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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、これより佐賀市教育委員会の７月の定例会を開き

ます。 

 こんにちは。非常に暑い日が続いております。どうぞ健康に皆様留意して、そして、

きょうのご案内に栄の国まつりの案内が来ていますが、それにも教育委員会としても、

まなざし運動の一環として参加して、元気に行きたいと思っておりますので、よろしく

お願いします。 

 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したいと思います。

ご異議ありませんか。 

    〔「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、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。 

 

（教育総務課副課長） 

 ６月２２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、７月２３日に各委

員の方に配付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） 

 目を通していただいて、何か修正などありましたら。いかがでしょうか、よろしゅう

ございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、異議がないようですので、会議録は報告のとおり承認することにいたしま

す。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（委員長） 

 では、次の日程３、教育長の報告を求めます。よろしくお願いします。 

 

（教育長） 

 では、お手元のプリントで４点報告事項を書いておりますが、その前に、きょう急遽

県教委からお見えになりまして、これはいい知らせなんですが、７月２３日付で佐賀の

鍋島小学校出身の岸川滉央君が、現在、久留米大学付設高の３年生ですが、国際数学オ

リンピックで２年連続金ということで、これは文部科学省のホームページの中にも掲載

されてあるということです。それで、県としては、このまま黙ったまま、よかったねで

済ますわけにはいけないだろうということで、県の教育長表彰の対象にしたいというこ

とでございました。それで、市の教育委員会としての意見はどうかというふうにお尋ね

になりました。基本的には、褒めていただくというのは勇気と元気をもらうわけですか

ら、それはもう大いに結構なことですと。ただ、県のほうでは、そういう形でこれから

進められることになろうかというふうに思います。これが１点でございます。 

 それでは、プリントに基づいてご報告申し上げますが、非常に時間が経過しており、
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しかも暑いということがありまして、時間が非常に間延びしたような感じになります

