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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 それでは、定刻になりましたので、非公開の人事案件の審議に引き続き、３月の定例

教育委員会を始めたいと思います。 

 こんにちは。神野公園の桜も大体二歩咲きぐらいで、きのうは天気がよかったもので、

私も犬を散歩がてら行ってきましたが、これから一週間が桜の見ごろになると思いま

す。だけども、年度の切りかわりどきですので、皆さん方には慌ただしい日程を過ごさ

れていると思いますが、どうぞよろしくお願いします。 

 

日程２ 会議録の報告 

 

（委員長） 

 まず、会議録の報告をお願いします。 

 

（教育総務課副課長兼総務係長） 

 ２月２３日の定例教育委員会の会議録につきましては、３月１９日に配付いたしてお

り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） 

 何か訂正などございますか。よろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と言う者あり〕 

 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、教育長の報告をよろしくお願いします。 

 

（教育長） 

 ペーパーに起こしてお配りをしておりますので、これに基づいていきますが、今、３

月の議会があっております。先日までに委員会が終わりました。あとはもう閉会を待つ

ばかりなんですが、内容的には、非常に質問が多くて、その質問のやりとりの中で、非

常に課題がたくさん見えてまいっております。この課題につきましては、また４月の委

員会なりにご報告をしながら、教育委員会としてその方向性については、やはりきちん

と共通理解をして進まないとなかなか難しいなと、そういう思いをしております。そう

いうことから、ぜひ次回の折に、議会等での課題については整理をしてお示しをして、

皆さん方の意見をお聞きしたいというふうに思っております。 

 まず１点目が、これも実を言うと議会で出ました。つい先般、学校統括安全衛生委員

会というのを開きました。これは、労働安全衛生法に基づいての学校についての、佐賀

市立学校職員安全衛生管理規則というのを制定して、平成２０年度から施行をしている

んですが、なかなかこれについての意識が高まらないというのが現実でございます。で

すから、各学校では、健康管理委員会、これは５０人以上の学校は衛生委員会というこ

とで決まっておりますけれども、この健康管理委員会を設置して、教職員の健康管理、

それについて十分に意識を高めながらも、お互いに健康については留意して健康保持に

努めようというふうにしておりますが、なかなか難しいというのが学校現場の実情でご

ざいます。そういう中で、ぜひ来年度は、この法に基づきまして、面接指導等をぜひや

りたいということで、各学校の校長を通じて学校での教職員の勤務実態について把握を

し、それに基づいてそれぞれ指導、あるいは啓発を行っていくということで、今取り組
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みを本格的に始めているところでございます。 

したがいまして、今後この件につきましては、またこの教育委員会の中でもお知恵を

借りながら進めていくことが出てこようかと思いますので、よろしくお願いをしたいと

思います。これが１点です。 

 ２点目は、佐賀県文化団体発足５０周年記念の佐賀市文化連盟合同文化祭がございま

す。 

 これにつきましては、やはりこれだけ高齢化社会になりまして、皆さん方が生きがい

をどこに求めていくか、あるいはその生きがいの１つとして、どういうふうに自分で処

していくかということを考えたときに、この文化的なもの、あるいは自分の趣味を生か

すということがいかに大事であるかということを感じてまいりました。そういう意味で

は、この文化連盟の取り組みについては、やはり非常にこれから先必要なことではない

かなというふうな思いを強くしたところでございます。 

 それから、３点目です。 

 これは、つい先だってガッテン市民講座に行ってまいりした。市民性をはぐくむ教育、

これは当然ながら子どもへのまなざし運動の一環として取り組んでおります。また、子

どもへのまなざし運動という横の軸が、具体的に、組織的にどういうふうにしていくか

という視点から見ると、市民性をはぐくむ教育の、公民館ごとの取り組みというのは非

常に大事になってくる。あるいは皆さん方の意識を啓発する上でも、非常に有効である

というふうに思っております。 

 そういう意味で、神野小学校の神野校区のほうに行ってまいりましたが、ここは素人

劇団がありまして、非常に関心したのは、皆さん方がボランティアで、この劇を自作自

演ということで、これまでにも６０回ぐらい、その劇を実演し皆様方の啓発をしている。

その内容たるもの、架空請求の問題とか、多重債務の問題とか、年金詐欺等の問題とか、

それに合わせて、今回は市民性をはぐくむ教育という視点でのにわか劇でしたけれど

も、本当に内容をよくつかんでいて、これを劇にして、非常にわかりやすいものであり

ました。私のお世辞でもなんでもなくて、この劇団を全校区回っていただくと、本当に

この市民性をはぐくむ教育の中身が浸透していくのではないかなというふうに思った

次第です。でき得れば、子どもへのまなざし運動の啓発のため、いろんな研修会がある

ときにこの劇団を呼んで実演していただくと、また一挙両得かなというふうな思いをし

ながら帰ってまいりました。 

 いずれにしても、次年度は教育基本計画の最終年度を迎えます。しかも、子どもへの

まなざし運動というのは、教育基本計画が継続される中にも、この運動は恐らく皆さん

方に身をもって定着するまで、つまり習慣化していくまでこの運動は続くだろうと。そ

ういうことを考えますと、ぜひこの市民性をはぐくむ教育、これについては、これまた

一緒に、両輪として進めていかなければならないということを痛感したところでござい

ます。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 今の報告に、何か質問なり、あるいはもっと詳しく聞きたいということがございまし

たら。はい、どうぞ。 

 

（Ａ委員） 

 私の感想なんですけど、１番目の学校統括安全衛生委員会の件なんですが、これは、

本当に面接指導等を行ったほうがいいと思いました。この教育関係の業界ではないです

けれど、長時間労働の結果、例えば、突然死してしまったような場合に、労災に認定さ

れるケースなども裁判でよく今あっていますので、例えば、名ばかり支店長とか、役職

がついているけれどとかの名目だけは、実際はもうノルマを達成しなきゃいけないとい

うことで、１００時間を超えるような時間外労働が、３カ月、４カ月続く中で突然死し
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てしまうと。それが、後から遺族から労災の請求があって裁判で認定されるとかそうい

うケースもあります。そうなると、本当にお互いに損失が大きいですので、やっぱり先

生方の健康を管理するという意味では、労働時間をまず把握して管理しておくというこ

とが必要だなと思います。 

 よく部活の顧問などを全部１人で抱えられて土日もないというので、何年も何年もそ

ういう生活をされているとかなり危ないんじゃないかなというふうに思いますので、ち

ょっとその辺をこの機会に注意したほうがいいなと思いました。 

 

（教育長） 

 ぜひそのようにさせていただきたいと思います。 

 

（Ｂ委員） 

 それともう１点いいですか。この間の臨時会ですか、勉強会のときも出てきて聞いた

んですけど、確か対象に校長先生自身もなっているということで、やはりかなり校長先

生も激務で、自分自身がそういった先生方のことを見るのはもちろんですけれども、校

長先生自身はどこがそういったフォローできるのかということも体制をちょっと考え

ていかないと、結構、校長先生自身も厳しいかなというふうに思います。 

 

（委員長） 

 管理職への対策ですね。ほか何かございませんか。 

 

（教育長） 

 今後、管理職も含めて書いていただきますので、だから、管理職については、こちら

のほうでやっぱり把握をしながら進めてまいりたいと思います。 

 

（委員長） 

 それでは、教育長の報告はこれで終わりにいたします。 

 

日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

 引き続きまして、日程４の議題であります。 

 第４２号議案『佐賀市教育委員会組織規則の一部を改正する規則について』教育総務

課から説明をお願いします。 

 

（教育総務課長） 

 それでは１ページの、佐賀市教育委員会組織規則の一部を改正する規則についてでご

ざいます。 

 ２ページをごらんください。 

 佐賀市教育委員会組織規則の一部を次のように改正するということで、現在、文化振

興課の課内に管理係、文化振興係、文化財係、世界遺産調査室、世界遺産調査室は１月

１日から設置をしております。この１室３係を文化振興係、文化財係、世界遺産調査室

という１室２係に改めます。細かい内容といたしましては、文化振興係と管理係を統合

いたします。統合をして、文化振興基本計画策定業務への対応ですとか、業務の効率化

を図りたいというふうに考えております。 

 それと、この組織規則の一部改正は佐賀市全体の組織、４月１日づけで行われます組

織機構の改変、部署の再配置の一環であります。 

 以上です。 
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（委員長） 

 今の件につきまして、何か質問なり、確認なりありますでしょうか。よろしゅうござ

いますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、４２号議案『佐賀市教育委員会組織規則の一部を改正する規則について』は、

