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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 これより佐賀市教育委員会６月定例会を開催したいと思います。 

 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にお願いしたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 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、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、日程２の会議録の報告を求めます。 

 

（教育総務副課長） 

 ５月２５日に開催されました教育委員会の会議録につきましては、６月１８日に配付

させていただいてい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） 

 会議録を目を通していただきまして、何か訂正なり、ご確認、追加ありませんでしょ

うか。よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、異議なしということですので、会議録は報告のとおり承認いたします。 

 

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） 

 プリントのほうをごらんいただきたいと思います。５点報告をさせていただきたいと

思っておりますが、３点目の海と山の自然体験交流事業につきましては、後で報告事項

となっておりますので、これについては割愛をさせていただきたいと思います。 

 まず、１点目が、平成２２年度第１回佐賀市市民総参加子ども育成運動推進委員会が

４月２５日に開催されました。市長から２９名の委員に辞令が渡されまして、１回目の

スタートとなりました。この内容につきましては、４月の教育委員会の折に報告をさせ

ていただいております。ただ、この日は全体的な今年度の方針についての共通理解と、

その後、それぞれの分科会での話し合いをいたしました。そういう中で、それぞれ家庭、

地域、企業、学校の各分科会、昨年度の反省の上に立って課題を明確にして本年度の取

り組みということで、分科会そのもののあり方、あるいは中身については非常に有意義

であったというふうに私自身感じております。どちらにしても、本年度、またさらにこ

の運動が広がり、発展をしていくようにということでみんなで取り組んでいく必要があ

ろうかと思っておるところです。 

 ２点目ですが、佐賀市立小中一貫校の思斉館の開校式が行われました。保護者の方、

地域の皆さん方、そういう総意の中で、子どもにかける地域の皆さんの期待というのを

非常に感じ、伝わってくると、そういう開校式でございました。９カ年という見通しの

中で子どもたちをはぐくんでいくということで、先生方も子どもたちも、本年度のこの
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スタートに一つの何というんでしょうか、目標と区切りを持って臨んだということが言

えるのではないかなというふうに思っております。一貫教育校としてのスタートが、ま

たさらに地域コミュニティーの活性化にもつながっていくだろうと、そういうふうに考

えているところです。 

 ３点目につきましては、後での報告ということでかえさせていただきます。 

 ４点目です。これは、県下全部の義務制の小・中学校の事務職員の皆さんの研究大会

がございました。比較的佐賀県の事務研というのは新しゅうございます。まだ設立して

１３年と。ただ、そこで非常に勢いを感じたのは、設立からまだわずか１３年なんです

が、年間に２度の研究大会を開いて、事務職員のいわゆる職務の向上を図っているとい

うことがよくわかりました。そういう意味から、今行っております事務の共同実施、こ

れがさらに定着をしていって、教職員の事務の軽減、これはとりもなおさず教育活動に、

教員が時間を使うことができると。そういう意味で、お互いの仕事の分担をし合いなが

ら、この事務の共同実施が今以上に進んでいけばというふうな思いで参加をしたところ

でございました。 

 ５点目です。これは緑化啓発シンポジウム。佐賀市が環境都市宣言をいたしました。

そういう中で横浜国立大学の名誉教授の宮脇先生を招いての植樹祭と、それからシンポ

ジウムがございました。その中で、森林、森というのがどういう役割を果たしているの

か、私たちの生活にいかに大切であるかというのを基調講演をしていただきましたが、

非常に森ということに対しての認識が私自身変わったところでございます。 

 この森というのが、私たちの命を守ることに直結をしているというのがよくわかりま

した。そういう意味で、やはり都会の中でも、都心部でも森をつくる。本物の森をつく

るというのは、市長もまた、この日に非常にこれに意気込みをかけておられまして、こ

れから先、やはり緑化啓発という視点から市の方針の中に、市長のマニフェストの中に

も入っておりますけれども、そういう意味合いから、これはまたさらに推進されていく

のかなと、そんな思いをしながら参加をしたところです。 

 以上、報告を終わります。 

 

