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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 こんにちは。時間になりましたので、１月の定例教育委員会を始めたいと思います。

きょうは委員が６人とも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、前もってお手元に差し上げていると思いますが、今日、

議会の文教福祉委員会の研究会がありまして、議題の順番を変えたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、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） 

 １２月２７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、１月２０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） 

 前もって目を通していただいていると思います。何か訂正なり、ご意見がありました

らおねがいします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、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、教育長の報告を求めます。 

 

（教育長） 

 平成２４年、年が改まりまして、きのう、初めての校園所長会をいたしました。年の

初めということで市長もお見えいただきました。お話をされる中で、毎回、市長が繰り

返して言われるのが、「５分でも１０分でもいいから人の話の聞ける子どもをつくって

くれ」ということを、やはり今回も最後に言われました。「でき得れば、義務制教育の

みならず、もっと下の幼児のときから人の話が聞ける子どもをつくってほしい」と、『三

つ子の魂百まで』ということわざにもあるように、やはり「人の話を聞くということが

一番大事だ」ということを再度強調されました。 

 それを申し上げますのは、成人式が行われましたが、市長が今回の佐賀市会場の成人

式は近年になく話を聞く態度がよかったということを言われました。それぞれ成人式に

参加をされて、思いもあられると思いますけれども、それは日程の５番目の報告事項に

ありますので、成人式については、私が出席しました大和会場のほうは割愛をさせてい

ただいて、後で報告いたしたいと思います。 

 ２つ目ですが、平成２３年度の佐賀市研究発表会が１月１７日に行われました。きょ

うも議案で出ていますが、教育研究所の意義、働きという部分にかかわりますけれども、

改めて教育研究所の研究が非常に質の高い研究であるというのを思いました。 

 佐賀市教育研究所は、規模が小さいですが、部屋は借りて持っていまして、でも実質
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的にそこの中には人はおりません。毎年校長推薦をいただいた佐賀市内の教職員が３０