が、１点目は「市民総ぐるみ街頭活動」がございました。これで私は本庄校区のほうに

行きましたが、委員さん方もそれぞれの地域の中で、これに参加をされたのじゃないか

なと思いますが、本庄校区では、「子どもへのまなざし運動」の一環として取り扱って

いるということでございました。 

 その中で、非常に私が感心をいたしましたのが、８時以降、小・中学生はほとんどい

ない、中学生がちらほらで、高校生、大学生が多かったんですけれども、１つは、非常

に交通マナーがよかったということなんです。本庄校区だけかわかりませんが、非常に

交通マナーがよくて、無灯火はほとんどありませんでした。無灯火をしていたのは大人

だけという状況でございました。しかも、感心したのは、必ずあいさつをして帰ってく

れたんです、「こんばんは」と言って。こういうことがやはり、まなざし運動のじわじ

わとあらわれた成果ではないかなというふうな思いをしながら、これに参加をさせても

らいました。 

 もう１つは、やはり自動点灯式の自転車、これは非常に効果があるなと思いました。

どこかの学校で出ていましたが、城南中校区でしたか、自動点灯については、学校では

どういうふうになっていますかという、何かそんなことが出ていましたですよね。です

から、これはやっぱり安全を守るという視点からも、さらに私どもも再認識をしなけれ

ばいけないのかなと、そんな思いで参加をしたところでした。 

 ２点目ですが、これは「租税教育推進協議会の定期総会」がございましたが、やはり

税金を納める、納めないというのは、非常に私ども国民として、あるいは市民としての

モラルというよりも、責任を果たすという意味から非常に大きな課題じゃないかなとい

うふうに思っておりますし、そういう視点から、やはり小学校の低学年のうちから教育

をする必要があると。そういうことで真剣に話し合いをいたしました。ところで、小学

校では６年生で公民的分野の中で出てきます。中学校でも公民分野で出てまいります。

そういう視点から、今までは中学生を対象にしていた各種の事業というのを小学校まで

広げてみようということで、新たな取り組みをすることにいたしました。それが下に書

いておりますように、１点目から７点目までの主な活動でございます。これはお読みい

ただきたいと思います。 

 次、３点目ですが、「全国都市教育長協議会」がございました。文部科学省の行政説

明がございましたけれども、これについては４点ほどありましたので簡単に申し上げて

みたいですが、資料をこれだけはつけております。 

 １－１、１つは「教員の資質向上」という視点からでございますが、この中でも非常

に今関心を引いているのが、もちろん研修体制、養成体制というのも必要ですが、免許

更新制、これがどうなるかと。このことは非常に今、現場の教職員にとって疑心暗鬼に

なっております。実際更新をしなければならない年度に来ているんですが、この制度が

廃止になるかもしれないという、そういううわさが飛んだりして、非常にここら辺が混

乱をしていると。ところが、はっきり申されたのは、法で定めている以上は、これは効

力がありますので、受けていないと失効しますということを明確に文部科学省がおっし

ゃられましたので、この分については教職員にも十分にお知らせしなければならないこ

とかなというふうに思っております。 

 ただ、今後も検討していくと。その中で、廃止という線よりも、この免許更新の効率

的なあり方という方向の中で廃止もあり得るということは言われましたけれども、恐ら

く全く廃止ということはあり得ないだろうというふうにはおっしゃられました。 

 次に、今非常に問題というよりも課題になっています(1)「学級編制の標準の引下げ」、

それから(2)「教職員定数の改善」、これがセットになって今議論をなされております。 

 １－４のほうをちょっとごらんいただきたいと思いますが、７月１３日付の、これは

もう随分前の資料になりますけれども、その後、基本的には中央教育審議会の小・中教

育分科会で下げ幅についての数値は示されませんでしたけれども、事務局サイドの話に

よりますと、基本的には３５人学級を、委員さんたちの総意というとらえができます。
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ただし、低学年については３０人を想定した意見が大多数を占めていますと。こういう