（委員長） 

 ただいまの報告に何かご質問、ご意見はございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  

日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

 では、引き続いて議題に入りたいと思います。 

 まず、第５号議案『佐賀市教育委員会組織規定の一部を改正する規則』について、学

事課より説明をお願いします。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 それでは、資料の１ページから３ページまでをお願いいたします。 

 今回、佐賀市中部学校給食センターの設置に伴いまして、改正を行う必要が生じたた

めに提出するものでございます。 

 具体的な内容といたしましては、３ページの表をごらんいただきたいと思います。 

 第４条、こども教育部学事課の分掌事務中、第１７号を第１８号とし、第１６号の次

に１７として、「学校給食センターに関すること」ということを加えるものでございま

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、何かご質問なり、ご確認なりはありますでしょうか。よろしい

ですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、そういうことで承認というふうにいたしたいと思います。 

 では、次に第６号議案『佐賀市教育委員会公印規則の一部を改正する規則』について、

これも学事課より説明をお願いします。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 続きまして、資料の４ページから６ページまでをお願いいたします。 

 これも同じく佐賀市中部学校給食センターの設置に伴い、改正を行うものでございま

す。 

 改正の内容といたしましては、第４条、別表の補助職員印に中部学校給食センター所

長印を追加するものでございます。 

 具体的には６ページのところをごらんいただきたいと思います。補助職員印として諸

富学校給食センター所長印の上の方に中部学校給食センター所長印を追加するもので

ございます。 

 以上でございます。 

（委員長） 

 給食センターができることによっての公印ということでございますが、ご質問ありま

すか。今度の給食センターは中部学校給食センターと、これが正式名ですか。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 正式名称です。といいますか、今議会のほうで設置条例の審議をいただいております。

常任委員会まで終わっておりまして、２５日の閉会のときに承認をいただけるものと思

っております。 

 

（委員長） 

 そうですか。議会がまだ通っていないということですね。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 はいそうです。 

 

（委員長） 

 はい、わかりました。議会を通って正式名になるということです。 

 ほかに何か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、これも承認ということにいたします。 

 次に、第７号議案『佐賀市学校給食管理運営規則の一部を改正する規則』について、

これも同じく学事課よりお願いします。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 同じく８ページから１３ページまでをごらんいただきたいと思います。 

 これまで佐賀市では、給食の提供につきましては自校方式及びセンター方式の２通り

で提供しておりますけれども、どちらの方式にいたしましても、栄養士は学校のほうに

配置をしております。栄養士の名称をこれまで佐賀市学校給食管理運営規則の中では学

校栄養職員と名称をしておりました。これは公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員

定数の標準に関する法律第２条の中に教職員の定義がございまして、その中に学校栄養

職員ということが出てきております。そのことからこの名称を使っておりましたが、今



  4 

回、中学校給食を提供いたします中部給食センターは、栄養士をセンターに配置するこ

とになります。そういうことから、規則の中の「学校栄養職員」を学校給食法第７条に

規定しております「学校給食栄養管理者」という名称に一括で改正するものでございま

す。 

 なお、学校給食法第７条では、学校給食栄養管理者につきまして、「義務教育諸学校

又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員」という

ふうにいたしております。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 名称が変わるということでございますが、ご質問ありますか。 

 

（Ｄ委員） 

 これは単に名称が変わるだけでしょうか。例えば国からの何か通達があったとか、そ

ういうことは関係ないんでしょうか。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 ございません。基本的にこれまで学校に配置しておりましたので、学校の教職員の定

数に関するところで出てきておりました名称を使っておりましたけれども、調理場のほ

うに今回配置をすることになりましたので、よりそこを含めて定義できます学校給食栄

養管理者という名称に変更するものです。 

 

（委員長） 

 管理者となると、責任が重いような印象を受けますが、そういうことはどうですか。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 特にそれは変わりはないと考えております。 

 

（委員長） 

 ないですね。今までどおりということですね。 

 

