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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 こんにちは。 

 全国各地では、またいじめ、自殺のことが報道されております。佐賀市ではそういう

悲惨なことが起きないようにぜひ心がけていただきますようよろしくお願いしたいと

思います。これより佐賀市教育委員会の１１月定例会を開きます。 

 日程に入ります前に、まず、今月の１１月５日から新しく教育委員に就任されました

Ａ教育委員から自己紹介をお願いします。 

 

（Ａ委員） 

 こんにちは。今月５日付で教育委員に就任いたしましたＡでございます。 

 今現在、○○○小学校のＰＴＡ会長をしておりまして、ことしで３年目になります。

今後は教育委員として４年間、一生懸命頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 それでは、次に、教育委員会の幹部職員の紹介を各部長からお願いしたいと思います。 

 まず、こども教育部及び出張所教育課をこども部長からお願いします。 

 

（こども教育部長） 

 教育委員会こども教育部長でございます吉村です。どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、私のほうからこども教育部並びに教育出張所の各課長をご紹介申し上げま

す。 

 まずは、こちらのほうからです。 

 こども教育部副部長を兼ねまして学事課長をいたしております山田でございます。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 山田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（こども教育部長） 

 それから、同じこども教育部の副理事──副理事というのは、副部長級の職員である

ということでございます。副理事兼ゆめ・ぽけっと所長を兼ねております黒木でござい

ます。 

 

（副理事兼子育て支援センター所長） 

 黒木です。よろしくお願いいたします。 

 

（こども教育部長） 

 それから、教育総務課長でございます。教育総務課はこども教育部のみならず社会教

育部の職員の人事等についての担当をいたしております。担当課長の古田でございま

す。 

 

（教育総務課長） 

 古田です。よろしくお願いします。 

 

（こども教育部長） 

 こども教育部学校教育課でございます。学校教育課長の角でございますが、教職員の

現場から来ております。従前は三瀬中学校の校長でございました角でございます。 
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（学校教育課長） 

 よろしくお願いします。 

 

（こども教育部長） 

 それから、こども課は本庁のほうにございますが、保育所、幼稚園、児童クラブ、児

童虐待等、それに子育て支援も含めた幅広い業務を担当しております課長の藤田でござ

います。 

 

（こども課長） 

 藤田でございます。よろしくお願いします。 

 

（こども教育部長） 

 以上がこども教育部でございます。 

 この後は、合併前の旧町庁舎の各支所に置かれております教育出張所の課長をご紹介

いたします。 

 諸富の教育課長でございます真島でございます。 

 

（諸富教育課長） 

 真島です。よろしくお願いいたします。 

 

（こども教育部長） 

 大和の教育課長でございます新郷です。 

 

（大和教育課長） 

 新郷です。よろしくお願いします。 

 

（こども教育部長） 

 富士の教育課長、野中でございます。 

 

（富士教育課長） 

 野中です。どうぞよろしくお願いします。 

 

（こども教育部長） 

 三瀬の教育課長、前山でございます。 

 

（三瀬教育課長） 

 前山です。よろしくお願いいたします。 

 

（こども教育部長） 

 それから、川副出張所の教育課長でございます西村です。 

 

（川副教育課長） 

 西村でございます。よろしくお願いします。 

 

（こども教育部長） 

 同じく、東与賀出張所の教育課長でございます碇です。 

 

（東与賀教育課長） 

 碇です。よろしくお願いいたします。 
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（こども教育部長） 

 それから、久保田の教育出張所課長、光岡でございます。 

 

（久保田教育課長） 

 光岡です。よろしくお願いします。 

 

（こども教育部長） 

 以上７名が教育出張所でございます。 

 

（委員長） 

 続きまして、社会教育部を社会教育部長からお願いします。 

 

（社会教育部長） 

 社会教育部長の大坪と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、社会教育部の紹介をいたします。 

 まず、社会教育部副部長兼文化振興課長の尾高でございます。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 よろしくお願いします。 

 

（社会教育部長） 

 続きまして、社会教育部社会教育課長の右近でございます。 

 

（社会教育課長） 

 よろしくお願いします。 

 

（社会教育部長） 

 続きまして、社会教育部青少年課長で、青少年センター所長を兼務しております豊田

でございます。 

 

（青少年課長） 

 豊田でございます。 

 

（社会教育部長） 

 続きまして、社会教育部図書館館長（副部長級）、重松でございます。 

 

（図書館長） 

 重松です。よろしくお願いします。 

 

（社会教育部長） 

 続きまして、社会教育部スポーツ振興課長、貞富でございます。 

 

（スポーツ振興課長） 

 貞富です。よろしくお願いします。 

 

（社会教育部長） 

 続きまして、社会教育部文化振興課参事福田でございます。 
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（文化振興課参事兼副課長兼文化振興係長） 

 福田です。よろしくお願いします。 

 

（社会教育部長） 

 以上、社会教育部でございます。 

 

（委員長） 

 どうもありがとうございました。 

 では、本日の日程に入りたいと思いますが、日程につきましては、配付いたしており

ます日程のとおりに進めていきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

    〔「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２、会議録の報告を求めます。 

 

（教育総務課副課長） 

 １０月２６日に行われました教育委員会の会議録につきましては、１１月１９日に配

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） 

 目を通していただきまして、修正するところがあればお願いします。 

 

（Ｂ委員） 

 １０ページですけれども、私の発言の中で、「保育士さん」という言葉を使っており

ます。これは、保育所に従事している方を言いますので、幼稚園では幼稚園教諭という

ことになりますので、そこでは「先生」という言葉に直していただきたいと思います。 

 もう１カ所１１ページ、またそこに「保育士さん」と私が言っておりますので、そこ

も「先生」というふうに直していただきたいと思います。 

 

（委員長） 

 「保育士さん」を「先生」ということに修正をしていただきたいということです。 

 ほかございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、承認ということでいきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（委員長） 

 次に、日程３、教育長の報告を求めます。 

 

（教育長） 

 それでは、プリントを用意させていただいておりますので、これに沿って説明を申し

上げます。 

 まず、きのうは非常に天気のいい秋空でして、佐賀市文化連盟の合同文化祭が佐賀市
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文化会館で行われました。この中で、やはり私、非常に嬉しかったのは、子どもたちが