ことで、８月いっぱいには教職員の改善計画の策定がなされて、具体的に来年度予算計

上したいというふうになっているようでございます。それで、学級編制の標準の引き下

げについては、おおむね７つの項目からその理由づけがなされておりますので、これは

ここに書いてあるとおり、お読みいただきたいと思います。 

 「よりきめ細かな指導をするために」というのが１点。それから２点目は、「生徒指

導上の課題がかなり深刻化しているので、個別対応の重要性が必要」だということで学

級を小規模化していくと。それから、「児童生徒の変化によって、学級経営が困難にな

ってきている」ということです。そのほかもろもろ、「国際比較から見ても日本は多い」

と、そういうことで、標準を引き下げるということです。 

 それから、２点目の「教職員定数の改善」ですが、これは学級編制標準を引き下げて

も教員の定数そのものの見直しが図られなければ、本当の意味での先生方の多忙化解消

とか、非常に細やかな指導というものの効率性に欠けるという部分がございます。そう

いう意味で、国としては基礎定数をどうするかというのが一つ課題だということです。 

 それから、言われたのが「特別支援教育の充実」。これは後でもまた触れたいと思い

ますが、このことも非常に力説をされました。 

 それから、次ですが、１－８の部分になりますけれども、非常に各教育長さん方も一

番の関心事でございました「義務教育費国庫負担制度の堅持」。これは、小泉政権のと

きに国の負担が２分の１から３分の１になりました。国が３分の１、そして県が３分の

２。小泉さんの腹の中には、３分の２のうちの３分の１は市町におろすと。３分の１、

３分の１、３分の１と、そういうイメージを描きながらの国庫負担制度でした。ところ

が、現在では、またもとに戻そうとする動きが非常に活発になってきました。つまり、

もともとの２分の１負担ということで、今の動きでは２分の１に復元をしていくという

形で動きたいということが文科省からはっきり言われましたので、ここでちょっとお知

らせをしておきたいと思います。 

 次に、「障害者制度改革に係ること」ですが、これは非常に議論をしなければならな

い部分です。 

 ２－６ですが、つまり義務教育段階で障がいを持った子どもさんをどうするかと、こ

の考えが現状では障がい者制度改革推進会議ですか、その中で想定されるに、１つの想

定としては、障がいを持ったお子さんを基本的には「市町村立小・中学校の通常学級に

就学することを原則とする」と。そして、「保護者が希望するときのみ特別支援学校に

就学させる」と、これが１点目、想定Ａの１つの考え方です。 

 もう１つは、想定Ｂということになっておりますけれども、「インクルーシブ教育シ

ステムに移行していくということで、就学先の学校というのを保護者に小・中学校と特

別支援学校それぞれの教育と提供可能な合理的配慮について情報を提供して、保護者の

希望を踏まえて義務教育の実施に責任を有する教育委員会が判断する」と。 

 この２つの方策が、今どうやら審議の舞台に乗っているようでございます。ここら辺

のところは非常に私どもにとっても大事なことですが、実情的には厳しい中身もござい

ますので、行方を慎重に見守っていく必要があるのかなというふうに思っております。 

 それから、３－１は「公立学校施設整備費」ですが、佐賀市でも校舎建てかえという

ことに関しましては非常に危機感を感じておりました。ところが、本年度については単

純老朽化の校舎についても事業として認めていくということが、予備費から支出すると

いうことでこれが決定をしたと。８１８億円というお金を使うということが言われまし

た。このことから、幾分ほっとした自治体というのがたくさんあるということでござい

ますけれども、あくまでもくぎを刺されたのが、予備費というのは、こういう使い方を

したのは前代未聞であって、予見できないときに使うのが予備費であって、校舎改築な

どについては予見できるものなので、こういう使い方は今後あるかどうかの保障はない

と。 

 ただ、文部科学省が逆にお礼を申されたのが、地域からの声が、地方からの声が非常
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に強かったと。この声に押されて、こういう予算の使い道になったということで、ぜひ

これから先も地方からどんどん声を上げていただいて、文部科学省の施策の中にぜひ反

映させていただきたいということをおっしゃいました。 

 最初の２ページに戻りたいと思いますが、四角で囲んでおりますけれども、これが文

部科学省の財政政策課長さんの言でございましたが、「各地方教育行政からの声・要望

は極めて有効であり、財源獲得の説得材料である。本年度も「公立学校施設整備費にか

かる予備費の使用について」もその必要性を地方からの要望として訴えた成果である。

今後も後押しをお願いしたい」ということが口頭で述べられましたので、そのとおりに

私はここにメモを書いたものを印刷してきております。これが３点目です。 

 ４点目ですが、「第６３回佐賀市民体育大会開会式」がございましたが、今週の日曜

日ですか、すべてを終了したことになりますよね。そういうことで無事に終了したと。

幾分、けが等はあったということでございますが、今年度も無事に終了したというふう

になっております。 

 私からの報告は以上です。 

 

（委員長） 

 教育長から報告がありました。何かご質問、あるいはご意見がありましたらお願いし

ます。 

 

（Ｂ委員） 

 街頭活動は、どちらで日程とかは決められていらっしゃるんですか。 

 

（青少年課長） 

 当初、毎年１２月に青少健のほうで、翌年度の年間計画を大体策定するものですから、

その時点で市民総ぐるみ街頭活動を年２回の実施ということを計画するようにしてい

ます。 

 

（Ｂ委員） 

 要望ですけれども、私たちも大財のほうに立って活動をしていたんですけど、ほとん

ど子どもとは会わなかったです。というのは、恐らくこのときは佐賀市内の学校、高校

等が期末試験だったんだと想像できるんですよね。それで、ほぼ午前中で帰っている子

が多く、８時ごろには、大体、佐賀商業の野球部の子ぐらいしか会わなかったので、せ

っかくなら日程についても配慮してもらえたらなと思いました。 

 

（委員長） 

 こういう意見もあったというふうに伝えてください。 

 

（青少年課長） 

 はい、わかりました。 

 

（委員長） 

 ほか何かございませんか。──なければ、私からです。 

 教育長から今後の日本の教育のあり方というんですか、そういうのが全国都市教育長

協議会で話題となっていろんな資料が出されたようですが、ぜひ勉強会で、特別支援教

育のことも私たち勉強をしていったほうがいいんじゃないかと思いますね。障がいを持

った子どもの教育を本当にどうするかというのは、この日本の教育全体をどうするかと

いうのと連動していますので、非常に大事なテーマと思いますので、勉強会でぜひ議題

にしていただきたいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。 

 ほか何かございますか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 どうもご苦労さまでございました。 

 

日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

 では、引き続きまして日程４の議題に入ります。 

 第１０号議案『佐賀市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例』について、

説明をお願いします。 

 

