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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、佐賀市教育委員会１２月定例会を開きたいと思い

ます。 

 きょうは冬至だそうで、１年で夜が一番長いということで、これから本格的に寒くな

るんだそうですが、考えようによっては、これからまた昼がだんだん長くなってくると、

早く暖かくなっていくのじゃないかと思います。 

 今まで市長と懇談会をしてきました。いろんなお話をさせてもらって、佐賀をもっと

いいほうにしたいと、そういう確認ができたところでございます。 

 それでは、本日の日程に基づきまして、定例教育委員会を進めたいと思います。 

 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、ご異議はございません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、本日は６人中６人の委員が出席していますので、適法に委員会が成立いたして

おります。 

 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） 

 日程２の会議録の報告を求めます。 

 

（教育総務課副課長） 

 １１月２４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、１２月１７日に

各委員の方に配付し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） 

 前もってお手元に届いていると思いますが、目を通していただきまして、ここは修正

したほうがいいとか、あるいはこういうことというふうに訂正の場所がありましたら、

よろしくお願いします。よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、異議がないようですので、会議録は報告のとおり承認することといたします。 

 

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。よろしくお願いします。 

 

（教育長） 

 それでは、プリントに従いまして、６点ほどです。 

 まず、１点目が、平成２２年度の青少年赤十字加盟校校長等研修会というのがござい

ました。佐野常民が本市出身であるということで、ＪＲＣ活動の発表、あるいは研修と

いうことで行われましたけれども、小学校、幼稚園が１７校(園)、中学校が３７校、高

校が１０校の参加で行われました。加入率そのものが佐賀県全体で見ますと、中学校は

全国平均よりも高くて、九州では一番高いんですけれども、小学校が全国平均を下回っ

ておると、しかも、九州でも７番目にあるということで、できましたらこの青少年赤十

字加盟校の佐賀市内の学校をぜひふやしてほしいというふうな、そういう思いもござい

ました。そういう中での研修が行われましたので、報告をさせていただきます。 
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 ２点目ですが、北方謙三氏が北山校にお見えになりました。これは一つの国民読書年