一番年少は６歳だったと思いますが、６歳児からいろんな文化に親しんでいるその姿に

非常に感銘を受けました。舞踊あり、あるいは謡曲あり、いろんな面で子どもたちも佐

賀の文化に親しんでいるなと、あるいは自分がみずから進んでこういうものに取り組ん

でいるなということに非常に感心をいたしました。 

 何点かございますが、まず１点目が文部科学省の視学官の実情調査がございました。 

 ３名の方が佐賀市の教育委員会のほうに調査に入られました。 

 調査の主な内容というのは、佐賀市が取り組んでいる特色ある施策の展開、これにつ

いてが１点。それから、２点目は、来年からいよいよ学習指導要領が新たになって小学

校で開始されます。再来年からは中学校ということで、新学習指導要領の趣旨並びに普

及等がどういうふうになっているのかという実情調査でございました。 

 特に、佐賀市の特色ある施策の展開の中で、私どもは子どもへのまなざし運動、それ

から、市民性を育む教育、目指す子ども像達成のための推進のあり方、幼保小の接続期

の教育の推進、小中連携教育の推進、それから、不登校対策、生徒会活性化事業、こう

いうものを佐賀市の特色として説明を申し上げました。 

 その中で、三好視学官は、特に子どもへのまなざし運動につきましては、佐賀市が条

例を制定して全市的に取り組んでいるという視点、それから、もう１つは、企業もその

中に巻き込んで展開をしていること。ここのところを非常に評価をされまして、このよ

うな佐賀市独自の取り組みについては、ぜひ中央のほうでも紹介をしていきたいという

ことをおっしゃられました。 

 それから、２点目に感心されたのが、やはり幼保小連携の中の指導資料の「わくわく」

と「えがお」を使って、学校の教育課程に沿った中での指導をしていること。このこと

についても、非常に高い評価を受けました。 

 それから、生徒会活性化のための取り組み、これについても非常に興味を示されまし

て、いろんな質問が出たところでございました。 

 調査２、新学習指導要領の趣旨普及については、このプリントに書いているとおりの

やりとりを行ったわけでございます。 

 ２点目です。全国都市教育長協議会が行われましたが、この中で、非常に興味のある

ことがございますので、一部紹介をしておきたいと思います。 

 毎回、文部科学省のほうから課長さんレベルの方がご説明に参られますが、まず、初

等中等教育局財務課の安井副課長がお見えになっておりましたけれども、いよいよもっ

て公立義務教育諸学校教職員定数改善計画が発表になりましたし、予算計上がされてお

ります。つまり、３０年ぶりに４０人学級を見直すと。しかも、３５人・３０人という

学級の実現に向けて８カ年計画で取り組むということについて、強く説明がございまし

た。 

 しかも、教職員の定数改善は、これは第７次改善の後１０年ぶり、聞くところでは、

もう１０年ぶりだということでございましたが、ああ、そんなにもたったのかというふ

うな思いがいたしましたけれども、その中で、１つ力を入れるというのが、副校長、教

頭の配置の充実、これを１，３４０人ふやしたいと。それから、生徒指導担当教員の配

置充実が約１，０００人程度。事務職員の配置が１，５７０人と。それから、私が非常

に興味を持って聞いたのは、２点目の小学校の複式学級の学級編制基準の引き下げで

す。 

 現在、小学校では１６人以下であれば複式となっていますが、これを１４人に引き下

げると。小学校１年を含む場合には８人から６人に引き下げると。 

 もう１つは、中学校の複式学級、これはすべて解消に向けると。これまで８人でした。

８人以下であれば、これは複式で中学校も授業をしていたんですが、これはすべて解消

という方向で定数改善を行いますということを言われたのは非常に興味深かった。 

 ３点目に、学級編制の中で、今は、例えば、４２名、４１名おれば２学級になります

が、学校の中で弾力的に運用していいと。例えば、法定学級数では、中学２年が４学級、
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１年が４学級あったとしたときに、中学２年生が手をとる子どもが多い、あるいは問題