（Ｄ委員） 

 資格の面では全然変わりないですね。例えば管理栄養士の免許を持っている人という

ことになると思うんですけれど、そこら辺は何ら変わりはありますか。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 もう少し詳細に申し上げますと、学校給食栄養管理者の中には栄養士と、それから栄

養教諭と２通りあります。学校栄養職員という定義の中には、栄養教諭が入っておりま

せんでしたので、そこも今回改めると、佐賀市のほうには栄養教諭が配置をされており

ますので、そこも含めての名称の変更ということでございます。 

 

（委員長） 

 では、この管理者となりましたら、業務としては２種類あるということになるわけで

すね。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 そうです。 
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（委員長） 

 何かほか、ご意見等よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、この７号議案も原案のとおり承認ということにいたします。 

 次に、第８号議案『公民館運営審議会委員及び生涯学習センター運営審議会委員の委

嘱について』、社会教育課、説明をお願いします。 

 

（社会教育課長） 

 社会教育課です。第８号議案のご説明をいたします。 

 提案理由としましては、社会教育法第３０条により公民館運営審議会の委員は、学校

教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のあ

る者の中から市町村の教育委員会が委嘱するということになっております。 

 また、公民館条例第１４条、それから生涯学習センター条例第１２条におきましても、

運営審議会委員の定数は１０人以内とし、教育委員会が任命することとなっておりまし

て、今回の提案につきましては、自治会、ＰＴＡなどの各種団体の役員交代によるもの、

それから学校代表の校長先生ですとか、そういった方の人事異動による任期途中での交

代であります。 

 公民館運営審議会委員の役割としましては、広く地域住民の意見を聞き、それを的確

に判断し、公民館、生涯学習センターの管理運営に反映させるための機関でありまして、

住民と公民館等を結ぶパイプ役としての役割を担っていただいております。 

 １５ページから１６ページに新旧の委員名を載せていますが、委員の皆様に別紙の名

簿をお配りしていると思います。そちらをごらんください。 

 諸富町公民館につきましては、３名の交代です。ちょうど網かけの部分が今回交代さ

れる委員です。年齢と役職等をそこに記載しております。 

 次のページは、三瀬公民館の分です。４名の交代です。それから、次のページ、川副

公民館につきましては３名の交代でございます。次のページ、東与賀公民館につきまし

ては３名の交代です。久保田公民館については２名の交代となります。大和生涯学習セ

ンターは３名、富士生涯学習センターは２名の交代です。 

 先ほどの議案資料の１５ページに戻っていただきまして、審議会委員の任期は２年で

すが、前任者の残任期間であります２３年９月３０日までの任期となります。 

 なお、１６ページの富士生涯学習センターは、平成２０年８月１日から委嘱しており

ましたので、残任期間は２２年７月３１日となります。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、何かご質問はありますか。 

 

（Ｃ委員） 

 諸富の川﨑常博さんは、今度市Ｐの会長になられていますけど、現職の諸富南小学校

ＰＴＡの副会長のままでいらっしゃるんですか。個人ということではなく、役職に従属

しているんでしょう。その立場でなられているのですか。 

 

（諸富教育課長） 

 諸富町の場合、各学校とＰＴＡの持ち回りでしておりまして、そのまま川﨑さんが副

会長という職になっておられますので、そのままお願いをしていると、たまたま南小学

校のＰＴＡ会長が教育委員会の職員でありまして、兼務は避けたいというふうな事情が

ありまして、川﨑常博さんにそのままお願いをしているところでございます。 
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（委員長） 

 私からも質問ですが、例えば校長先生などは、人事異動では４月１日から新しい学校

に赴任されたりしますよね。だけども、これでは事務手続上かもわかりませんが、６月

３０日解任になっているじゃないですか。校長先生で言いますと、三瀬の緒方先生など

は三瀬小学校の校長先生は３月３１日まででしょう。４月１日からは小城の桜岡小学校

の校長ですよね。その間は、ずっとそのままでということで、これまでもされているん

ですね。それは何か理由があるんですか。だから、例えば校長先生がかわったとなれば、

その地区の校長先生はもうやめられているわけですよ。だけども、この業務の肩書きは

何か審議会委員となっていますが、ちょっとずれるというか、矛盾するような、私は気

がしたものですから、確認しています。 

 

