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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 こんにちは。急に暑くなりました。どうもきょうは、気温が２５度を超えているかも

わからないという日和になりました。 

 ただいまより平成２３年度佐賀市教育委員会４月定例会を開きたいと思います。 

 新年度となり、初めての委員会ですので、自己紹介をしたいと思います。 

 それでは、私から、教育委員長を仰せつかっております古賀と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

（山下委員） 

 山下でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（福島委員） 

 福島でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（岸川委員） 

 岸川です。よろしくお願いいたします。 

 

（光吉委員） 

 光吉です。よろしくお願いいたします。 

 

（教育長） 

 東島です。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 次に、こども教育部、社会教育部の順に、新しくおいでになった部長さん、課長さん

方のご紹介を各部長さんからお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（こども教育部長） 

 私、４月１日付で保健福祉部長からこちらの教育委員会のこども教育部長を拝命しま

した中島といいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、私のほうからご紹介申し上げます。 

 まず、古田でございます。これまで教育総務課長ということでございましたが、４月

から副部長を兼ねるということになりまして、副部長兼教育総務課長ということでござ

います古田です。 

 

（こども教育部副長兼教育総務課長） 

 よろしくお願いします。 

 

（こども教育部長） 

 続きまして、３月までスポーツ振興課長ということでおりましたが、今回４月１日付

で学事課長ということになりました貞富でございます。 

 

（学事課長） 

 貞富です。よろしくお願いします。 

 

（こども教育部長） 

 次に、支所のほうを先によろしいでしょうか。きょう大和出張所の藤瀬課長が欠席で
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ございますが、４月１日から新任でございますので、ご紹介申し上げます。 

 きょう出席している職員では、川副出張所教育課長、これまで川副支所総務課主幹兼

庶務係長でございました諸田でございます。 

 

（川副教育課長） 

 諸田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（こども教育部長） 

 続きまして、久保田出張所教育課長でございます。これまで久保田支所の保健福祉課

長でございました吉村でございます。 

 

（久保田教育課長） 

 吉村です。どうぞよろしくお願いします。 

 

（こども教育部長） 

 以上、こども教育部及び出張所教育課関係でございます。 

 

（社会教育部長） 

 東与賀支所長からこのたび社会教育部長を仰せつかりました荒金です。よろしくお願

いいたします。 

 うちの所管では、副部長兼文化振興課長の金山でございます。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 金山です。よろしくお願いいたします。 

 

（社会教育部長） 

 青少年課長の宗でございます。 

 

（青少年課長） 

 宗と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（社会教育部長） 

 スポーツ振興課長の吉松でございます。 

 

（スポーツ振興課長） 

 吉松です。よろしくお願いします。 

 

（委員長） 

 どうぞ皆さんよろしくお願いします。（一同「よろしくお願いします」） 

 

 では、定例の教育委員会を始めたいと思います。 

 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。 

 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で進めたいと思います

が、ご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、この日程で進めます。 
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日程２ 会議録の承認 

 

（委員長） 

 それでは、日程２の会議録の報告を求めます。 

 

（教育総務課副課長） 

 ３月２３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、４月２２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） 

 目を通していただいて、何か修正なり間違いがあったところありますか。 

 私のところで１点。７ページ、細かいところですが、下から２つ目の私の（古賀委員

長）というところの「個人有」とありますけど、「個人所有」にしてください。 

 目を通していただいて、他にありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいですか。それでは、会議録は一箇所訂正して承認といたします。 

 

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。 

 

（教育長） 

 それでは、レジュメに沿いまして報告したいと思います。 

 まず、１点目が平成２３年度コミュニティースクール委員の委嘱状交付を３日にわた

って行いました。 

 これは当然、教育委員会が任命をするものでございますので、私と副教育長が出向き

まして辞令交付を行ったところでございます。 

 北川副小学校が２年目、赤松小学校が５年目、城南中学校が２年目となっております。 

 これに関しましては、鈴木文部科学副大臣が非常に力を入れておりまして、例の教育

改革の１点目がフェーズ１で学費負担の軽減。これは高等学校の学費が無償化された。

フェーズ２では、教員の質と数の問題については、現在も審議が行われております。い

よいよもってフェーズ３ということで、これは教育委員会改革もありましたが、コミュ

ニティースクールもこの中に属しておりまして、副大臣は直接コミュニティースクール

は今後５倍にふやしたいということでございます。現在六百数校ありますが、平成２３

年度の委嘱まで含めますと８５０ぐらいあります。これを５倍ぐらいにふやしたいとい

うことですので、どうもコミュニティースクールが単独の学校から複数の学校のコミュ

ニティースクールへ、つまり複数の小学校ないしは中学校区単位のコミュニティースク

ールにしていきたいということでお話がありました。 

 ここで、学校運営協議会の役割について、改めてご紹介します。 

 １点目は、校長が学校運営をする場合には、学校運営の方針というのをこのコミュニ

ティースクールの学校運営協議会委員の承認を得なければ運営できないということで、

学校運営そのものが地域に根差したものになっていくということでございます。 

 ２点目が、学校運営に関しまして、学校長あるいは教育委員会に直接意見を述べるこ

とができるというのが２点目です。 

 ３点目は、教職員の任用に関して教育委員会に意見が述べられるということです。現

実的には、この３つの権限を持つということになりまして、責任も持ってやっていただ

いているというところであります。今後、この動きについては、非常に注視をしなけれ

ばいけないところだろうと思いますし、この成果については、どういうふうに広げてい
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くかというのも今後の課題になってくるだろうと考えております。 