原案のとおり承認いたします。 

 次に、第４３号議案『佐賀市教育委員会文書事務取扱規則の一部を改正する規則につ

いて』、学校教育課より説明をお願いします。 

 

（学校教育課参事兼副課長兼教職員係長） 

 お手元に、教職員の諸手当認定事務の権限移譲に伴う佐賀市教育委員会教育長事務委

任規程の制定についてというＡ４の２枚ものを差し上げております。この第４３号議案

は、この差し上げている２枚組のペーパーと関連がございますので、まず、この２枚組

のご説明を申し上げたいと思っております。 

 県から市への教職員の諸手当認定事務の権限移譲につきましては、２月と３月の臨時

教育委員会におきまして、教育委員の皆様方にはご説明を差し上げております。 

 まず、１番、事務の概要ですけれども、公立小・中学校における県費負担教職員の扶

養・住居・通勤手当の認定事務でございます。 

 ２番、現行の事務の流れは、職員から学校・学校運営支援室を通って、最終的には県

教委の教職員課長が決裁をするものでございます。 

 ３番、移譲後の事務の流れですけれども、職員から学校・学校運営支援室にまいりま

して、最終的には学校長が決裁をするというふうになるものでございます。 

 ４番、規程制定の事由でございますけれども、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第２６条第３項の規定によります。 

 １枚めくっていただきまして、３ページ目に法律が出てまいります。 

 第２６条第１項でございますけれども、教育委員会は、教育委員会規則で定めるとこ

ろにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任することができるという規定が

ございます。それを受けまして第３項で、教育長は、第１項の規定により委任された事

務を、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員に委任することができる

というものでございます。この規定によりまして、教育長から学校長への事務委任規程

を制定するというものでございます。 

 １ページ目に戻っていただきまして、５番目の施行日は平成２２年４月１日。 

 ６番目の規程案は、２ページ目に提案をいたしております。 

 ７番ですけれども、その他。佐賀県公立学校職員給与条例の一部改正条例案は、３月

２４日に県議会で採決、２５日に公布予定となっております。 

 本来ですと、この委任規程を教育委員会にお諮りをするべきところでございますけれ

ども、この権限移譲関連条例である公立学校職員給与条例の一部改正条例案が、明日の

県議会で採決され、あさってに公布予定になるということですので、きょうの委員会に

お諮りすることができません。したがいまして、きょう一応ご報告をさせていただきま

して、この内容と変わりないということを前提に、明日、明後日に教育委員長様の決裁

をもって承認されたとして、公布をさせていただきたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 第４３号議案は、法令、法体系上の中に訓令という位置づけを設けるものでございま

す。現在、佐賀市教育委員会の法制階位は条例と規則しかございませんけれども、その

条例規則の階位に訓令というものを設けるものでございます。 

 この訓令でございますけれども、佐賀市の法規審査の担当部署と協議をいたしまし

て、訓令が相当であるというふうな見解がございましたので、今回初めて、訓令を設け

て規則を改正するものでございます。 

 以上でございます。 
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（委員長） 

 説明がありましたが、何か質問、ご意見ありますでしょうか。もうこれも勉強会で一

応しましたが、事務手続上の手続が手順を踏まないといけないということですので、そ

ういうことですが、よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、第４３号議案は原案どおり承認いたします。よろしくお願いします。 

 続きまして、第４４号議案『佐賀市心身障害児就学指導委員会規則の一部を改正する

規則について』、これも学校教育課から、よろしくお願いします。 

 

（学校教育課指導主事） 

 第４４号議案について説明をいたします。 

 ６ページをごらんください。 

 平成１９年４月１日に特別支援教育の推進について文部科学省から通知が出ており

ます。そこでは、特別支援学校という新しい名称に変わったり、それから特殊学級が特

別支援学級に変わったり、それから特別支援教育コーディネーターを各学校に設置する

というふうな形で、特別支援教育の推進ということが通知でありました。ただ、このこ

とについて、この心身障害児就学指導委員会の規則に反映ができておりませんでしたの

で、今回、そこをきちんと言葉の反映をするということで修正をしています。 

 それから、特別支援教育コーディネーターが学校に置かれることになりまして、就学

指導委員会の中にありました啓発指導員、調査員の仕事が特別支援教育コーディネータ

ーがすることになりますので、そこが省かれるということになりますが、特別支援教育

コーディネーターについては、就学指導委員の判定委員会の中での会議への参加という

ことがありませんので、規則の中から省いています。 

 それと、規則の名称ですが、近隣の市町の教育委員会に問い合わせたところ、就学指

導委員会という名称に変更をしているところが大変多くございましたので、それもあわ

せて変更というようにしております。 

 簡単ですが、以上です。 

 

（委員長） 

 詳細については、７ページからついておりますので、目を通していただきたいと思い

ますが、その目を通していただいた上で何か質問なりご審議ございますれば、よろしく

お願いします。特別支援教育というのが取り組まれるようになって、法律も、あるいは

文言もすべてそういうふうなところで統一されるということでございます。 

 

（Ｂ委員） 

 今、もう障害の「がい」の字を、佐賀市では、災害の「害」じゃなくてするという方

向に行っていると思うんですけど。 

 

（学校教育課指導主事） 

 現在のところ、文部科学省から来ます文書、それから県教育委員会から来ます文書、

すべてこの障害のあるのときの「害」がまだ漢字になっております。そういう状況もあ

りますので、文書として起こす場合にはそれに習ってということで、現在も漢字のほう

を使っております。 

 

（教育長） 

 学校教育管理施行規則の中でも、「がい」はこの「害」ですか。 

 

（学校教育課指導主事） 

 はい。 
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（委員長） 

 石へんの「碍」を使うというふうな案も今あるわけでしょう。 

 

（学校教育課指導主事） 

 今現在、要望として出ておりますが、まだそれが確定というところではありませんの

で、またその辺の状況によっては変更のお諮りをしなければならないと思いますが、現

在としては、そこに文科省、県教委にならって使用している状況です。 

 

（教育長） 

 第１条。これ、いきなり「障害のある児童及び生徒」となっていますよね。旧条例の

中では、「心身に障害を」となっていますよね。この「心身に」を外したのはどうして

ですか。 

 

（学校教育課指導主事） 

 今、すべて障害のあるという言葉にかわっておりますので、そこに統一をしたという

形です。障害のある幼児、児童生徒という言葉で、すべての文科省から、県教委からお

りてくる文書がなっておりますので、その言葉に統一をしたというところになっていま

す。 

 

（教育長） 

 ということは、「心身に」というのはもう入っていないということですね。 

 

（学校教育課指導主事） 

 はい、入っておりません。 

 

（委員長） 

 私からですが、今、佐賀市でこういう就学指導、障害のあるということで対象になる

子どもは、大体年間何人ぐらいありますか。 

 

（学校教育課指導主事） 

 多いときで、就学指導委員会は、年に４回開催をしておりますが、一番多いときで、

１００件を超えるということになります。佐賀市の小・中学校すべての学年にかかわる

ことになりますので、多いときには、その会議が１時半から５時ぐらいまでかかりなが

ら判定をしていただいております。 

 

（委員長） 

 今は特に軽度の発達障害ですね。そういう子どもへの取り組みが非常に重要視されて

いますので、ぜひここら辺を佐賀でもっと充実させていただければなと思っておりま

す。よろしくお願いします。 

 この規則の一部改正する規則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、第４４号議案は、原案どおり承認ということにいたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（委員長） 

 では、次に日程５の報告に移ります。 

 まず、「コミュニティスクールの指定について」、総務課から報告をお願いします。 
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（教育総務課教育政策係長） 

 それでは、教育総務課からコミュニティスクールの運営協議会に関する評価というこ

とで、コミュニティスクールの指定についての説明をさせていただきます。 

 ご存じのとおり、城南校区におきましては、学校のコミュニティスクールというのを

指定いたしまして活動を行っていただいております。赤松小学校におきましては、平成

１９年度から始まりまして、３カ年を経過いたしました。それから、今年度から残りの

北川副小学校、それから城南中学校、これが２つ加わりまして、城南校区の中学校１校、

小学校２校がコミュニティスクールとして今年度スタートしたわけでございます。その

中では、単にやはりコミュニティスクールというだけじゃなくて、中学校区でやると、

小学校と中学校が一緒にやるということで、小中の連携、こういったものも視野に入れ

ながらの活動ということになっております。きょうは資料のほうを１０ページから後に

つけておりますが、こちらのほう、すべて説明しますと、大変多くなっておりますので、

抜粋して簡潔に内容の説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、１０ページのほうになりますが、城南中学校のコミュニティスクール運営協議