（社会教育課長） 

 実質的には交代されていますけれども、ほかの委員と合わせて、それまでは名簿上は

そのまま委員で就任いただいて、ほかの委員と合わせて交代しております。 

 

（委員長） 

 実質上は、そしたら新しい校長先生がかわったところで、もうかわっているわけです

ね。 

 

（社会教育課長） 

 会議は行われておりませんので。 

 

（三瀬教育課長） 

 はい、会議は特にしておりません。 

 

（委員長） 

 何も支障がないわけですね。 

 

（社会教育課長） 

 はい。 

 

（こども教育部長） 

 その職務をはずれたからて、直ちに解任というわけではないものですから。 

 

（社会教育課長） 

 個人に委嘱していますので、原則としては解任するまでは、委員をしていただくとい

うことになります。 

 

（委員長） 

 私がちょっと思ったのは、校長先生に委嘱しているので、校長先生がやめたら、そう

いうふうに解任と私は思ったもんだから、質問したことでございます。 

 

（Ａ委員） 

 とらえ方として、何々の職務についたから、それの充て職という考えじゃなく、ただ

単に、ここにプロフィールみたいな形で書かれているだけで、その個人に対しての委嘱

という理解でいいわけですかね。 

 

（こども教育部長） 

 実質上は、その職にあることでの有利はあり、いろんな意見が聞けるであろうという
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ことではあるわけです。 

 

（委員長） 

 これで、今までずっとそうされて、何も支障がなくてされているからということでの

ことだと思いますので。 

 ほか何か。ほか、質問ありませんか。ご意見はありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、この件に関しては承認ということでいたしたいと思います。 

 次は、第９号議案『佐賀市スポーツ振興審議会委員の任命について』、これはスポー

ツ振興課、説明をお願いします。 

 

（スポーツ振興課長） 

 それでは、資料は１７ページから１９ページになります。スポーツ振興課から説明を

させていただきます。 

 第９号議案ですけれども、この議案は佐賀市スポーツ振興審議会の委員の任命につい

て、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４号に基づきお諮りするも

のであります。 

 佐賀市スポーツ振興審議会条例第１条で、佐賀市教育委員会にスポーツ振興審議会を

設置する規定となっており、この審議会は１８名以内の委員で組織するとともに、委員

の任期は２年となっております。今回お諮りする委員の候補については１８ページに記

載しているとおりであります。任期は、平成２２年７月１日から平成２４年６月３０日

までの２年であります。参考までに委員の簡単な履歴や推薦団体の概要を１９ページに

記載しておりますので、ご参照いただければと思います。 

 審議会の委員は、条例規定では１８名以内となっておりますけれども、当面、スポー

ツ振興基本計画の策定等の大きな審議案件ではないことから、今回は公募委員を含め

ず、また関係団体からの推薦も複数名ではなく、１名としたことから１２名での構成と

なっております。 

 なお、条例第３条第２項の規定により、審議会の委員は教育委員会が市長の意見を聞

いて任命するとなっているところから、今回の委員の選任について市長に意見を求めた

ところ、異議なく同意するとの回答を得ていることを申し添えます。 

 ところで、実は前の委員の任期が平成２１年６月末に終了しております。本来であれ

ば委員の任期終了に当たって新たな委員の選任作業を行い、教育委員会に諮った上で任

命すべきでありましたけれども、事務処理上の誤りにより審議会委員に１年の空白が生

じてしまいました。おわび申し上げますとともに、今後このようなことがないようにい

たしますので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、ご質問、ご意見、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（Ａ委員） 

