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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 こんにちは。クリスマス寒波がやっと過ぎ去ったような感じで、ちょっとしのぎやす

くなったかなと思います。 

 これより佐賀市教育委員会１２月定例会を開きたいと思います。 

 本日は６人中６人が出席しておりますので、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） 

 １１月２２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、１２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） 

 目を通していただきまして、何か修正するところ、あるいは加筆するところがありま

したらおねがいします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、会議録は報告のとおり承認といたします。 

 

日程３ 教育長の報告 

 

（委員長） 

 次に、日程３の教育長の報告を求めます。 

 

（教育長） 

 １１月議会も半数ぐらいは教育委員会のほうに質問が参りまして、その中には今後に

関わる課題も幾らかございます。これにつきましては、また追って報告なり、あるいは

ご意見等もお聞かせいただきたいと思っております。 

 まず１点目が、佐賀市地域づくり研修会が初めて行われたということです。 

 これは佐賀市と教育委員会の共催による研修会でした。佐賀市総合政策課の地域コミ

ュニティー室が中心となって、地域コミュニティー再生のためにいろいろと策を練って

おりまして、現在、市のほうでこの地域コミュニティー推進事業が４地区、嘉瀬、本庄、

金立、諸富がモデル校区として指定を受けております。また、佐賀市の教育委員会では

地域元気アップ事業、あるいは校区公民館の役割や、そのあり方ということについての

検討をして事業展開をしておりまして、重なる部分でございますが、共通に地域コミュ

ニティーづくりであるということには間違いございません。 

 そういう意味から共催による研修会が持たれましたが、非常に参考になるお話、ご意

見等がございました。これからの地域づくりに必要なことということで、「調査」とい

う言葉が印象に残りました。つまり、地域づくりにはそれぞれの地域の調査をもとに、

それを分析し、地域の課題を明確にして取り組む必要がありますと、これが３回ほど出

てきまして、なるほどと思いました。ただ、総花的に見てするのではなくて、やはり地
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域の実態を調査し、それを分析し、地域の課題を明確にして地域づくりに生かしていく