を抱えている学年であるというようなときに中学２年を法定は４クラスだけれども５

クラスにしていいと。そのかわり、１年生は手をとらないので、これを４学級を３学級

にしていいと、こういうふうな弾力的な学級編制もできるような、そういう取り組みに

していきたいということでございました。これがどの程度なるのかわかりませんが、そ

ういうことで、非常に画期的な定数改善並びに学級編制の基準の引き下げということが

行われることになりそうです。 

 それから、教職員課教員免許室の新田室長がお見えになりましたが、教員免許更新制

の実施、これにつきまして強く話をされました。 

 現状では、教員の資質向上策の総合的な見直しの中で免許更新制については考えてい

くけれども、厳然としてこの制度は残っているので、これを受講しない限りにおいては

免許が失効するということです。くれぐれも各県、各市町、このことについては先生方

に指導をくれぐれもよろしくお願いしたいということでありました。 

 ３点目が、これは特別支援教育課のほうからのお話でしたが、いわゆるこの特別支援

教育につきましては、私どもの考えとはなかなか難しい部分がございます。特に、障害

者の権利に関する条約については締結を目指して、現在検討中ということでございまし

た。 

 障がい者制度改革推進本部、その中に障がい者制度改革推進会議を設けまして、今検

討中と。この中で、一番頭に残っているのは、このインクルーシブ教育の推進の中で、

基本的な第１次意見の中では、障害の有無にかかわらず、すべての子どもは地域の小中

学校に就学をし、かつ通常の学級に在籍することを原則とするということなんですね。

そして、本人や保護者が望む場合、あるいは盲・聾・養者にとって、最も適切な環境が

必要な場合といったときには、特別支援学校や特別支援学級でもよいということで、非

常に私どもが今苦労をしております特別支援教育がますますもって拍車がかかり一般

の学校にそういうふうな形がこれからは出てくるであろうということが予測できます。 

 ただ、文部科学省は、本人、保護者の意見を尊重しながらも、最終的には市町村教育

委員会が決定しますというふうにおっしゃられました。しかしながら、各教育長のほう

から意見が出たのは、やはり現在でも就学指定は教育委員会が行うけれども、これでも

なかなかうまく適正就学がいかないという現状にあると。ところが、このインクルーシ

ブ教育がどんどん推進されていきますと、もう特別支援学校や特別支援学級に頼らずに

普通学級に入っていくケースがふえていくのではなかろうかと。だから、審議のほうは

慎重にお願いしたいというのが大半の意見でございました。しかしながら、今の時代の

流れの中では、この方向に行くことは間違いないであろうというふうに思っておりま

す。 

 ３点目、４点目は省略いたします。 

 ５点目、児童虐待専門家講座が行われましたが、特に１１月は、児童虐待防止推進月

間です。今月の月間の標語が、「見過ごすな 幼い子どもの ＳＯＳ」と、こういうふ

うになっております。ご承知のように、４万４，０００件を超える全国的な相談件数が

上がっております。過去最多というふうになっております。どうかこれにつきましては、

私どもも十分に配慮しながら、施策を推進していく必要があるのではないかなというふ

うに思っております。 

 最後ですが、学校総括安全衛生委員会を開きました。先生方の健康を守る、あるいは、

そのために多忙化を解消していく、裏にはそういうものもあるわけでございますけれど

も、大きくまとめ上げましたら、１つは、早津江病院の先生にお見えいただきました。

積極的に意見を述べていただきまして、ぜひ自分を活用してくれと。そして、精神疾患

にかかってから来るんじゃなくて、予防をするという視点でぜひ自分を使ってくれとい

う、非常にありがたい言葉をいただきまして、来院相談だけでなくて、メールによる相

談も結構ですということで、これからこの先生を大いに活用するようなシステムづくり

を各学校でつくってもらう必要があるのではないかなというふうに思っております。 
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 あわせて、養護教諭の役割というのも、私ども見据えて学校、校長を通じて、校内体

制のありようについては、ぜひいま一度見直していただきたいというふうにお願いした

いと思っております。 

 それから、多忙化の１つに部活動のあり方についても出てまいりました。日々の練習

の件、各種大会の件、なかなかがんじがらめで動きにくい部分がございますが、教育委

員会でできるものと、それから、学校現場の中でそれぞれが自助努力をするものと、こ

れをやっぱりしっかりと見きわめながら、ここら辺については意識変革をしていかなけ

ればいけないかなというふうに思っております。 

 それから、あわせて公務災害のことが出てまいりましたので、これにつきましては、

また校長会のほうでも改めて説明をすべき中身かなというふうに思っております。 

佐賀市内の先生方、ちなみに、勤務状態なんですが、４月に１００時間を超えた小学

校の先生は、佐賀市内で１８．８％で、８０時間を超えた先生方が４０．２％、これは

中学校です。 

 一番直近のデータの中の９月において６．０％ということなので、時期的な忙しさも

この中にあるということが見え隠れしています。これは小学校なんですが。 

 ところが、中学校になりますと、これが４月で１８．８％、９月で６．０％、これが

１００時間以上です。ただし、８０時間を超える中学校の先生になりますと４０．２％

と３７．５％、つまり、３分の１ぐらいが８０時間を超える超過勤務を行っているとい

う計算になります。やはり状況的に見ますと非常に異常な状態にあるというのは間違い

ないと。ここら辺について、やはり先生方の啓発とともに、学校での勤務管理を校長に

やっぱりしていただくとともに、多忙化解消に向けた何らかの手を打たなければいけな

いだろうというふうに思ったところでございました。 

 長くなりましたが、以上の点について報告をしておきます。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。今の報告内容に質問、ご意見、あればどうぞお願いします。

ありませんか。では、よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、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の議題に入りたいと思います。 

 第２７号議案『佐賀市立図書館東与賀館の管理運営体制の変更について』、説明をお

願いします。 

 

（図書館長） 

 図書館からでございます。２ページをお願いいたします。第２７号議案『佐賀市立図

書館東与賀館の管理運営体制の変更について』でございます。 

 市立図書館東与賀館につきましては、平成１７年度から指定管理者制度により管理運

営を行っておりますが、来年３月指定管理期間が終了することに伴い、管理運営体制を

直営に変更するものであります。 

 提案理由としては、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１号の規

定に基づくものであります。 

 ２ページのほうに変更時期、あるいは変更理由、変更点について掲げております。 

 以上でございます。 
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（委員長） 

 今説明がありましたが、２ページの変更理由のところをお読みになって、何か質問が

あればお願いします。直営にするということでございますが、何かご意見、質問があれ

ばどうぞお願いします。 

 私からちょっといいですか。この件は勉強会でも以前に少し出たと思いますけれど

も、地元の反応はどうですか。これをすることについて、地元から意見が何かありまし

たらお願いします。 

 

（図書館長） 

 ことしの１回目が９月９日に、東与賀の地域審議会に出向いて説明に参りました。そ

の後、９月１７日に東与賀校区の自治会長会、東与賀校区に図書館関係のボランティア

団体がございますので、その３団体に説明に行きまして、佐賀市東与賀以外がすべて直

営で行っておりますので、直営に市のほうが、そういう直営に戻すということに対して

は別段反対というか、そういう意見はありませんでしたが、時間等が変更になりますの

で、住民の方に周知とかを十分行うようにという指摘がありましたので、１０月に各戸

に回覧をいたしました。それと東与賀からも公民館だよりが出ておりますので、１１月

の公民館だよりにも変更点について掲載してきたところです。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 地元との確認も一応されているということでございます。 

 

（Ｂ委員） 

 １ついいですか。職員体制が今アルバイトを加えて７名ですか、これが５名さんにな

るわけですけど、これは大丈夫ですね。 

 

（図書館長） 

 現在、東与賀館が朝９時から夜の９時まで開館をしています。しかし、来年４月から

直営に戻した場合は、本館とほかの分館と同様に、朝１０時から夜の７時まで開館しま

すので、現在東与賀が３交代でされておりますので、２交代になりますので、５名でで

きると思っております。というのは、諸富館や他の分館もそういう形で行っております

ので。 

 

（Ｂ委員） 

 わかりました。ありがとうございました。 

 

（委員長） 

 ほか何かありますか。よろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、異議がないようですので、第２７号議案については原案のとおり承認というふ

うにいたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（委員長） 

 次は日程５の報告事項に入ります。 

 ①「１１月の補正予算について」、ご説明を各課からよろしくお願いします。 
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（教育総務課長） 