 それから、２点目です。全国都市教育長協議会第１回理事会がございました。 

 別紙でかなり分厚くプリントを差し上げておりますが、実は文部科学省の全科からい

ろんな協議議題が出されまして、説明がございました。その中のごくごく一部です。 

 特に東日本大震災への対応については、非常に時間をかけて議論がなされました。学

校への受け入れ、あるいは耐震の問題、いろいろ議論がなされました。その中で、学校

教育に端的に関係するものということで、「すぐにわかる新しい学習指導要領のポイン

ト」というのは、実を言うと保護者向けに配ったパンフレットです。これを読んでいた

だきますと、今度の新しい学習指導要領の改定のポイントがわかります。これに沿って

学校教育が今年度から進められていくということになります。これについての説明は申

し上げませんが、ポイントをついて書いてありますので、後ほどプリントをお読みくだ

さい。 

 次に、この大震災によりまして、全国学力・学習状況調査が現在延期もしくは中止の

形で通知が参りました。文科省の話によりますと、５月の連休明けには、今年度するの

かしないのか、そこら辺の結論を出したいということでございましたので、連休明けに

はこの通知が参るだろうと思います。 

 それから、プリントの中でいろいろございますが、学力調査はそこでいいとしまして、

５ページに学校評価の問題が出てきております。特に自己評価、学校関係者評価、第三

者評価につきまして、再度確認がとられまして、やはり法的に義務づけられているもの、

あるいは義務づけはないけれども、学校の質的な高まりを見るための評価をどうするか

ということも考えてほしいということがありました。 

 ６ページがコミュニティー・スクールの制度の件です。 

 ９ページは教育振興基本計画について閣議決定されたもののダイジェストを用意さ

せてもらっております。これに沿って今後進めていくということになります。 

 １１ページが「～「元気な日本」復活のシナリオ～」ということで、閣議決定の抜粋

でございます。これについても、教育というのを非常に重んじた方策が出されておりま

す。 

 あとは、制度的に地教行法に関した、いわゆる教職員の定数関係についてのことです。

後でお読みいただきたいと思います。 

 ３点目です。子どもへのまなざし運動の「図書カードの贈呈式」が４月２１日にあり

ました。 

 今年は８８万９，５００円、２５校に贈呈がございました。ちなみに、昨年が２３校

７９万２，０００円で、１０万円ほど増額になっております。この企業は、子どもへの

まなざし運動への協賛企業ということで、今後も続けていくということをおっしゃられ

ました。 

 ４点目は、社会人権・同和教育活動事業としての「人権総合学習」です。 

 これについては、私も全然今まで触れていなかったようなので、本年度実際に同和地

区４カ所ございますが、小学生が３３名、中学生が７名、計４０名が今年度、人権総合

学習ということで学ぶことになります。６カ所で年間４０回、人権学習、教科の学習と

いうことで進めてまいります。 

 ５点目は、ひゃあらんさん祭りについてです。 

 私が行くのは２回目でしたが、こういう流れになっているというのがやっとわかりま

した。佐賀城下春まつりというものがありまして、このまつりがずっと連動して開催さ

れます。まず４月８日の「花まつり」で始まり、「春の日峯さん」、「ひゃあらんさん祭

り」とつながって、５月３、４日の「とんさんえびす祭り」というように続いて一連の

佐賀城下春まつりというふうになっているそうでございます。 

 ４月２４日は水難防止委員の祈願祭がございまして、それが松原神社・松原川でござ

いました。その後、子ども特技自慢大会ということで、１８の個人・団体が出場して、

それぞれの特技を披露いたしました。子どもたちがいろんな場所で元気に頑張っている
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というのを報告したかったわけでございます。 

 以上、簡単ですが報告いたします。 

 

（委員長） 

 教育長の報告がありました。何か質問なり、あるいはもっと詳しく聞きたいというこ

とがあればお願いします。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、報告ご苦労さまでございました。 

 

日程４ 報告事項 

 

（委員長） 

 では、次の日程４の報告事項に入ります。 

 まず、「佐賀市適応指導教室「くすの実」について」、学校教育課から説明をお願いし

ます。 

 

（学校教育課長） 

 それでは、適応指導教室の「くすの実」について、ご報告を申し上げます。佐賀市教

育委員会として、現在、学校現場における懸案事項の大きなものの一つとして、不登校

の対応がございます。したがいまして、佐賀市教育委員会の不登校対応の拠点ともいう

べき適応指導教室「くすの実」について教育委員の皆様方にもご理解を賜りたいと思い

まして、ご報告を申し上げます。 

 適応指導教室は、全国的には、約１，２００カ所を超える数字になっております。都

道府県、あるいは市町村の教育委員会が設置するものを適応指導教室、あるいは都道府

県によっては教育支援センターというふうな呼び方もあるようでございますけれども、

いずれにしましても、不登校の児童生徒の学校復帰を一つの目的として、学校以外の場

所でさまざまな支援を行います。在籍校との連携をとりながら個別のカウンセリング、

あるいは集団指導、教科指導等を組織的・計画的に行っているのが適応指導教室でござ

います。 

 県内においても、市で適応指導教室での対応が行われておりますが、佐賀市が本県で

は最も早くこの適応指導教室設置に着手をいたしまして、平成７年１月に開設をしてい

るところです。場所は勧興小学校東にございます青少年センターの中に位置づけさせて

いただいております。そこに子どもたちがバス通学、あるいは自転車通学により通級を

今行っているところでございます。現在、専任の指導員ということで、教員資格を持っ

た指導員３名が常時子どもたちの指導、支援に当たっているところです。また、その３

名の指導員以外にも家庭と学校をつなぐためのサポート相談員というものが６名おり

ます。 

 通級生徒の数ですが、平成２２年度の実績では１２名でした。ただし、１２名が毎日

通ってくるという状況ではございません。通級しないときは学校に行ったり、あるいは

家庭の中で学習していたりというような状況もあります。一時的な体験入級というシス

テムもございますし、また教室まで通うことができないような引きこもり状態の子ども

さんも中にはいらっしゃいますので、そういう子どもさんにはインターネットを通じた

学習、あるいはメールでのやりとり等での支援をするということで、ＩＣＴ支援という

システムもございます。従いまして、そういう一時体験入級とか、あるいはＩＣＴ支援

とか、そういったものを含めますと、平成２２年は総計で３２名の入級がありました。 

 「くすの実」での指導は、３名の指導員を中心に行っているわけですが、実は多くの

外部の人材からもご支援をいただいております。教育委員のＡ委員さんも実はそのお一

人です。Ａ委員さんには、ハンドベル教室を担当していただいておりまして、ハンドベ

ルを通して子どもたちに集中力、あるいは協調性をはぐくんでいただいております。ほ
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かにも調理、造形、茶道、空手、和太鼓、英会話、などいろんな教室を開いています。