会に関する評価ということであります。こちらのほう、各３校、それぞれ教職員、それ

から地元の方、それから保護者、こういったところにアンケート調査を行いまして、こ

れをもとに、どういった活動の評価がなされているのかということを確認をしておりま

す。 

 その内容でございますけれども、城南中学校におきましては、まず、１１ページの真

ん中ほどをごらんください。教職員のアンケートとありますけれども、平成２１年度で

８０％を超える「積極的に参加した」とか、「小中連携推進のために、活動している」、

こういった評価が非常に上がっております。 

 さらに、１４ページの中ほどの教職員アンケート、こちらのほうにつきましても、学

校経営方針、教育目標、めざす生徒像、こういったものについての教職員の意識という

のが非常に高まりをここでは挙げられております。 

 ただ、ちょっと戻りますけれども、１３ページのほうを見ていただきますと、中ほど、

③のところです。城南中学校の教育目標というのがありまして、これは「城南中学校生

徒としての誇りを持ち、たくましく生きる生徒の育成～「学力向上」と「豊かな心の育

成」を目指して～」ということがありますが、こちらのほうの生徒の認識がなかなかま

だ伸び悩んでいると。さらに、１４ページのほうの上になりますけれども、保護者アン

ケートにつきましても、やはり６０％弱ということで、この辺が今後の課題であるとい

うふうに見られております。 

 それから、次、１８ページのほうの赤松小学校コミュニティスクール指定に関する評

価というところを見てください。 

 赤松小学校につきましては、先ほど申しましたように、３年を経過しております。こ

ちらのほうでは、ここ数年、ボランティアの参加についても高い水準を維持しておりま

して、非常に高い評価がありますけれども、一方で、地域住民の方等のアンケートの対

象人数をぐっと今回ふやしております。その結果、やはり、コミュニティスクールの認

知度が下がったという評価が出ております。このあたりにつきましては、生徒とかそれ

から保護者につきましては、意外と認知度というのは上がりやすいけれども、やはり地

域の方まで浸透させるというのは非常に難しいということがここでうかがえると思い

ます。保護者につきましては、学校と地域の連携とか、家庭、地域の教育力向上、こち

らのほうの項目につきましては、非常に高い数字を示しておりますけれども、やはり先

ほど言いましたように、コミュニティスクールに関する認知度というところになります

と下がっております。さらに、コミュニティスクールの学校運営協議会、こちらの自己

評価に関するアンケートですね、こちらにつきましても、今回、若干下がった数字が出

ております。といいますのは、やはり取り組みをすればするほど、いろんな課題が見え

てくる。まだまだ足りないという意識が出てきて、もっとやらなければいけないという

ことで非常に辛口の採点が今回されたと。これは学校運営協議会の会議の中でも、そう
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いった意見が出されておりました。非常に今回は、３年目を迎えていろんな課題が実際

見えてきたと。今まで気づかなかったところが見えてきたと、そういったところで辛口

の評価が出たと。これは若干数字は下がっていますけれども、一定の進歩があったんじ

ゃないかというふうに理解をしております。 

 それから、着目すべき点で、２４ページの中ほどのグラフをごらんください。こちら

のほうを見ていただきますと、これは地域住民、自治会のアンケート、これで「小学校

にどんな教育を望みますか？」というアンケートがございます。ここで１番は「感性豊

かな子どもを育てる心の教育活動」、これを一番望みますということで、２番目に、急

激にふえてきた項目があります。これは左から４つ目ですが、１６．５％の「市民とし

ての意識を高め、社会性を身に付ける教育活動」、これがここ３年間で急激に伸びを見

せております。このあたりが今、地域が抱えている問題、学校が抱えている問題がある

のではないかと。今後、この辺を強化していくべきではないかというふうな意見になっ

ております。 

 それから、次に、北川副のほうにいきます。２８ページをごらんください。 

 北川副小学校のコミュニティスクール指定に関する評価でございます。こちらのほう

はことしから始まったということで、住民、それから保護者、非常に感心が高く、すべ

ての項目でほぼ高い数字が出ております。若干、２９ページのグラフの３番目、「家庭

で、地域の行事に参加するように勧めている」と、この項目、それから３０ページの一

番下のグラフですね、「家庭で、相手や場面に応じた言葉遣いができている」、こういっ

たところが若干やはり低い結果になっておりますので、今後こういったところも強化し

ていかなければならないというふうに考えております。 

 北川副におきましては、ここはもともと地域の特性ですけれども、子ども会とか、こ

ういったものが非常に昔から活動がされておって、地域の行事なんかもされておるとい

うところで、やはり保護者あたりにつきましては、非常にすっと入りやすい、評価が高

い、学校のやっていることについての理解が得られやすいということで、やはり最初に

申しましたけれども、地域の方全体、こういったところに広げていくというのが今後の

課題ではないかというふうに、このアンケート調査からうかがえるところでございま

す。 

 いずれにいたしましても、今後３校そろって城南校区のコミュニティスクールを進め

ていくわけでございますけれども、この取り組みを進めることによって、新たな課題と

か取り組みの方法など、改善を繰り返して、より進化できるように教育委員会としても

しっかりとサポートをしていきたいというふうに考えております。そのため、２２年度

からこの３校そろってのコミュニティスクールということで３年間の指定を考えてお

ります。コミュニティスクールにつきましては、今後の他への展開というのはまだ検討

段階ですけれども、この成果ですね、こういったものがほかにも反映できるように、ど

のような取り組みがどんなふうな成果を生むのか、こういったことをしっかり検証をし

ていき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） 

 今、説明がありました。何か質問、あるいは報告に対しての意見がありましたら、ど

うぞお願いします。 

 

（Ａ委員） 

 小学校での学校で確かな学力を身につけさせるためのさまざまな取り組みというの

は、具体的にどういったことなのか、ちょっと私も知らなかったんですけど、わかった

ら教えてください。（発言する者あり） 
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（委員長） 

 では、後ほど確認して回答してください。 

 ほかございますか。 

 

（Ｄ委員） 

 ２４ページの一番下のあたりに、要望書を提出されたということを書かれています

が、もし内容について、アバウトでも結構ですので、どういう要望が多く上がっていた

かを教えていただければと思いますけど。 

 

（教育総務課教育政策係長） 

 学校運営協議会につきましては、学校の運営に参画できるということて要望する権利

というのが認められております。その中には、学校の教育方針ですとか、そういったも

のについて、協議をしております。それから、例えば、カリキュラム等についても、そ

ういった要望するというようになっております。 

 赤松校区の場合は、ちょっと済みません、確認をしてからお答えたいと思います。主

には予算面のことが１つありましたが、確認をしてから、後ほど報告させてください。 

 

（委員長） 

 ほかにございますか。 

 では、私から１つ。一応３年間というのが終わるわけですよね。そして、またこれか

ら３年間、今度は小学校、中学校単独ではなくて、城南校区というところでの取り組み

として新たにグレードアップしていくというふうになるわけですよね。そうしますと、

今まではまとめられていますが、３年間の報告はまとめるんですね。今までの分の３年

間は冊子なら冊子とかにして。要するに、私は聞いていますから、ああそうかとわかり

ますけれども、一番大切なのは、そういう取り組みを佐賀市民の方全員にわかっていた

だきたい。だから、公民館からでも、あるいは学校からでも、赤松とか城南とか北川副

と言わずに、佐賀市全体の学校にもこういうことでの現状がこういうふうにありますよ

という報告をきちんとして、そして、いいところは各地区でも生かしてもらうようにぜ

ひしていただきたい。 

 

（教育総務課教育政策係長） 

 わかりました。この学校運営協議会そのものは、学校ごとにありますので、指定その

ものは学校ごとになるんですが、今おっしゃいましたように３校そろったわけですの

で、今後３年間は一応城南校区でも城南豊夢学園という名称をつけられまして、みんな

で３校そろって足並みをそろえていこうという取り組みでありますので、今後の３年間

は当然そういった形になっていくと思います。これまでの３年間につきましては、赤松

が３年間、それから北川副と城南が１年間ですね、２１年度からですから。ということ

で、これまでのまとめということで、なるべく市民の皆さんに理解していただけるよう

に、いろんなところで情報発信をしていきたいと思います。 

 

（委員長） 

 ほか何かございますか。 

 

