域のまとまりをあらわしてい

ますと、こうなんですよ。本当にそういう中で、ああ、ここの子どもたちは非常に恵まれた

環境の中にあるなということを感じました。 

 そして、何よりもうれしかったのが、やはり昔ながらの地域の連帯感というのが、そこで

よみがえってきております。ばあちゃんたちは、ばあちゃんたちなりに役割を持たせていた

だいて、一生懸命やっていらっしゃるんです。その中に入り込んできましたが、ばあちゃん

はばあちゃんの役目、子どもは案内係なんですよ。小学生が案内をしていて、受け付けとし

ての役割を果たしています。まさしく佐賀市が取り組んでいる教育の中身がこういう至ると

ころに出てきている、そういう成果を感じ取ったところでございます。 

 もう終わりましたけれども、また来年ありましたらぜひ、これは見る価値が本当にござい

ますので、出かけてみてはいかがでしょうか。 

 それから、６番目の校区対抗駅伝大会がありました。非常にことしは天候に恵まれました。

委員長と山本委員さんもお見えになって一緒に応援をさせていただきました。 

 それから、人権教育研究大会、これはきのう行われました。 

 それから、文化財防火デー、これは本日行われております。 

 以上のことで、かいつまんで報告にかえさせていただきます。 

 

（委員長） 

 ただいまの教育長の報告について、何かご質問なり、あるいは補足をもっとというような

ことがあればお願いします。 

 

（Ｃ委員） 

 この大詫間おひなさまかざりは、２２日からスタートして、何日間か、一定期間あるんで

すか。 
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（教育長） 

 ２２日から２４日まで３日間です。 

 

（Ｃ委員） 

 ３日間ですね。 

 

（教育長） 

 もったいないなあと思ったんですがね、１週間ぐらいしてくださればと。でも、裏方さん

になったら、そうもいかんのかななんて思いながら。 

 

（Ｃ委員） 

 いや、観光協会の方と見に行こうかなと思いまして。 

 

（委員長） 

 そういう連携というか、つながっていくというのが大きなテーマですよね。 

 

（教育長） 

 そうですよね。 

 

（委員長） 

 はい、どうぞ。 

 

（Ｄ委員） 

 児童虐待で、虐待されている子どもたちが３００名いるというふうに今お聞きましたけ

ど、これは児童相談所とのかかわりはどうなっていますか。 

 

（教育長） 

 児相や市のこども課のほうでつかめています。当時、児相はかかわっていなかった。 

 ここら辺の詳しいところは、こども課のほうで説明していただいたほうがいいかなと思い

ます。 

 

（委員長） 

 こども課のほう何か、この件について。 

 

（こども教育部副理事兼こども課長） 

 端的に言えば、今委育長が言ったように、当然、うちが把握し、児相とも連携をとりなが

らというあたりでやっておる分が３００件ということでございます。 

 

（Ｄ委員） 

 では、まだあるということですか。 

 

（こども教育部副理事兼こども課長） 

 可能性はあると思います。 

 

（Ｄ委員） 

 ありますよね。 

 

（委員長） 

 私の立場から言うと、この虐待は世代連鎖というのが起こるんですね。だから、虐待をす
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る親は、自分が子どものときに受けてきている方が多いですね。だから、同じような子育て

の中で、自分を支え切れなくなったときに、子どもを虐げる、そういうふうな同じパターン

が起こってくるという非常に難しい点があるんですね。 

よろしいですか。 

 

（Ｄ委員） 

 はい、いいです。 

 

（委員長） 

 ぜひ保育所、幼稚園との連携もよろしくお願いします。 

 この前の子育て支援のゆめ・ぽけっとに行ったときも、あれなんかも非常にいい雰囲気で

すから、ああいうふうな感じでつながっていけるといいなと思います。よろしくお願いしま

す。 

 ほかはございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、次に進みます。どうもご苦労さまでございました。 

 

日程４ 報告事項 

 

（委員長） 

 では、次に本日の議題に入りたいと思います。 

 日程４の報告に入ります。 

 まず、２０１０年（平成２１年度）佐賀市成人式についての報告ということで、青少年課

お願いいたします。 

 