もちろん教科の学習も進めております。 

 また、教室内の空間にとどまらず、北山少年自然の家での宿泊体験学習、畑での農作

業、勧興公民館でのクッキーづくり、また、つくったクッキーを販売することで社会性

をはぐくむような努力もいたしているところです。 

 以上概略でございます。 

 なお、本日、資料を準備させていただいておりますので、詳細を担当係長の宮島が申

し上げます。 

 

（学校教育課義務教育指導係長） 

 担当係長の宮島です。 

 では、資料に沿いましてご説明いたします。 

 まず１ページ目の概要です。「くすの実」は、平成７年１月に開設をされ、心因性の

要因で登校できない状況にある児童生徒に対し、社会的自立を促し、集団生活に適応す

る力をはぐくむことを目的としております。学校生活への早期復帰を支援するための通

級制の教室です。学校復帰に近づいているけれども、まだ登校できない子どもに対して、

学校の１つ手前の空間を提供するという立場になっています。 

 佐賀市の不登校児童生徒への支援は、「心の教育の充実」ということで重点事業に掲

げていますが、５つの柱を中心に行っているうちの１つです。適応指導教室「くすの実」

は、不登校対策の拠点として、その情報等もすべて「くすの実」に集約をして、佐賀市

全体の不登校児童生徒への対策を行っています。 

 「くすの実」の主たる業務ですが、５つあり、集団生活への適応指導、体験活動の支

援、学習活動の支援、教育相談、その他学校及び社会生活に適応できるための支援・指

導を行っております。 

 また「くすの実」では、制服を着ることに抵抗がある場合もあるので、原則として私

服登校を認めております。 

 また、「くすの実」へ通った日数は、学校長が判断をしますが、出席日数として取り

扱うことができます。 

 次のページをごらんください。 

 入級の手続につきまして、そこに抜粋で示しております。まず、相談申し込みといた

しまして、学校と保護者が話し合い、学校より「くすの実」に連絡をいたします。その

後、本人、保護者及び担任とが話し合いを持ちまして、入級について「くすの実」の指

導員に相談をします。その後、仮入級をいたします。本当にこの「くすの実」の指導態

勢等が、その子にとって不登校を改善することに資するのかどうかという部分に関し

て、体験をしてもらって、その後通級を始めます。本通級につきましては、手続をとっ

て改めて、正式入級という形になります。 

 また、入級手続については、児童生徒を「くすの実」に通級させようと希望する保護

者が、当該児童生徒の在席する学校の校長へ入級願いを提出していただいて、学校から

手続をとっていただくという形をとっております。それは学校が自分の学校の生徒を

「くすの実」に預けて、そして共に不登校の支援をしていくというスタンスを保つため

でございます。 

 次のページをごらんください。 

 指導の実際ですが、日課表をご覧ください。フレンド・タイム、朝の会、学びのタイ

ム、そしてワーク・タイム等、そして帰りの会というふうな流れになっておりますが、

まず９時半の始業と申しますのは、子どもたちが、不登校の児童生徒は、基本ほかの子

どもたちにあまり会いたくない状況がございますので、それに配慮をいたしまして、子

どもたちの登校時間よりも少し遅く開始をするように設定をしております。また、下校

といいますか、帰る時間も３時にしておるのは同じような理由でございます。 

 月曜日と水曜日は９時半にフレンド・タイムが始まりまして、下校を１２時から帰り
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の会を始め、その後で下校しますが、ここにつきましては、まず月曜日でございますが、