（Ａ委員） 

 学校運営協議会から出た教育配慮に関する要望書というのをぜひ見せていただいて、

それができるだけ反映するようにですね、そういうふうなつながりをきちんと見届けた

いなと思います。 
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（教育長） 

 この教育配慮に関する要望書の中を私読みましたら、佐賀市教育委員会レベルででき

るものと、県レベルにならないとできないもの、こういうのもございました。中でも、

端的に言えば、人事配置に関する課題というのは、これはちょっとおいそれと佐賀市だ

けで手当てできる問題でもない。特に、加配、特配に関しましては、これは県、国と絡

んでいますので、なかなか難しい部分がございます。ただ、この運営協議会そのものは、

責任を持って、もちろん責任持って、権限も持ってやっておりますので、人事にどこま

で携われるのかという課題が今見えているところなんですね。 

 ただ、少なくとも言えるのは、私どもは県に対して人事配置等については要求します、

要望します。ただ、運営協議会が直接県に要求するというのは、これはやっぱり難しい

問題であって、市教委との話し合いの中で、協議の中でそこら辺については教育委員会

としてやっぱりすべきであろうと。そこら辺はちょっと線を引いているんですね。そう

いう意味合いから、スタートしたばかりですので、最初はいろんなものが混在してもい

いだろうと。ただ、問題は、今、運営協議会が各校区ごとにできています。そしてしか

も、中学校ということで一つにくくりました。各学校にはこれございません。ただ、評

議員制度がございます。評議員制度は、今は常態化をして各学校動いているんですね。

だから、この運営協議会でのよさをどういうふうに各学校に浸透させていくか、あるい

は運営協議会としてほかの学校もしていくのか、あるいは今の評議員会をもう少し見直

して、その動きの中でつくっていくのか、そこら辺は今後またやっぱり慎重に検討して

いかにゃいかんかなというふうに思っております。 

 

（Ｄ委員） 

 １つよろしいですか。赤松以外のところは協議事項の中で人事に関することという内

容が協議されてないということは、やはり赤松がスタートが早かったからだということ

で解釈してよろしいでしょうか。 

 

（教育総務課教育政策係長） 

 そうですね。まだ、実際のところ、城南中学校、それから北川副小学校につきまして

は、今年度スタートしたばかりで、組織そのものがことしにかけて整備をされてきたと

いうところで、まだ要望というようなところまでは至っておりませんので、そういった

踏み込んだところまでの協議は行われていないというのが実情であります。 

 

（委員長） 

 ほかございますか。これ非常にコミュニティスクールの取り組みは、今後ますます発

展するかもわかりませんので、ぜひきちんとした佐賀市の取り組みとして整備をしてい

ただいて、その情報をすべてのところに発信していただきますようにお願いします。 

 では、この点についてはこれで終わりにします。 

 次の②の児童福祉施設入所者費用徴収規則の一部を改正する規則について、こども課

よりお願いします。 

 

（こども教育部副理事兼こども課長） 

 それではご説明をいたしますが、委員さんのお手元に４枚つづりで配付しておりま

す。これ差しかえですので、こちらのほうを見ていただきたいと思います。 

 そして、まことに申しわけございませんが、４枚つづりの最初が、児童館条例施行規

則ということで、順序を逆につづっておりますので、２枚めくっていただきまして、３

枚目をお願いいたします。 

 児童福祉施設入所者費用徴収規則新旧比較表というのを見ていただきます。左側が改

定をする改定案、それから右半分が現行となっております。この改正する大きな理由と

いたしまして、保育所運営につきまして、大きく２点、国の制度の見直しがありました。
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それに伴いまして、改正を行うものでございます。 

 まず、大きな１点といたしましては、高所得者を対象といたしまして、国の保育所徴

収基準表の階層区分に、新たに第８階層というのが創設をされました。それに伴いまし

て見直すものでございます。このＤ１１と赤い字で書いておりますけれども、Ｄ１１階

層を国の制度改正に伴い、見直すものですけれども、１１階層を新たに設けております。

前年の所得税課税世帯、これ合計をした課税額でございますが、７３万４，０００円以

上の世帯につきましては、新たに３歳未満児で６万６，３００円の保育料を徴収するも

のです。これ国の階層が７階層から８階層、新たにできた分が１．３倍のところで設定

をしてありますので、佐賀市におきましてもこれまでの最高限度額でありました５万

１，０００円に１．３倍を掛けました６万６，３００円を設定するものです。 

 それと、もう一つの大きな改正点といたしましては、その次のページを開いていただ

きたいと思います。中ほど、赤で４と囲っております部分でございます。これは年度途

中の入所児童の保育料の適用年齢の見直しをするものです。右側の従来の制度では、保

育の実施を行った日の属する月の初日において何歳であったかということでこれまで

やってまいりました。これを新たに設けるのは、保育の実施を行った日の属する年度の

４月初日において何歳であるかということで保育料を徴収するものです。この２点が大

きな改正をするところです。 

 あと、改正点につきましては、赤字で書いておりますけれども、これは地方税法、あ

るいは所得税法、租税特別措置法等の法律等の改正があっております。これに合わせる

ため、改正をしているものです。 

 

（委員長） 

 今、説明がありましたが、何か質問、ご意見ありましたらどうぞ。 

 

（Ｃ委員） 

 質問でもなんでもないんですけど、年度の初日に、４月１日になって基準を合わせる

ということで非常に事務がやりやすくなられるんではないかなと思って、いい方向に変

わったんではないかと私は思っております。 

 

（Ｄ委員） 

 ４月初日というのは、４月１日ですか。ではなくて、例えば、その日が休みとかやっ

たら、次の日となるのか。 

 

（こども教育部副理事兼こども課長） 

 初日というのは、１日です。 

 

（委員長） 

 ほかございますか。 

 今、佐賀市で保育を受けている方は、大体総数はどれくらいですか。 

 

（こども教育部副理事兼こども課長） 

 ４，０００超えていると思います。約４，０００ですね。 

 

（委員長） 

 いつも問題になるのが、待機児童がどうかということがあります。今、佐賀でもやっ

ぱり待機児童がいますので。 
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（こども教育部副理事兼こども課長） 

 年の当初につきましては、１８年度から２１年の４月１日の年の当初は待機児童は発

生をしておりませんが、年の途中におきましては、待機児童が発生をしております。今

年度で申し上げますと、１００名ちょっとの待機児童がおります。そのうち、約７割程

度が職を求めてあるという方でありまして、途中で新たに仕事をするということで入所

を希望されて待機をされている方が多うございます。しかしながら、年の当初におきま

しては、２２年度におきましても待機児童は発生をしないように今調整をしているとこ

ろです。 

 

（委員長） 

 よろしくお願いします。 

 ほか何か。では、よろしゅうございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、そういうことでお願いします。 

 続きまして、同じこども課ですが、佐賀市児童館条例施行規則の一部を改正する規則

について、説明をお願いします。 

 

（こども教育部副理事兼こども課長） 

 そしたら、一番最初のページに戻っていただきたいと思います。佐賀市児童館条例施

行規則、この新旧比較表でご説明をいたします。 

 本市におきましては、６つの児童館がございます。まず最初に、その中で久保田の児

童センターですけれども、これは現在、土曜日、それからそこに括弧書きをしておりま

すけれども、第２土曜日、第４土曜日を除く土曜日と日曜日を休館にしておりますが、

これを日曜日を休館にするということにいたします。これはほかの児童館が日曜日が休

館となっておりますので、ほかの児童館と合わせる形をとりたいというふうに考えてお

ります。そういうことで土曜日はあける、日曜日を休館日にするということにいたしま

す。 

 それから、第３条関係で申しますと、同じく久保田の児童センターですけれども、９

時から５時までとすることといたします。これは利用の実態が、今現在６時までですけ

れども、ほとんど利用あってない、それからまた、ここは放課後児童クラブ等をやって

おりますので、そういう絡みで５時までというふうに変更いたします。 

 それから、その下の松梅児童館ですけれども、６時３０分を限度として市長が認める

時間といたしておりますが、これは松梅児童館におきましては、保育事業も行っており

ます。４月から延長保育を行うこととしております。１７時から１８時３０分まで１時

間半の延長保育を行います。そういうことことで、このように条文を改めるものです。 

 それから、次のページを開いていただいて、新たに四角で囲った４ですけれども、こ

れも先ほどと同様ですけれども、年度途中の入所児童の保育料の適用年齢を見直して、

保護を行った日の属する年度の４月初日で年齢を換算をするということにかえます。 

 あと、ほかの分につきましては先ほどのと同様に、法律等の改定があっておりますの

で、それに合わせたものでございます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 今報告がありましたが、何か質問、この件に対して何かあればお願いします。よろし