名ほど研究所員として１年間の組織研究に携わっております。 

課題研究部では現在の学習指導要領を踏まえて「活用する力」を育てる事業の実践と

いうことで、言語活動というのが今非常に話題になっております。これに視点を当てた

授業実践研究でございました。 

 この中で、算数、数学、国語において、具体的にこの言語活動にどう取り組み、どう

いう子どもを育て上げるかということで、非常に計画的に密な研究がなされておりまし

て、即、学校での実践に役立つ内容のものでございました。 

 また、児童生徒理解部は、児童生徒が学校で安心できる環境づくりということで、不

登校の未然防止ないしは不登校に対処する方法ということを探っておりまして、これを

３つの視点から、１つは学級の中という視点で“心つながり部”、もう１つは学校とい

う大きな組織の中での“校内支援部”、それからもう１つは小学校と中学校とをつなぐ

“小中連携部”、という学級、学校、学校間のそれぞれのレベルでの研究がなされてお

りまして、実践のあり方というのが明確に示されました。非常に質の高い研究であった

と思っております。 

 教育研究所では、今度は個人研究というのを先生方に募っております。この個人研究

には、今年は９名応募があったと聞いております。その中の３名の発表がありましたが、

これもまた非常に実のある研究がなされておりました。 

 １つは、今の社会の要請とか、教育の動向を踏まえたＩＣＴ利活用の授業のあり方、

もう１つは、学校生活の中でデジタル掲示板を利用して子どもたち、保護者、地域住民

に対して学校情報を発信するということが子どもたちにとっての学校生活の充実につ

ながるということでの発表でございました。 

 もう１つは、学級経営という視点から事細かな教師の子どもへの支援のあり方、指導

のあり方を研究してありました。今回は、組織研究も個人研究も本当に役に立つ、しか

も質の高い、恐らく全国的に見渡してもこれだけのレベルで研究をやっているところは

ないと感じました。この研究所の持つ意義というのが再認識されたのかなと思っており

ます。 

 ただ、１つ思ったのは、現在１，３００名の教職員がおりますが、これに参加できる

のは大体１００名程度で、各学校１名ないし２名が出席してやっております。そういう

ことで、もったいないなという思いがあります。 

 もちろん、この資料は各学校に配付しますけれども、やはり今後の課題として、研究

発表会そのものの持ち方、できるだけたくさんの先生方に聞いていただく研修の場を提

供するというあり方と、ここで研究した成果を各学校でどう生かすか、この２点が課題

として残るのかな、という思いを持ちながら、この研究会に臨んだところでございまし

た。 

 この２つが大きな報告事項ですが、新聞等でもご存じのように、公民館の運営に関す

る地域説明会が先週で終わりました。土曜日の新聞でかなり大きく報道されましたが、

佐賀市の今回の改正案に対して、１９の地域委託の説明会はおおむね賛成でございまし

たが、１校区だけは、方向性よりも内容の面で若干注文がついたところがございまして、

その辺りを加味しながら、今後も４月からの公民館運営の新しいあり方についての歩み

を計画的に進める必要があるのかなと思っております。 

 それから、教職員の人事異動がいよいよこれから本格的に始まります。きのうで佐城

教育事務所と各校長、私とのヒアリングが終わりました。３０日からは佐賀市教育委員

会と校長とのヒアリングを始めます。そして、２月の頭から本格的に人のやりとりが始

まるということで、今後は特に委員さん方には人事面でいろいろとご相談申し上げる、

あるいはいろいろと審議していただくことがあろうかと思いますので、よろしくお願い

します。 

 それから、本年度の教育長を囲む会が、きのうの第５回をもって終わりました。教職

員の多忙化の要因、多忙化の解消のための学校での工夫、あるいは行政としての役割な



  3 

どについて、校長、教頭、教務という学校組織を動かしているメンバーに集まっていた

だいて話をいたしました。 

 テーマは、１つは教職員の多忙化対策、もう１つは不登校、特別支援教育について、

各学校での課題、その課題解決に向けての学校の取り組みと行政の役割ということで話

し合いをいたしました。ここら辺については、今、指導主事のほうがまとめているとこ

ろでございます。それを整理しながら、次年度に生かしていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 教育長の報告がありましたが、何か質問などありましたらおねがいします。 

 

（Ａ委員） 

 研究発表会の場所はどちらだったのですか。 

 

（教育長） 

 東与賀の農村環境改善センターです。 

 

（Ａ委員） 

 １００人しか入れないというのは、キャパの問題ということですか。 

 

（教育長） 

 以前は全員参加の悉皆研にしていました。ところが、教職員の多忙化という部分が学

校運営の中にあって、各学校の代表だけが参加するようになりました。だから、たとえ

ば、研究発表会を１日ではなくて２日間ぐらい続けて行うとすれば、倍は来れるじゃな

いかという思いはあるんですね。そういうことで、今後は研究大会のあり方と学校現場

での生かし方、この部分をもっと工夫していただこうかなと思っております。 

 

（Ｂ委員） 

 こういった研究を、何か全国大会で発表するチャンスなどはないんですか。 

 

（教育長） 

 現状ではないですね。ただ、それぞれの教科等研究会の全国レベルの大会にうまく上

がったときには可能性はあります。また、教育研究所は九州研究所連盟があって、全国

もありますので、そこで積極的に発表することは可能です。 

 

（委員長） 

 ほかに何かありますか。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、日程４の議題に入りたいと思います。当初、配布した日程を変更しましたが、

社会教育課長が間に合いましたので、予定どおりに進めたいと思いますが、よろしいで

すか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 最初に第２２号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例』について、社会教育

課から説明をお願いします。 
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（社会教育課長） 

 説明は、まず３ページをおねがいします。公民館条例の一部改正について、公民館運

営審議会関係と、南川副公民館関係の、２つを同時に改正します。 

 まず、公民館運営審議会関係ですが、１番に改正の目的、理由等を書いておりますが、

地域の自主性及び自立性を高めるための改革としまして、法令の規定を廃止したり、条

例へ委任したりすることを現在推進しております。それに伴いまして改正を行うもので

ございます。 

 公民館運営審議会の委員の委嘱基準については、社会教育法で規定していたものを今

回条例で定めるものでございます。 

 改正内容としましては、２ページの中ほど、６行目ぐらいになりますが、第１４条第

２項中、公民館運営審議会委員の定数は「１０人以内とし」の次に「、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」という文言を加えるものです。 

 実際の取り扱いについては、これまでと変更はございません。 

 施行期日は本年４月１日とします。 

 それから、南川副公民館関係では、本年４月に南川副公民館が開館しますので、その

公民館の名称、位置、使用料を定めるものです。 

 ２ページに詳細を書いております。 

 名称が南川副公民館に、また、所在地が若干変更になります。 

 それから、飛びまして使用料については現行どおりとしたいと思います。ただし、部

屋数が減少しますので、減少する分は削除をしております。 

 施行期日につきましては、実際の開館日、４月上旬を目標としていますが、それに合

わせたいと思っています。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、何か質問なり、ご意見はありますでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、第２２号議案は承認ということにいたします。 

 続きまして、第２３号議案と第２４号議案『佐賀市立図書館条例の一部を改正する条

例』についてと第２５号議案『佐賀市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則』に

ついて、図書館より続けてご説明をお願いします。 

 

（図書館長） 

 ４ページをお願いいたします。 

 第２３号議案につきましては、図書館条例第９条に規定をしております図書館協議会

において、現行では協議会委員の任命基準が図書館法で定められておりますが、今回、

図書館法の一部改正により任命基準を図書館の市の条例で定めることとなりました。 

 改正の内容については、６ページをお願いいたします。 

 現行の図書館条例の第９条の４項を５項、３項を４項とし、２項の次に今回改正案に

載せております協議会委員の任命基準を第３項として新たに加えるものであります。 

 なお、条文中に、「公募により選任された者」を規定の中に入れておりますが、現在

も選任の手段として公募により委員の選任をしておりますので、この「公募により選任

された者」の文言につきましては、現在、入れるのかどうかを文書担当の総務法制課と

協議を行っております。 

 施行期日は２４年４月１日でございます。 

 次の７ページの第２４号議案でありますが、１つは、ことし４月に開館予定の図書館、

川副館の設置の件、もう１つは、昨年４月１日より東与賀館の管理運営を指定管理者か

ら直営に変更いたしましたので、それに伴い、条例改正を提案するものであります。 
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 ９ページをお願いいたします。 