（社会教育課長） 

 「佐賀市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例」につきましては、川上コ

ミュニティセンターの設置に伴いまして改正を行うものです。 

 ２ページをお開き願いたいと思います。 

 第２条の表中に、右のほうが改正案になりますが、川上コミュニティセンターを追加

します。 

 それと、３ページは使用料金の規定ですが、別表の中に、右のほうの改正案の一番上、

網かけの部分、川上コミュニティセンターを加えるものでして、料金につきましては、

富士南部及び富士北部コミュニティセンターと同じ料金体系としております。 

 貸出時間につきましては、半日単位もしくは１日としておりまして、施設の全部を半

日借りた場合は３，０００円ということになります。あと研修室以下の料金については

記載のとおりです。 

 なお、この使用料につきましては減免規定というのがありまして、市が行う会議です

とか事業、それから社会教育関係団体、社会福祉関係団体、地元の自治会等が使用する

場合は全額減免、もしくは一部減免とすることができますので、地元利用の場合は全額

減免をしたいというふうに考えております。 

 ４ページに、部屋の内容を記載しております。一番大きい部屋が研修室ということで、

これが大体８０名から１００名ぐらい収容する会議室になります。あと小会議室、調理

研修室、それから事務室等です。旧市の公民館と比べますと、中会議室がありません。

あと図書室、それから管理人室というのがございません。その分で若干小さくなってお

ります。延べ床面積の合計は、これで３５０平方メートルとなります。オープンは１１

月を予定しております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、何かご意見なり、ご質問なりありましたらどうぞお願いします。 

 ないようでしたら、私から、ここは今利用の状況はどんな感じですか。ほかのところ

でもいいです。この川上コミュニティセンターだけじゃなくて、富士南部でも北部でも、

利用の大体の実数を教えてください。 

 

（社会教育課長） 

 富士北部コミュニティセンターの平成２０年度の利用者数というのが３，０００人ぐ

らいです。富士南部のコミュニティセンターが４，５００人程度です。 

 

（委員長） 

 年間ですね。そうすると、川上コミュニティセンターも大体それに見合う利用がある

のではないかという予想をされているわけですかね。 

 

 



  6 

（社会教育課長） 

 利用人数につきましては、これ以上の利用があると思います。というのは、所長とい

うのを今年度は１人置いて生涯学習活動とか、そういう仕事もしてもらいますので、利

用者数はふえると思います。かなりこれよりもふえるのじゃないでしょうか。 

 

（委員長） 

 そういうような利用者数の推測が立つそうですが、ほか何かございますか。 

 

（教育長） 

 これは総計と言われるとわかりにくいですが、１日１日に換算したとき、人数じゃな

くて、そこをどれくらいの団体が、極端に言えば、十分に稼動しているというぐらい使

っているかというのはわかりますか。 

 

（社会教育課長） 

 旧市の場合、１日、１日というのはなかなか難しいです。 

 

（教育長） 

 大体おおよそでいいですが。 

 

（社会教育課長） 

 富士北部につきましては、２４６団体ぐらいが年間使っています。旧市の場合は１日

大体６０人ぐらい公民館を利用されております。年間２万人ちょっとぐらいですので、

それよりも若干少なくはなると思いますが、四、五十人の使用はあると思います。 

 

（教育長） 

 これは同一地域の方が利用される、例えば地域外から来て利用されるんですか、そこ

ら辺はどうですか。 

 

（社会教育課長） 

 今度新しくつくる川上は、多分地域内の利用が多いと思います。 

 

（教育長） 

 減免関係もあって、地域外から来る方は、要するに使用料金がこのままの金額以下で

しょう。 

 

（社会教育課長） 

 地域外というのは、佐賀市外です。 

 

（教育長） 

 ああ、そういうことですか。 

 川上地区外ということじゃなくて、佐賀市外ということですね。 

 

（社会教育課長） 

 はい、そうです。 

 

（委員長） 

 私からの意見ですが、公民館にしろ、こういうコミュニティセンターにしろ、利用の

現状がどうなのかを市民の方にもやはり伝えるとか、情報開示ということを意識して、

例えばその内容なんかも、高齢者向けの活動とか、あるいは子育て支援などについての
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活動とか、何か項目ごとに少し一般の方にもわかるようなことを、少し共通する佐賀市

の全体的なことについてどうかというようなことを、何かデータとしてして出していた

だいて、市民の方にもそういうような活動状況というのか、利用状況というのか、そう

いうことを報告していただくといいなと私は思っております。今もされていると思いま

すけれども、もっとこう一般市民の方にそういうことをＰＲをしていただきたいという

ことです。 

 

（社会教育課長） 

 旧市の公民館では、公民館報というのを年に４回とか６回とか出しています。その中

で、主催講座のお知らせですとか、そういう部分は広報しているんですが、年間の利用

者数とか、そこまではちょっとまだ広報はしていないと思いますので、そこら辺は検討

したいと思います。 

 