（青少年課長） 

 説明の前に、委員の皆様方には昨年１２月５日、美術館ホールで開催されました少年の主

張大会の冊子をお渡ししております。少年たち２５名、１３名が中学生、１２名が小学生と

いうことで、毎年１冊の冊子にして出しておりますので、後でご一読いただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、成人式の件につきましてですけれども、１月１０日の成人式に際し、各教育

委員の方々におかれましては、市長の式辞の代読として参加いただきましたことに厚くお礼

申し上げます。おかげをもちまして、天気にも恵まれ、また大きな騒動等もなく、無事滞り

なく開催することができましたことに厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。 

 資料につきましては、１番目に各開場の式典の内容等を掲載しております。 

 また、２のほうには参加人数ということで記載をしております。住民登録に対します参加

人数の割合と申しますのは、佐賀市全体では大体７５％、４分の３が来ております。旧佐賀

市では６６％、約３分の２、新市におきましては、ほぼ１００％、中には住民登録よりも多

く、この成人式のために帰ってきているという、そういう姿が見えてまいります。それだけ

成人式に対する新成人の思いというのが伝わってくる思いがいたします。 

 旧佐賀市につきましても６６％ということでございますが、ごらんになった方はわかりま

すように、かなり入っていない方もおられて、受付をされていない方も中にはいらっしゃい

まして、それは推測でございますけれども、６６％からさらに５％から１０％ぐらい上がる

のじゃないかなと、そういう気はいたしております。せっかく来られても中に入られないし、

受付もされていないという方も中にはいらっしゃいます。そういうことを一応ご報告してお

きます。 

 以上でございます。 
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（委員長） 

 各委員さん、それぞれ出向いていただいたと思いますので、その参加されたことでの追加

報告をお願いします。 

 

（Ａ委員） 

 私は東与賀町のほうに行ってまいりました。それで、七十数名の参加で、その成人者の方

が中学とか地域のほうでお世話になったであろう人たちもたくさん出席されていました。 

 その中で一番私として残っているものが、普通成人者の誓いの言葉というものを述べられ

ますけど、今回は、以前はどうだったかはわかりませんが、今回はその成人者の方が自分の

親御さんに対して、自分の言葉で感謝等、これはもう親御さんと地域、それと仲間に対して、

おれはこうなるよという誓いを立てられたというのは、本当すごいことだと思います。ちゃ

んと親御さんの顔を見て、自分の言葉で今まで迷惑をかけたということを切々と訴えられま

した。 

 それで、いずれこういう小さい集まりの成人式から大きくなると思いますが、その辺を大

きくなった場合、どういうふうに反映していくか、その企画を練られるときに、その辺のこ

とも十分検討していただきたいと思います。本当にいい式でした。ありがとうございました。 

 

（委員長） 

 では、Ｃ委員どうぞ。 

 

（Ｃ委員） 

 私は久保田のほうに行かせてもらいましたけれども、成人式というのは、自分が成人式を

経験して以来、初めて行ったものですから、非常にやっぱり華々しく、皆さんかわいらしく

て、自分も年とったなとつくづく思ったんですけれども、本当に久保田町は、極端に言えば

幼稚園、保育園から中学校までみんなご一緒で、みんな顔見知りということで、非常に和や

かな雰囲気でした。 

 また、印象に残ったのは、お母さんたちが２５名から３０名ぐらい来ていただいて、写真

を撮っていただいたり、子どもたちと気軽に話し合ったり、非常にいい雰囲気だったという

ふうに思っております。 

 参加人数は名簿によりますと８９名ということでしたが、やはりこのくらいの規模での成

人式というのは、本当にまとまっていいなというふうな印象を受けた次第です。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 はい、では、Ｂ委員。 

 

（Ｂ委員） 

 私は、諸富のハートフルの会場に行ってまいりました。こちらの参加者は大体１２５名程

度だったのですが、諸富の場合は地域の新成人さんたちがすべて企画運営をされていて、当

日の司会進行とか、新成人の誓いとかも全部自分たちで進められていたのが印象的でした。

それぞれに役割を担って参加されているので、皆さん責任を持って生き生きと、なおかつ緊

張しながら取り組まれているので、見させていただいているほうとしては、ほほ笑ましいと

いうか、拍手を送りたくなる、そういう成人式でした。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 では、Ｄ委員。 
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（Ｄ委員） 