当初、月曜日は休みにしておりました。といいますのは、不登校の児童生徒は、土日明

けの月曜日というのは非常に抵抗がございまして、それで学校に行けないという状況も

ありますので、月曜日は当初はお休みにしておりましたが、それを出やすくするという

で半日の活動にして現在に至っているところでございます。 

 それから水曜日ですが、市内は通常、大体５時間目で児童生徒が帰りますので、その

前にやはり帰るということで、水曜日は１２時から帰りの会を開始してという形になっ

ています。他、火曜日、木曜日、金曜日は１５時までの活動ということで活動している

ところです。 

 活動の内訳で、そちらにフレンド・タイム等を上げておりますが、その中で学びのタ

イムにつきましては、英会話、数学の教科学習等がございます。それから、ワーク・タ

イムにつきましては、いろいろな活動を現在行っています。調理実習、茶道教室、Ａ委

員さんに行っていただいているハンドベル教室、和太鼓教室というようなものを実施し

ているところです。 

 また、公民館での活動についても行っておりまして、第２土曜日は勧興まちの駅に参

加をしたり、あるいは栽培活動といたしまして、随時サツマイモづくり、花壇の世話、

クッキーづくり、パンづくり等々を行いまして、子どもたちの心を和ませる活動を行っ

ているところでございます。 

 以上申し上げましたが、最後に、調理実習を通して、その子どもたちが平成２２年度

こういった感想を書いております。まず、ある子は、「調理実習はハンバーグづくりを

体験したんですが、最初は自分がやっていいのかなと緊張していましたが、だんだんや

るうちに、何とか自分でもできるんだなと気持ちが少し変わってきました。今回は一番

できがよく、達成感がありうれしい」というような感想を書いています。また、ほかの

子ですが、「自分のハンバーグは中に火が通っていてうれしかったです。次の調理実習

も今回みたいにてきぱきしたいです」。また、別の子は、「ハンバーグの焼きかげんを見

るのは大変でした。自分でつくってみて大変さがわかりました。たくさんの人でつくる

と楽しいし、食べるとおいしいです」というふうな非常に望ましいといいますか、最初

は人に会うことさえも苦手だった、できなかった子どもたちが非常にいい方向に向かっ

ているというのがまさに感じられるような感想を述べております。 

 私のほうから簡単ですが、「くすの実」について概要を述べさせていただきました。 

 

（委員長） 

 適応指導教室の現状、あるいは目的等々についての説明がありましたが、ご質問、あ

るいはご意見も含めて何かあればお願いします。 

 

（Ａ委員） 

 質問じゃないですが、私が携わって、何回かかかわりは持ちました。子どもの中には、

非常に明るくて、みずからリーダーシップをとってくれる子どももいましたし、その反

面、なかなか顔を上げてくれない子どももいました。 

 私の場合はハンドベルですが、このハンドベルの音色というのが物すごくきれいなん

ですね。一番初めにかかわった子どもさんは、その音色にすごく心を打たれまして、と

ても好きになったようです。そして、２回目は合わせものをしようということで、１人

ではなくて、その日来ている７名とか８名で合わせると。そして、なるべくコミュニケ

ーションをとりながらということをやっておりまして、できたときの喜びというものを

感じていたようです。やはり、あら、何でと思うような子どもさんもいまして、私もも

う一歩だよ、もう一歩だよというような応援を心から贈った次第です。 

 以上でございます。 
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（教育長） 

 これは参観できますか。 

 

（学校教育課長） 

 はい、できます。 

 

（教育長） 

 それから、４ページで昨年度、通級生が１２名、そのほか含めて３２名ですよね。そ

れが下のほうで見てみましたら、括弧内には、年度内に学校復帰率なり、あるいはチャ

レンジ登校ができたということで、非常に成果が上がってきているのが見えますが、上

の通級生の１２名はどこに位置するんですか。トータルの３２名は合うんですよね。通

級生というのは、いうならば継続的に通った子どもということなんですが、その子ども

たちがどの学年の子どもたちなのかというのはわかります。この表からは、１と２から

はちょっと、合わせてみても、この１２名がどこに位置するのかがよくわからないもの

ですから。小学生もいるんですか。 

 

（学校教育課義務教育指導係長） 

 小学生はおりませんでした。私が把握している限り、３分の２以上出席をしていた子

が昨年度７名おりました。全部中学生です。中学校３年生が４名、それから中学校２年

生が３名おりましたので、その７名は常時来ておりましたが、７名以外の子どもにつき

ましては、来れたり来れなかったり、むしろ来れない子が多いという状況がございまし

た。 

 

（教育長） 

 中学３年生が多いというのは、やっぱり受験前でそこら辺の意識が変わるということ

もありますか。 

 

（学校教育課義務教育指導係長） 

 はい、ございます。やはり高校入試を意識しますと、どうしても保護者の方も欠席日

数が非常に気になられますので、先ほど申し上げたように、出席に加えられるという部

分でぜひ３年生になりましたらそういう出席をしてほしいという思いは保護者の方は

皆持たれておりますので、そういうところが影響している部分は多分にあると思いま

す。また本人も、１、２年生に比べますとエネルギーがたまってまいります。学校に行

かないといけない、戻らないといけないというのは１、２年生のときも思っていないわ

けではないんですが、そのときは強いかというと強くございませんので、その辺が３年

生になったということで、もう義務教育も終わるというふうな部分をひしひしと感じて

いくところがあるのではと考えられます。 

 

（委員長） 

 この不登校にはいろんな対策といいますか、やり方をいっぱい組み合わせていくこと

が必要です。この適応指導教室も非常に重要です。 

 それで、私から質問ですが、佐賀市には、平成２２年度でいいですから、不登校の子

どもが実数どれだけいて、どういうような対応を佐賀市としてされているのか。それは、

きょうじゃなくても、勉強会でもいいです。要するに不登校の問題は適応教室だけの取

り組みじゃないと思いますので、心の問題について、佐賀市でどういう方針を持って、

どういう取り組みをして、そして将来に向けての展望をこういうふうに考えているんだ

ということを確認する作業も要ると思います。どこかの勉強会のところでそれを議題に

して、資料も出していただいて、そして資料を出すときには、不登校でももう小学校か

ら５年も６年も不登校の状態が続いている状態もあれば、まだ３カ月とか半年とかとい
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う現状もありますので、そういう原因までははっきりはわからないにしても、期間ぐら

いはぜひ提供していただいて、共有して、どういうやり方をこの佐賀市で本当にやって

いくのかということです。いろんな方法がとられていますので、それを教育委員会全体

として確認作業と同時に協力体制をつくれるようにしていきたいと思います。 

 場合によっては、やっぱり子どもの問題だけではなくて、家庭そのものの問題であり、

これは福祉関係と絡む問題もあります。だから、学校教育課だけの問題じゃ済まない問

題もございます。ぜひ広い視野からいろんなことをディスカッションしながら、佐賀に

住む子どもたちの支援のあり方を組み立てていけるようになりたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いします。 

 何かほかにございませんか。 

 

（Ａ委員） 

 この不登校の復帰率というのは、どういうふうになっていますか。 

 