 それでは、資料の３ページのほうをお願いいたします。１１月補正歳入歳出予算一覧

ということで、まず教育総務課のほうからご報告いたします。 

 歳出の欄の一般職人件費（児童福祉総務費）の２００万円の減額から、１１個目の一

般職人件費（スポーツ振興費）減額１３５万円の分ですが、これは人事院勧告で給与、

それからボーナス等の引き下げが行われますので、これに伴う減額でございます。 

 それから、その次の教育事務嘱託員経費は学校の事務職員、それから図書の嘱託職員

等の共済費の分でございまして、大体平均６％から７％の保険料率の増になっておりま

すので、それに伴います共済費の増額でございます。 

 続きまして、１つ飛ばしまして、施設改修費の９７１万３,０００円ですが、これは

北山東部小学校の横を通っております県道三瀬栗並線が拡幅をされます。それに伴いま

して、学校敷地が県道の拡幅区域に含まれておりますので、それに伴いまして、校門、

それから記念碑、それから植栽等の移転を行うための経費でございます。これの財源に

ついては、歳入の欄に記載のとおり、県のほうからの移転補償金で全額賄うこととして

おります。 

 続きまして、学校給食一般経費の欠員と代替職員分ですが、給食調理員の病休ですと

か産休ですとかに伴います代替職員の社会保険料の増額ですが、これは先ほどの事務嘱

託職員経費の増額と同様、社会保険料率のアップに伴う共済費の増額でございます。 

 以上、教育総務課の補正予算は２,０００万円の減額となっております。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 続いて、学事課分でございます。就学援助費（小学校費）でございますが、就学援助

経費のうち、小学校に係る分を増額補正をしております。当初の予想よりも年度途中で

対象者がふえたことから、決算見込みによる補正でございます。 

 次のＩＣＴ教育環境整備事業でございますが、これは勉強会でもご説明をいたしまし

たが、国の「地域雇用創造ＩＣＴ絆プロジェクト」の交付金を受けまして、赤松小学校、

若楠小学校にタブレットＰＣ、電子黒板、無線ＬＡＮ等を整備いたします。それとあわ

せまして、ＩＣＴ支援員を配置するための経費でございます。１校当たり５,０００万

円となっております。現在の３年生、４年生、５年生の児童数に応じて機器等の整備を

行っていくものでございます。 

 それから、その下の債務負担ですが、教育用情報機器保守業務委託料は、平成２２年、

２３年度、２カ年分の債務負担でございます。学校に整備をしております情報機器の補

修を行うためにヘルプデスクを配置しておりますが、平成２３年度の業者選定を今年度

中に行う必要があることから、今年度と来年度の債務負担ということでお願いをしてお

ります。実際にこの分を予算化するのは平成23年度の予算ということになります。 

 学事課は以上でございます。 

 

（委員長） 

 次に、こども課お願いします。 

 

（こども課長） 

 まず、公立保育所管理運営経費の１，２００万円でございます。年度当初の待機児童

解消のために見込んでおりました児童数を上回る児童の受け入れが生じてまいりまし

た。また、さらに入所児童の低年齢化に伴いまして、配置すべき保育士の数が増加をし

ました。その賃金と社会保険料の補正をお願いするものであります。 

 ２点目の公立保育所管理運営経費（欠員等代替職員分）であります。６６０万円にな

ります。公立保育所の正規の保育士の欠員あるいは育児休業等による代替職員が多く生

じたことによるものであります。これも賃金と社会保険料の補正であります。 

 ３点目、障害児保育経費７７万円であります。公立の成章保育所に障がいのある児童
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１名を受け入れるために必要な臨時の保育士１名の賃金と社会保険料の補正でありま

す。 

 以上であります。 

 

（委員長） 

 以上、説明がありましたが、何か質問やご意見あれば。はい、どうぞ。 

 

（Ｃ委員） 

 これ入所児童の低年齢化が進んでいるというのは、大幅にダウンしたんですか。具体

的に数字があればお願いします。 

 

（こども課長） 

 特にゼロ、１、２歳児が見込みより多い状態になりました。ゼロ歳児につきましては

月平均では６名、１歳児につきましては月平均１２名、２歳児につきましては月平均８

名が見込みよりも多かった。いわゆる全体的に言いますと２６名が見込みより多かった

ということでございます。 

 

（委員長） 

 ほかありますか、それでよろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 これは具体的にわからないでしょうけれども、その増加の今後の見通しみたいなのは

どうですか。今のような感じだったらふえそうな感じが予想されるような気持ちがする

んですけど。 

 

（こども課長） 

 今の待機児童、去年同月１１月１日段階の年度途中で約９０名の待機児童がありまし

た。今現在では４６名が全体の待機児童であります。公立におきましては、去年が９名

だったのが、今は３名でありますので、待機児童の数としましては、幾らかことしは少

なくなっている状態であります。 

 

（委員長） 

 わかりました。 

 ほかございますか。では、よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ということで、補正予算案の報告でした。 

 それでは、次に、②「富士出張所教育課所管施設の指定管理者の指定について」、富

士出張所からお願いします。 

 

（富士教育課長） 

 資料の４ページ目のほうをお願いします。 

 今回、「富士出張所教育課所管施設の指定管理者の指定について」でございますけれ

ども、「佐賀市立富士南部コミュニティセンター」と「佐賀市立富士北部コミュニティ

センター」についての指定管理者の候補者を決定しましたので、報告をいたします。 

 なお、この指定管理については、平成２２年１１月の議会の議決を経て決定をいたし

ます。 

 １点目が、「佐賀市立富士南部コミュニティセンター」でございまして、指定の団体

等でございますけれども、富士の自治会で、会長は田中博之氏でございます。指定の期

間は平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まででございます。 

 選定した理由については、従来から地元との協力関係におきまして、地域の活性化や
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経費抑制に励んでおられて、健全な施設運営を行う活動実績等の理由から、公募によら

ず、引き続き当該団体を指定管理者とすることが適当であると判断いたしました。 

 続きまして、２点目が「佐賀市立富士北部コミュニティセンター」でございます。指

定管理者となる団体名称でございますけれども、中原区でございまして、区長は吉浦武

徳氏でございます。中原区というのは、これが本来は自治会とすべきところですけれど

も、認可地縁団体の組織が法律上、自治法上で中原区というふうな組織になっておりま

して、中原区を今回、指定させていただいております。 

 指定の期間、指定管理者となる団体を選定した理由等については、富士南部コミュニ

ティセンターと同様でございます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 説明が富士出張所よりありましたけれども、何か質問がありますか。 

 私からちょっと。ちなみにこれは指定管理者の指定をすると、年間お金を払うわけで

すよね。大体幾らぐらい支払っているんですか。 

 

（富士教育課長） 

 平成２１年度で管理運営委託料が、南部が９５万１，０００円ほどですね。それと同

じく北部が９８万５，０００円ほど委託料を支払っております。 

 