ことが大事だということを感じたところでございました。 

 ２点目は、まなざしキラリ賞の審査会を行いました。 

 今回は１９件の応募がございましたが、それぞれの内容を見ておりましたら、子ども

をはぐくむ４つの場、つまり、家庭・地域・企業・学校というのが、だんだん意識され

つつあるなと思いました。私も子どもへのまなざし運動というのを全体的にはつかんで

おりましたが、４つの学びの場があって、それぞれが自覚して役割を果たすといった、

そういうことが自覚されつつあるなというのが感じられました。 

 ３点目ですが、今年度、致遠館中学校にユビキタスルームができました。 

 これは先般、シンガポールが一番進んでいるということで県のほうで視察があったわ

けですが、それを受け、私ども教育長の研修会がございました。これは実務研修会でご

ざいまして、実際にそれを使っての研修会となりました。 

 まず、ＩＣＴとは何かということを調べましたら、インフォメーション・アンド・コ

ミュニケーション・テクノロジーということでした。改めてＩＣＴとは何かを意識しな

がらこの意義を考えますと、１つ目としては、自分で考えながら学ぶという意義がある。

２つ目に、多様な世界とつながりながら学ぶという意義がある。３点目に、生涯にわた

って学び続けるという意義があると。ですから、ＩＣＴ利活用といったときに、この３

つの意義をしっかり踏まえて学校教育に生かさなければいけないということをここの

研修の中で学びました。 

 そして、教育を情報化するというのはどういうことかということですが、まず１つに

は、教育によって得られる知識、内容が情報であり、その情報が判断や行動の源になる

ということ。２つ目には、教育内容、いわゆる情報を提示する技術そのものが普及進歩

することである。こういうことがやはり教育を情報化することにつながるということで

ございました。 

 では、これは一体何なのかということですが、具体的な事業提案として、そこで実際

にあったのが、１つはパワーポイントを用いた授業でした。これは西与賀小でもやって

いましたし、書画カメラを用いた授業も他の学校で見られる風景です。それからＩＷＢ

の機能を使った授業、それから、タブレットＰＣを活用した授業ということですね。そ

ういうことで改めてＩＣＴ利活用教育の推進が今後必要になるということを感じたと

ころでございました。 

 ただ、県は平成２５年度から校務支援システムと学習管理システムと学習コンテンツ

管理システムの３つをセットにした新システムの構築を目指しておりますので、これに

うちも何とか乗っかっていけたらなという思いがあります。 

 ４点目は、博愛フェスタ２０１１の開会式がございました。 

 今回の博愛絵画展には、全国１７８の小・中学校、あるいは絵画教室から１，５７５

点の応募がございました。その中で、東日本大震災の影響を非常に受けた、この影響か

ら来るところの題材選びというのが特徴的でした。 

 例えば、「復興」という題での絵画、あるいは「協力」という題での絵画、ボランテ

ィアをテーマにした絵画、こういうものが多かった。その中で博愛大賞に選ばれたのが、

福島県のいわき市立平第二中学校の３年生の「生命の光」という題で、これはもう見事

な絵で、希望の光が先にあるところに動物も人間も一緒になってそれに向かって、希望

を求めて歩む、そういうテーマに沿った絵がかかれておりまして、これを１度見ていた

だきますと、非常にすばらしい作品で、思いが伝わるなと感じた作品です。 

 なお、１８日まで博愛フェスタがあっておりました。この中では、ことし震災があっ

た関係で、災害食をつくろうというイベントが日赤の佐賀支部の協力で開催されたとい

うことを聞いております。こういうことで、今までにない傾向、内容の博愛フェスタと

いうのが行われたということを報告します。 

 ５点目は、佐賀市少年の主張大会です。 

 これもまた各校区から２６名の校区代表が発表をいたしましたが、東日本大震災に実
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際に遭遇し、この佐賀市の中学校に避難してきている子どもが発表してくれました。や

はり経験に基づいているものですから非常に訴える力が大きくて、どこでも東日本大震

災のことを取り上げた、私どもが肝に銘じておくべき中身が多かったなということを感

じたところでございます。 

 簡単ですが、以上です。 

 

（委員長） 

 教育長の報告がありましたが、何かご質問なり、あるいはもっと詳しいことを聞きた

いとかということがありましたらおねがいします。よろしゅうございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、教育長、ご苦労さまでございました。 

 

日程４ 報告事項 

 

（委員長） 

 続きまして、日程４の報告事項に入ります。 

 まず、①「学校校舎耐震化計画の見直し」について、教育総務課よりお願いします。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 それでは、①「学校校舎耐震化計画の見直し」ということでご説明いたします。 