（学校教育課義務教育指導係長） 

 復帰率についてはどれをもってするべきか検討しているところです。Ａ委員がおっし

ゃった復帰率というところで県も本当の不登校の現状、また一つの指標としてはかるこ

とを検討はしています。ただ、登校復帰したのを何をもって復帰というのかということ

も１つまた議論をしないといけないような部分ではないかと思っております。 

 

（Ｂ委員） 

 私は、その率に余りこだわるよりも、その子どもがいかに、その子の人生にとってど

うだったかが大事だと思うんですよ。だから、率でいったら、例えば、私の１９歳にな

る子どもの同級生の男女で２人がやっぱりずっと、小学校４年生から時期を一にして行

けなくなってしまって、中学校もずっと一緒でしたけれども、高校になったら２人とも

元気に最初からもう入学して行くわけですね。それはやっぱり一定の成果がて出ていた

と思うわけなんですよ。ただ、それは記録には残らないですけれども、それはそれで成

功であったというふうに見なせると思うので、あまり数字にこだわる必要は私はないと

ちょっと思うんですが。 

 

（委員長） 

 やはり現状はきちっと押さえる必要はあると思うんですよ。オープンにするしない

は、個人情報で、プライバシーの問題がありますから、丁寧にやはり秘密のこともあり

ますから、それは慎重にしないといけないですけれども、やはり佐賀でどういう現状が

あるのかというのは、やっぱり私たち教育委員会の業務等に携わる者として、現状はこ

うなんだと、そして、それがこういう取り組みがされていて、そしてもちろんこういう

成果が上がっていて、成果が上がらないところもこういうものがあるんだと、そういう

ような現状をお互いに共有していくのは、ぜひさせていただきたいと思っております。

事務方のほうの作業もいろんな仕事の内容、業務内容、あるいは一人一人に配慮をしな

いといけないことは、もう十分わかっておりますけれども、よろしくお願いしたいと思

っております。 

 

（Ｃ委員） 

 できれば、高校進学とかも含めて、長いスパンで経過を見て復帰率というのをカウン

トしていただくといいんではないかなと思います。確かに、高校に行くとそこで友達も

できて、比較的自分と同じような価値観の子がたくさんいる高校とか、学力的にもその

学校の中ではトップクラスに位置していたりとかして、学級委員になったりとかしてう

まく、中学校時代は不登校だったけど、高校になったらずっと通っているという話もよ

く聞きますので、それはその中学校のときのケアがうまく功を奏していたんだと思いま
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す。そういうことも含めて長いスパンで見てもらうと、「くすの実」の成果もわかりや

すいんじゃないかなと思いました。 

 

（教育長） 

 Ｂ委員さんおっしゃられましたが「くすの実」、あるいは不登校対策は、あくまでも

個人の成長、進歩、これを前提にしております。したがいまして、どうしてもデータで

出すと全体データにならざるを得ないところがありますけれども、基本的には私どもは

不登校、一人一人の実情に応じて、その子どもたちに沿った指導を行って、支援を行っ

て復帰に結びつけていくと。ただ、こうやって率を出したときには、今、Ｃ委員さんが

おっしゃられましたように、追跡をするとかなり成果は上がっていると思うんですよ。

ところが、現状ではどうしても義務教育の段階で成果の評価をするものですから、なか

なか伸びた状況が見えないところがございますけれども、多分、追跡をしていけば、今

おっしゃられたように、かなりの成果が上がっていると思います。ここら辺は、私共も

頭に置きながら進めていきたいと思います。 

 

（委員長） 

 専門の立場で言いますと、不登校の人を大人になったところまでの長期にわたって、

追跡しますと、中学校で不登校だった子どもの６割はそのまま社会に出て活躍しており

ます。その残りの４割のうちの２割が、やはり援助しないといけない、あるいは家庭の

中で安定している状況です。それで、残りの１割が、やはり適切な病院なり、いろんな

福祉作業所なり、そういうようなところで援助を継続して受けております。残りの１割

が、やっぱり心の病気になっているというようなことが、長期にわたっての追跡で大ま

かには出ております。 

 だけども、これをやっぱりどのようにすれば、本当にその人が社会の中でうまく生き

ていけるようになるには、いろんな方法を必要とするんですよね。だから、それを組み

合わせて、これからはどういうふうにするかというのが大きなテーマですので、ぜひ、

佐賀市ではこのような取り組みをしているんだということが、示せるようになりたいな

と思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

（Ａ委員） 

 例えば、この不登校というのは、早期発見、早期予防というのが非常に大切になって

くると思いますが、不登校の傾向があらわれた段階で、その子のカルテのようなものを

つくって、その支援状況とか取り組みなんかを確実に次年度に引き継ぐことが必要じゃ

ないかと思います。それとまた小学校でそういう子どもがあらわれたら、確実に中学校

に詳細な情報といいますか、そういうのは引き継いでいかないといけないんではないか

なと思っておりますが、何かそういうカルテみたいなものはあるんでしょうか。 

 

（学校教育課長） 

 今、グループローラー作戦に取り組んでおりますので、一人一人の個人記録をつくっ

ております。それをそのまま小学校から中学校へ持ち上がれば結構だと思います。 

 

（教育長） 

 今のグループローラー作戦というのは、各学校でやっております。毎月１回必ず、子

どもたちの実名を挙げて、毎月の変化の状況、あるいは行動特性、こういうものも全部

書き込んで共通理解を図って、全職員で１人の子どもの指導に目を注ぎましょうと、こ

ういう運動をやっています。 

 