（委員長） 

 １００万円弱の年間のお金が委託料として払われるということになるわけですね。 

 

（Ｂ委員） 

 １ついいですか。この自治会と区が管理されるわけですけれども、会長さんが代わら

れたら、そこが名前が変わるだけということに理解していいんですか。これは５年間ず

っと代わられないわけですね。 

 

（委員長） 

 責任者のことですよね。 

 

（富士教育課長） 

 代表が変われば、代表の変更手続をしていただくようにしております。 

 

（委員長） 

 私からもう１つ、この地元の方の反応はどうですか。そこら辺のことを、従来どおり

だからいいじゃないかというような、そこら辺のことは、例えば、反発とかないですよ

ね。どうですか。 

 

（富士教育課長） 

 このセンターは、地元の自治会のそばにありまして、非常に利用者も地元を中心とし

てそこの周囲の自治会、６から７ぐらいの自治会の方が使われております。かぎとかの

管理についても地域の人が持っていらして、自治会長さんが持っていらっしゃいますの

で、それをお借りして、いろいろ利用されておりますということで、状況としては非常

に反応はよいようです。 

 

（委員長） 

 ほかに何かございますか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 では、次の報告事項をお願いしたいと思いますが、文化振興課所管施設の指定管理者

の指定について、これは文化振興課ですか。はい、どうぞ。 

 

（文化振興課参事兼副課長兼文化振興係長） 

 文化振興課所管の文化施設でございますが、指定管理期間の満了に伴いまして、平成

２３年度からの指定管理者の選定を行いました。 

 まず、「佐賀市文化会館、佐賀市民会館、佐賀市民会館前駐車場」ということで上げ

ております。 

 この指定管理者につきましては、財団法人佐賀市文化振興財団ということで、指定の

期間、平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日までとしています。指定管理者と

なる団体を選定した理由でございますが、活動実績、文化の公益性、佐賀市の文化振興

施策とのかかわり、職員の雇用問題等の理由から、公募によらず、引き続き当該団体を

指定管理者とすることが適当であると判断いたしました。 

 続きまして、「佐賀市立東与賀文化ホール」ですが、特定非営利活動法人さが市民活

動サポートセンターの指定期間は平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで

で、これも５年間でございます。 

 その候補者決定までの経緯でございますが、これは公募ということで、８月１５日か

ら８月３１日までの間に募集をいたしまして、応募団体が２団体ございました。株式会

社である一般の会社と、ＮＰＯの特定非営利活動法人でございました。 

 審査委員会を１０月２７日に開催いたしまして、５名の審査委員で、学識経験者２名、

施設利用者１名、行政関係者２名ということで、書類審査並びにヒアリングを行いまし

た結果、先ほど申し上げました、さが市民活動サポートセンターが候補として非常に適

切であるということで、当該団体の評価点が最も高いということで選定いたしました。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、ご意見、ご質問ありますでしょうか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、質問はないようです。 

 次に、「スポーツ振興課所管施設の指定管理者の指定について」、スポーツ振興課お願

いします。 

 

（スポーツ振興課長） 

 それでは、７ページをお願いいたします。 

 スポーツ振興課が所管いたします社会体育施設につきましては、平成１８年度から指

定管理者制へ移行できる施設については、順次指定管理者の導入を行って参りました。 

 今回指定管理者の指定をする施設は、いずれも旧佐賀市の体育施設であります。佐賀

勤労者体育センターから西神野運動広場６施設を一括して指定管理するものとして、下

記のとおり候補者を決定いたしましたので報告いたします。 

 なお、勤労者体育センターから佐賀市立テニスコートの５つの施設につきましては、

指定期間を平成１８年度から平成２２年度までの５年間として一括してこれまで指定

管理をしてきたところでありまして、今年度で指定管理の期間が満了することから、平

成２３年度からの指定管理の更新ということになります。 

 西神野運動広場につきましては、５つの施設とあわせて一括して指定管理施設にする

ことで市民サービスの向上につながるということから、新たに平成２３年度から指定管

理にすることといたしました。 

 なお、指定管理の指定については、これまでも説明がありましたように議会の議決を

経て決定されることになります。 

 （1)に記載しているとおり、指定管理として選定いたしました候補者は、財団法人佐
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賀市体育協会でございます。 

 （2)指定の期間といたしましては、平成２３年度から平成２７年度までの５年間とし

ております。 

 （3)候補者の決定までの経緯ですけれども、公募をいたしまして、２つの団体から応

募がありました。審査委員会を開催いたしまして、その中で決定をしたところでありま

す。 

 （4)選定の理由といたしましては、書類審査とヒアリング審査の結果、体育協会のほ

うが評点が高く、また効率的な運営が可能であるということを判断したため、候補者と

して決定したところであります。 

 以上であります。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、何かご質問、ご意見ありますか。 

 

（Ｄ委員） 

 指定管理者となる団体を決定した理由というのが、何となく前の文化振興課所管施設

の指定管理者の指定での佐賀市立東与賀文化ホールの選定の理由と余り変わらないよ

うな気がするんですが、どこがよかったというのが具体的にあれば教えていただければ

なと思うんですが。 

 

（委員長） 

 ２つの団体を、株式会社と財団法人とを比べてみて、どういうところがどういうふう

によかったか、もう少し具体的に説明をしてくださいということです。 

 

（スポーツ振興課長） 

 これにつきましては、我々のほうで評価項目というのを設定いたしまして、それぞれ

の評価を各委員にしていただいております。評価項目については、団体の活動状況など

が２３項目程度あり、それにそれぞれの評価委員の方に評点をつけていただいて、総合

的に優位であったという団体のほうを選定したというのが主な理由であります。 

 

（委員長） 

 何点満点ですか。 

 

（スポーツ振興課長） 

 これは総計をすると８７５点になります。そのうち、今度決定をいたしました体育協

会については６６７点を取得しております。次点の団体が５５７点ということでありま

した。 

 

（Ｄ委員） 

 ここがよかったというよりも、総合的に判定がポイントの差ということですね。 

 

（スポーツ振興課長） 

 株式会社のほうは、警備会社でありまして、警備のほうの管理の部分のところはある

程度評点があったんですけれども、やはり体育の振興というような面からもソフト面の

事業でありますとか、そこら辺の評点では、やはり体協のこれまでの経験もあるという

こともありますが、そういったところが評点が高かったということです。 

 