 新旧対照表でありますが、川副館の開設に伴う、第２条２項の表の改正であります。

右の改正案の真ん中ほどの図書館、三瀬館の次にアンダーラインを引いてありますが、

名称「佐賀市立図書館川副館」、位置「佐賀市川副町大字鹿江４２２番地１」を加える

ものであります。 

 次に、下の第１０条の指定管理者による管理から次のページの１２条の準用までの規

定は、これは東与賀館の指定管理による条文、あるいは読みかえ規定でありますので、

削除し、現在の第１３条を第１０条に繰り上げをするものであります。 

 次に、１１ページの第２５号議案でありますが、これは施行規則の改正であります。 

 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２号の規定に基づき、提出す

るものであります。 

 １４ページをお願いいたします。 

 第１９条の準用、この規定は東与賀館の管理運営の規定です。第６条から第１０条ま

では指定管理者に東与賀館の管理を行わせる場合についての準用で、第７条から第１０

条の規定中「館長」とあるのは「指定管理者」と読みかえる規定ですので、第１９条を

削除し、第２０条の補則を第１９条と繰り上げる改正でございます。 

 中ほどの別表ですが、施行規則の第３条に図書館の利用時間、それから、第４条に休

館日の規定が別表として規則で定められておりますので、今回、川副館の設置に伴い、

別表を改正するものであります。 

 改正案ですが、別表第１と下の別表第２、ともに一番上の三瀬館の下にアンダーライ

ンを引いています「佐賀市立図書館川副館」を別表１、別表２とも加える改正でござい

ます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、何かご質問やご意見はありますでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、第２３号議案、第２４号議案、第２５号議案ともに承認といたします。 

 続きまして、第２６号議案『佐賀市スポーツ推進審議会補欠委員の任命について』、

スポーツ振興課から説明をお願いします。 

 

（スポーツ振興課副課長兼スポーツ係長） 

 佐賀市は、スポーツ推進計画の策定などスポーツの推進に関するものを審議していた

だくために佐賀市スポーツ推進審議会を設置しております。 

 １８ページをごらんください。 

 いろいろな団体からスポーツに対する識見を有する方の推薦をお願いいたしまして、

１２名の方に委員となっていただいておりますけれども、そのうち、１２番の佐賀市健

康づくり課から推薦されました保健師、相良浩美委員から１月１１日付で辞職願が提出

されました。それによりまして、推薦団体である健康づくり課のほうより新たな委員の

推薦をいただきまして、変更後１２番としております田中久子委員を新たに審議会委員

として認定したいと思っているものでございます。 

 任命に当たりましては、事前に市長に意見を聞くこととされておりますので、１９ペ

ージにありますとおり、市長からも異議なく同意するとの回答を得ているところでござ

います。 

 以上、田中久子委員の補欠委員への任命についてご審議をお願いいたします。 

 

（委員長） 

 産前産後の休暇ということでの相良委員の辞任ということで、新たに田中久子委員に

かわるということでございますが、何かご意見はありますでしょうか。 
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（Ｂ委員） 

 文言の中ですが、委員ではなく補欠として入れなければいけないわけですか。例えば、

スポーツ推進審議会委員じゃなくて、そこに補欠委員というのが入るわけですか。 

 

（スポーツ振興課副課長兼スポーツ係長） 

 佐賀市スポーツ推進審議会条例第５条におきまして補欠委員について定められてお

りますので、補欠の委員ということを明確にするために補欠委員といたしました。ただ、

辞令をお出しする際には、委員ということで辞令をお出しすることになります。 

 

（教育長） 

 前任者の残任期間に新たに任命するためですね。 

 

（Ｂ委員） 

 残任期間だからということですね。 

 

（委員長） 

 ほかに何か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、この件に関しましては承認といたします。 

 次に、第２７号議案から第３２号議案までの６つの議案について、続けてスポーツ振

興課から説明をお願いします。 

 

（スポーツ振興課管理係長） 

 それでは、第２７号議案から第３２号議案まで、別冊のほうでご説明させていただき

ます。 

 まず、１ページ目をお開きください。 

 佐賀市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則としまして、提案理由は佐賀市社

会体育施設の使用料等の改正や管理運営方法の見直しを行ったことに伴い改正する必

要があるので、この案を提出しております。 

 ２ページから１４ページまでが改正規則、それから、１５ページから２７ページまで

は新旧対照表を掲げております。 

 説明の方につきましては、５７ページをお開きください。こちらの資料を説明させて

いただきます。 

２ 改正内容 

 (1)供用時間の見直し 

 ア、市立野球場の４月１日から４月３０日の１カ月間及び９月１日から９月３０日ま

での１カ月間、この期間につきましては、現行の午後５時までから１時間延長しま

して、午後６時までとするとしております。 

 イ、夜間照明施設のないグラウンドについて、「日の出から日没まで」に統一するこ

ととしております。 

 (2)申請、許可等の見直し 

 ア、申請書等の様式、申請、許可の時期を統一する。 

 イ、団体使用者に対し、引き続き３日を超えて許可しないこととする。 

 ウ、市または教育委員会の主催、共催及び全国大会、九州大会、県大会に使用する場

合については、優先的に許可することとする。 

 (3)減免基準の統一化 

 ア、市または教育委員会が主催する体育行事は全額免除。 

 イ、市または教育委員会が共催する体育行事につきましては半額免除。 

 ウ、財団法人佐賀市体育協会または体育協会に加盟する団体が参加料を徴収せずに行
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う事業、市または体育協会が使用料を超えて補助金を交付する場合は除きます。こ