 この見直しの内容としては、東日本大震災の被害を受けまして、国のほうからも耐震

化、学校校舎の耐震化計画を早期に完了するようにというような指示もあっており、そ

の耐震化の早期完了というのが１つ。それから、整備内容の変更というのが１つで、内

容としては２点でございます。カラーの資料をお配りしておりますので、それをご覧に

なりながらお聞きください。 

 左側の表が平成１９年度に公開いたしました「新佐賀市学校施設整備計画」でござい

ます。全体的には耐震化整備を右側の整備予定年度に書いておりますが、下から４つ目

の城北中までを平成３２年度までに完了すると。そして、改築が必要な建物については、

上のほうに赤いラインが入っておりますが、久保泉小学校までを平成２６年度までに完

了する、これが１２棟予定をしておりました。 

 これを早期完了するということで、まず、平成２６年度までに行う事業を４棟ふやし

川上小まで行うということで、トータルでは１６棟になります。それから、最終年度、

平成３２年度としておりましたが、平成３０年度までに城北中まで終わらせると、全体

としては２カ年早めるという計画に見直しをいたしました。 

２点目の改修内容の変更ですが、右側の表でご覧いただきたいと思います。上から８

番目に赤松小、それから１１番目にももう１つ赤松小とありますが、こちらが左の表で

見ていただくと「改築」になっておりまして、新しい計画では「改修」となっておりま

す。こちらは、もう１つ、久保泉小学校が１２番目にあります。少子化の影響で子ども

の数がかなり減っており、赤松小の例でいいますと、教室というか、校舎の面積が現在

より５５０平米ぐらい小さくなります。要は学級数に応じた整備をすることになります

ので、子どもの数が少なくなると、今の校舎に比べると６教室から７教室少なくなると

いう状況です。久保泉小学校も５００平米ぐらい少なくなり、６教室ぐらい減るという

ことです。こういうふうに小さくなりますと、多目的教室などのスペースがなくなって

くるような状況で、学校の授業とか運営上、今までより使い勝手が非常に悪くなるとい

うことがありますので、改築から耐震補強とあわせた大規模改修を同時に行うというこ

とで変更をしております。 

 逆に１４番目の北川副小学校は、「改修」から「改築」に変更しております。これは

上の１０番目にも北川副小学校「改築」とありますが、上のほうだけ改築する予定でし

たが、下のほうの北川副小の一番北側の棟の老朽化が非常に激しく、ＩＳ値だとかコン
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クリート強度は十分にあって、「改修」ということにしていましたが、実は窓側、廊下

と教室の間の建具などにゆがみが激しく、窓が脱落したりというようなこともあり、コ

ンクリート強度ではなく、耐力度調査を行った結果、「危険改築の対象となります」と

いう判定でしたので、この際、２棟一緒に「改築」していくということに変更しており

ます。 

 以上が計画の見直しの中身でございます。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、何か質問ありますでしょうか。 

 

（Ａ委員） 

 諸富中学校は去年新しくでき上がったんじゃないかと思いますが、それで改築をしな

ければならないということを教えてください。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 この計画は、一応平成１９年度以降の計画ですので、校舎の分でいきますと、芙蓉小

中は終了しています。成章中は現在行っております。諸富中もほぼ終了しました。富士

中が来年度設計で、再来年度からの工事となります。兵庫小は、現在行っているという

状況で、大体成章中のところぐらいまでが終わっています。若楠、赤松、新栄というの

がこれからという状況です。 

 

（委員長） 

 この計画の中には終わっているものもあるわけですね。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 終わっているのも入っています。平成１９年度以降の全体計画の見直しです。 

 

（Ｂ委員） 

 赤松が２カ所あるのは、棟が違うということですか。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 ２棟ということです。 

 

（委員長） 

 改築というのは、建物そのものを建てかえるということですか。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 はい、そうです。 

 

（委員長） 

 解体して、新しい建物をつくるということですね。 

 改修というのは、今のものを手直しするということですか。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 そういうことです。 

 

（Ａ委員） 

 川上小は「補強」とありますが、そこはどう違うんですか。 
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（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 川上小の場合は、割と見た目もよく、平成５年に１度改修工事を行っておりますので

補強のみを行うというものです。例えば、上の北川副あたりは全体的に壁も薄汚れたり

しているので、外壁等の改修まで入るということです。 

 

（Ａ委員） 

 もっと規模が大きいというわけですね。 

 

（委員長） 

 そういうことですが、ほか何かご意見ございますか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 そういう計画に基づいて進められるということで了解しました。 

 次に、②「社会教育委員の会議報告」について、社会教育課からよろしくお願いいた

します。 

 

（社会教育課長） 

 ４ページ、５ページになります。１１月に第３回の社会教育委員の会議を行いました。

今回は３回目ですけれども、改選して新たなメンバーにかわって初めての会議というこ

とでした。 

 そういうことで、社会教育委員の役割とか、本市の社会教育の取り組みなどをご説明

して、あと議題として上げています２点について協議をしていただきました。 

 主な意見はここに記載しているとおりですが、公民館機能を充実させる取り組みとい

うのが非常に大事だという意見が主に出ております。 

 それから、５ページの②のところですが、地域委託の見直しとか、合併後の旧市町村

間の運営体制の平準化など、運営体制に関する課題解決が必要であるという意見が多く

出ております。 

 今年度はあと１回、来年２月に行う予定でございます。 

 会議の結果については以上のとおりです。 

 

（委員長） 

 報告がありました。文書がお手元にあると思いますが、目を通していただきまして、

何かご質問なり、ご意見なりありますでしょうか。 

 文書に書いてありますが、公民館の運営体制に関する課題ということですが、人事の

問題も含めていろいろなことが、すでに決まったかのような意見も出ているようです

が、そこら辺で社会教育委員会の中ではどんなふうな受けとめ方をしているとか、こう

いうように進めるほうがいいのじゃないかというような具体的な意見などありました

ら、教えてください。 

 