 あえてちょっと言わせていただきたいんですけど、公民館運営審議会及び先ほど言わ

れましたスポーツ振興審議会などの組織が結構多々あると思うんですよ。今から言うの

はスポーツ振興審議会だけの話じゃないんですけど、先ほど言われました１年の空白期

間があっても支障がなかった分とかありますよね。いろんな審議会がありますけど、そ

ういうのが見えてこない分て多いんですよね。どういう活動をされて、どういうことを

されたのか。どういう話し合いをされているのか。ただ単に名前を上げて、これからこ

れまでの時間に集まって１時間お話し合いをしましただけになっているのが、本当に意

味があるかなと思います。 

 何かをそしたらことしは目標を立てて、計画をして実施しようとか、そういうのもあ
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ってもいいんじゃないかなと。公民館などはひょっとしたらそういうことをされている

ところもあるかもしれませんが、それでさえも響いてこない分があると思いますので、

こういう地域とかスポーツ振興審議会でしたら結構な方々がいらっしゃいますので、も

っと市民の方たちにわかるようなことをしていただければと思います。だから一言でい

えば活発な会議をしていただけるようお願いしたいと思います。今のは質問じゃないで

す。 

 

（委員長） 

 だから、活動の会議録なんか、少しやっぱりどこかに開示するとか、何かそういうふ

うな……。やっぱり一番は市民の方にわかっていただくということでしょうからね。佐

賀市の行政の内容というか、取り組み方を何かこういうことをやっぱりやっていますよ

という、そういう活動内容を１年に１回でもいいから、あるいは２年に１回でもいいわ

けですよね。何か概略をですね、ある程度きちんと伝えるように、やっぱりこれからは

何かしないといけないかなという思いがするんですけどね。 

 

（こども教育部長） 

 審議会の報告につきましては、佐賀市のホームページですべて公開はされておりま

す。ただ、このスポーツ振興審議会とかは、事務方のほうで会議が開催されてなかった

とか、そういうふうなケースにおいて、先ほどのような委員の任期切れがわからなかっ

たとかという問題も生じています。山本委員がご指摘されたとおりに、せっかく審議会

をつくっているならば、その審議会に担っていただく仕事、これを明確にして、やはり

事務方がそういうものをきっちりと活用して行政を進めていく。そういう態度にならな

ければならなかったということで、我々も今回の件につきましては当然反省をするとと

もに、もう少し審議会の活用と向上については十分に留意していくべきだというふうに

思っております。 

 

（委員長） 

 よろしくお願いします。 

 ほかに何かご意見はございますか。 

 

（Ｂ委員） 

 この審議会の場合、諮問がないと、特に活動がないというふうに聞いていますので、

余り諮問もなく、活動が時代の流れとともに、余り意義がなくなったようなものは事務

処理の負担を軽減するためにも、ある程度整理して仕分けをするというか、そういうこ

とを考えられたほうがいいのではないか。何でもそのときそのときでできて、そのまま

ずっと永遠に続くとなると審議会もどんどんたくさんできてきてしまうと思うので、そ

のあたりも検討していただきたいなと思いました。 

 

（委員長） 

 そういう意見でございます。どうぞよろしく検討をお願いいたします。 

 ほか何か。よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、この９号議案については承認とします。 

 

日程５ 報告事項 

 

 次は、報告事項でございますが、平成２２年度の海と山の自然体験交流事業について

の報告をよろしくお願いします。 

 