れにつきましては半額免除。 

 エ、市長が特に必要と認める場合につきましては、市長が必要と認める額としており

ます。 

 (4)規則の統合 

 ア、佐賀市体育施設条例施行規則に１３施設を新たに追加。 

 イ、関連する規則の廃止、これは佐賀市立諸富公園体育施設条例施行規則以下、佐賀

市立久保田グラウンド条例施行規則まで廃止としております。 

３ 施行期日 

 平成２４年４月１日でございます。 

 続きまして、第２８号議案、２２ページをお開きください。 

 第２８号議案『佐賀市立諸富文化体育館条例施行規則の一部を改正する規則』としま

して、提案理由が佐賀市立諸富文化体育館の使用料等の改正や管理運営方法の見直しを

行ったことに伴い改正する必要があるので、この案を提出させていただいております。 

 ２３ページから３２ページまでを一部改正規則、３３ページから３６ページまでを新

旧対照表としております。 

 説明につきましては、５９ページの資料で説明させていただきます。 

２ 改正内容 

 (1)休館日の見直し 

 「１２月２９日から翌月１月４日」、現行はそうなっていたものを「１２月２９日か

ら翌年１月３日」に改正いたします。 

 (2)申請、許可等の見直し 

 ア、申請書等の様式、申請、許可の時期を統一する。このあたりにつきましては、先

ほどの体育施設条例と同じになっておりますので、(2)につきましては割愛させて

いただきます。 

 (3)減免基準の統一化 

 ア、市または教育委員会が主催する芸術、文化、スポーツの推進及び福祉の向上のた

めに使用するとき、全額免除。 

 イ、市または教育委員会が共催する芸術、文化、スポーツの推進及び福祉の向上のた

めに使用するとき、半額免除。 

 ウ、財団法人佐賀市体育協会または体育協会に加盟する団体が参加料を徴収せずに行

う事業、これも先ほどと同じで、半額免除です。 

 エ、市長が特に必要と認める場合は市長が必要と認める額。 

３ 施行期日 

 平成２４年４月１日ということにしております。 

 続きまして、第２９号議案でございます。３７ページをお開きください。 

 第２９号議案『佐賀市嘉瀬川河川敷北グラウンドの管理に関する規則の一部を改正す

る規則』、提案理由につきましては、佐賀市嘉瀬川河川敷北グラウンドの利用時間の見

直しを行ったことに伴い改正する必要があるので、この案を提出させていただいており

ます。 

 ３８ページに一部改正規則、３９ページに新旧対照表を載せております。 

 説明は６０ページで説明をさせていただきたいと思います。 

２ 改正内容 

 利用時間につきまして、これまで「全日」「半日」「早朝」「夕方」の部分がありまし

たので、これを廃止し、「日の出から日没まで」ということで統一しております。 

３ 施行期日 

 同じく平成２４年４月１日としております。 

 続きまして、第３０号議案、４０ページをお開きください。 

 第３０号議案『佐賀市教育委員会に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する
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規則』としまして、提案理由は、佐賀市体育施設条例の一部改正に伴い改正する必要が

