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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 こんにちは。定刻になりましたので、これより佐賀市教育委員会の１０月定例会を開

きたいと思います。 

 本日は６人中６人の委員が出席いたしておりますので、適法に委員会が成立いたして

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進めていきたいと思いま

すが、よろしゅうございますでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、これより本日の日程に入ります。 

 

日程２ 会議録の承認 

 

（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） 

 ９月２８日に開催されました定例教育委員会の会議録につきましては、１０月２１日

に配付しておりますとおりでございますので、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ので、目を通していただいたことと思いま

す。何か修正点ありましたら、よろしくお願いします。よろしゅうございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、承認ということにいたします。 

 

日程３ 教育長の報告 

 

（委員長） 

 続きまして、日程３、教育長の報告を求めます。 

 

（教育長） 

 まず１点ですが、今、学校訪問が、行われております。各学校の秋の行事も、秋の遠

足、修学旅行、体育大会、運動会、文化発表会、また、学校フリー参観、そして今、市

教委としての学校訪問が始まっております。委員の皆様にはお忙しい中に参加をいただ

き、まことにありがとうございます。 

 やはり、学校に出向いていって見える部分というのが随分あるのではないかなと思い

ます。私もできる限り学校現場に出向いておりますが、校長の運営手腕というのが、学

校の中にどれほど浸透しているのか、これは学校に入ってみると、よくわかるものでご

ざいます。そういう意味から、ぜひ今後の学校訪問につきましても、よろしくお願い申

し上げたいと思います。 

 それから２点目、昨日、致遠館中学校から表敬訪問にお見えになりました。 

 致遠館中学校の校長、合唱部の顧問、そして部長を初め３名の代表が、念願の全国大

会行きの切符を手にしたということでの表敬訪問でございました。 

 致遠館中学校は県立ではございますが、佐賀市内の子どもたちが大半でございます。

部員も３６名中２８名は佐賀市の子どもたちで、きのう同行した子どもたちも久保泉小

学校と高木瀬小学校出身の子どもでございました。ぜひとも全国大会でいい成果をおさ

めてくれるといいなあと思いながら訪問を受けたところでございました。 
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 次に、早稲田・佐賀２１世紀子どもプロジェクト第５回大隈重信スピーチコンテスト