  9 

（諸富教育課長） 

 それでは報告いたします。 

 資料の２０ページの方をお願いしたいと思います。平成２２年度海と山の自然体験交

流事業「海の事業」、この事業は合併の翌年度の平成１８年度から始めまして、ことし

で第５回目を迎えました。主催協力は諸富、富士、三瀬出張所の教育課と各町村の育成

会による実行委員会でしております。日時は、５月２９日、場所は諸富昇開橋がござい

ますけれども、そこの付近の展望公園というのがございます。そこのところを主に実施

しております。そこで開会式をいたしまして、開会式には教育長さんのほうにも出席を

していただき、ごあいさつをいただいたところでございます。 

 内容としましては、諸富町内にあります海苔加工場の見学、日本一の有明海ができる

まで、２番目に自然環境学習ということで、有明海の自然・生物、山と海の自然環境に

ついて、潮干狩りに行く前に学習をしております。それから、３番目、筑後川、有明海

船上体験、潮干狩り体験ということで実施をいたしました。 

 参加者といたしましては合計１０８人ということで、一般参加者、教育課の職員、実

行委員、各学校のほうからも４人参加がありました。 

 成果といたしましては、自然や生活環境が異なる諸富町、富士町、三瀬の子どもたち

が自然体験交流を通してお互いを理解し、友達づくりや環境、自然を守り、育てていく

ことの大切さ等を学ぶとともに、大人も子どもも新佐賀市民として、合併したふるさと

のよさを体験、実感し、さらに郷土を愛し、見直す機会にもなったと思っております。 

 また、ことしはアサリ貝が例年より生育しておりまして、子どもたちは泥んこになり

ながら夢中で潮干狩りを楽しんでおりました。 

 概要的には以上でございますけども、そのときの船の中で、帰り、アンケートをとり

ました。その中で子どもたちの意見としては、たくさんの貝が取れて本当によかったと

か、みんなと友達になれた、他町村の子とも友達になれたとか、それから漁師の方です

けども、おじいさんとか船頭さんとかにいっぱい取り方とか海の話とかを聞けて本当に

楽しかったと、それからまた、アサリ貝以外にもいろんな生き物がおりまして、海のす

ばらしさを学んだとか、そういうことが出ておりました。 

 大人のほうの意見では、諸富港を出まして潮干狩りの会場に着くまでに１時間ぐらい

かかります。潮が引くまでにまた１時間ぐらい、合計２時間ぐらい船の上で過ごすんで

すけども、そのときに親子でいろいろ話したとか、また、ほかの友達にいろんな話を聞

けたとか、友達同士の交流とか、そういう目的の１つであります触れ合い交流とかも、

その２時間の間でできて本当によかったというふうなこともあっておりました。 

 ただ、開会式が諸富鉄橋展望公園で、物すごく天気がよくて日陰とかがありませんの

で、その中で３０分ぐらいの環境学習をしましたので、ちょっと暑かったかなというこ

とで、今後はテントでも持っていかなければいけないかなとか、そういう意見もありま

した。 

 そのほかの大人の意見といたしましては、もっと多くの小学生や保護者の参加があっ

たらいいなとか、今後もこのような事業をずっと続けてほしいとか、そういうふうな意

見もありました。 

 ５回目を迎えて、内容の見直しとかを迫られておりましたけども、少しずつそういう

指摘もしながら、今回はそれなりの成果が上がったんではなかろうかなと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、何かご質問ありますか。 

 

（Ｃ委員） 

 これは合併する前からですか。合併してからですか。 
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（諸富教育課長） 

 合併してからでございます。 

 

（Ｃ委員） 

 それでは、もう少し今後広げていくことはできないですかね。 

 

（委員長） 

 ちょっと質問ですが、これは今までは諸富と富士、三瀬と限定されての取り組みです

か。 

 

（諸富教育課長） 

 そのとおりでございます。 

 

（委員長） 

 そうですね。 

 

（Ｃ委員） 

 ですから、ほかの町とか旧佐賀市とかも一緒にするということはできませんか。 

 

（Ａ委員） 

 真島課長はスタートした当時は、まだ教育課長じゃなかったので、おわかりにならな

いと思われますが、行政側の人間の方もですけど、ＰＴＡのつながりで、諸富と富士、

三瀬、その辺の代表の人でやろうかというような話から始まった流れが多々あると思い

ます。広げたいけど、広げるにはスタッフのメンバー数から、受け皿的にもこれ以上拡

大したらパンクする可能性もあります。また、この逆の立場で今度、諸富とかの子ども

がキャンプに上に行くわけですよ。そこのキャンプ場のキャパの問題もあるし、その辺

は育成会の人たちとも話しているけど、広げたいのはやまやまだけどということはよく

話しに出ているのは事実ですね。 

 