あるので、この案を提出しております。 

 ４１ページが一部改正規則、４２ページが新旧対照表、説明のほうは６１ページでさ

せていただきたいと思います。 

２ 改正内容 

 この規則で行っております委任の範囲につきましてですが、「佐賀市立諸富公園体育

施設、佐賀市立春日運動広場、大和勤労者体育センター、佐賀市立大和中央公園体育施

設、佐賀市立富士運動広場、佐賀市立富士山村広場、佐賀市立三瀬グラウンド、三瀬勤

労福祉センター、佐賀市立三瀬プール、佐賀市立川副運動広場、佐賀市立スポーツパー

ク川副、佐賀市立東与賀運動公園、佐賀市立久保田グラウンド」の施設は、佐賀市体育

施設条例の一部改正により、佐賀市体育施設条例の中に統合されましたので、この名称

は削除としております。 

３ 施行期日 

 同じく平成２４年４月１日からとしております。 

 続きまして、第３１号議案、４３ページをお開きください。 

 第３１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』についてでありま

す。提案理由は佐賀市体育施設条例の一部改正に伴い改正する必要があるので、この案

を提出しております。 

 説明のほうは６２ページで説明させていただきたいと思います。 

２ 改正内容 

 (1)組織の見直し 

 ア、社会教育部 スポーツ振興課（第３条別表１）となっております。 

  佐賀市体育施設条例の一部改正により、当該条例に規定する施設が、これまでの旧

佐賀市の施設から市全体の施設に変わったことにより、現行の「体育施設」を「佐賀

市民運動広場、佐賀勤労者体育センター、佐賀市立野球場、佐賀市立弓道場、佐賀市

立体育館、佐賀市立テニスコート、西神野運動広場」の名称に改正します。 

 イ、出張所教育課（第３条別表２）。 

  佐賀市体育施設条例の一部改正により、現行の施設名を一部見直したことに伴い、

大和出張所教育課の「大和勤労者体育センター」を「佐賀市立大和勤労者体育センタ

ー」に、富士出張所教育課の「佐賀市立富士運動広場（運動広場、相撲場、屋内練習

場）」を「佐賀市立富士運動広場」に、三瀬出張所教育課の「三瀬勤労福祉センター」

を「佐賀市立三瀬勤労福祉センター」と改正しております。 

 (2)スポーツ振興課の分掌事務の見直し（第４条）につきましては、先ほど言いまし

た(1)のアの内容と同じでございます。 

３ 施行期日 

 同じく平成２４年４月１日としております。 

 最後に第３２号議案、４９ページをお願いいたします。 

 第３２号議案『佐賀市学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則』とし

まして、提案理由は佐賀市学校体育施設開放事業の見直しを行ったことに伴い改正する

必要があるので、この案を提出しております。 

 ５０ページから５２ページまでが一部改正規則、５３ページから５６ページまでが新

旧対照表としております。 

 説明につきましては、最後の６３ページでご説明をいたします。 

１ 改正理由 

 合併協定に基づきまして、学校体育施設の使用料及び管理形態の見直しを行い、現行

あります「佐賀市諸富町学校体育施設の開放に関する要綱」、それと「佐賀市大和町学

校体育施設の開放に関する要綱」、「佐賀市川副町学校体育施設の開放に関する要綱」を

統合しまして、学校体育施設の一貫した管理運営を行うものでございます。 

２ 改正内容 
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 (1)使用料設定の見直し 

  川副中学校テニスコートの夜間照明施設使用にかかる実費相当額を徴収するもの

としております。 

 (2)要綱の統合 

  先ほど申しました３つの要綱につきましては廃止とすることとしております。 

３ 施行期日 

 同じく平成２４年４月１日という改正内容となっております。 

 以上、第２７号議案から第３２号議案までの説明を終わります。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、佐賀市の体育施設条例等々、利用の仕方に関する条例、運営な

ど文言が変わるということでございますが、何かご意見、ご質問はありますか。勉強会

で詳しく勉強もしたところですから、よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、この件についてはすべて承認といたします。 

 続きまして、学校教育課から追加議案をお願いします。 

 

（学校教育課副課長兼教職員係長） 

 追加議案をごらんいただきたいと思います。 

 第３３号議案『佐賀市教育研究所条例の一部を改正する条例』であります。 

 内容は、追加議案の３ページをお開きいただきたいと思います。 

 佐賀市教育研究所につきましては、佐賀市における教育的課題の解決や佐賀市立小中

学校教職員の資質向上を目的として設置をされているものでございますが、現在、成章

町の青少年センターの１階にございます。現在、課題としまして、研究所の部屋が少し

狭いこと、また、駐車場が、青少年センターの利用者優先ですので、駐車スペースが狭

いために、ふだんは勧興小学校を臨時的にお借りしているような状況で、駐車スペース

の問題があること、また、合併して市域が北部まで拡大したために、特に富士とか三瀬

方面から来られる先生方は大変距離的に遠いということがございます。 

 そういう課題と、県の教育センターが大和町のほうにございまして、こちらと連携を

図ることも必要であるといった点から、佐賀市の教育研究所を現在あります成章町の青

少年センターから佐賀市役所の大和支所内の２階の研修室のほうに移転をしたいと考

えております。 

 場所については、５ページの移転先及び選定理由というところに図面を描いておりま

すが、下が大和支所の２階のレイアウトになっております。上が北になりまして、その

上の左寄り、第２会議室の横に研修室というものがございます。こちらが現在使われて

おりませんので、教育研究所を移転したいと考えております。 

 それに伴いまして、研究所の住所を定めております条例を成章町から大和町の支所の

住所に改めるという内容でございます。 

 施行期日は本年４月１日からを予定しております。 

 以上で説明を終わります。 

 

（委員長） 

 佐賀市教育研究所の位置が変わるということでの条例の改正でございますが、何かこ

れにご意見ありますか。 

 

（教育長） 

 大筋はこれでいいんですが、２点気になったところがありますが、５ページの選定理

由の中の②の「また、大変静かな環境にあり、」の部分は、もう割愛してよくないでし

ょうか。こういうのを条件に上げる必要はないだろうと思います。 
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 もう１つは、６番の「県教育センター所員からの研究支援」、これをどういう意図で

書いたのか、私も定かでないのですが、昔は研究所員研究会は全部、講師料を払って教

育センターから指導を仰いでいました。ところが、その予算がなくなったため、現在は

教科等研究会の部会長に、全部お願いしているわけです。だから、恐らくセンター所員

からの支援を仰ぐためには、予算のベースがない限りできないのではないか。だから、

これを本当に書いていいかどうかと思うわけです。表面から見ると、もっともらしいけ

ど、元々これは、予算の問題で外したんですね。そして、実際教科等研究会は佐賀市に

あるのだからと、校長がリーダーになって行っている、これはまさに私どもの自主的研

究じゃないかということで、センターの所員を外してしまったわけです。 

 あとのセンター所蔵部の資料が活用できる、これは近いからできるんです。でも、前

の部分が、本当に書いていていいかどうかですね。この選定理由の中で、何年か後に教

育センターの所員からどれくらい指導を受けたのかとなったときに、恐らくゼロだった

と、なるのではないかと思います。 

 そこら辺を後々のことまで考えてみると、ここの部分は一考を要するかなと思いま

す。 

 