がございました。お見えいただいていた委員さんもいらっしゃいますが、年々、質の高

い内容とスピーチのあり方になっております。今年度は１次審査を通過した９名の中学

生が本審査に臨みました。 

 どの内容も、本当に中学生らしい感性で大隈重信の生きざまを学んでおります。そし

て、自分の生き方とつなげて、これから先の生き方を子どもたちが模索している、実践

しようと意欲にあふれているものでございました。もちろん、話し方も非常に上手で、

抑揚、間のとり方、発音、音量、どれをとっても非常にすぐれ、説得力のあるスピーチ

が展開されたところでございました。 

 ちなみに、最優秀賞、優秀賞について配布資料に書いておりますようなタイトルで子

どもたちがスピーチをしてくれたということを報告いたします。 

 次に、男子が第４８回、女子が第２７回、佐賀市中学校駅伝競技大会が１０月４日に

行われました。１０月の頭初は非常に暑い日が続いていましたが、この日だけは非常に

さわやかな秋空で、風もあって、駅伝のコンディションにはもってこいの日ではなかっ

たかなと思います。 

 男子が３４チーム、女子が２４チーム参加して、コースについては、男子が３キロと

４キロの６区間、女子が２キロと３キロの５区間を１本のたすきでリレーして競うわけ

です。優勝チームが城北中学校男子、女子が川副中学校でした。 

 県大会には各４チームずつ出場できるということですので、男子が城北、川副、思斉、

鍋島、女子が川副、昭栄、鍋島、成章の各中学校が出場ということになりました。 

 次に、総務省から指定を受けておりますフューチャースクール事業に係る公開講座が

１０月４日に行われました。県内はもとより、県外からもお見えいただいておりまして、

パソコンを使った授業のあり方がかなり焦点化されてきたような気がいたしました。 

 まだまだコンテンツ類、あるいはデジタル教科書の活用という視点での授業でござい

まして、私は所用で戻りましたが、研究会の中ではパソコンを使った効果的な授業のあ

り方と算数科という教科の特性、ここら辺を加味した意見交換が行われ、非常に充実し

ていたと聞いております。 

 今後も西与賀小学校では、これについての公開授業がございます。その日は、１１月

２日、９日、１６日、それぞれ水曜日でございますが、５校時に当たり１３時４０分か

ら１４時２５分に、公開授業がありますので、もし時間をおもちである方はぜひごらん

いただけたらと思っております。私も時間があいているところは行きたいと考えており

ます。２５日だけが同じ５校時ですが、１３時５５分から始まります。 

 今後も計４回のパソコンを使った授業が公開されますので、ぜひ参観をお願いしたい

と思っております。 

 最後に、九州都市教育長協議会理事会、総会並びに研究大会が２１日、先週の金曜日

まで島原で行われました。 

 今回の講話は、文部科学省の「新教育課程の全面実施～今こそ“生きる力を”」とい

うことで、初等中等教育局教育課程課教育課程企画室長補佐の真保洋先生が話をされま

した。真保先生は若干３０歳ということででございましたが、中身はこれまで各学校な

り教育委員会なりに話されていたことと同様でした。 

 いずれにしても、ことしから始まった小学校の新課程、来年からの中学校の新課程、

これが順調にいくようにしたいという思いで聞いておりました。 

 研究大会は、私は学校教育部会に参加をいたしました。 

 宮崎県都城市とえびの市の２つの事例発表を聞きました。 

都城市では市独自でエキスパートティーチャー制度をつくっております。これは佐賀

県が行っておりますスーパーティーチャーと全く同じです。 

 市の中で優秀な先生をエキスパートティーチャーというふうに任命して、授業公開、

あるいは公開講座、こういうものを受け持たせるという制度です。佐賀県のスーパーテ

ィーチャー制度を大いに活用すれば、同様のことができるのかなという思いがします。 
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 えびの市においては、小・中・高まで含めた一貫教育の話がございました。ここはも

ともと構造改革特区制度の指定を受けて行っておりまして、現在、特記すべき中身とし

ては、小学校英会話科というのができまして、これがやはり小学校から中学校の英語科

につなぐ、あるいは高校につなぐということで、現在でもこれが非常に有効であるとい

う話がありました。 

 ただ、小中一貫にするにしても、先生方の負担はその分大きくなるということは当然

見てとれます。そこで、後補充を市独自で入れているという話がなされました。この面

については手当てをしてあるなという思いがありますが、本当の姿の小中一貫のあり方

というのは、現状の中でどういうふうにしていくのか、システムを変えるとしても、こ

のシステムがどこでも通用するようなシステムでないと、やはり長続きはしないし、広

がってはいかないと思いますので、そういう意味では佐賀市の取り組みは、どちらかと

いうと非常に現実にマッチしたような取り組みになっていると思っております。 

 記念講演が長崎総合科学大学のブライアン・バークガフニ先生の講演でございまし

た。「明治期長崎の文化と国際交流」ということで、非常にユニークなお話をされまし

た。日本人である、あるいは佐賀県人、長崎県人である私どもがよく知らない部分を、

非常に資料を豊富に収集してお話があって、大変好評でございました。 

 この話は、ぜひお伝えしたいという思いがございますので、いずれかの機会にお話を

してみたいと思っております。 

 以上で簡単ですが、報告にかえます。 

 

（委員長） 

 教育長からの報告がありましたが、何かご質問等あればおねがいします。 

 

（Ａ委員） 

 この駅伝大会は、各中学校、選抜で出ているんですか、それとも陸上部で出場されて

いるんですか。 

 

（教育長） 

 陸上部を持っているところは陸上部で出ていますが、やはり選抜です。この日の駅伝

のために各部から早い者を寄せ集めたのが多いですね。ただ、優勝したチームは陸上部

を持っている歴史のある学校だったと聞きました。やはり陸上部を持ってやっているほ

うが強いのかなと思います。 

 

（委員長） 

 ほか何かご質問ありますか。では、よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、教育長、ご苦労さまでございました。 

 

日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

 引き続いて、日程４の議題に入ります。 

 第１６号議案『佐賀市社会教育委員の委嘱について』、社会教育課より説明をお願い

します。 

 

（社会教育課長） 

 まず最初に、議案の差し替えをお願いいたします。 

 表紙の右上に「差替え」という標記をしたものを別にお配りしています。 

 その一番下の提案理由のところですが、「佐賀市教育委員会委員条例第３条の規定に
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基づき」というふうに当初は書いておりましたが、これは「佐賀市社会教育委員条例第

３条」の誤りです。大変申しわけございません。差し替えをお願いいたします。 

 第１６号議案につきまして、社会教育委員条例第３条で「委員の任期は、２年とする。」

というふうになっておりまして、本年１０月末をもって任期が満了しますので、改めて

委嘱を行うものです。 

 社会教育委員は、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委嘱するということになっております。職務とし