 私は川副のほうに行かせていただきました。中学校時代に元気な子がいたという話を聞い

ておりましたので、ちょっとどきどきしておりましたけれども、立派な成人になられまして、

実行委員が堂々と司会進行をされまして、非常に頼もしく思いました。そして、それぞれ、

例えば、祝電披露などを実行委員の方がされると、それに対して来賓の方が大きな拍手を送

ってくださると、非常にそれが自信につながるのじゃないかと、とてもいい雰囲気でした。 

 またもう一つは、まなざし宣言というのをされまして、幟旗を2つ立てて、まなざし宣言

をされたのが非常に印象的でした。 

 恩師の方もいっぱい見えられまして、最後は恩師の方々に花束を贈呈するというシーンが

ありました。とても落ち着いて、いい成人式が行われました。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 私は三瀬のほうに参加いたしましたが、１３名、この成人式のために名古屋とか、あるい

は東京から帰って来たと、そういう若者、新成人の人が内５人だったのかな。だからそうい

うことで、ずうっと中学校を卒業して、そのつながりがやっぱりあるんだなと思ってですね、

非常にみんなが仲間意識といいますかね、地元から、自分の地域から巣立っては行ったんだ

けれども、みんな仲間なんだよ、まだつながっているんだよというような思いがいっぱいあ

って、非常にいい成人式でした。 

 その後、記念撮影をしたり、あるいは昼食会までありまして、和気あいあいの、実にいい

雰囲気での成人式だったと私は思っております。 

 来年からこれがなくなるんですかと、どうされるんでしょうかと言ったら、いや、地区全

体であるかもわかりませんが、今まだ話題としてはこれから進めていくことになるんじゃな

いでしょうかというふうなことで応対をしてきました。自分たちはやはりこの地元でしてほ

しいですというような意向がありました。 

 それでは、成人式のことについては一応これで終わります。 

 

（Ｃ委員） 

 １つ疑問といいますか、経緯を知らないので教えてほしいのですが、少し時間がありまし

たので、会場が家の近くだったものですから、佐賀市のほうを拝見させてもらったんですけ

ど、確かに入れない皆さんがたくさんいらっしゃいました。会場はもうほぼ満杯状態だった

んですね。ということは、もう最初から入らないというのを前提に会場設定をされているの

かなと思って、これはどうかなというふうに私は思ったんですけれども。 

 それと、あそこが非常に交通が渋滞して、確かにマナーの悪い車の運転をしている成人の

皆さんもいらっしゃって、警察等も来ているというふうなことだったんですけど、以前は文

化会館でされていたんですかね。その辺の経緯などを伺えればと思っています。 

 

（青少年課長） 

 確かに、以前は文化会館でやっておりまして、今の形になったのは平成１５年ぐらいから

だと思います。それ以前は文化会館でやっていて、なかなか中に入らないと、あそこの会場

が広過ぎて。ひどいときは１００人も入らないというぐらい、かなりひどい状態であったそ

うです。そのころは式典自体も１時間ほど、設けておった時期もありましたけれども、なか

なかじっとしてくれないで、式典が終わって講演等があれば、もうほとんど出ていってしま

うとか、その後紆余曲折を経て、街の中心部の賑わいを図る目的もあり、市民会館へ持って

きた経過があります。 

 市民会館は、１，０００人程度しか入りません。しかるに、今年の受付の人数は１２００

名あまりで、全員は入らないのが実態です。だけど、それも５分、１０分前の状態だったら、

まだほとんどがらっとてしているんですね。外にいる職員が呼び掛けして、ようやく５分前

ぐらいにならないとあそこまで入らないという状況が実態です。 
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（Ｃ委員） 

 わかりました。 

 