（委員長） 

 よろしくお願いします。 

 何かほか、ご意見ありますか。よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、原案どおり承認ということにいたします。 

 続きまして、第１１号議案『佐賀市立富士生涯学習センター運営審議会委員の委嘱に

ついて』のことでございますが、説明をまた同じ社会教育課からお願いします。 

 

（社会教育課長） 

 佐賀市立富士生涯学習センター運営審議会委員の委嘱につきましては、６ページに名

簿を上げておりますが、任期満了に伴いまして新たに委嘱をするものです。 

 富士だけ今回上げていますが、ほかの公民館運営審議会委員の任期はすべて、市町村

合併をしたということもありまして、９月末というふうになっています。ほかの公民館

は２３年９月末までなんですが、富士生涯学習センターの場合は、平成２０年８月にこ

の施設が開館をしまして、そのときに公民館運営審議会というのを廃止して、平成２０

年８月１日から生涯学習センター運営審議会委員というのを発足しております。そうい

うことで、ほかの公民館とは委員の任期がずれると思います。 

 委員の名簿については６ページのとおりですが、４番の藤田さんに今回から委員をお

願いします。それ以外につきましては、すべて再任となります。任期は、８月１日から

２年間というふうになります。年齢等はここに書いておりませんが、平均年齢を言えば

６４歳弱になります。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、何かご質問、ご意見ございませんか。 

 

（Ｃ委員） 

 ５番と６番が同じ地域の富士女性ネットワーク“集い”の代表者、同じグループみた

いですけれども、できれば違うグループの方が入られてもよかったのではないかと思い

ますが。 

 

（委員長） 

 何か、地元の状況というのがありますか。 

 

（富士教育課長） 

 これについては、以前は婦人会という組織がありましたけれども、合併後、その団体
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がなくなりました。しかし、女性のほうからできるだけ多くの意見を取り入れようとい

うことで、今回、女性ネットワークの方から２名お願いをしているところでございます。 

 

（Ｃ委員） 

 女性のグループでほかのグループはないわけですか。 

 

（富士教育課長） 

 はい、団体はですね。婦人会の中で一応会長さんとか副会長さんあたりに以前はお願

いしていたんですけれども、ほかの女性団体の組織が少ないもので。 

 それと、４番目の新たに入れた藤田さんについても、子育てサークルの団体をしてい

ただいたり、母子保健推進委員等をしていただいております。その方を地域審議会委員

だけでなく、ほかの面でも積極的に活動をされていまして、ぜひとも生涯学習センター

の運営審議会の委員さんとして活動をお願いしたいということで、今回提案をしている

ところです。 

 

（Ａ委員） 

 私は質問なんですけれど、富士生涯学習センターのほうの利用状況というのはどのぐ

らいなんでしょうか。 

 

（富士教育課長） 

 大体、前年度は１万９，０００人ぐらいの利用でありました。今年度はそれよりもも

っと上げたいというふうにこちらのほうは思っております。 

 平成２０年度に開設しておりまして、そのときにはいろいろなイベントとか、オープ

ニング式典とか、それに伴う人員がかなり多くて２万人ぐらいあったんですけれども、

前年度は、１万８，８００人ぐらいに若干減っております。これについては、開設に伴

いオープニング時に開催された大きなイベント等がなかったために、前年は若干少なく

なってきております。 

 

（委員長） 

 今も古湯の映画祭は、ずっとまだ続いているんですね。 

 

（富士教育課長） 

 古湯映画祭は、毎年９月に行われておりまして、今年度もそれを行う予定でございま

す。 

 

（Ａ委員） 

 わかりました。また盛り上げるように頑張っていただければと思います。 

 

（Ｄ委員） 

 なかなか自分のところでプランニングして何かイベントを打ち出そうということ自

体が、いろんな絡みで無理ですよね。こういう建物とか、生涯学習センターあたりもた

くさんありますので、例えば、ことしはこういうイベントをやりたいというようなコン

ペを開いて、これはちょっとやってもらおうかなみたいな方向づけがあって、もしそう

いうことができれば、少し予算を回すとかいうような考え方も持っておいていただけれ

ば、地域の人の盛り上がりの一端を担うかなと思います。 

 