（委員長） 

 これには、年間幾らのお金が支払われるんですか。 
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（スポーツ振興課長） 

 その点につきましてですけど、ちょっと済みません、具体的な数字を今持ってきてお

りません。 

 

（委員長） 

 おおよそでいいですが。 

 

（スポーツ振興課長） 

 全体の施設で大体年間、４，０００円万弱になります。 

 

（委員長） 

 ６施設でですね。結構大きなお金が動くんですね。 

 何かほかございますか。（「その他でいいですか」と呼ぶ者あり）この報告に関して

ですか。（「ああ、これと別で」と呼ぶ者あり）ちょっと待ってください。 

 では、報告事項については了解しました。 

 

（委員長） 

 その他。まず最初に、今月１日から２日に徳島市で「平成22年度市町村教育委員会研

究協議会（第２ブロック）」がありまして、Ｂ委員さんが出席していただいております

ので、まずその報告をしていただきたいと思います。 

 

(Ｂ委員) 

 では、今月１１月の１日、２日、徳島市で行われました「平成22年度市町村教育委員

会研究協議会（第２ブロック）」ということで、第２ブロックといいますと、滋賀県か

ら西のほうですね、四国・九州含めて、それの協議会に出席させていただきました。 

 まず、「行政説明」というのが文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長から

ありまして、先ほどの教育長さんの報告とダブるところがございます。幾つか項目があ

りましたけれども、その中から４点だけ報告させていただきます。 

 まず、新成長戦略の策定が示されたということで、どういうものかの説明ありました。 

 まず、強い人材の育成、それから教育、スポーツ、文化など、さまざまな分野で国民

一人ひとりの能力を高め、厚みのある人材層を形成する。それから、情報通信を使いこ

なせる人材の育成、それから教員の養成・採用・研修の抜本的見直し、それから教員の

教育力の向上とＯＥＣＤの学力到達度調査等で世界トップクラスを目指す。だから、理

数教育の強化を目指すということで、ここで「科学の甲子園」とか「サイエンスインカ

レ」等を創設して、もっと裾野を広げていくんだということでした。それから、「教育

情報化ビジョン(仮称)」の策定をして、教科書の電子書籍化の制度の検討。それから、

幼保一体化に向けた「子ども家庭省(仮称)」、それから「子ども指針(仮称)」の策定、「子

ども園(仮称)」に一体化を図って、多様な事業主体の参入促進──これまでは学校法人

だとか社会福祉法人しか参入できませんでした。これからは多様な事業の人も参入でき

るようにするということを言われました。 

 次に、地方教育行政のあり方に係る見直しについて説明がありました。 

 国は、義務教育における財政責任を負い、それから「学ぶ権利」については保障する。

現行の教育委員会制度を抜本的に見直すということです。教育行政は自治体の長が責任

を持って行って、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。これ

までの教育委員会と大きく変わっていくんだと。これについては、これから議論をして

いくことになりますということです。それから、保護者、地域住民、学校関係者、教育

専門家等による「学校理事会」を設置し、学校は主体的、自律的な運営をする。それか

ら４番目、県費負担の教職員の人事権、給与負担、教職員の定数、学級編制等について

は移譲する方向で検討し、結論が得られたものから順次実施していく方向に持っていく
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ということです。 

 次に、先ほど教育長さんの報告にありましたように、新・義務教育諸学校の教職員定

数改善について説明がありました。 

 ３０年ぶりに４０人学級の見直しを図り、小学校では３５人学級を平成２３年度から

２７年度、中学校では平成２６年度から２８年度、また平成２９年度と３０年度は小学

校１・２年生で３０人学級を実現していく。また、教職員配置は平成２６年度から３０

年度まで、基礎定数、生徒指導、さっきおっしゃいましたけど、そういう先生方の４万

人を改善するということです。学級編制に係る権限の見直しについて、設置者の市町村

が実情に応じて柔軟な学級編制を実施できるようにする。 

 最後に、新学習指導要領の実施についてですが、理念はやはり「生きる力」を育むこ

とであるということです。基礎的な知識や技能を習得させて、これらを活用して課題解

決に必要な思考力、判断力、表現力、その他の力を育み、主体的に取り組む態度を養う。

授業時間数の増加というのは、あくまでも「詰め込み教育」ではないんだということで

す。確実な習得を図るために繰り返し学習とか、知識・技能を活用する学習によるもの

である。 

 大まかにこういうことが説明されました。 

 次に、「基調講演」が鳴門教育大学教職大学院准教授の阪根健二さんからありました。 

 演題は「学校・家庭・地域の望ましい連携のあり方とは」ということで、学校という

のは非常に理想と現実がぶつかるところであり、組織よりも個々の能力が一般社会に比

べて重視されている側面を持っている。連携するためには、やっぱり人と人、人と集団、

集団と集団を結びつける地域ネットワーク社会的紐帯の構築が必要であるということ

です。 

 それから、連携の課題は、ボランティアと教師の連携不足、ボランティア同士の連携

不足などである。また、いじめについては鎮静化は全然していないということです。こ

のことについては、やっぱりお互いに社会をつくって生きていく力を基本とした心の教

育や市民性教育を目標とする必要がある。行政は、お互いの理解から初め、連携してよ

かったと思える具体策をつくることが大切であるという講演がございました。 

 次に、「パネルディスカッション」ですけど、「社会全体で取り組む教育の実現をめざ

して」ということだけれども、学校に渦巻く負の連鎖を正へもっていくのに、どこから

どのように手を着けていくかが、今、見えなくなっている。学校教育の機能としては、

やはり学力の保障と社会性の醸成であるけれども、今日的教育の課題としては基礎基本

の脆弱さ、いわゆる２コブらくだ化といいますか、あるいは活用能力の貧困さ、意欲の

欠如などが挙げられている。その背景にはやっぱり、ソーシャルスキルの欠如（いじめ、

不登校）、それから体制の欠如（孤立化、粗暴化）などがある。これに対して格差の対

応には、学校は手を変え、品を変えしているが、非常に人手不足である。そこで、地元

の元先生をしていた人とか大学生とか学習アドバイザーなどを活用することが必要で

あることです。また、学習習慣の定着には家庭の下支えがやっぱり非常に大切であり、

家庭での生活習慣や、あたりまえのことをしっかりさせる支えが必要である。 

 地域では、子どもの心づくりとして、遊びと体験の支えが非常に大切になってくる。

特別支援を必要とする家庭の問題なども学校は抱えている。これに対して、やはりスク

ールソーシャルワーカーなどを活用することが必要であるということです。学校現場で

はやはり学力定着向上が一番の課題ですけれども、それにはやはり指導力とかいろんな

基礎的な生活習慣などが絡み合っていて、学校だけでなく、やっぱり家庭、地域でどう

学力を推し進めようとしているかとか、子どもの状況とか新しい内容について、先生方

の熱意も家庭に伝えることが非常に大切ではないか。地域には知恵がいっぱいある宝の

山がありますので、しっかり活用して、やっぱり学校がふるさとの拠点となることによ

って、初めて元気になってくる。こういうことがパネルディスカッションでなされまし

た。 

 次、「分科会」ですけれども、私は学力向上のところを希望していたんですけれども、
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非常に多かったためと思います。「特別支援教育の推進と課題について」というところ