ましては、市の社会教育に関して提案や意見を述べることなどがございます。 

 今回、委嘱する社会教育委員につきましては、次のページの委員名簿のとおり１１名

です。 

 詳細につきましては、さらに追加資料を当日配付資料ということでＡ４の横長の分を

１枚配っていますが、こちらのほうでご説明いたします。 

 新任の方が今回７名いらっしゃいます。新任の方だけ簡単にご説明いたします。 

 ２番目の社会教育関係で木原さんは現在、西与賀の公民館長です。 

 その下の伊東さんは、ＰＴＡ協議会の役員を交代されたということで変更しておりま

す。 

 飛びまして、宮崎さんは川副町青年団団長です。 

 その下の松尾さんは、子育て支援グループ「クローバー」の代表です。このクローバ

ーといいますのは、アバンセの子育て講座を受講した親御さんたちでつくられましたサ

ークルで、松尾さんはその代表をされておりまして、家庭教育分野で活発な活動を行っ

ている団体から選出させていただいております。 

 飛びまして、８番の田口さんは、現在女子短期大学の教授です。今回は家庭教育分野

のほうから学識経験者として田口さんにお願いしたところです。 

 それから、１０番と１１番につきましては、公募の結果、お２人を選任しております。

公募については３名の応募がありました。その中で、作文、面接等を行いまして、この

お２人が適当ということで選任したところです。 

 寺崎さんについては、現在、佐賀県の家庭教育相談員や佐賀市の教育委員会の家庭教

育講座の講師をされております。育児とか家庭教育に積極的に取り組まれている方で

す。 

 一番下の池田さんについては、日新校区の西田代町の公民分館長をされております。

６年前に佐賀に来られて、地域活動を現在積極的にされている方です。 

 そういうことで、お２人を公募委員として選んだところです。 

 任期については、１１月１日から２年間ということです。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 非常に丁寧な説明がありましたが、何かご質問なりご意見ございますか。 

 

（Ｂ委員） 

 この委員さんたちは、必ずしも佐賀市在住でなくていいということですね。佐賀市在

住の方でないといけないような決まりはないんですね。 

 

（社会教育課長） 

 特に決まりはありません。 

 

（Ｂ委員） 

 佐賀市外の方でもよろしいということですね。 
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（委員長） 

 ほか何かありますか。 

 これは何回も２年間ごとの再任をすることはいいんですか。 

 

（社会教育課長） 

 社会教育課としては、３期６年を限度としたいと考えております。 

 

（委員長） 

 ほか何か、よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、第１６号議案『佐賀市社会教育委員の委嘱について』は原案どおり承認といた

します。 

 次に、追加の議案が上がっております。第１８号議案『佐賀市教育委員会組織規則の

一部を改正する規則』について、スポーツ振興課より説明をお願いします。 

 

（スポーツ振興課長） 

 まずもって、事務手続きのおくれから追加議案となりましたことをおわび申し上げま

す。申しわけございませんでした。 

 内容でございますけれども、スポーツ基本法の８月施行に伴いまして、９月議会のほ

うで「佐賀市スポーツ振興審議会条例」を「佐賀市スポーツ推進審議会条例」と改めさ

せてもらいまして、社会教育部のスポーツ振興課の分掌事務も「スポーツ振興審議会」

から「スポーツ推進審議会」に今回改めるものでございます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 法律の改正に基づいての改正ということでございますが、何か御質問はありません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、この案も承認といたします。 

 報告事項に入る前に、佐賀市教育委員会表彰の件について、提案等があるということ

ですのでおねがいします。 

 

（こども教育部副部長） 

 先日の臨時教育委員会で教育委員会表彰の審議をしていただきました。その際に、後

日、成章中学校の吹奏楽部が普門館での全国大会に出場するということで、結果次第で

は表彰の対象にするということで承認をいただいておりましたが、銀賞ということで、

規程には全国３位となっておりまして、吹奏楽コンクールにおきましては金賞が７校、

銀賞が１５校、銅賞７校ということで、３位以内という基準には少し厳しいということ

で今回は見送らせていただくということでご報告いたします。 

 過去にも銅賞をとったことがありますが、そのときも表彰はいたしておりません。 

 それから、追加で承認をいただきたいのですが、先ほど教育長から報告がありました

ように、致遠館中学校が、今回、合唱コンクールの全国大会に出場されます。その大会

は１０月３０日にありますので、１１月の表彰には間に合います。つきましては、その

結果次第で、また追加で表彰の対象にしたいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 一応審査の基準は、先ほど言った成章中学と同じような形になるかと思います。基本

的には金賞ということになると思います。 

 以上です。 
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（委員長） 

 今の件については、よろしいでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、成章中と同様にお願いします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（委員長） 