いですか。 

 では、そういうことで。３の報告事項はこれで終了いたします。 

 では、④の２月に報告予定でありましたが、長くなりまして、この前は、時間を切り

上げましてすみません。平成２１年度出張所教育課主要な事業実績の報告について、各
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出張所教育課から説明をお願いいたします。 

 

（諸富教育課長） 

 ３９ページをお開き願いたいと思います。 

 ２１年度諸富出張所教育課の資料について報告いたします。 

 まず１番目に、利用者件数、人数でございますけれども、公民館で約１，５３０件、

３万１，０００人余が利用をしております。他の施設につきましては、そこに記述して

いるとおりでございます。 

 状況といたしましては、昨年度とほぼ横ばい状態というふうな状況になっておりま

す。文化体育館と諸富運動公園につきましては、市の体育協会に指定管理者として委託

をしております。 

 ２番目の公民館サークルにつきましては、文化・体育合わせまして４３団体、４８６

人の方が公民館を利用して活動を行っておられます。 

 ３番目の公民館事業でございますけれども、会議等も含めまして、自治会長会、これ

は分館長会を兼ねて毎月１０日、それから、運営審議会を今年度は２回開いております。

それから、公民館だよりを地区内回覧で年６回配布しております。学級といたしまして、

パソコン教室を初め、８教室を開催しております。中での歴史探訪につきましては、地

元の啓発というふうなことで、世界遺産候補地の三重津なり、旧佐賀市内の反射炉等を

回っております。新規事業といたしまして、④の第１回諸富夏祭りということで、地域

づくり、子どもへのまなざし運動の推進を目的にことし開催いたしました。 

 大きな４番目の青少年教育事業といたしまして、そこに書いている団体、企業と連携

をしながら実施をしております。主な事業は海と山の自然体験交流事業、それから、子

ども会の夏、秋の子どもフェスタ等を開催しております。③の青少年健全育成協議会で

は、主に啓発運動を中心に行っております。まなざし運動ののぼりの地区配布とか、全

世帯へのステッカー配布と、それから、ことし初めていのちの祭りトークライブという

のを開催いたしました。⑧番目の通学合宿につきましては、新型インフルエンザのため

に今年度は中止をしております。 

 次のページをお願いいたします。 

 ５番目の家庭教育事業につきましては、保育園等と協力して５回開催いたしました。 

 ６番目の文化事業につきましては、文化連盟、保存会等と連携をしながら行っており

ます。文化連盟につきましては、先ほど申しました公民館サークルを中心に結成をして

おります。約３５０名の登録会員でございます。本年度は世界遺産登録候補地の三重津

海軍所の視察に訪問されましたので、地元の啓発ということで視察歓迎を行いました。

今後、地元の啓発を深めていきたいと思っております。 

 ７番目の社会体育事業につきましては、町民の健康づくりとふれあいづくり、地域づ

くりを目的に、そこに書いているような事業を実施しました。④の町民体育大会につき

ましては、雨天のために中止をしております。⑥の市民体育大会、⑧の県民体育大会、

諸富校区代表として、佐賀市代表として頑張りました。⑫の総合型地域スポーツクラブ

設立準備会議ということで、毎月１回以上開催いたしまして、２２年度の設立に向けて

おるところでございます。 

 ８番目の学校教育、給食センターにつきましては、日々の教育事務等のほかに、中学

校の検討委員会、それから、月１回校長、課長会議を開きまして、行事・情報の交換、

定例教育委員会の報告、それから、問題行動、児童・生徒の把握、家庭との地域連携を

深めております。諸富町教育振興会というのがありまして、各学校、小・中学校年度当

初に研究テーマを決めまして、年度末に発表会等を行っております。それから、児童、

生徒のケース会議として、本年度は１回開催をしております。それから、小・中学校の

人材派遣事業、そこに書いているような事業に対して派遣をしております。それから、

給食運営委員会、給食献立委員会を学期に各１回から２回開いています。それから、給

食センターにつきましては、年間１８９日、１日約１，０６０食を配食しております。 
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 それから、まことに申しわけありませんけれども、削除をお願いしたいと思います。

新型インフルエンザによる中止日数７２日、５３６人、２，００２食と書いております

けれども、申しわけありませんけれども、そこのところにつきましては、現時点では削

除をお願いしたいと思います。 

 給食につきましては、今の経済不況等を反映しまして、なかなか徴収率に苦慮してい

るようなところでございます。 

 以上、簡単ではございますけれども、主要事業の報告にかえさせていただきます。 

 

（委員長） 

 何か今のところでもっと確認したりとか意見ありますか。一応報告していただきまし

たが。よろしいですか。 

 では、続きまして、大和出張所からお願いします。 

 

（大和教育課長） 

 平成２１年度の主要な事業等の実績報告の大和出張の教育課の分で生涯学習センタ

ーを含めてでございます。はしおっていきたいと思います。 

 ２点目の青少年健全育成団体活動ということで、それぞれ協議会、会議等を持ってい

ます。１つは青少年育成大和町民会議ということで、委員３５名の組織であります。そ

れから、大和地区子ども会連絡協議会、これも単位子ども会の３２団体がある分であり

ます。それから、アミューズメント施設等にかかわる青少年非行防止対策協議会、これ

は委員１７名で構成した団体であります。それらの団体と一緒になって、主要事業に取

り組んでおります。 

 ①番目には市民総ぐるみ街頭活動、全市一斉にやられる分と一緒でございます。内容

については下に書いております。②のアミューズメント施設等非行防止対策、これは合

併前から大和の場合は大和ジャスコとかゲームセンター等ありますので、そこの保有す

る施設等の代表者と情報交換しながら、毎年開催をしています。内容については、ここ

に書いているとおりでございます。それから、少年の主張大会、それから、星空観望会、

子ども会、その次のページの生活体験型通学合宿、これらにつきましては１０月、１１

月というふうに計画をしておりましたけれども、特に新型インフルエンザで中止なり、

延期をせざるを得なかった状況があります。まず少年の主張大会につきましては、中学

校と最終的に協議して中止をせざるを得なかったと。ただ、発表原稿につきましては文

集を作成して、配布しているところです。星空観望会につきましては、これも延期をい

たしまして、３月２７日、今週の末、土曜日に計画をしています。それから、子ども会

につきましては、大和の場合は、今自治会が４校区ありますので、その４校区の自治会

に移行するということで、取り組みを進めています。春日北校区が今発足をしています

けれども、あとの３校区につきまして協議をしています。大和地区の子ども会の行事と

しては、ドッジボール大会の開催を８月に行いまして、秋に予定をしていたグラウンド

ゴルフ大会は延期をして、２月２８日に開催をしたという内容です。 

 それから、次の４２ページの一番上、生活体験型通学合宿でございますけれども、こ

れも施設が生涯学習センターと健康管理センターを使って、春日小と春日北小の５・６

年生を対象にして実施をしました。ところが、１日目は別に異常はなかったんですけれ

ども、翌日、新型インフルエンザ罹患者が確認されて、学校と協議をして、あえなく中

止をせざるを得なかったというところでございます。その後の対応につきましても、も

らい風呂等の地域の協力をお願いした分につきましては、状況報告とお礼を伝えなが

ら、来年度につなげていきたいということでお願いをしているところです。 

 それから、新成人のつどいはここに書いてあるとおり、１月１０日、ホテル龍登園で

開催をしています。 

 それから、生涯学習主催講座でございますけれども、学習者が主体となり進めていく

ことができるようになることを目標に、計画的に主催講座を開設をして事業に取り組ん
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でいます。現在まで、１年間で４つの自主サークルが立ち上がって活動を始めています。

その４つというのは、パッチワーク教室、それから、健美体操＆フットセラピー教室、

それから書道教室、それと自彊術教室でございます。 

 それから、家庭教育推進事業を行っています。青少年課の事業と一緒にやっています

けれども、子育てやしつけ、それから、命の大切さ等を主な柱として、保護者、児童・

生徒を対象に家庭教育力の向上を目的に開催をしています。乳幼児期の子育て講座で４

講座、これは幼稚園、保育園でございます。それから、学童期の子育て講座、これが３

講座、小学校を中心にしています。それから、思春期の子育て講座、これは中学校を対

象に実施をしているところでございます。内容につきましては、下に書いてあるとおり

です。 

 ６の社会人権・同和教育推進事業ということで、町民が身近な問題についてともに学

び、人権同和問題に正しい理解と認識を深めてもらうということと、みずからの課題と

して受けとめ、問題解決にあたれるように啓発活動を実施をしています。内容について

はここに、下のほうに書いてあるとおりでございます。今年度は４自治会の中の松梅校

区の自治会を中心に人権学習会をやっています。 

 それから、社会体育の推進事業につきましては、ここに書いているとおり子どもから

大人まで親しめるスポーツを紹介をして進行を図っているということで、今年度は特に

総合型地域スポーツ事業としてカヌー教室を開催しています。ただ、７月に大雨が降っ

て、ちょっと危惧されましたけれども、８月に実施をしたところでございます。小学生

９名を対象に保護者の参加があっております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 よろしいですか。 