の記念イベントで富士生涯学習センターで行われたものでしたけれども、北山校のほう

に行ってまいりましたが、その子どもたちと語る中で、北方氏の話の中で非常に印象に

残った部分をちょっと箇条書きで起こしております。この分だけちょっと読んでみます

が、非常に含蓄のある中身でございました。どういうふうに解釈をするかというのはそ

れぞれなのかもしれませんが。 

 まず１つ目には、例えば、今の世界の中でも食べ物に極端に困っている国がある、ぎ

りぎり命を維持するのにやっとの生活をしている。そういう貧しい国においては文学は

無力であるというふうにおっしゃられたんですね。これは実はノーベル平和賞受賞者の

サルトルの言葉なんですけれども、北方氏はこういう貧しい国においては文学は無力で

あると思うと。しかしながら、自分が遭遇した２人の子どもたちの話の中で、１人の女

の子が空を見上げてじーっと涙していた、そういう光景に出会った。言葉はもちろんつ

ながらないですが、よくよく見てみると、２人で物語を聞いていたそうです。物語を聞

いて、その貧しい国の、その日の生活にも困る、食う物にも困る少女が上を向いて涙を

流していたということは、結局、こういう文学というのが、やはり人間の精神上、非常

に大事なものであるということを思い知りましたということをおっしゃられました。で

すから、人間の創造物である本、音楽、映画、あるいはいろんなものがあるかもしれま

せんが、そういうものは人間として生きる上では大変大切なものなんですということが

非常に印象として残りました。 

 それから、２つ目に言われたのが、火事場の馬鹿力ということだろうと思うんですけ

れども、例えば、仮に持ち上がらない石が持ち上がったとします。本来はそういう力を

人間は持っているんです。人間というのは潜在能力をいっぱい持っています。だから、

私たちはこの潜在能力を引き出す訓練をしなければいけませんというふうなことをお

っしゃられました。だから、私たち一人一人にまだ表に出ていない潜在能力があるはず

です。その分を引き出す努力をしてくださいと、これが非常に印象に残りました。 

 ３つ目には、北方さんは私よりも１つ年上なんですけれども、「62年間で一番楽しか

ったことは何ですか」と子どもが聞いたんです。そしたら、何と答えられたかと申しま

すと、即座に、「今を楽しむことが大切です」と。つまり、過去のことが楽しかったの

は、楽しかったじゃない。今生きていることが楽しいことなんですと。こういうふうに

して生活をしてほしい」というふうなことをおっしゃられまして、なるほどな。つまり、

プラス志向というのもこういうものじゃないかなというふうな思いで私は聞いており

ました。 

 それから、４つ目は、彼がまだ売れないころの話をされたんですが、「自分には没原

稿がいっぱいある。出版社に持っていっても採用されない。その没原稿がもう山ほどあ

る。それはまさしく自分の青春である」と、こうおっしゃられました。 

 ですから、「青春というのは何かができ上がることではないんだ。何かに一途になれ

たか、何かに純粋に打ち込めたか、それが青春であり、そのことそのものが人生の出発

点ですよ」と、こうおっしゃられたんです。非常にこれも感動を受けました。私も机が

なかったもんですから、いすに座って走り書きをしていたもので、意味がちょっと違う

かもしれませんが、そういうことをおっしゃられたんですね。 

 それから、どうして人間が途中悪くなっていくのか、悪いことをするのかということ

を言われたんですね。これは「そのときに自分はこう思っているということで、生きる

ことが大切なんです。生きている実感を持たないとだめなんです。だから、あなたたち

中学生は今この澄んだまなざしを濁さないという決意を持ってください。そして、自分

から汚れないと思ったら、絶対汚れないんです」と、こうおっしゃったわけです。 

 ですから、やはりこういう言葉を北方謙三氏が子どもに投げかけてもらって、子ども

たちは非常に感激しておりました。恐らくどこかの心の隅に何かの言葉が残っているん

じゃないかなと思います。帰りがけに私は先生に聞きました。「北方氏の話の中でどん

なことを思いましたか」と言ったら、「潜在能力、これを伸ばしてやらにゃいかん。教
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師も子どもたちの潜在能力を見抜いて伸ばす努力をしなければいけませんね」と、こう

おっしゃられたのが非常に私も心に残ったところでした。 

 ３点目です。ことしも博愛フェスタ２０１０が佐野常民館で１２月５日から開催され

ることになりました。これにつきましては、例年行われているわけですけれども、やは

り私どもも一度博愛フェスタの期間中２週間ありますが、ぜひ自分の目で確かめて、ど

ういうことが行われているのか、あるいは佐野常民を初めとした佐賀の七賢人について

改めて考える機会になるのではないかなというふうな思いで書き記させてもらいまし

た。 

 ４点目は、佐賀市少年の主張大会です。去年も参加しましたが、ことしも参加をして、

非常に感じたのは、子どもたちの持っている課題、子どもたちが着眼する課題が非常に

多岐に及んでいます。すごいなと思いました。小学生は小学生の目で、中学生は中学生

の目で、やはり自分が体験したこと、家族のこと、あるいは自分が今一生懸命頑張って

将来の夢についてのこと、あるいは社会問題的なこと、いろんな方面から子どもたちが

発表してくれましたが、私が感心したのは、内容もなんですが、最近の子どもたちは、

非常にスピーチをすることが上手だということを感じました。そういう面からも佐賀市

の子どもたちが育ってきているのかなというふうな思いをしたところでございました。 

 ５点目が、市民総ぐるみ街頭活動です。これは１２月１５日、まさに一番寒いときの

街頭活動でしたが、中学生は比較的もう無灯火というのはおりませんが、高校生が多い

ですね。高校生、むしろ大人が多かったように思いました。中学校はオーライトを推奨

してから、かなりここら辺は解消されていますし、あいさつも中学生がむしろよくして

くれるという印象を持ちました。 

 それから、６点目、これは１２月２０日、きのう、おとといですか、市のＰＴＡ協議

会との合同研修会をいたしました。この中で議会でも出ましたが、子どもの小・中学生

の携帯電話の所持について、この件については、また確認を市Ｐともとらせていただき

まして、言うならば、やはり当面の考え方としては、原則、小・中学生には携帯電話は

持たせないという方針で進みましょうという確認がとれましたし、今年度いっぱいで３

月までに携帯電話の所持率がどのようになっているのか、３年前と比較をするというと

ころまでの話にはなったようでございます。 

 そういうことで、大変この一月間も有意義なものがございました。きょうは市長と語

る会という中で、いろいろ学力の問題、あるいは発達障害への対応の問題、それから、

佐賀を誇りに思う、そういう子どもを育てるということに対してのいろんな意見交換が

できました。 

以上です。 

 

（委員長） 

 以上、報告がありましたが、何か確認、質疑等はありませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、質疑はないようですので、教育長からの報告を終わります。 

 

日程４ 報告事項 

 

（委員長） 

 引き続きまして、日程４でありますが、議案の提案は、今回は予定されていませんの

で、日程どおり、報告事項に進みたいと思います。ただし、非公開としての審議が追加

議案として出されております。そこで、報告事項の終了後に、関係職員だけ残っていた

だきまして、再度審議ということにしたいと思います。 

 追加議案については、各委員の机上に配付しております案件でございます。非公開で

審議したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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 では、そういうことで異議がないようですので、先に報告事項に入ります。 