（委員長） 

 これは、隔年、海の方でする事業、海でそういう遊びというか、活動するのと、今度、

次は山の手に行くんですか。プランがどういうふうになっているのか。 

 

（こども教育部長） 

 一番冒頭ですね、山本委員が言われたように、諸富と三瀬だけで、どちらかというと

ＰＴＡ主導型で始まったものです。やり方は５月に有明海を利用した潮干狩り、そして

夏休みを利用して７月、あるいは８月に今度は三瀬のキャンプ場のほうに海の子どもが

行くと。そういうことで、１年に２回行事をして交流をするという事業でした。 

 先ほど岸川委員が言われたように、少し広げられんかということで、最初は三瀬、諸

富の限定だったんですが、富士のほうに広げ、また諸富に近いということで芙蓉校の子

どもたちにも声をかけるというような広がりまであったんですが、もっと大々的にとい

うところまで広がっていないですね。 

 

（Ａ委員） 

 つながりで、西与賀とか、その辺の子どもたちも参加は実際あっています。全くだめ

だということはなく、口コミで申し込みがあったりしたら受けています。 

 

（委員長） 

 これ以外で、金立キャンプ場で何かキャンプをするような事業も、どこかがしている
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でしょう。青少年課ですかね。青少年課お願いします。 

 

（青少年課長） 

 北山のほうですかね。友だち１００人できるかなキャンプ、これは市内全部です。 

 

（委員長） 

 ですよね。だから、それぞれ佐賀市の全体では幾つかそういうのがあっているから、

１つだけどうのこうのじゃなくて、全体で年次計画がどうあるかいうのも、何か確認す

るというか、全体のプランをわかるようにしていただくといいですね。 

 

（Ｄ委員） 

 参加費というのは無料なんですか。 

 

（諸富教育課長） 

 参加費は1,000円でございます。 

 

（Ｄ委員） 

 大人も子どもも一緒ですか。 

 

（諸富教育課長） 

 大人も子どもも同じです。あと、行政のほうから船の借り上げ代とかを幾らか予算を

組んでおります。 

 

（委員長） 

 事業としては、これからもどういうふうにするかというプランをぜひ練っていただい

て、佐賀市内に住む子どもを豊かに育てるということが目的でしょうから、そういう成

果が上がるように、ぜひしていただきたいと思うんですが、くれぐれも事故がないよう

にですね。例えば、どこかの海で死んだとか、そのようなことがあるともう、いいこと

でも大変なことになってしまいますので、ぜひ安全には気をつけていただきたいと思い

ます。 

 ほか何かありますか。ほか何か質問ありますか。 

 私から、先日のフリー参観デーの状況は、学校教育課、どうだったでしょうか。 

 

（学校教育課長） 

 まだ、アンケート結果について、すべての集計ができておりません。次回の勉強会で

ご報告いたします。 

 

（委員長） 

 何かこう、トラブルということはありませんでしたか。 

 

（学校教育課長） 

 それはございませんでした。夕方もこちらに対策本部として詰めておりました。幸い

１件もその報告はございませんでした。 

 

（委員長） 

 無事に済んだということですね。 

 

（学校教育課長） 

 はい、無事に終了しました。 
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（委員長） 

 ご苦労さまでございました。 

 ほか何か。 

 

（Ａ委員） 

 来年はまた通年の日程に戻るんでしょうか。 

 

（学校教育課長） 

 来年は６月の第２週ということで考えております。 

 

（委員長） 

 県の提案と、それについての反応とかいうのも、ぜひ何かまとめるときに少し報告し

てください。何でしたか、教育の日でしたか。（「県の食育と……」「教育を考える日」

と呼ぶ者あり）教育を考える日と、このフリー参観デーとをドッキングするというよう

な感じでしようといっていたでしょう。それについて、学校での負担とか、あるいは保

護者の反応とか、そういうのがどうだったのかも、少しコメントをいただきたいと思い

ます。 

 