（Ａ委員） 

 地域の需要にこたえるように、利用がうまく回っていくと。例えば子育てイベントと

か、せっかく建てたから役に立つものに使ってもらえるようにしないといけない。 
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（Ｄ委員） 

 やっぱり実質どうしても何かやろうとすれば準備、告知などでどうしても予算面とか

その辺、人も使わないといけないし、どうしてもこういうようなものをやりたいとかい

う感じでお願いしたいですね。 

 

（富士教育課長） 

 今年度は一応コンサートとか、まちづくり団体等がやる予定にしております。 

 それと、幾分やはり使用料が、うちの場合は公民館的生涯学習センターですけれども、

そうしたイベントをやると、市主催であれば無料ですけれども、減免があっても８０と

か、そういった範囲になりますので、幾らか利用料が少し伴います。そこの面も幾らか

はネックにはなっているんですけれども、一応まちづくり団体とか、そういったあれで、

イベント等を９月には行う予定をしております。 

 

（委員長） 

 私のほうも同じ意見があるんですけれども、例えば公民館活動等でも何でもそうです

けど、各地域で自分たちのところだから自分たちで計画して、自分たちでいろいろ利用

しなさいと、それはそれでいいわけですけど、佐賀全体としてこんなことをしましょう

ということがあって、どこどこ地区にはことしはこんなことで当番してくださいよみた

いなですね。 

 例えば、先ほど出ました子育て支援のような研修会なり、何か会の集まりなんかを佐

賀全体としてこんなことを実施したいから、今度の地区は例えば富士の生涯学習センタ

ーでやりましょうよとか、あるいは場合によって、東与賀のほうで、または南のほうで

しましょうよとか、そういう地域地域でお任せだけじゃなくて、佐賀全体での何かプラ

ンを考えて、佐賀全体として一緒にやりましょうというようなことも組み合わせてして

いただくといいかなと、そういうふうに私は思います。日常の業務をしていて、いろん

なプランを立ててというのは大変なことですけれども。 

 例えば、あのバルーンで佐賀が要するにインターナショナルに、そういうようにつな

がったわけですよね。だから、そのバールンになるまでには相当時間がかかったりエネ

ルギー、もちろん費用もかかるわけですけれども、やっぱり何かこう小さい動きだけれ

ども、大事なものはその地域で、全体で育てていくというのがあれば、実あるものにな

りやすいんじゃないかなと思いますので、大変ですけれどもよろしくお願いしたいと思

います。 

 

（社会教育課長） 

 ただ、委員長さんが今おっしゃったのは、中央公民館的な機能を強化して、全市的に

例えば事業を推進するなりということだと私は思っていますが、そこが今一つ、社会教

育課の課題でもあるんですよね。今、地域、地域でお願いをしている部分がありますの

で、佐賀市全体でどういう生涯学習社会をつくるとか、そういった部分がちょっと弱い

のかなという気もいたします。中央公民館の機能をもうちょっと充実しないといけない

という議論もありますので、そこら辺は、今後の検討課題というふうには考えておりま

すが。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 社会教育全体について、佐賀市全体でどうするかという──プランはやっぱりあった

ほうがいいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 ほか何か、ご意見。よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、この１１号議案、原案のとおり承認ということにいたします。 
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 きょうほかに何か、その他のことで。はい、どうぞ。 

 

（教育総務課長） 

 教育総務課から２点ご案内です。 

 まず、資料に「平成２２年度 生徒会役員リーダー研修会の開催について」というこ

とでお示しをしております。 

 これは例年行っております生徒会リーダーを集めた研修会で、ことしは８月２３日、

月曜日、１時半から２時２０分まで、大和生涯学習センターのウェルネス大和２階、視

聴覚室で行います。 

 委員の方でご出席を希望される方は、２枚目にファクス送信票で出欠確認用紙をつけ

ておりますので、ご出席の方はご出席のほうにお名前を書いて○をつけて教育総務課教

育政策係までファクスでお送りください。これが１点目です。 

 それからもう１点目、冒頭に委員長のほうからご案内がありました「佐賀城下栄の国

まつりきてみん祭ビックパレード参加について」です。 

 ことしも「まなざし運動」の一環としてＰＲ隊を教育委員会として出したいというよ

うに考えております。日時は８月１日の１２時半から１４時３０分、集合は佐賀銀行本

店駐車場に１２時半ということでお願いしたいと思います。パレードのコースは、佐賀

銀行本店前から佐賀中央郵便局前までということで予定しておりますので、委員さん

方、ご都合がつかれましたらよろしくお願いいたします。こちらのほうは出欠は事前に

は必要ございません。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 はい、案内でした。ほかに何か。 

 