（Ａ委員） 

 ありがとうございました。安心しました。 
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（委員長） 

 不登校になる子どもの中に──子どものうつは非常に難しいことがありますけれど

も、大人に比べ、子どものうつはまた治りも早いと言われています。だけども、気持ち

が落ち込むのに、単なる環境ストレスによる反応性だけではなくて、そういううつとい

う病気の要素が、大体中学生では７人に１人、１４％だったですかね。そういうことが

研究では報告されたりもしております。だから、そういうようなことも、単なる親子関

係とか、環境の問題だとか、学校でのことだけじゃないことも含めて、私たちは事実と

していろいろ勉強していかないといけないんじゃないかなと思っております。その点も

よろしくお願いいたします。 

 ほか、何かございますでしょうか。 

 

（Ｂ委員） 

 もう１ついいですか。今度合併し、先ほど言った通学の問題などもありましたけど、

将来的に幾つか適応指導教室をふやしていくとかは考えられていますか。 

 

（教育長） 

 佐賀市の適応指導教室を現状でふやしていこうという気持ちはまだないです。ただ、

現実的に課題がどこにあるのか、スタッフの問題、施設設備の問題、それから学校との

連携の問題等、いろいろあろうかと思いますが、そこら辺を踏まえながら考えるべきだ

ろうと思います。また、適応指導教室の設置へいけるという状況になるまでに、どれだ

けのニーズがあるのか、もちろんそれまでに支援も当然行っていきますけれども。 

 あともう１つが、県のほうの機関で「しいの木」が大和にあります。ですから、旧大

和と旧佐賀市ということで、実際、今佐賀市が活用できるこの２つの施設があるもので

すから、ここら辺は不登校の児童生徒の推移、あるいはそのニーズ、そこら辺と勘案し

ながら、そこら辺は慎重に考えていくべきかなと思っています。 

 

（Ｂ委員） 

 はい、わかりました。 

 

（委員長） 

 この問題は、非常にいろんな問題が絡んできますので、これからも、ぜひいろいろと

継続してディスカッションをさせていただきたいと思います。よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ありがとうございました。 

 では、次の議題に入りたいと思います。 

 次の議題は、「「公民館のあり方検討委員会」からの答申の概要」報告について、社

会教育課からお願いします。 

 

（社会教育課長） 

 先ほど、公民館のあり方検討委員会の委員長から教育委員長のほうに答申書が提出さ

れました。お手元に原本をお配りしていると思います。 

 説明のほうは、「答申の概要」というパワーポイントの資料で説明いたします。 

 これにつきましては、昨年１２月、教育委員会でもお話ししましたが、今後の公民館

が果たす機能のあり方についてということで諮問をいたしまして、５回ほど審議をいた

だいて答申書を出していただいております。この答申の中身といいますか、フレームに

ついては、地域・社会、それから公民館の現状の意見を出してもらって、そこから見え

る課題、その課題を解決するための公民館の役割ですとか行政の役割、そういうことに

ついても意見をお聞きしたところです。 

 ページごとにご説明いたします。 
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 まず、シート２では「地域・社会の現状」ということで、地域の各種団体の現状を書

いておりますが、全体的には活動は衰退傾向ということです。特に、婦人会組織とか青

年団組織は激減しているという状況があります。原因については下のほうに３点ほど書

いておりますが、特に地域のリーダー人材の不足ということで、お世話役のなり手がい

ないという問題が生じております。 

 次のシート３にも課題を上げていますが、地域への参画意識の低下ということで、行

事に住民が集まりにくいといった現状があります。 

 シート４では、これは全国的な「社会教育、公民館の現状」ということを書いており

ますが、昭和２１年から公民館の設置が始まりまして、佐賀市では昭和２２年から、こ

れは合併前の旧町村、高木瀬、蓮池、鍋島が先に設置を始めております。それから、法

制化をされた昭和２４年以降、旧佐賀市は昭和２６年ぐらいから公民館が設置をされて

おります。 

 次のシート５で、佐賀市の社会教育行政の現状ということですが、平成１６年に生涯

学習の将来像を示した生涯学習基本計画というものを策定しております。これを受け

て、平成１８年には公民館を核とした地域コミュニティーづくりの推進を図るというこ

とを目標として、公民館の一部地域委託を始めております。 

 次に、シート６ですが、これは本市の公民館の状況です。旧佐賀市については地域委

託をしているということ、旧町村については教育課長さんが館長を兼務しているですと

か、いわゆる直営の状態ということで、市町村合併によって地域委託など体制が異なっ

ているという状況があります。その利用については、全国と比べますといろんな地域課

題への取り組みというのは進んでいると思いますが、相変わらず、趣味、レクリエーシ

ョン活動のほうが活発でもありまして、ボランティアなどの社会貢献活動はふえていな

いという状況です。 

 次に、シート７で、それらの現状から見える課題ということで、最初に、社会教育行

政の課題ということで上げておりますが、基本計画等で、いろんな生涯学習基本計画で

すとか、第１次教育基本計画等で社会教育の目標を定めてきておりますが、公民館その

ものの役割とか機能がどうあるべきかとか、計画的な公民館の整備等に関する議論を十

分してこなかったという課題が見えてきます。つまり、社会教育行政機能が弱かったの

ではないかという指摘があっております。 

 シート８については、公民館の課題として、まず公民館の運営体制面での課題として、

旧佐賀市の地域委託の課題が１つあります。それともう１つは、旧佐賀市と旧町村の体

制の違いということが課題です。事業面についての課題としては、先ほども言いました

が地域課題などの講座をしていますが、効果的な取り組みにはなっていないという状況

があるということです。 

 それから、シート９になりますが、現状と課題を踏まえて、公民館に求められる役割

としては、ここに書いているとおり４点ありますが、従来から、集うとか、学ぶとか、

結ぶというのが公民館の役割というふうに言われております。それ以外に、ここに掲げ

られているような地域づくりのための人づくり、人育ての役割を果たす必要があるとい

う指摘があっております。まず１つ目に、地域行事に集まりにくくなった住民に対して、

連帯力をつくる取り組みが必要であると。それを、さらにステップアップして、集まっ

てくる住民に社会への関心を高めるとか深めると。それから地域活動へ導いていくとい

う段階を踏むべきと。 

 シート１０には、ステップアップをして地域の課題解決力を高めていく取り組みが求

められているということです。一番最後に情報発信力ということで、住民の参加とか活

動の輪を広げるためには、やはり情報を頻繁に提供する必要があるということが求めら

れております。 

 次に、シート１１において、このあり方検討委員会では、住民に対してもどうあって

ほしいということの意見が出ております。住民には、社会参画意識を持つことが大事と

いうことを言われております。それから、住民参加のあり方についても、いろんな形の
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かかわり方がありますので、多様なかかわる機会を創出すること。気軽に参加できるな