 では続きまして、富士出張所よりお願いします。 

 

（富士教育課長） 

 富士出張所教育課の主要事業等の実績報告をいたします。４３ページをお願いいたし

ます。 

 まず最初に、へき地高等学校生徒等の通学費の補助事業ですけれども、通学に要する

定期券代等の費用の一部を保護者の負担軽減を図るために補助金をいたしております。

県補助、市補助合わせまして９４名の高校生の保護者に１，０９３万３，９４４円を助

成いたしたところです。 

 ２番目に、富士町児童生徒通学費の補助事業ですけれども、これは小・中学生の保護

者に支給するもので、９４名の保護者に７６７万９，４００円の補助をいたしたところ

です。 

 ３番目の学校給食センターの運営管理でございます。小・中学校５校に配食をしてお

りますが、２１年度は給食数年間６万４，０００食程度を配食しております。 

 ４番目に、富士生涯学習センターの運営管理でございますが、施設の維持管理業務、

利用者の使用申請受付等の事務を行いまして、生涯学習活動の推進を図っているところ

です。４月から２月までの１１カ月間で、１万７，８１６人の利用があっております。 

 ５番目に、生涯学習主催事業でございますが、つくらん場、これは講座の名称ですけ

れども、心身の健康づくりのための講座で１０回開催いたしております。成人学級、こ

れは各地区の分館のほうに講師を招いて講話をしていただくものですけれども、各地域

における生涯学習事業の推進を図ったものです。９回開催いたしております。人権教育

学習ですが、これまで４回開催いたしまして、参加者数が１６７名でした。 

 ６番目の青少年関連の事業ですが、生活体験型の通学合宿を行いまして、小学５・６

年生、今回は非常に少なくて５名が参加いたしました。子どもたちにとりましては、地

域の人とのふれあいを通して、感謝の気持ちですとか、自立心が培われたというふうに



  16 

思っております。 

 成人式につきましては、１月１０日に開催いたしまして、参加者が、新成人者３５名

でありました。 

 まなざし運動の推進につきましては、のぼり等を上げまして、広報活動、情報の発進

を行ったところです。あと世代間交流というのを１２月の初めに社会福祉協議会と共催

で行いまして、子どもから親、高齢者、地域住民との交流が図られました。 

 次のページをお願いいたします。 

 青少年健全育成事業ですが、①番目に市民総ぐるみの街頭活動につきましては、市一

斉に行われた分で実施をいたしました。７月２日と１２月１５日で、推進員の方６名と

１１名、計１７名が参加していただきました。 

 ②番目に、海と山の自然体験交流ですが、これは諸富・三瀬・富士各出張所の教育課

合同で行っているものですが、今年度も海の体験、山の体験を行ったところです。 

 少年の主張大会につきましては、１１月の初旬に開催いたしまして、町内の５校から

小学生６名、中学生６名の１２名が自分の体験をもとにしまして、自分の視点から自分

の言葉で堂々と発表していただきまして、あとは文集を作成をしているところです。 

 それから、④番目に小学６年生のスキー教室を天山スキー場で行いましたけれども、

小学６年生３４名が参加しました。大自然の中で貴重な体験をすることができたという

ふうに思っております。 

 大きな７番ですが、地域家庭教育力の充実ですが、家庭教育講座といたしまして、町

内の保育園、小・中学校等において１１回開催いたしました。参加者数も非常に多くて

４３４名ということで、多くの方に勉強していただきました。 

 それから、９番目の社会体育事業でございますが、社会体育施設の維持管理につきま

しては、４カ所の施設がございますが、整備点検業務及び使用許可等の申請受付事務等

を行っているところです。 

 (2)の社会体育行事ですが、各種目別のスポーツにつきまして、１年間を通して開催

をいたしました。子どもからまた高齢者まで幅広く楽しめる軽スポーツにつきましても

推進を図ったところです。なお、第２５回の富士町健康マラソン大会を昨年の４月１２

日に開催をいたしまして、市内外から１，０２２名の参加があっております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 続きまして、三瀬出張所よりお願いいたします。 

 

（Ｂ委員） 

 ちょっと質問。通学補助事業で、高校生は定期代の費用に一部助成ということで非常

にわかりやすいんですが、小・中学生に対しては具体的にどのような補助をされていら

っしゃるんでしょうか。 

 

（富士教育課長） 

 遠距離通学の児童または生徒の保護者に対してこれは補助を行っているものですけ

れども、片道距離が小学校で４キロ、中学校で６キロ以上、そしてまた、肢体不自由症

の児童の方に対して補助を行っているものです。あと、遠距離通学でバス通学等の交通

手段がないところにつきましては、学用品支給ということで、お金を児童につきまして

は８，０００円、中学生につきましては１万５，０００円の補助を行っているところで

す。 

 

（Ｂ委員） 

 一人一人違うわけですね。例えば、バス通学されている方にはバスの代金を補助する、

交通手段のない方は自家用車で送迎されていらいるところには、そういった学用品の補
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助という形で当てられているんですね。 

 

（富士教育課長） 

 そうですね。一定の距離以上あるところはですね。 

 

（委員長） 

 よろしいですか。 

 では、三瀬出張所よりお願いします。 

 

（三瀬教育課長） 

 三瀬出張所教育課の実績報告をしたいと思います。 

 ４５ページをお願いいたします。 

 まず、高等学校通学費等助成事業なんですが、これにつきましては地域の保護者の方、

非常に助かっておられますので、内容のほうを説明しておきたいと思います。 

 「三瀬村に居住する者が養育する子が高等学校又は高等専門学校に通学する者」とい

うことになっております。 

 補助の内容としまして、交通期間利用、バス通学なんですが、定期等の２分の１を補

助として出しております。 

 送迎がありますが、送迎について月５，０００円、下宿につきまして月１万円という

金額であります。１年間十二月ですが、８月を除く十一月について出しております。 

 ３月現在の対象高校生なんですが、三瀬の場合、合計３７名が通学しております。バ

ス通学が２４名、送迎が１２名、下宿が１名という内容になっております。 

 補助の予定額なんですが、バス通学が３１７万５，９５１円。このうち、２分の１は

県の補助が入っております。送迎のほうが６３万５，０００円、下宿が１１万円となっ

ております。 

 続きまして、社会教育事業ですが、文化連盟三瀬支部及び関係団体の育成支援という

ことで支援をしております。 

 続きまして、私の趣味展なんですが、これは三瀬の「田舎と都市（まち）のふれあい

祭り」のときに同時開催して、５００名ほどの来場をいただいております。 

 瑞宝太鼓の開催支援を昨年はいたしましたが、５００名ほどの出席をいただいており

ます。 

 世界遺産講演会を、文化振興課のほうから来ていただいて公民館のほうで行っており

ます。 

 生涯学習事業につきましては、以下のような取り組みを実施しております。 

 青少年育成関係ですが、１番、青少年健全育成団体の支援ということで、青少年育成

会議、子どもクラブ、高校生父兄会等の活動支援をしております。 

 ２番の市民総ぐるみ街頭活動につきましては、一斉活動に合わせまして２回実施して

おります。 

 ３番につきましては、諸富、富士、三瀬の共同事業となっておりまして、３出張所で

共同で開催をいたしました。 

 ４番の少年の主張大会ですが、１０名発表していただいております。 

 ５番、成人式につきましては、大変少ない人数でありますが、１５名中１３名、１名

は住所地のほうに参加されており、１名の欠席ということになっております。 

 社会体育で、体育施設の維持管理を行っております。三瀬グラウンド、三瀬勤労福祉

センターについてが、体育施設関係でございます。それと三瀬プールの３施設を管理し

ております。グラウンドにつきましては、ほとんどが福岡市からの利用となっておりま

す。プールにつきましては、小・中学校の授業でもこのほかに利用をされております。 

 体育協会の支援につきましては、以下の大会の実施に携わっております。 

 下に行きまして、公民館管理ですが、公民館の維持管理をしているところですが、昨



  18 

年の７月１１日に開館いたしまして、４，２３１名のご利用をいただいております。 

 下に行きまして、学校給食センター運営。給食センターの運営管理、徴収も含んで運

営しております。小・中学校で１日に１６４食で、年１８８日実施しております。 

 最後になりますが、市立図書館「三瀬館」。三瀬分館が昨年の７月１１日、公民館の

開館と同時に開館しております。管理運営につきましては、本館で行っていただいてお

りますが、うちのほうでは利用促進ということで動いているところです。利用者４３５

名、貸出数が１，８６７冊となっておりますが、数字的には少なく感じられるかもしれ

ませんが、人口比率で計算してみますと、かなりの数字の内容になっております。 

 以上で終わります。 

 