に出席しました。 

 まず、行政側から現状と課題の説明がありました。特別支援教育の対象者、義務教育

段階の全児童生徒数は１，０７４万人、そのほかＬＤとかＡＤＨＤ、高機能自閉症など

６８万人で増加している。体制の整備は小・中・高では進んでいるが、幼稚園ではこれ

が非常におくれている。やはり、早期から教育支援、就学相談・指導が大切になってく

ると。 

 次に、徳島市と小松島市から特別支援教育について、推進と課題、推進と連携につい

ての紹介がありました。両市とも発達障害の早期発見・早期支援を就学前から義務教育

終了まで相談ファイルとか連携ファイルをつくって、一人ひとりに応じた支援を行って

おります。 

 このファイルは、家庭と関係機関が子どもの支援を行うために情報を共有するもの

で、いろいろな項目があるんですが、保護者の同意を得られた内容のみを記入する形と

なっておりました。また、特別支援連携協議会というのをつくりまして、医療とか福祉、

それから保健、労働、教育の各部局、特別支援学校、大学、療育機関等の関係者と連携

しながら体制の整備を促進しているという発表がありまして、佐賀市ではどうなのかな

と私ちょっと思ったところでした。 

 長くなりましたけれども、以上でございます。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。ご苦労さまでございました。 

 質問はよろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、ほかにございますか。 

 

（Ｃ委員） 

 先般から学校教育課とともに学校訪問に同行させていただきまして、気になったの

が、皆さんの中でも話題になったんですけれど、ある小学校では高学年の女の子が髪を

染めてきているわけですね。当然、何らかの指導はなされていると思いますけれども、

そこで、「そこの親はなっとらん」という話で終わったわけですが、後日、そこの学校

に知人がいたので聞いていたら、そこの家庭では、「中学校だったら、もう絶対許され

ないことで、黒く染めるまで学校に来らせないという措置をとられているので、小学校

に入っている間は染めさせている」というお話でした。はっきり言って、本末転倒だな

と思って、小・中学校のそういった生活指導の一貫性というのはもっととれないものな

んですかね。 

 

（学校教育課長） 

 今、小学校と中学校の連携教育というのを進めていまして、その中で、例えば小学校

は真っ赤な靴下を履いて行っても問題はない。それはそうだと思うんですよね。それか

ら、髪を染めていっても生徒指導のルールにはない。小学校にはないんですよ。ところ

が、中学校にはあると。そこをどうしていくかとということになる。ただ、小学校の親

御さんも子どもさん方もみんなわかっているんですよね。今Ｃ委員さんが言われたよう

に、中学校に入ったらだめということを。生徒指導に文化というのはないとは思うんで

すけど、小学校と中学校は各中学校区で連携しながら、やはりルールは統一したいとい

うことで今徐々に動いています。 

 例えば、一貫校なんかは同じ生徒指導上のルールで、昔は校則と言っていましたけれ

ども、これも少し誤解されやすいんですけれども、校則というのは学校の決まりすべて

をいうもので、登校時間も、持ち物も校則なんです。そこら辺の誤解があるんです。学

校で決めた生徒指導のルールというのは、小学校、中学校はやっぱり統一しようという
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動きは、委員さん言われたように、もうありますし、そっちの方向で今動いているとこ

ろではあります。 

 ですから、特に一貫校を名乗る学校はそういう方向に速やかにできるんですが、まだ

連携協力校という形のところは、十分そこまで同意が得られていないというのが実態で

す。また、学校の先生同士が共通理解しても、ちょっと言いにくいですけど、親御さん

が、「それは中学校の都合やろう」としか言われないところもあります。だから、佐賀

市の学校は強力に「いや、ルールを守らないと来らせない」と、はっきり言い切れれば

いいですが、「来らせない」と中学校は言うんですけど、小学校はやはりなかなか言え

ない。学習権の保障をしないんですねという反論を受けることも想定されます。 

 

（Ｃ委員） 

 やはり、そこのところの統一をぜひお願いします。 

 

（教育課長） 

 やっぱりそうしないと無理だと思うんですよね。 

 

（Ｂ委員） 

 五、六年前、私も、ある小学校でも兄弟でミカン色に染めてきていた子どもがいて、

校長先生に聞いたんですね。そしたら、校長先生が何回も何回も保護者に「髪をちゃん

とするように」と言っている。そして、何回も何回も言われて、やっと髪を黄色くして

こなくなったという話は聞きました。 

 

（委員長） 

 Ａ委員さん、ＰＴＡの立場からどうですか。 

 

（Ａ委員） 

 中川副小にはそういう子はいないんですけど、娘の話などを聞いてみますと、町内の

よその学校の高学年の子には茶色に染めていたりしている子がいたということは聞き

ました。 

 

（委員長） 

 ＰＴＡの中でそういう話題とかいうのはできるんですか。 

 保護者として、こういうふうに小学校から「余りにも突拍子もない服装、格好はさせ

ないようにしたほうがいいんじゃない」とかいうことを。 

 

（Ａ委員） 

 話題にできるとは思います。 

 

（委員長） 

 このこととか、携帯のこともですよね。 

 やっぱりまず大人の意識ですよね。子どもよりも大人の意識でしょう。そこら辺が何

かこう、学校だけじゃなくて保護者とも一緒にディスカッションできるようになるとい

いなあと思うんですけどね。 

 保護者の方に言うルートが、学校だけじゃなくて、ほかのルートからも出てくるとも

っとやりやすくなるかもわからないですけど。 

 