 では続いて、日程５の報告事項に参ります。 

 まず、青少年課から「２０１２年（平成２３年度）佐賀市成人式について」、よろし

くお願いいたします。 

 

（青少年課長） 

 ２０１２年佐賀市成人式についてご説明いたします。 

 まず、１の「２０１２年佐賀市成人式開催について」でございます。 

 来年の成人式につきましては、該当者が平成３年４月２日から平成４年４月１日まで

に生まれた方ということで、成人の日の前日、平成２４年１月８日の日曜日に開催する

ということで予定しております。 

 式典会場や開始時刻につきましては、(3)のとおりでございます。 

 次に、下のほうの２の「市長式辞の代読について」のお願いでございます。 

 佐賀会場につきましては、市長へ出席をお願いしておりますけれども、あとの会場に

つきましては、各委員の皆様に出席していただき、市長の式辞の代読をお願いしたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 担当していただく会場につきましては、今年、ご出席いただきました会場とは別の会

場をということで調整をさせていただき、後日、各委員さんへご連絡をさせていただき

ます。 

 また、成人式当日に読んでいただく市長式辞につきましても、１２月の定例教育委員

会でお渡しする予定としております。 

 委員の皆様には、１月８日という年の初めの大変お忙しい時期とは思いますが、この

日は成人式ということで予定を入れておいていただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 １月８日の日曜日に成人式をするということで、よろしくお願いします。 

その他何かありますか。こども課、おねがいします。 

 

（こども課長） 

 佐賀市立保育所条例（案）という別冊の資料をお願いします。 

 文化会館の東にあります市立若葉保育所でございますが、今年度、園舎改築工事を進

めておりまして、１１月末に一応本体工事はほぼ完成します。それに伴い、末には引っ

越しをする運びとなりました。 

 ３ページ、図面で示しますように、園舎につきましては旧園舎の西側に建築をしてお

ります。それに伴いまして、所在の地番が変わってきます。２ページのほうに新旧対照

表を示しておりますが、現行地番の「日の出一丁目１９番１号」が改正後になりますと

「日の出一丁目２１番７１号」ということで、保育所条例の所在の地番の変更が必要に

なっています。その報告であります。 

 一応施行としましては、公布の日から施行するという形にしております。 

 以上です。 
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（委員長） 

 新築になるわけですね。 

 落成式などの予定はありますか。 

 

（こども課長） 

 今検討中でございまして、一応何らかの形で式については考えたいと思っています。 

 

（委員長） 

 新しくなって、保護者の皆さんにも喜んでいただけるんじゃないかと思います。 

 ほか何かございますか。 

 

（副教育長） 

 お手元に黄色の冊子があるかと思います。「森平太郎物語」と書いてあります。上の

ほうに漢字で記載がありますが、これは「にいたか」と右から読んでください。 

 一番後ろのページの見開きに「あとがき」がございますが、北方謙三さんの「望郷の

道」という小説のモデルになりました。ご自分のひいおじいさんの半生を書いた小説が

ございます。それによりますと、北方謙三さんのひいおじいさんが「新高」という製菓

といいますか、お菓子屋さんをつくられたということで、表の見開きにあります「森永」

とか「グリコ」は佐賀の出身の方がつくったということが有名ですが、それに加えて真

ん中に「新高」という、同じく富士町出身の方がつくられた新高製菓というのが載って

おります。 

 この小説の発売に合わせまして、地元のほうでこの冊子をつくられました。この中身

を見ていただきますと、もともと学校の先生がタッチをされておりまして、学校の子ど

もたちにも副読本として利用できるということでつくられております。地元富士町のほ

うでは、これを地元の学校の子どもたちに配るということで考えられておりまして、佐

賀市内の小学校３年生が地元の郷土史ということで勉強いたしますので、その読本とし

て利用できないかということで寄贈があっております。 

 １１月の校長会に諮りまして、１１月中には佐賀市内の全部の小学校３年生を対象

に、これは個人相手に配るのではなくて、教室に備えつけということで配ろうかという

ことでございます。教育委員の皆様方にも、こういった読本を子どもたちに配るという

ことでご承知おきをいただきたいなと思っております。 

 中身のほうは、学校教育課のほうからも見ていただきましたが、特定の業者名の記載

があるとか言うこともなく、そういう配慮もしてございますので、学校に配る分につい

ては問題ないということで意見をもらっているところであります。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 郷土を大切にするというのはとても大事なテーマですので、子どもたちに伝わるよう

になればいいなと思います。 

 ほか何かございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、ないようですので、続きまして非公開の人事案件がありますので、一旦定例教

育委員会を休憩したい思います。関係者以外はご退席下さい。どうもご苦労さまでござ

いました。 

 

 

 

 