（委員長） 

 何か、よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、川副出張所より、次お願いいたします。どうぞ。 

 

（川副教育課長） 

 それでは、川副の教育課です。資料の４６ページをお願いします。 

 ２１年度の主要事業についてということで、ここでは、きょうは４点を記載いたして

おります。 

 まず１点目は、わんぱく生活体験塾、通学合宿でございます。これは、川副の４小学

校の４年生から６年生までを対象に、川副公民館で実施をいたしました。実施日は、記

載のとおり１１月２９日日曜日から１２月２日水曜日までの３泊４日で実施をいたし

ております。なお、今回につきましては、当初は秋口の９月に予定をしておりましたけ

れども、先ほどから説明があっていましたように、インフルエンザの関係で１１月から

１２月に延期をしたところでございます。参加申込数は３４名で実施をいたしたところ

です。 

 それから、宿泊体験の目的でございますけれども、共同生活の中で異なった世代との

交流により、精神的に自立し、また楽しみながら子どもたちの社会性、自主性、それか

ら協調性を伸ばし、調和のとれた人間形成を図るということで実施をしております。 

 特に、今回の成果でございますけれども、期間中は夕食、それから入浴、また就寝の

準備や後片づけなど、日常生活において必要なことを共同作業の中で学ぶことにより、

また、オリエンテーションやレクリエーションの時間においても、６班編成のグループ

内での打ち合わせや、活動の場などを多く設け、自主性、積極性を持った行動が発揮で

きるように、特に今年度はボランティアの方々の協力が大変大きかったと思います。今

回は１５名のボランティアの方と、町内からは青年団６名が参加をして、教育課と三者

で連携協力を整えて実施したことが非常によかったなと思っております。 

 次に２点目ですけれども、成人式です。 

 川副会場でございます。日時は１月１０日１１時から、おおむね１時間程度、川副の

スポーツパーク川副体育センターが開催をいたしました。 

 参加者でございますけれども、新成人者は１７０名、来賓といたしまして７０名、そ

れから一般来場者ですけれども、特に親御さん関係ですけれども、１００名ほど出席を

していただきました。教育委員会からは、山下委員さんにご出席をしていただきました。

ありがとうございました。 

 それから、内容につきましては、運営は式全体を新成人が分担をして、厳粛な中に開

催されながらも、穏やかで、にこやかな成人式じゃなかったかなと思っております。特

に、新成人代表による「まなざし宣言」を行い、子どもへのまなざし運動の周知徹底を

図りました。 

 次に、３点目でございます。 

 地域文化活用事業（川副地区）です。このことについては、記載しているとおりです
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ので、割愛をさせてもらいます。ただ、この事業の資料を今年度まとめておりますけれ

ども、来年度に冊子にして、地域や学校、各団体に配布し活用していただくような計画

でおるところでございます。 

 それから４つ目ですけれども、博愛フェスタでございます。 

 今年度で第６回目の開催でございます。平成１６年から毎年、年末の１２月に開催を

いたしました。今年度は１２月６日から１２月２０日までの１５日間開催をいたしてお

ります。特に目的として、佐野常民先生が提唱した博愛精神の普及啓発を目的に、日赤

の佐賀県支部、それと佐野常民顕彰会、それから佐賀市教育委員会で実行委員会を組織

して開催をいたしました。 

 内容的には、佐野常民記念館で開催をいたしましたけれども、期間中に全国博愛絵画

展の表彰、それから受賞作品の展示、それから講演会開催など、いろいろな開催。それ

から、さまざまなものづくり教室も行いました。ちなみに、絵画展には全国から１４７

校、それから１，４１４点の応募がありました。なお、この作品につきましては、佐野

常民記念館と佐賀市立図書館に応募作品の展示を行ったところでございます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 では続きまして、東与賀出張所よりお願いします。 

 

（東与賀教育課長） 

 まず、職員は３係で５名体制で対応しております。 

 まず、職員共通の日常業務といたしましては、社会教育施設、あるいは社会体育施設、

学校施設の利用の受付、あるいは利用料金の徴収、また収納業務といったところに当た

っております。 

 まず、項目の１番目ですけれども、生涯学習推進事業といたしまして、公民館の講座、

あるいは講演会の開催ということで、内容のほうに書いております。 

 成人対象の講座、講演といたしましては、書道教室から１１講座等を実施しておりま

す。子ども教室なんですけれども、中ほどちょっと下に書いておりますけれども、３講

座、銭太鼓、ガーデニング、ジュニアガイドといったところで実施をしております。そ

れと、親子対象ということで、これはガーデニングと料理教室等を実施しております。 

 次に、青少年健全育成事業といたしまして、まず、①番で青少年育成団体との連携と

いうことで、これは青少健、子どもクラブ等と連携をいたしまして、街頭指導、あるい

は長期休業期間中の地区内の巡回等を実施しております。 

 それと、よかっ子見まわり隊との意見交換会ということで、今回初めて実施をしまし

たけれども、子どもたちの登下校時の状況とか、あるいは危険箇所等など報告をいただ

きまして、どのように対処をしたらいいかというようなことを協議したところです。 

 ②番、成人式の開催、それと③番の家庭教育学級の開催というところで、これは幼稚

園、小・中学校の児童・生徒、あるいは保護者を対象に５回ほど実施をしております。 

 それと、④番のまなざし運動の啓発実践ということで、これはシチメンソウまつりと

か、成人式の会場でパネル展示とか、チラシの配布等をしながら啓発に努めたところで

す。 

 各地区、通学路へののぼり旗の設置ということで、これは自治会長さんにお願いをい

たしまして、各地区に２カ所、あるいは３カ所程度、のぼり旗を設置しながら啓発に努

めております。 

 ４８ページをお願いいたします。 

 次に、社会教育事業ですけれども、①番で社会教育関係団体への育成支援と事業の連

携ということで、以下４点ほど書いておりますけれども、これは団体の補助金の交付と

団体と連携した事業を実施しております。 

 といったことで、主な事業についてはここに掲載しているとおりでございます。 
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 それと、②番が社会人権・同和教育の推進と。これについても、例年４地区から５地

区ほど選定をしまして、各地区出向きましての研修を実施したところです。 

 次に、芸術文化の振興ということで、これは２点ほど掲載しておりますけれども、銭

太鼓と文化連盟の各サークル等への補助金を交付しながら、あと、後世に残していこう

というふうなところで、伝承を目的にしてタイアップした事業を実施しているところで

す。 

 次に、文化ホール「ふれあい館」の管理運営ですけれども、これは指定管理者の佐賀

市民活動サポートセンターに管理を委託しておりますけれども、文化ホールの利用状況

について掲載をしております。この利用回数、利用者とも、前年同期と比べまして大分

増加をいたしております。 

 次に、社会教育施設の管理運営ということで、これは主に改善センターの管理運営で

すけれども、利用回数、利用者数とも前年と比べまして大分増加傾向にあります。 

 それと、次に社会体育事業ですけれども、スポーツ教室の開催ということで、幼稚園

の親子水泳教室、これは例年実施しております。それと、スポーツ吹矢教室ということ

で、これは非常に健康にいいというような触れ込みをいただきまして、今回２月から３

月、毎週水曜日に実施しておりまして、あすが最終日ですけれども、８回実施したとこ

ろです。 

 ２番目の体育協会への支援及び事業の連携ということで、これは補助金が交付されて

おりますけれども、町民全体を対象にした主な事業をここに３点掲げております。町民

体育祭、スポーツレクリエーション祭、それと走ろう歩こう大会、こういうふうなとこ

ろを連携して行っております。 

 最後に、社会体育施設の管理運営、③、④になりますけれども、東与賀運動公園の利

用状況ということで、これについても前年同期と比べまして、スポーツルーム、テニス

コート、運動広場についても増加傾向にあります。 

 それと、学校体育施設の利用状況についても、前年よりも大分利用者が増加しており

ます。 

 東与賀出張所については以上です。 

 

（委員長） 

 続きまして、久保田出張所、お願いいたします。 

 