（教育長） 

 これは服装関係は、どういうふうになっていますか。 

 

（教育総務課長） 

 服装は、まなざしポロシャツでできれば統一、緑のポロシャツで統一していきたいと

思いますが、持っていらっしゃらない場合は、帽子とかはお貸しいたします。 

まなざし運動のＰＲ用の旗を持っていただいて、帽子は用意いたしますので、よろし

くお願いします。 

  

（委員長） 

 そうですか。この件はどうですか、ちょっと参加のできる方はお願いします。 

 

（委員長） 

 ほかに何かありますか。 

 

（Ｃ委員） 

 子どもたちは今、夏休みになって非常に開放的になっていると思いますが、地区、地

区で懇談会みたいなのがあっているようですけれども、そこでちょっと私、実際に聞い

た話ではございませんけれども、今、万引きがすごくはやっているということです。あ

る学校だけかもしれません。小学校の高学年ですごくはやっているそうです。特に女の

子が３人１組になってやっていると。そして、親さんに「連れに来てください」と。そ

してあと保護者さんが、「それは陳列の仕方が悪い」とか「お金を払えばよかろうもん」

とか言う保護者がいらっしゃって、こういう保護者さんにどういう教育をしたらいいか

なと思ったりしております。やっぱりＰＴＡを中心にして親教育とかしなきゃいけない
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かなと思っています。 

 校区を越えて「幾らきょうはとったよ」とかメール配信しているそうなんですよ。そ

こら辺も学校はご存じなのかですね。もしそういうものが把握されていなかったら、し

っかり把握してもらって、ちゃんと学校でも伝える、親教育も全部する。それから、そ

れは本当にいけないんだということを伝えなければいけないと思います。大きなショッ

ピングモールなど、そういう大型商業施設がありますよね。そういうところでやってい

るそうです。特に女の子は化粧品をとっているという実態でございます。だから、恐ら

くこの夏休み、これがまたさらに拡大するのじゃないかと私は思いますけれども、そこ

ら辺をどうしたらいいかなとか、学校教育課とかはそういうところまで報告はないわけ

でしょう。 

 

（学校教育課長） 

  学校教育課では、学校毎に万引きの件数調査はしておりません。大型店舗につきま

しては、万引きに対し、かなり厳しい姿勢で臨まれていますので、たとえ小学生であっ

ても学校、保護者よりも警察が先という対応をとられています。 

万引きがかなり増加している現状から、被害の状況や発生件数などをきちんとつかん

だうえで対応をやりましょうという動きが出ています。警察のほうからの呼びかけも積

極的に行われて関係機関等が連携を始めています。 

 学校は、「ぜひ学校にも教えてください」とは言うんですが、お店としてはやっぱり

大事なお客さんでもございますので、そういう問題もあるようです。（「ああ、そうで

すか」「難しいね」と呼ぶ者あり）だから、１００％学校には伝わりません。「学校にも

ちゃんと言わんばですよ」ということは、警察からも、万引きした子どもの保護者に対

してご指導いただいています。ですから、正確な数字を学校教育課としては申しわけご

ざいませんが、つかんでおりません。 

 

（Ｃ委員） 

 はい、それは大丈夫ですけど、そういう指導を、いけないということをやっぱり生徒

指導の先生はもちろんですけど、何か朝礼の折とか、特に親教育といいますか、何かあ

いた口がふさがらないような言動といいますか、そういうのが見られるということは、

どう親に教育したらいいかなと私考えましたけど、やっぱりＰＴＡの方を中心に、勉強

会じゃないけど、指導してもらったほうがいいかなという感じがします。そういう報告

です。 

 