（学校教育課副課長兼教職員係長） 

 わかりました。 

 

（委員長） 

 連携を図るのは大事ですけれども、文言によって縛られる危険性があれば、それは慎

重にしておいたほうがいいという意見でございます。どうぞ検討をしていただきたい。 

 ほかに何かございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、説明資料の一部を検討していただくということで、この件は承認としたいと思

います。 

 ほかに、何かございますでしょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、この件については承認といたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（委員長） 

 では、日程５の報告事項に入ります。 

成人式のことについての報告をしていただきたいと思います。 

 

（青少年課長） 

 青少年課でございます。資料の２０ページをお願いいたします。 

 今年度の佐賀市成人式は、平成２４年１月８日の日曜日に８会場で開催いたしまし

た。各教育委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、祝辞を述べていただき、

誠にありがとうございました。 

 全会場とも式典等は事故などもなく、予定どおり滞りなく開催できました。ただ、大

和会場につきましては、新成人の誘導等の関係で開式が１５分遅れになったと報告され

ています。 

 また、それぞれの会場での新成人代表者の皆さんの活躍で新成人自身が成人としての

自覚を持つ機会となったのではないかと思います。 

 なお、今年から全会場にて式典の項目となりました「母子健康手帳の贈与」につきま

しても、会場内の新成人者の反応もよく、また、翌日の新聞でも取り上げていただいた

ことで多くの方に関心を持っていただけたことと思います。この母子健康手帳贈与は来
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年度以降も継続して実施していきたいと思っております。 

 記念品につきましては、昨年度と同じで、新成人に「故郷さが」と「物を大切にする

心」を忘れないでもらいたいとの願いを込めまして、佐賀市産ヒノキ材を使った諸富家

具振興協同組合作製の「マイ箸」、今日、見本を持ってきましたが、「マイ箸」をお渡し

いたしました。今回は袋の台紙に「祝成人」と「２０」の文字を新成人の方に書いてい

ただき、裏面には新成人が生まれた年である「１９９１年～１９９２年の出来事」や「佐

賀市あれこれ」として、統計から見た佐賀市を記載いたしました。 

 今年の成人式の参加者でございますが、全体で２，００８名でした。住民基本台帳に

２，５５６名の登録がありましたので、７８．５％の参加率となります。 

 佐賀会場につきましては、参加者が１，２８０名となっています。会場の市民会館前

の広場やロビーには多くの新成人が集まり、久しぶりに会う友達同士で話が弾み、式典

開始５分ほど前までは大変賑わっておりました。その後、係員の誘導により新成人者は

式典開始直前までにはホールに移動し、ホールの中も満席となりました。 

 先ほど教育長からもお話がありましたが、式典につきましては、最初は若干ざわつい

ておりましたが、新成人代表の司会者の第一声で客席から拍手が起こり、会場が一体感

に包まれ、来賓の皆様やご家族の方々もご臨席いただき、議長の祝辞、佐賀市長の式辞

など新成人の門出を多くの方で祝うことができました。 

 また、８名の新成人代表者が「司会・進行」、「新成人の受付」、「新成人代表の誓いの

言葉」などの役目を担われました。特に、新成人の代表として代表者自らの言葉で述べ

られた誓いの言葉は大変力強く、すばらしい成人式となりました要因の一つであったと

思っているところです。 

 報告は以上でございます。 

 

（委員長） 

 全体の総括した報告がありましたが、委員のほうから各会場に参加されての感想な

り、報告を一言ずつお願いします。 

 

（Ｃ委員） 

 私は諸富に行かせていただきました。 

 式が始まってからもなかなか私語がおさまらずに、あらっという感じで見ておりまし

た。式辞のときは静かにはなっていたみたいですが、来賓の方がお話をされているとき

に言葉をオウム返しで言ってみたり、ひそひそ笑いではなく、声を出して笑っている人

がいたので、ちょっと失礼な態度だなと思いました。 

 母子健康手帳贈与は、とてもほほ笑ましい光景だなと思いましたが、全体的に３０分

ぐらいの式でしたが、もう少し人の話をきちんと聞ける態度というのを身につけないと

いけないなと思いました。 

 以上です。 

 

（教育長） 

 大和会場です。 

 ここに書いてありますように、１５分おくれて開始になりましたが、式全体は及第点

かなと思いますけれども、課題を挙げてみますと、やはり会場の構造というのが非常に

わかりづらかったので、私も行ったときに実際にどこで開催されるのか丁寧な誘導が必

要であろうと思いました。 

 会場が、一番高いところから下に降りなければいけないというふうな形で、初めて行

く人間はなかなかわかりづらいと思いました。ということは、誘導は、早目に案内する

ようにきちんとしないことには、１５分おくれというのは今後もあると思います。それ

が１点です。 

 もう１つは、確かに始まる１５分間の間延びが影響を多分に及ぼした部分もあります
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が、最初、私語、立ち歩き等があって、こういう雰囲気で本当にこれで成人式が成り立