（久保田教育課長） 

 久保田出張所の主要事業について説明をいたします。 

 ４９ページをお願いいたします。 

 まず１番に、子どもへのまなざし運動というのを上げております。３つほど事業を行

いまして、まず、がってん市民性講座を開催しております。８月２０日に改善センター

で行っておりまして、久保田にありますにわか劇グループの「完熟とまと」の皆さんと

久保田教育課の職員でにわか劇をやっております。あわせて、田部井教育長の講話をし

ていただきまして、後でとったアンケートでは大変好評でございました。 

 それから２番目に、まなざしフェスティバルｉｎ久保田を開催しております。 

 内容としましては、小学生、中学生、成人代表の意見発表と、ティーンズミュージカ

ルＳＡＧＡの公演をやっていただきまして、最後に久保田でのまなざし宣言を行ってお

ります。 

 ３番目として、啓発グッズ等の配布ということで、まなざしバッグを作成しまして、

啓発パンフレットと一緒に町内全世帯に配布をしております。このバッグとパンフレッ

トにつきましては、ことしの成人式時に新成人にも記念品として配布をしております。

フェスティバルと啓発グッズにつきましては、久保田地区のふるさと創生基金を財源と

して行っております。 

 それから、２番目の人権教育啓発推進事業ですけれども、まず１つ目として、ともに



  21 

生きる人権学習講座というのを開催しております。全５回で一般市民を募集して講座を

開催しております。５回のうち１回は、ことしは現地研修として久留米市の人権啓発セ

ンターのほうで研修を行っております。 

 ２つ目として、これも毎年行っておりますけれども、明るい町づくり映画の集いとい

うのを開催しております。各自治会への出前講座という形で開催をしておりまして、５

つの自治会に出向いて行っております。内容としましては、ビデオを見ていただきまし

て、その後、社会同和教育指導員の講義、それから思斉小・中学校での人権教育の取り

組み等を報告しまして、最後に質疑を行う形で行っております。 

 ３番目の青少年教育事業で、まず成人式の開催ですけれども、今年度は８５名の参加

がございまして、久保田に８０名弱の住民登録があったんですが、それ以上の参加者が

ございました。内容としては、式典と記念写真撮影、それと恩師と語る会を行っており

ます。恩師と語る会の中で、恩師の先生が幼稚園時代からの写真とかビデオ等を駆使し

て、ビデオレターみたいな形で披露していただきまして、大変盛り上がっておりました。 

 次に、通学合宿ですけれども、本年度は６月３日から５日まで２泊３で行っておりま

す。小学校の５、６年生を対象に行いまして、１３名の参加があっております。 

 最後ですけれども、関係団体の活動支援ということで、子どもクラブ連絡協議会、高

校生保護者連絡会、青年団、青少年育成町民会議、これらの団体との連携で活動を行っ

ております。 

 ５０ページのほうですけれども、４番、生涯学習推進事業ということで上げておりま

す。 

 まず、高齢者教室ということで、「思斉館大学」という名称で開催をしております。

今年度も６月からことしの２月まで１０回開催いたしまして、平均５０名の皆さんに参

加をしていただいております。内容としては、市の職員の出前講座等を活用したいろん

な内容となっております。 

 それから、２番目のパソコン教室ですけれども、思斉小学校のパソコン室を利用しま

して、一般市民の方を対象に７月から８月にかけて開催をしております。１７名の市民

の方に参加をしていただいております。内容としては、ワードを使った写真を取り込ん

で、飾り文字を使ったはがきをつくるということで、参加者に楽しんでいただいており

ます。 

 それから次の、地域文化活用事業ですけれども、名称を「久保田の街をさるいてみよ

う」ということで、小学生と保護者を対象に募集をして開催しております。町内の史跡

とか、町内の農協とか漁協の施設とか、そういう町内の資源を見ていこうということで

開催しておりまして、２１名の参加があっております。 

 最後に、社会体育事業ですけれども、社会体育につきましては、久保田は体育協会が

自立しておりますので、各種スポーツ大会については各種目協会、種目部で開催をして

いただいております。 

 次の町民体育祭については、実行委員会方式で開催しておりますけれども、今年度は

新型インフルエンザ対策のため中止をしております。中学生の役員ボランティア約８０

名が参加予定でしたけれども、ちょっと残念な結果になっております。 

 最後ですけれども、総合型地域スポーツクラブ「Ｆｕｔｕｒｅくぼた」設立というこ

とで、昨年の１０月２３日に設立総会が開催されまして、正式に発足をしております。

今後、ラージボール卓球とか交流ツアー等の事業を通じて、久保田のスポーツの振興を

図っていただく組織として活躍が期待されております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 各出張所においては、地元のニーズに基づいたいろんな企画をしていただきまして、

本当にありがとうございます。ご苦労さまでございます。敬意を表します。 

 はい、何かありますか。 
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（Ｃ委員） 

 前に戻ってよろしいでしょうか。 

 ４２ページですけど、大和出張所でお尋ねしたいな思っておりまして、５番目の家庭

教育推進事業というのがありますけれども、松梅小学校に１０月１６日と１月１２日、

２回やられておりますけれども、特にこういうふうに力を入れられた理由というのは何

でしょう。 

 

（大和教育課長） 

 松梅小学校を２回行っていますのは、学校の要望で行ったところです。 

 

（委員長） 

 何かありますか。──よろしいですか。では、本当にご苦労さまでございます。 

 ２月に報告をしていただく予定でしたが、時間の都合で、３月になりましてすみませ

ん。ご苦労さまでございました。ありがとうございました。 

 以上をもって、一応議題としては終わりましたが、何かありますか。 

 

（教育総務課教育政策係長） 

 先ほどいただきましたご質問の回答ですけれども、コミュニティースクールの中でい

ただきました質問ですけれども、まず、学力向上の具体的な内容ということでご質問い

ただきました。 

 具体的な内容としましては、まず、これはコミュニティースクールにも限らないんで

すけれども、まず学校では今、少人数学級とかＴＴ指導、こういったものに力を入れて、

また、あるいはスキルアップタイムというものを設けまして、基礎学力ですね、こちら

のほうの技術を上げるということで、朝の時間に、例えば音読をしてみたりだとか、あ

と計算のドリルをしてみたりだとか、こういった活動をされています。 

 コミュニティースクールという面でいきますと、地域の方と一緒にということで、地

域の方の協力を得ているものもございます。そういったものはどういったものがありま

すかといいますと、ゲストティーチャーですね、郷土の歴史ですとか、そういった地域

のことですとか、あとは生活指導面とか、読み聞かせ、そういったものがあります。あ

とは、実際に地域の方に授業に入っていただいて、ちょっと心配のある子の様子を見て

もらうというような活動も行われておるようでございます。 

 それからあと、中学校等になりますと、地域の学生にお手伝いいただいて、休みの日

に補習とか復習的な内容になるんですけれども、子どもの学習を、中学生の学習を一緒

に見てもらうというような活動も行われております。 

 それから、もう１点ありました。赤松コミュニティーの要望書の件ですけれども、要

望書の内容ですが、大きく３点ございました。 

 １点目が、まず運営に関する内容なんですけれども、特別支援学級、こういったもの

がきめ細かい指導の継続といいますか、こういったものをお願いしますというのが、ま

ず１点。 

 それから、生活指導員、こういったものの配置をしてくださいと。こちらも継続をお

願いしますという点。 

 それからもう１点が、任用の件になりますけれども、高学年の子どもたちに対する専

門の教科の先生の配置の配慮をお願いいたしますという点がございました。市の教育委

員会として、先ほど教育長からも発言ありましたけれども、教員の任用という点になり

ますと、やはり県のほうの裁量という面が大きくありますので、県のほうにはこの内容

のほうは報告を上げております。ただ、なかなかやはり教員の採用の件となりますと、

難しい面もありますので、要望を上げて検討していただくというふうな形に現在のとこ

ろなっております。 

 以上でございます。 
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（委員長） 

 よろしゅうございますか。 

 何かほか。はい、どうぞ。 

 

（東与賀教育課長） 

 済みません、ちょっとしたことですけど、訂正をさせていただいていいですか。 

 ４８ページの社会体育施設管理運営の中の、一番下ですけれども、③番の運動広場の

利用数が２，３００名と書いておりますけれども、３万２，３００名で訂正をお願いし

たいと思います。 

 

（委員長） 

 ということであります。 

 ほかよろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、この３月の定例教育委員会はこれで全日程終わりました。 

 これにて閉会したいと思います。ご苦労さまでした。 

 

 