（社会教育課長） 

 ５ページの下から２つ目のところにも書いていますが、委員長がおっしゃったように

決定事項のようになっているが、今後、協議の余地はあるのかといったご質問がありま

した。それについての方針としては新聞に記載しているとおりですが、今後、校区説明

会ですとか、そういう場で意見を聞きながら、最終的には判断をしていきたいというふ

うにお答えしております。 

 

（委員長） 

 社会教育委員の方々から、こういうふうにしたほうがいいのじゃないかというような

意見や提案とかはなかったわけですか。 
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（社会教育課長） 

 ②の一番上ですが、人事問題に何か特化しているようなところがあるが、本来はそう

ではなくて、公民館はどうあるべきかという視点で議論をしないといけないのではない

かといった意見もありました。社会教育委員の会議で意見を反映して見直しの内容を変

えるとか、そういったことは考えてはいないですが、公民館の基本的なあり方を踏まえ

て見直していくべきだという意見でした。 

 

（教育長） 

 ３番の主な意見というのは、全部アンケートの意見ですか、社会教育委員さんの意見

ですか。 

 

（社会教育課長） 

 社会教育委員さんの意見です。 

 

（教育長） 

 委員さんのその場での意見ですね。５ページの上から５つ目に、「公民館は、以前か

ら一般市民が利用しにくい」となっていますよね。「例えば、使用許可の日が前月の１

日と定められている。ポスターの掲載」云々についてはこうですということですが、こ

こら辺はどう考えればいいですか。 

 

（社会教育課長） 

 確かに校区の公民館として利用がかなり多くされていて、校区外の利用、一般の方が

利用をするときになかなか使いにくい、もう入る余地がないとか、そういった部分があ

るようです。ポスターの掲載依頼等についても校区外からいきなり来てもなかなか許可

してもらえないとか、どちらかというと地区内優先という考え方がやはり残っています

ので、そこら辺を改めるべきではないかというご意見です。 

 

（教育長） 

 そういう意味合いですね。そこらに対する佐賀市の一定のルールというのはあるので

すか。 

 

（社会教育課長） 

 公民館の運営マニュアルというのは、それぞれ公民館独自でつくられている部分があ

り、その地域の公民館のルールなので、それ以外の方にはなかなか理解してもらえない。

公民館というのは公的な施設ですから、校区外の人でも自由に使えないといけないとい

うのも基本的にありますので、運営マニュアルを市内全体で一本化し、校区外の人でも

利用しやすいようなルールに今改めようと検討しているところです。 

 

（委員長） 

 使いにくいとか、シャットアウトとか、市民感覚からすると戸惑うとか、気になる言

葉が結構出ていますが、そこら辺はどうなんですか。 

 

（社会教育課長） 

 社会教育委員のメンバーの方は、ＮＰＯで活動している人などがいて、校区、地区を

根拠に活動している人は割と少ないものですから、よその校区で使うときに非常に使い

にくいということは以前からおっしゃってました。 

 

（委員長） 

 ここら辺の意見については、公民館の会議、公民館館長会議などでは伝えるわけです
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ね。 

 

（社会教育課長） 

 運営マニュアルとかルールについて、その校区内だけで通じるルールはいけませんよ

と、佐賀市民全体に通用するルールにしないといけないということで、運営マニュアル

を今から見直して、今後、変えていくということは申し上げております。 

 

（委員長） 

 ほか何かご意見ありますか、この報告についてはよろしいですか。 

 いろんな問題があるということは事実のようですので、よく検討していただいて、佐

賀市全体がレベルアップできるようによろしくお願いします。 

 では、社会教育委員の会議報告についてはこれで終わります。 

 その他で何かありますでしょうか。何か報告がありますか。 

 

（社会教育課長） 

 急で申しわけございません。委員会が終わりましたら勉強会をお願いしたいのですが

よろしいでしょうか。 

 

（委員長） 

わかりました。 

 ほかに何かありますか。 

 １月に入りましたら、成人式がありますので、そのことについて支部、支局の確認は

ほぼできていると思いますが、よろしいですか。 

 きょう、私には思斉館のほうから確認の電話がありました。役割分担がされています

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、ほかに質問がないようですので、これで１２月定例教育委員会は終わります。

どうもご苦労さまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