どの工夫も必要ということが提言されております。 

 行政の役割は、これらの課題を解決して、公民館の役割ですとか住民の地域参画を実

現するための行政の役割ということで、大きく３点指摘されております。１つ目は、社

会教育行政、公民館の課題の解決をするということ。社会教育行政の課題解決について

は、公民館の機能のあり方の確立、まさしくこの答申を具体化するということです。そ

れから２つ目には、先ほど言いました公民館の運営体制面の課題の解決、地域委託の見

直し、それから旧市町村間の均衡化、平準化の解決をするということです。 

 次に、シート１３には、公民館のあり方というのを提言をいただきましたが、このあ

り方を機能させるためには、ここに記載されたことをしないといけないという提言が出

ております。公民館職員の育成が必要ということ。それから、公民館の事業とかが本当

に地域づくりへの取り組みになっているかどうかという評価を行いチェックしていく

べきであるということです。 

 最後になりますが、この答申実現、具現化するために今後の対策ということでも提言

があっております。まず、早急にやるべきこととして、一番上の地域委託の問題の解消

ということ、それから一番最後に上げていますが、地域リーダー人材育成の推進策の策

定ということです。これは分館長制度の廃止にも関連をしてきますので、早急にそうい

う地域リーダーをつくる手だてが必要という内容です。公民館職員の育成、それから公

民館の評価等につきましては早目にということで、これは早急に解決すべき問題を解決

した後に対策をとるべきということです。それから、中・長期を見据えた計画をつくり

なさいということでは、ここに書いてあるとおり旧市と旧町村間の平準化をするような

計画をつくりなさいという提言があっております。 

 以上が答申の概要ですが、この答申を踏まえて早急に、できれば今年度前半までには

具体的な方策、それから考え方等をまとめていきたいと思っています。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 以上、今後の公民館のあり方についての報告、説明がありました。 

 何かご意見はありませんか。 

 

（Ｃ委員） 

 この答申の概要を見ても、具体的にどんな議論がなされたのかというのが何か伝わっ

てこないなという感じがするんですよ。型にはまったものを「答申です」って出したみ

たいな感じで、地域の問題について地域の人たちが、佐賀市の人たちが具体的に議論し

て、こうしたほうがいいんじゃないかというものが何か伝わってこないんですよね。具

体的にどういう活動を、モデル事業としてこういうのがうまくいった例だとか、そうい

うのがあればいいのですが、それを私たちのほうで探したほうがいいのかもしれないで

すけど、そういうものも地域活動として具体的にはどういうものが成功例と言えるの

か、どういうふうになれば望ましいものかとか、そういうのが見えないです。結局、地

域委託をやめるというところだけのお話なのか、それとも積極的にこういうことをやろ

うというものがあるべきなんじゃないかという感じもして、今説明を聞いて印象として

思ったんですが。 

 

（委員長） 

 多分、現状の評価が私たちに伝わらないから、出されても作文かなというような印象

を受けるということだろうと思うんですよね。だから、そこら辺のことは今後十分に検

討してください。 
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（社会教育課長） 

 いろんな意見が、項目ごとに現状を聞いたり課題を聞いたり、行政としてはこういう

ものが不足しているとか、そういうばらばらな意見をすべてこの中に散りばめてはいま

す。どれがどの委員さんの意見ということがなかなか、ここにはちょっと入っていない

ので、何か作文みたいな印象があったと思いますが、いろんな意見が出ているのは確か

です。 

 

（教育長） 

 このあり方検討委員会の議事録はホームページに載っていますか。 

 

（社会教育課長） 

 ホームページに載っています。 

 

（教育長） 

 載っていますね。それを見ていただくと、どんなことが具体的に話し合われたかとい

うのはわかりますよね。 

 

（社会教育課長） 

 例えば、いい取り組みといいますか、各種団体も公民館の取り組みに輪番で人を出し

て、順番順番に人を出して、さらなるコミュニティーの発展につなげているとかいった

意見など、いろんな地域活性化の取り組みをされているという意見も出ています。 

 

（委員長） 

 この答申を受けて、これから本当に佐賀市の公民館をどのように前向きのものになし

ていくかという作業が現実的に進行するわけですので、その中で、今こんなにいいもの

もありますよと、こんなふうないいものがありますというものを、いっぱい出していた

だいてですね。例えば、各公民館で冊子をつくっておられるんですよね。金立とか本庄、

西与賀もありましたよね。西与賀公民館の概要のリーフレットみたいなものはもらいま

したよね。活動が地域の中で、何か名所めぐりみたいな、そういうふうな取り組みもあ

りました。ああいうものを各公民館で出されていますから、それをみんなまとめて佐賀

市の公民館の現状というようなことで、ただばらばらに一つずつあるのはもったいない

と思ったりします。やはり一つの財産ですから、財産をただそこだけで埋もらせるのじ

ゃなくて、佐賀市全体で活用するような方向までこれからしないといけないかなと思っ

ています。 

 

（教育長） 

 今のことは文化振興がしているホームページのお宝帳でしょう。違うのですか。 

 