（委員長） 

 そういうことであります。これは来年どうするか、これからの企画でしょうけれども、ぜ

ひ当事者が自分たちで自分たちの成人式を準備してやろうというような雰囲気になるとい

いなと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

 

（Ｃ委員） 

 中のほうは１５分ぐらいしかいないですけど、落ち着いた感じで進んでいたと思います。 

 

（委員長） 

 では、次の議題に移りたいと思います。 

 佐賀市立川副運動広場及び佐賀市立スポーツパーク川副の指定管理者の指定について、よ

ろしくお願いします。 

 

（スポーツ振興課長） 

 それでは、スポーツ振興課から報告申し上げます。 

 資料の２ページから３ページのほうをご覧ください。 

 川副運動広場とスポーツパーク川副につきましては、体育施設の効率的、効果的な運営を

図るとともに、市民のサービス向上を目指して、指定管理者制を導入することとし、昨年の

６月市議会で指定管理者制導入のための条例改正を議決いただいたところでございます。 

 指定管理者の指定につきましては、地方自治法の規定によりまして、議会の議決を経る必

要があることから、佐賀市公の施設の指定管理の指定の手続等に関する条例に基づきまし

て、指定管理者の候補者を選定し、その候補者を指定管理者とする内容の議案を、11月の市

議会で議決をいただいたところであります。 

 本案件は、そのことに関する報告でございます。 

 指定管理者に管理を行わせる施設は、川副運動広場とスポーツパーク川副の２つの体育施

設でございます。 

 指定管理者となる団体は、特定非営利活動法人、いわゆるＮＰＯ法人かわそえスポーツク

ラブであります。 

 指定の期間ですけれども、平成２２年度から平成２６年度までの５年間といたしておりま

す。 

 指定管理者の候補者選定までの経緯でございますけれども、まず、市報とホームページで

公募を行いました。公募の結果、２つの事業者から応募がありまして、１０月２２日に審査

会で審査を行いました。 

 審査の概要と審査結果は、そこに記載しているとおりでございます。 

 この審査委員会で候補者に選定したかわそえスポーツクラブを指定管理者とすることに

ついて、先ほど申し上げましたとおり、１１月の市議会で承認をいただきましたので、今後

の管理協定等の契約手続を経て、平成２２年４月から２つの施設の管理等の業務につきまし

ては、かわそえスポーツクラブが行うこととなります。 

 以上、報告いたします。 

 

（委員長） 

 今の報告について、何か質問はございますでしょうか。 

 済みません、私から。この審査委員会というのが５名ですか、よろけしれば、どういう方

がなっておられるか教えていただけますか。 
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（スポーツ振興課長） 

 まず、スポーツ事業者１名ですけれども、これは利用する団体、利用する側からの意見と

いうことで、家庭婦人バレーボール協会の理事長様にお願いをいたしております。 

 それから、学識経験者２名とありますが、これにつきましては、佐賀大学と西九州大学か

ら、それぞれ先生ですけれども、スポーツの専門家ということでお願いをしたところでござ

います。 

 それから、行政２名ですけれども、これにつきましては、社会教育部の副部長とスポーツ

振興課の副課長であります。 

 以上、５名で構成された委員会で審査をいたしております。 

 

（委員長） 

 あと何かほかに質問ございますか。よろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、そういうことで報告は終わります。 

 その他の議題で、「平成２１年度 第２５回佐賀市青少年健全育成推進大会・第２回子ど

もへのまなざし運動推進大会」開催要項のことについての説明をお願いします。 

 

（教育総務課長） 

 お手元に「平成２１年度第２５回佐賀市青少年健全育成推進大会第２回子どもへのまなざ

し運動推進大会」開催要項というのをお配りしております。 

 ことし、子どもへのまなざし運動の推進大会は第２回目ですが、今年度は佐賀市の青少年

健全育成推進大会と共同開催ということで計画をいたしました。 

 日時につきましては、２２年２月１４日、日曜日でございます。１３時３０分から１６時

まで、メートプラザ佐賀多目的ホールで行いますので、委員の皆様方の出席をお願いいたし

ます。通知はさきにご案内しているかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 大会の内容でございますが、１３時から受け付けを始めまして、１３時半開会、主催者等