 「１月補正予算について」、説明をよろしくお願いします。 

 

（教育総務課長） 

 それでは、１月に臨時議会が開かれることになりまして、ここに地域活性化交付金、

国の補助金を使いました経済対策の事業を教育委員会として要求、上程することになり

ましたので、その分について報告させていただきます。 

 教育総務課分は、上のほうに記載しております。歳出のほうで小学校費の施設改修分

６，５７０万円です。これは小学校１０校の老朽化しました電話設備の更新事業という

ことで、３，４５０万円、それから、東与賀小学校のプールのろ過機が故障しておりま

すので、この分の更新ということで２，０２０万円、それから、南川副小学校の校舎の

屋上防水改修ということで１，１００万円を充てております。これについては国の補助

金は約２分の１程度充てております。 

 次に、中学校費の施設改修費２，７５０万円ですが、これも中学校３校の電話設備の

更新、大和中学校プールのろ過機の更新ということで、合わせて２，７５０万円を計上

しております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 次に、こども課お願いします。 

 

（こども課長） 

 こども課分であります。婦人保護相談経費９７万５，０００円です。２ページのほう

に概略の説明をつけております。こども課内に婦人相談員２名おりまして、相談室もこ

ども課内にあります。その中で相談員２名がＤＶ、離婚、子どもの養育、望まない妊娠

等の相談を受けております。 

 今回の補正事業の概要としましては、要は相談室のもう少し相談しやすいような環境

を整えるという意味で、ソファ、テーブル関係を購入したいということで、これが３０

万円。あと、あとＤＶ防止啓発用のハンドブックの作成につきまして６７万円を計上し

ております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 続きまして、社会教育部社会教育課お願いします。 

 

（社会教育課長） 

 一般管理運営費で１，２００万円ほどお願いしていますが、これは巨勢、兵庫、開成

公民館の下水道接続に係わる工事費等です。 

 巨勢と兵庫につきましては、現在合併浄化槽ですが、供用開始から３年以内に接続す

る必要がありますので、そのために工事を行うものです。開成公民館につきましては、

もう既に下水道に接続をしていますが、開成小学校を経由して下水道に流しております

ので、小学校の維持管理に少し問題が出てきたときには非常に困るということで、直接

下水道ますにつなぎ直す工事費です。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 図書館お願いします。 
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（図書館長） 

 それでは図書館のほうから、図書館コンピュータシステムの更新経費９，９００万円

でありますが、これは平成１８年度に導入いたしました図書館コンピュータシステムを

更新するものであります。 

 事業内容としては、図書館のクライアントサーバー、業務用端末、職員等が使ってい

るパソコンですが、７７台。それから、図書館の利用者用端末２５台、業務サーバー、

データベースサーバー等を更新するものであります。 

 事業期間としては、平成２２年度、２３年度の継続事業としております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 スポーツ振興課お願いします。 

 

（スポーツ振興課長） 

 スポーツ振興課のほうからは、スポーツ施設設備整備事業に２７０万円の補正を計上

しております。これはスポーツパーク川副の遊戯広場の遊具を改修するものでありま

す。 

 ここのスポーツパーク川副の遊戯広場の遊具につきましては、前に報告申し上げたと

おりに、６月に事故が発生しております。それを受けて、市と指定管理者のほうで広場

内の関連施設についても安全面での定期点検を行うとともに、通常の安全点検を行って

は日程よりも強化を図り、対応は行っておるところであります。 

 この遊戯広場の遊具につきましては、設立されてからかなり老朽化が進んでおること

もありますけれども、これまでも改善が必要な箇所については緊急度などを考慮しなが

ら、市の予算の範囲の中で適宜改修してきておりますけれども、全面的な改修は行って

おりませんでした。 

 今回、国の補正予算、地域活性化交付金から財源措置が可能となったことから、これ

を機会に全面改修によって、安全の面での向上を図りたいということで、スポーツパー

ク川副の遊戯広場の遊具の全面的な改修を図っていくため今回補正をお願いするもの

であります。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 以上、説明がありましたが、何か質問等がございますでしょうか。 

 私からスポーツパークで事故があったというのは、どういう事故でしたか。 

 

（スポーツ振興課長） 

 それは以前、専決処分のところでご報告を差し上げたかと思いますが、ぶら下がって

遊ぶような遊具があったんですけれども、それがずっと以前からもう既に遊具の形状を

なくしていて、それにいつのころからか、だれがつけられたかわかりませんが、別のひ

もがつり下げられてあったのに、子どもさんが飛びついたときに、そのひもが切れて、

落ちて、けがをされるというような事故がありました。 

 