つのかなという思いがありました。式典に入りましたらそこそこの態度でしたが、私の

気持ちからすると及第点ぎりぎりぐらいかなと。やはり聞く態度、服装、姿勢、これは

びしっとしなければいけないということを思いました。 

 逆に言えば、新成人が企画運営をしている会場がありますよね。そこは意外といいん

ですね。去年行った東与賀とか、その前に行ったのは富士でしたか、自分たちで企画し

て運営をしていくというふうになりますと、自分たちがそこの主賓であるという自覚が

あって非常にいいなと思いました。 

 だから、それぞれの会場で行われている工夫された部分は、情報を横に共有し合って、

本当に役に立つ部分、あるいは式典が本当に盛り上がる部分については、お互いに情報

を取り入れてやっていただくといいのではないかなと。もしかすると、横の８カ所のつ

ながり、どういうふうにやっているのか、情報の共有が図れていないのかなという思い

がありましたので、そこら辺が欲しいなと思いました。 

 以上です。 

 

（Ａ委員） 

 私は富士に参加させていただきました。 

 フォレスタふじというすばらしい施設で、参加の成人は４６名でした。私もできるだ

け早目に来て、一緒に出迎えをしておりましたけれど、非常に和やかな雰囲気で、会も

定刻にきちんと始まりまして、聞く態度も立派だったと思います。 

 そして、少人数ですから可能なんですけれども、一人一人の抱負とか、現況の報告を

していただいて、学生さんもいれば、既に社会人の方もいらっしゃって、社会人の方は

今後をどうやるかということ、また、学業中の方は今後の進路についての目標等を語ら

れておりました。 

 男女とも自衛官の方が２名いらっしゃって、国防に頑張りたいとか、災害があれば一

人でも多くの人を助けたいと言われた言葉が非常に感動いたしました。ちょうどうちの

娘と同世代、高校の同級生も何名かいらっしゃったようで、本当に親の気持ちで祝辞を

読まさせていただきました。 

 母子手帳を渡すときは、後ろの父兄さんがたの中には、やはり涙ぐむ方も何名かいら

っしゃいました。私は３回目の参加になりますけど、いつもいい思い出しかないので、

今後、大人数のところに行ったときは、ちょっと不安ですけれども、非常にすばらしい

体験をさせていただいたと思っております。本当に富士支所の皆さんのご努力のたまも

のかなと思いました。 

 

（Ｂ委員） 

 雪が心配だったものですから、前山教育課長さんに送り迎えをしていただきました。

ありがとうございました。 

 三瀬のせせらぎみつせ館という、できたばかりのきれいな会場でしたけれども、新成

人は１４名、女性が４名、男性１０名の出席がありました。 

 ここはとても人数が少なくて、私が市長さんの式辞を述べるときも、凜とした空気が

あって、下を向いている人なんかいなくて、真っすぐ私のほうを見ておりました。非常

に厳粛な式でありました。 

 その後、自己紹介と自分の抱負ですね。お父さん、お母さんの名前も一人一人言った

んですね。そして、これからの自分の夢を述べられました。これから考えるという方も

いらっしゃいましたけれども、非常にしっかりした意見を持っているなと思いました。 

 それからまた、来賓の方全部が新成人に対してメッセージを述べるという場面があっ

て、とてもよかったと思います。記念撮影もありましたが、その最後にまた自分たちで

外に出て記念撮影をしておりました。そのとき、「さあ！大人の出番です」ののぼり旗

を持って写真撮影をしていらっしゃったのが非常に私は印象深くて、この人たちに託せ
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るという思いがいたしました。本当にとてもいい式でございました。 

 以上です。 

 

（Ｄ委員） 

 私は、川副の会場に行ってまいりました。 

 人数が比較的多くて、１８７名の参加ということだったんですが、たくさん集まると

皆さん懐かしくて、会場入り口の、受付段階で人が滞留してしまうんですが、新成人の

実行委員の人たちがおられまして、受け付けと会場のアナウンスで一生懸命着席してく

ださいということで回られまして、何とか時間どおりに始まりまして、式のほうは滞り

なくいったなと思います。 

 川副会場の成人式は結構荒れた時期があって大変だったらしいですが、新成人たちが

実行委員として開催されるということで、会場の新成人の人たちはいろんなスタイルの

人もいらっしゃったんですけど、それなりに参加する意識があって、会としてきちんと

成立していたのじゃないかなと思いました。 

 式の最後には、「実行委員の人たち本当にご苦労さまでした」ということで、会場か

らワーッと拍手が上がってよかったなと思いました。 

 写真撮影のときは、人数が多いので出身校のクラスごとに撮影をするんですけど、ず

っと写っている人がいて、どうなるのかなと思ったんですけど、まあ、記念だからいい

のかなと思いながら見ておりました。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 東与賀はおられないですかね。 

 では、久保田です。私が行ってまいりました。企画から立案、そして運営と、すべて

実行委員の方が自分たちでやっていて、そして、自分の郷土の大人たちが、親も含めて

先輩たちが本当によかったねと祝福してあげているというような感じでの、本当に申し

分ない成人式だったと思っております。 

 支所のほうで世話をしていただきましたお骨折りが本当によくわかる成人式で、申し

分ございませんでした。どうもありがとうございました。 

 こんな感じであれば、やはり成人式は、自分たちの郷里はここだからと、それぞれ郷

里でするような感じになるのかなと思いました。町村合併しても一つでやるというのは

なかなか道のり遠いかというような思いがありますが、いかがでしょうか。 

 