のあいさつがございまして、まずは青少健のほうの標語入賞者表彰を行います。それから、

まなざし運動のフォトコンテストの表彰、それから、まなざし運動の事例発表ということで、

地域代表で北川副校区から、企業の代表で青年会議所から発表をしていただきます。 

 その後、１４時５０分から１時間程度、福岡女学院大学の牧教授のほうから、「共に育つ」

と演題で講演をしていただくようにしております。 

 閉会が１６時の予定になっております。 

 裏面のほうに、まなざしフォトコンテスト入賞作品（１２作品）を、白黒なので、ちょっ

とわかりにくいですが、当日はカラーできちっとしたのをお見せしたいと思っております。 

 この１２点の表彰をまなざし運動関連でしたいと思っております。 

 以上、私のほうからご案内でした。 

 

（委員長） 

 ぜひ委員さんも時間があれば、ご出席いただきたいと思います。 

 次のことですが、学校教育課でしょうか、佐賀市立の小・中学校の卒業式の件についてお

願いします。 

 

（学校教育課長） 

 それでは、委員の皆様方にお願いでございます。例年の卒業式、３月の中旬、下旬に行っ

ております。小学校につきましては３月１９日金曜日です。中学校はその１週間前の３月１

２日の金曜日でございます。 

 別紙資料に、こちらのほうで勝手にお名前を入れさせていただいております。恐縮ですが、

こういった関係の皆様方にご出席をいただきたいと考えているところでございます。不都合

等ございましたら、私もしくは参事のほうまでご連絡をいただければと思います。 
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 確定は２月の教育委員会の勉強会、もしくは定例教育委員会で２月には確定をしたいなと

思っております。ご予定に入れていただきたいということで資料を提示申し上げたところで

す。ご迷惑をおかけしますが、どうかよろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 そういうことで、中学校の卒業式が３月１２日、小学校の卒業式は３月１９日、どちらも

金曜日になっておりますので、よろしくお願いします。 

 その他、何かありますか。 

 

（教育長） 

 学校教育課長さん、これは来校時刻は、全部必ずしも30分前じゃないですね。 

 

（学校教育課長） 

 そうです。２０分前というところもございます。 

 学校のほうにすべて確認した時間でございまして、来賓の皆様においでいただきたい時間

ということです。実は来賓の皆様方は来賓控室、あるいは校長室から会場に向かう時間まで

全部計算されておりまして、９時半にはもうどんちょうが上がって開式ということですの

で、９時半直前に着かれましたら、もう来賓控室はもぬけの殻という状況になりますので、

恐れ入りますが、その来校時刻に合わせて、早目に行っていただきますようお願いします。 

 

（教育長） 

 いや、私が言いたかったのは、９時半スタートのところはほとんど９時になっておるのが、

高木瀬は９時１０分ですね。９時じゃいかんのかなと私は思ったものですから。９時４０分

スタートは９時１０分になっておりますけれども、これでいいですね。 

 

（学校教育課長） 

 はい。来校時刻が２０分前というところも幾つかあります。 

 

（委員長） 

 よろしいですか。それでは、そういうことで。早く行くのはいいでしょうから。 

 ほかに何かありますか。はい、どうぞ。 

 

（教育総務課教育政策係長） 

 今、委員さんの机の上に、臼杵の先進地視察のプリントが載っていたと思います。これも

先日からお知らせしておりましたけれども、日程のほうが固まりましたので、今回お知らせ

をするものです。 

 委員は委員長以下４名で、事務局のほうもこども教育部長以下４名でマイクロバスを貸し

切りまして、日帰りで臼杵市のほうに行きたいと思っています。 

 時間は少し早いですけど、７時３０分にこちらの大財別館集合ということで、帰りが１７

時の予定となっております。訪問する学校現場は、臼杵南小学校を予定しております。よろ

しくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 ２月９日火曜日に先進地の視察ということです。よろしくお願いします。 

 ほかに何かございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、ないようでしたら以上で本日の日程は終了しました。 

 これで１月の定例教育委員会を閉会いたします。ご苦労さまでした。 

 