（青少年課長） 

 青少年課のほうからも少し補足説明させてください。 

 私どものほうも子どもたちの少年補導ということで、今学校教育課長のほうからもお

話がありましたけれども、特に高校の生徒指導部の先生と、あと佐賀警察署と情報交換

会をやっております。 

 つい最近、ＰＴＡの会長代議員会がございまして、いわゆるＰＴＡの各会長、副会長

が集まった大きな会合でございまして、そこに私も行きました。そのときに、市内の大

型商業施設の保安係の方が万引きの実態について説明をされました。非常に大変な額の

万引き被害で、年間に約５，０００万円の被害があるということでした。 

 また、今度は市内小中学校の生徒指導の先生方を集めて、これも同じ大型商業施設の

保安係の方からのお話でしたが、最近の傾向として、小学生の万引きも多いという実態

でした。 

 だから、そういった部分も含めて、ＰＴＡとか学校を通じて、そういった万引きは犯

罪であるということでしっかり教育をするということと、学校教育課長のほうからも話

がありましたけれども、お店は警察には必ず連絡をします。お店の人も警察のほうも「学

校に連絡してください。」と本人やその保護者にお願いするそうですが、それをほとん
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どの保護者が学校には連絡をしないそうです。 

やっぱり万引きというのは、早い段階で対応しないと、これが１回成功して、そのあ

と続けていった場合に、あとで大変な結果を生むことにつながりますので、そういった

ところでの対応も含めて、青少年課としても、万引きの子どもたちがそういうふうなと

ころに走らないように、しっかりと関係機関と連携をとってこういった非行防止に努め

たいと思っています。 

 

（学校教育課長） 

 補足ですが、実は、本日、佐賀市内の小学校の先生方が、佐賀市内の大型商業施設４

カ所、大和、巨勢、兵庫、東与賀において巡回指導を行うことになっております。また、

佐賀市教育委員会、佐賀警察署、市Ｐの三者連名のチラシを配りながら一般市民にも強

く訴えるようになっております。あと、中学校もまた８月に入ってから行う予定です。

今日はまずは小学校ということで、学校教育課からも参加いたします。 

 

（Ａ委員） 

 小学校の２年生ぐらいからもう──１年生は聞いたことないですけど、２年生ぐらい

でも女の子がグループで万引きしているとかという話は聞くんですね。親が気がつかな

いで、子ども同士で「とれた」みたいなのを話しているのを、聞いた友達のほうが親に

話して、周りの親は知っているけど、当のやっている親本人は知らないけどどうしよう

みたいな話を聞いたりします。それはちょっと大きなドラッグストアなんかで１００円

ぐらいの髪どめとかをとったりしたりとかということで、かなり小さいころからやって

いる子はやっている、始まっちゃうのかなという感じがするので、やっぱり小さいとき

から、小学校１年生ぐらいから教えないといけないと思いました。 

 

（Ｂ委員） 

 ゲーム感覚ですね。 

 

（委員長） 

 心の発達からいうと、小学校３年生からと言いますもんね。１年、２年のときはまだ

親の目の届くところでの行動が多い。だけども、最近は非常にいろいろな情報が来ます

から早くはなっているんですね、いろんなことの問題行動化するのがですね。だから、

やっぱりそういう意味では本当に小学校に入ったら、「とるのはだめよ！」というよう

なことを徹底してやはり指導すると、親指導も要るんですよね。その親指導がまた大変

なことで、ぜひ市Ｐとの連携もですね。市Ｐどうですか。 

 

（Ｂ委員） 

 そういった親御さんはなかなか出てこられないですもんね。だから、個人的に知って

いる人が少しアドバイスするとかじゃないと。 

 

（Ｄ委員） 

 そういうことしか親御さんが言えないということは、その親御さん自体も小さいとき

にそういうだめなことはだめだということを、やっぱり周りからも親御さんからも怒ら

れていないから自分の子どもにもそれを伝えられないというのがあるから、同年代の自

分たちが言っても絶対聞かないと思います。しかし、やっぱり言い続けにゃいかんとい

うのはありますよね。 

 

（Ａ委員） 

 一般的な話としてでも言ったほうがいいし、言わないとですね。 

 



  13 

（委員長） 

 これは最初のときの対応が本当に一番大切というふうに言われていますので、話題を

要するに継続していろいろ対応していきたいと思います。 

 それからもう１つ、これは伊万里でキャンプ中に、小学校３年生の男の子が川遊びで

すかね、死亡しましたですよね。夏休みになると、地域とか学校とかで夏祭りとかキャ

ンプとかいろんな行事があります。ぜひ事故がないように徹底してください。そういう

いろんな情報をきちんと伝えて、そして予防といいますか、防止することにすべての気

持ちを集中していただきたいということでよろしくお願いします。 

 ほか何かございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、ほかにないようですので、これで７月の定例教育委員会を閉会にいたしたいと

思います。どうもご苦労さまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