（学校教育課長） 

 「子どもの教育を考える日」というのは、今年度、後でサブタイトルとしてつけたも

のですから、例年どおりのフリー参観として開催されました。特別に「子どもの教育を

考える日」のイベントはなかったようです。 

 

（委員長） 

 ほか何かありますか。 

 

（Ａ委員） 

 旧郡部の学校も通常の学校に年々なってきたというか、今まではフリー参観だからと

いって構えた分が多少なりともあったんです。でも、普通の学校の生活スタイルに大分

近づいてきたなという感じは受けます。 

 

（委員長） 

 ほか何かありますか。 

 

（Ｃ委員） 

 お父さんたちがたくさん出てきて、交通整理とか協力されていたのを拝見して、幾つ

かの学校で、年々そういった姿勢がふえてきているので、すばらしいことだなと思いま

した。 

 

（Ｄ委員） 

 学校によっては、ＰＴＡの方たちの協力といいますか、それがあまりなかったところ

があってですね。そこがやっぱり子どもたちの教育の面にも何かつながるところがある

のかなと感じたところがありました。 

 

（委員長） 

 それでは、ほか何か報告等はございませんか。 

 

（社会教育課長） 

 ご案内ですけど、机上に市民性をはぐくむ教育研修会についてということで、ご案内
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をお配りしていますが、７月２８日に東与賀文化ホールで研修会を開催いたします。福

岡教育大学の井上教授のお話の後、パネルディスカッションということで、今、地域元

気アップ事業ということで、新規に事業を行っているものがありまして、それは地域で

子どもをはぐくむことを地域で話し合おうというような事業なんですが、そこの団体か

らそれぞれ代表の方４名さん出ていただいて、コーディネーターをまなざし運動推進専

門官の木塚先生にお願いをしまして、ディスカッションをするものです。 

 会場は５００名収容可能です。昨年度が３００名ぐらいの参加でしたので、ことしは

４００人を目指してやりたいと思いますので、ぜひ委員の皆様もご参加いただくように

お願いいたします。 

 

（委員長） 

 案内でした。ぜひ参加をということのお勧めですので、よろしくお願いします。 

 各出張所から提案なり、意見なり、報告なり何かありませんか。今回は諸富出張所か

らこういう話しがありましたが、ほかの出張所から取り組みについての報告とか、あり

ませんか。（「久保田のほう」と呼ぶ者あり） 

 久保田のほう、きのうの取り組みについて、どうぞ何か。印象でもいいですから。 

 

（久保田教育課長） 

 久保田のほうから、少し報告します。 

 ６月２０日、この前の日曜日ですけれども、フリー参観デーの日に、思斉館の開校記

念とまなざし運動のＰＲも兼ねてコンサートを開きました。まなざし思斉館コンサート

という名称で開催いたしました。 

 佐賀を拠点に活動しておりますアルモニア管弦楽団のほぼフルのメンバー４５名の

皆さんで演奏をしていただきまして、思斉館小学部、中学部の子どもたち約８００名弱

と保護者の方、それから一般の方も含めて２００名以上の方が参加されましたので、中

学校の体育館で１，０００名以上の方が集まってコンサートを楽しみました。子どもた

ちのマナーもよかったですし、参加された保護者の方、大人の方のマナーも大変よかっ

たと思っております。大人の方もたくさんの参加を得まして、これだけ思斉館に思いを

持っていただいているなと、それをすごく感じました。 

 このコンサートは、久保田地区のふるさと創生基金を活用して開催したものでござい

ます。ただし、フェスティバルという位置づけて、第１部でコンサート開催をいたしま

した。秋にまた第２部として、まなざしの集いということで、小学生、中学生の意見発

表、それからまた、子どもたちの発表、その辺を考えて、またやりたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 ご苦労さまでございました。 

 ほか何か報告することございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 予定された議題と報告が終わりましたので、これで６月の定例教育委員会は終わりに

したいと思います。どうもご苦労さまでございました。 

 

 

 

 

 

 

 