（Ｂ委員） 

 そうですね。 

 

（Ａ委員） 

 私も佐賀会場を見て、確かに式典は例年に比べてちゃんと話も聞いてよかったと思い

ます。１つは問題を起こすような子たちが外に出て、入っていなかったというのもある

かもわからないですが、それでも非常にこの子たちは中学校時代、心配な学年だったの

で心配していましたから、外にいる子たちも変な行動をする子もいなくて、この子たち

は成長したなというふうな気持ちを持ちましたね。 

 ですから、キャパシティーや収容力の関係から、文化会館で全員が入れる会場という

のを考えていただきたいです。私たち同世代の親の意見でも、最初から入り切れない会

場を用意するのはおかしいんじゃないかという意見を多数聞きましたので、ちょっとご

報告させていただきます。 

 

（委員長） 

 宿題といいますか、将来、佐賀市全体としてどう持っていくのがいいやり方なのかと
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いうのは、回を重ねながら検討していかないといけないと思います。これからの成人式

のあり方、どういうふうにするか、大切なテーマになるかなと思っております。だけど、

無事に成人式が済んで、佐賀市ではこんなふうに祝福できたことをうれしく思います。

どうもありがとうございました。 

 ほかに何かありますか。 

 

（Ｂ委員） 

 きょうは学校教育課長さんはお見えでないですが、ちょっと気になっていたことがあ

ります。この４月から中学校の学習指導要領が完全実施になりまして、保健体育で武道

とダンスが必修化されますが、武道で専門的な指導法というのが非常に必要になるので

はないのかと思いました。この間、ＮＨＫの番組の中でも体育の先生が「非常に心配だ」、

「自信がない」ということを言っていらっしゃいました。 

 私も以前から思っていましたが、体育の先生もその専門ばかりじゃございませんか

ら、県教委ではそういう講習会もなされているようですが、講習会だけで先生たちの不

安を取り除けるのかなと思いますし、あるいは地域のそういう方たちをＴＴみたいにし

て活用していただいた場合、何か予算があるのかとか、そこら辺がちょっと心配でした。 

 そして、恐らく武道でも柔道をする学校が多いんじゃないかと思いますが、柔道とい

うのは事故も多いし、そこら辺でちょっと心配だという点が１つ。 

 もう１つは、今ごろは宗教的にそういうことをしないという生徒もいるのではないか

と思うんですね。だから、親がさせてくれるなといった場合の措置とか対応とかは、ど

うなっているかなと思いましたのでお聞きしたいと思います。 

 

（教育長） 

 指導体制については万全を期すようにしています。つまり、安全を一番に考えており

ますということです。佐賀市内では剣道、柔道、そしてなぎなた、相撲を幾らか取り組

んでいますが、一番危険度が高いのは柔道ではないかということでご心配のことと思い

ますが、柔道の指導体制だけにかかわらず、教師の複数体制をとるというのが１点です。 

 そして、その複数体制の中に地域人材の専門家を必ず入れてチームティーチングを組

むということで、特に柔道については複数指導体制で臨むということを前提にしていま

す。 

 それから、県の実技講習会で指導法の講習と段位を持っていらっしゃらない先生の段

の取得については、もう既に研修が始まっておりますので、それに参加を積極的にして、

どの学校でも特に柔道については安全性が懸念されますので、指導者の空白が出ないよ

うに学校教育課では万全を期しております。 

 それから、先ほどおっしゃられました格闘技をしないというのは、これは宗教上あり

ます。小学校のときから運動会の競技には参加しないとか、いわゆる戦争をイメージす

るものには参加をしないとかありますけれども、現状ではまだ聞いていませんので、こ

こら辺が出てきましたら対応せざるを得ないというふうに考えております。 

 今後とも、安全には万全を期して、教育委員会の中でも指導の経過なりを報告するよ

うにしたいと思います。 

 

（Ｂ委員） 

 ぜひお願いします。ありがとうございました。 

 

（Ａ委員） 

 学校訪問等で大和中とか、城東中に行ったときに、両方やるということだったんです

けど、どちらかを選択するかとか、両方やるかとか、というのは学校ごとに違うんでし

ょうか。 
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（教育長） 

 基本的には学校が決めますが、小さな学校はほとんど１種目です。ところが、大きな

学校は２種目の中から選択するというふうなことになっていますので、２種目でやる学

校が多いです。２種目でやる学校と１種目を学校が決めてやっているところと２種類ご

ざいます。 

 

（Ａ委員） 

 柔道の施設は全部の学校にあるんでしょうか。 

 

（教育長） 

 武道の必修化に伴い、すべての学校が最低限の学習環境を整えることで、３月までに

すべて終わることになっています。柔道場がないところは畳を用意して体育館でできる

ようにします。用具についても学校備えつけで整備をするとか、そこら辺の対応につい

ては学校教育課のほうで既に行っております。 

 

（委員長） 

 ほかに何かありますでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、予定しておりました１月の教育委員会の議題はすべて終わりましたので、これ

をもちまして１月の定例教育委員会を閉会いたします。どうもありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