（社会教育課長） 

 社会教育で、佐賀学の事業として幾らか補助を出して、地域の歴史的なものとかを冊

子にしたものです。ただ、それは手挙げ方式で対応していますから、今、西与賀とか若

楠、それと勧興も作られていて、蓮池でも作られています。実は４つ、５つぐらいしか

まだできておりません。それが全部できればとは思います。 

 

（教育長） 

 それを一緒に合本するとなりますと、かなり分量になりませんか。 

 

（委員長） 

 一冊がこれぐらいですから。 
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（社会教育課長） 

 いろいろあります。 

 

（委員長） 

 だから、こういうものを、ばらばらにつくるんではなくて、こういう形式で、こうい

うようなやはり共通にした形式にしていただいたほうが、活用しやすいんじゃないかな

と思っています。 

 

（教育長） 

 学校が学校ガイドブックを出していますよね。全５４校分を１冊にして、そういうふ

うにして、佐賀市の公民館が１つになっていますよと、これを見れば各校区の公民館の

様子がわかるというのをつくるというのは、いいことかもしれませんね。 

 

（委員長） 

 お金がかかることですけれどもどうですか。 

 

（社会教育課長） 

 先ほど言われたのは、公民館の概要版じゃないんですよね。地域のお宝を探し出すと

いう冊子で、特別な事業でされた分ですけどね。 

 

（委員長） 

 本当、僕はあれを見てたら、例えば西与賀地区でこんないいところがこういうふうに

いっぱいあるなと思ってですよ。例えば、よその地区の人が見て、要するにウオーキン

グの参考にしようかなって思いますから。 

 

（社会教育課長） 

 はい、それが広がってはきています。他でも同じようなものをつくりたいということ

で、若楠もつくられましたし、勧興もですね。勧興は子どもたちが勧興の町なかをめぐ

って地図にしたようなものですね。 

 

（委員長） 

 １つの例としてです。だから、これは今から現実的にこれを受けて具体的に進めてい

くわけですから、全部一遍に１００％いいものがすぐに出てくるということはないわけ

ですけれども、とりあえず、この中でこういうようなものはこういうふうにしようと、

それで人づくりと、地域の活性化と、そして佐賀市全体のつながりと、そういうふうな

ものを具体的に戦略としてどうするかをこれから考えていただいて、私たちにも知らせ

ていただいて深めていきたいと思います。 

 

（Ｃ委員） 

 例えば、地域の子育て支援みたいなもので、ゼロ歳から二、三歳ぐらいまでのお子さ

んをお母さんたちの子育てサロンみたいなものを、公民館を借りてされたらいいと思い

ます。 

 そういうところからネットワークができて、ずっと子育てとともに継続的に地域運営

にかかわってもらえるように、みんな出たり入ったりしながらもつながっていくという

ふうに、若い人たちも地域の活動に、公民館の活動に継続的に参加するような道筋をつ

くるというような取り組みとかもやったらいいんではないかなと思ったんですが、どう

しても公民館というとお年寄りが来て踊りを踊ったりするようなイメージがあります

から。 
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（委員長） 

 公民館の利用の仕方で、子育て支援でお母さんたちが自分たちで自発的に、本当いろ

んなところでされています。だから、そういうのを佐賀市全体で共有するようなことを

これからはしないといかんだろうと思いますね。何か本当に情報がそこのところだけで

終わっていますので。 

 

（Ｂ委員） 

 それにも関連するんですけど、公民館がまさに、まなざし運動の一つの拠点であり、

社会教育上も、子育ての拠点にもならないといかんと思うわけですよ。ですから、市民

の人たちの社会教育と同時に、学校教育的という表現はおかしいけど、いわゆる地域と

しての子育ての拠点となる公民館ということで考え、ＰＴＡとか市子連とかいう人たち

にもっと動いてもらうと。例えば、ＰＴＡは、学校の施設をまず使うことを第一に考え

て、その次に、学校が使えなければ公民館というスタンスでＰＴＡの皆さんたちは思う

と思うんですが、もっと公民館と一緒にＰＴＡの人がやれるような行事をやって、その

ＰＴＡの人たちが、子どもがいなくなれば、またその中核の世代となっていくわけです

から、もっとそういった世代の人たちを取り込むことも必要じゃないかなと思います。 

 それと、もっと地域行事にどんどん中学生などをスタッフとして手伝わせて、社会の、

本当にコミュニティーの一員であるということを、これは学校ではできないことなの

で、公民館で果たしていくことが必要じゃないかなと思います。 

 

（委員長） 

 これは、公民館の今後のあり方というのは佐賀市にとってはものすごく重要なテーマ

だと私は思います。だから、きょうからまたスタートにして、これからはどんなふうに、

行政としてどういう仕組みをつくったり、どういうような戦略をつくったりして、そし

ていろいろな取り組みを展開できるように検討をお願いしたいと思います。 

 

（社会教育部長） 

 きょう、私もそういうことで答申を受けましたので、これを受けて、委員長さんおっ

しゃられたように、市としてじゃあどう進めていくかということを今からしっかりと議

論していきますので、その中でおっしゃられたことを生かしていきたいと思っておりま

す。それも、少しずつまとまった段階で皆さんにお諮りしていきたいというふうに思っ

ています。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 ほかよろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、公民館のあり方についての検討委員会の報告は以上で済ませます。 

 そのほか何かございますでしょうか、追加の報告はございますか。よろしいですか。 

 ４月に変わりまして、もうほぼ１カ月近くたちましたが、何かこういうところはぜひ

伝えとこうということがあればお願いします。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、何もないようですので、これで平成２３年度４月の定例教育委員会は閉会にし

たいと思います。どうもご苦労さまでございました。 

 

 

 

 

 