（委員長） 

 そういう事故ということでございますが。ほかに何か、よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、この補正予算については承認ということでいたします。 

 次に、「平成２２年度佐賀市成人式市長式辞」について、青少年課、よろしくお願い

します。 
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（青少年課長） 

 青少年課のほうでございます。早速、来年の１月９日に成人式が開催されますけど、

また、各委員さん方には大変お忙しいところ申しわけございませんが、お願いをいたし

たいと思っております。 

 それで、各委員さん方のお手元の封筒に、詳しい内容を入れたものがございますので、

それもご覧になっていただきたいと思います。 

 その３ページにも各委員さん方参加していただきます会場を入れております。当日は

市長代理ということで式辞のほうをよろしくお願いをいたします。 

 それで、本来であれば、本日、皆様方にその式辞をお渡しする予定でございましたけ

れども、急遽、式辞の内容が若干変更がございまして、今、その内容の修正と、あと市

長への最終の確認作業を行っております。何分にも今、市長は多忙を極めておりまして、

その式辞の最終確認を得るのが、どうも今週金曜日か、来週月曜日あたりになりそうな

感じになっております。 

 この式辞につきましては、蛇腹で正式につくらないといけないものですから、それに

も若干時間を要するため、各委員さんにおかれましては、申しわけないですけれども、

２８日か、２９日、遅くとも３０日、年内には直接私どもがお届けをいたしたいと思っ

ております。申しわけございません。ご迷惑をおかけしますけれども、ひとつよろしく

お願いをいたします。例年であれば、式辞をお渡しすることできたんですけど、ちょっ

とことし急な部分がございまして、後でまたお持ちしたいと思っております。 

 それと、あと今週の金曜日には各出張所教育課の担当のほうから皆様方へ成人式当日

の打ち合わせについてご連絡をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 以上で青少年課からのお願いでございました。 

 

（委員長） 

 来年１月９日の日曜日ですかね。例年どおり、各地区によっての成人式、佐賀市の成

人式ということになりますので、担当のところにつきましてはどうぞ役割を果たしてい

ただきますようお願いします。何かこのことについてございますか。 

 

（教育長） 

 きょう、少し気になったのが、市長が母子健康手帳のことを、また今度言われました

よね。それはどうなりましたか。 

 

（青少年課長） 

 三師会という、医師会、歯科医師会、薬剤師会が入っている中で、当初は母子健康手

帳の部分につきまして、新成人代表、男性、女性に、それぞれのお母さんが壇上に上が

って、新成人にその子の母子健康手帳をお母さんから渡すというセレモニーがあっても

いいと思うがどうでしょうかという意見が出たんですね。ただ、その意見が出たのがも

う１カ月前、ちょうど１２月過ぎぐらいだったもんですから、そういった対応するのに

佐賀市会場だけじゃなくて、ほかの７地区会場も一緒にやるとするならば、そのセレモ

ニーについてはちょっと時間的な余裕がないということで、それなら、あいさつの中に

その母子健康手帳にかかわるお言葉を市長が入れたいと。と同時に、新成人にも、今回、

マイ箸を配りますので、そういったマイ箸のことと母子健康手帳のＰＲ、そういう趣旨

の文章も一緒に配ったらどうかということだったものですから、実はもう式辞は全部で

き上がっていたんですけれども、急遽その内容を入れることになったものですから、今

そこの内容の最終確認ということで少し時間がかかっているということです。 

 

（教育長） 

 はい、わかりました。 
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（青少年課長） 

 それで、追加ですけど、この件につきましては、来年の、平成２３年度の成人式につ

きましては、そういう意向も踏まえて、佐賀市会場だけじゃなくて、全７地区会場でそ

ういうようなところをしていかいかなければいけないかなと思っています。それはま

た、後もって私たち事務方のほうで協議をして対応したいと思っております。 

 

（委員長） 

 成人式のことについてよろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、そういうことでよろしくお願いします。 

 ほかに何かありますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、報告事項も終わりましたので、この後、追加議案の審議をしたいと思いますの

で、関係者以外はご退室をお願いいたします。 

 

（休   憩） 

 

再開：午後３時０４分～午後３時３０分（非公開） 

 

（委員長） 

 それでは、引き続き議題に入りたいと思います。第２８号議案について説明をお願い

します。 

 

 【非公開審議】 

 

（委員長） 

 この原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、全会一致で、第２８号議案については、原案どおり承認とします。 

 このほか何かございますか。ないようでしたら、これで１２月の定例教育委員会を閉

会します。ご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