（Ｃ委員） 

 しかし、やっぱり統一した基準というのが絶対必要と思いますね。子どもにとったら、

「何で小学校までよかったのに、中学校に入ったら急にだめだとなるのか？」としか思
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わないですよ。子どもの立場からしたら。やっぱり、中学校でいけないことは小学校で

もいけないということを明確に決めていかないとだめだと私は思います。 

 

（学校教育課長） 

 染めた髪が何で髪によくないのかとか、そういう点をきちんと子どもにわかるように

説明してやらないいけないと思うんですよね。単なるルールだからという指導は中学は

していないんですよ。なぜだめなのかという話をしています。 

 

（Ｃ委員） 

 当然、健康にも悪影響を及ぼすと思うし、ひどいという言い方は失礼ですが、新入生

の子どもさんの髪を染めて、今はもう着せかえ人形のように扱っているという親の例も

あります。 

 

（Ｄ委員） 

 お母さんの趣味ですという子どももおります。 

 

（教育長） 

 特に最近、校則、ルールというのを、以前はルールだから守らなければいけないとい

う感覚でみんな見ていたんですが、これだけ多様化してきますと、なぜ染めてはいけな

いのかと。結局は人に迷惑をかける、かけない、悪影響を及ぼす、及ぼさない、そこら

辺が判断の基準になるわけなんですが、極端に言えば、染めてきていて、「じゃ、それ

がどうなの？」「なぜいけないの？」と言われたときに、ルールでは片づけられないと

ころがあり、非常に難しい。だから、そこら辺は学校のほうの考え、お母さんたち、保

護者との話し合い、そしてＰＴＡのほうも望ましいというのはできても、なかなかだめ

ですというその線引きというものが非常に難しいところがあります。 

 だから、課長が言ったように、なぜ染めたらいけないのかというのを、やっぱりそこ

ら辺のことからきちっと教えていかないと難しいかなと思います。本来ならば、親の姿

勢が問われる問題ですね。特に校則は難しいです。 

 

（委員長） 

 そうですね。難しい問題ですよ。要するに、ファッションでしょうというふうに言わ

れれば、おしゃれのほうがいいじゃないですかと言われればですね。 

 

（Ｄ委員） 

 小学校の低学年の男の子なんかで髪を襟足を伸ばして染めているスタイル、ファッシ

ョンとかも以前にはやっていた。お母さんが変わった人だなあと私は思いましたけれど

も。 

 

（教育長） 

 今もありますよ。マッシュルームカットして、長くした男の子がいます。聞くとこの

髪型は親御さんの趣味と言われます。 

 

（Ｄ委員） 

 お母さんがさせているようです。 

 

（Ｂ委員） 

 もうお母さんだけじゃなくて、私がさっき言った例は、校長先生に聞いたら、お父さ

んがそうさせるということでした。「お母さんはそうじゃないけれども、お父さんがさ

せるんですよ」と言われました。 
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（教育長） 

 昔みたいに家庭教育方針なり家訓なりというのがあって、きちっとしていただくと一

番いいんですがね。 

 

（委員長） 

 ＰＴＡと一緒にディスカッションしていきましょう。それしか出てこないと思いま

す。そういう一貫性があるような方向になるといいなという希望ということでお願いし

ます。 

 ほかに何かありますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 お手元の何か募集ということですが。はい、どうぞ。 

 

（子どもへのまなざし運動推進室長） 

 まなざし運動が始まって、ことしで３年目になりまして、市内ではさまざまなまなざ

し運動につながる取り組みが行われております。そこで、積極的に取り組まれている個

人や団体、事業者等をまなざし運動の「まなざしキラリ賞」として表彰することにいた

しました。お手元に募集のチラシを配付しておりますけれども、まなざし運動の募集と

いうことで広く公募したいと考えております。１２月１日号の市報、あとホームページ、

また各種団体に募集チラシ等を配布いたしまして、広く募集をかけたいと思っておりま

す。 

 応募締切につきましては１２月２２日までということで、表彰につきましては２月１

３日の推進大会の折に表彰をしたいと考えております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 ということで、「まなざしキラリ賞」というのを募集を行いますということでした。 

 全国でもこの「子どもへのまなざし運動」、佐賀市での取り組みが関心を持っていた

だけつつありますので、どうぞ推進をよろしくお願いします。 

 ほか何かございますか。 

 

（学校教育課長） 

 これはオフレコで結構かと思いますが、先般、○○中学校の先生が残念ながら事故で

お亡くなりになりました。新聞記事が、原因については警察で調査中となっていて、ひ

ょっとして飲酒ではないかとか、そういう故人の名誉にもかかわることでございました

ので、あえてここでご説明申し上げます。午後８時半ごろ学校を出られていまして、運

転中に、午後８時５５分ごろに脳動脈瘤の破裂でございまして、いわゆるくも膜下出血

でした。それで意識を失ったまま１００メートルほど歩道を走っておられます。対向車

線を越えた上で歩道をずっと走って、最終的には駐車場にとめてあった３台の車に激突

をしたと。それで激突をした際に胸を強打しておりまして、シートベルトは当然ききま

せん。意識は飛んだ状態でハンドルにもたれかかった状態でどーんと追突しています。

そのときに胸部内の太い血管が切断され、出血多量で亡くなっているという状況です。

司法解剖結果、アルコール等は一切検出されておりませんので、誤解のないようにお願

いをしたいと思っております。 

 なお、○○校につきましては、その後、すぐに講師の手配を決定いたしまして、あと

子どもたちの試験のこと、通知表関係おこともありますので、教育委員会内には理科の

担当もおりますから、その方面からも支援をしながら対応しているところです。 

 以上、ご報告いたします。 
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（委員長） 

 はい。 

 

（Ｃ委員） 

 私も同級生で葬式にも出させてもらったんですけれども、子どもたちも出棺のときも

ずっと見ながら、かなりショックだったと思うんですよ。ですから、やっぱりこれに合

わせて命の教育とか、あるいは精神的ケアというものを同時に芙蓉校にお願いしたいな

と思いました。よろしくお願いします。 

 

（委員長） 

 児童で動揺している子はいないですか。 

 

（学校教育課長） 

 今のところ大丈夫です。翌日も指導主事を派遣しまして子どもたちの状況を把握させ

ておりますけど、校長先生のお話だと、子どもたちの笑顔で教職員が逆に救われている

という状況だそうです。 

 

（委員長） 

 ということです。本当、ご冥福を祈ります。 

 ほかございますでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、これにて11月の定例教育委員会を終了いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


