
教 育 委 員 会 会 議 録 

    
平 成 ２４年３月  定 例 教 育 委 員 会 

開 会 日   平成２４年３月２１日（水） 

開 会 時 間   午後４時００分～午後４時５８分 

開 会 場 所   佐賀市大財別館４－２会議室 

 

委

員 

 

 

 古賀委員長   山下委員     福島委員 

 岸川委員    光吉委員     東島教育長 
 

出 席 者 事

 

務

 

局 

中島こども教育部長 荒金社会教育部長 古田こども教育部副部長兼

教育総務課長 角学校教育課長 貞富学事課長 藤田こども課長 黒

木こども教育部副理事兼子育て支援センター所長 右近社会教育課長

 金山社会教育部副部長兼文化振興課長 宗青少年課長 重松図書館

長 吉松スポーツ振興課長 真島諸富教育課長 藤瀬大和教育課長 

野中富士教育課長 前山三瀬教育課長 諸田川副教育課長 碇東与賀

教育課長 吉村久保田教育課長 今井教育総務課副課長兼総務係長 

本村教育総務課教育政策係指導主事 

提 出 議 案 

 

第４０号議案 佐賀市公民館条例の一部を改正する条例の一部の施行期日 

       を定める規則 

第４１号議案 佐賀市公民館条例施行規則の一部を改正する規則 

第４２号議案 佐賀市公民館職員の任免、勤務時間等に関する規則 

第４３号議案 佐賀市立図書館条例の一部を改正する条例の一部の施行期

日を定める規則 

 

協 議 事 項  な し 

報 告 事 項 

 

①平成２４年度の学校給食費について 

②社会教育委員の会議報告について 
 

欠 席 委 員  な し 

傍 聴 者 数  ２ 名 

報道関係者  な し 

会議録作成者 教育総務課副課長  今井 剛 



  1 

日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 皆さんこんにちは。中学校の卒業式、そして、小学校の卒業式と無事に終え、そして、

きょうは非常に気候がよくなって、春も近いなという感じになりました。 

 これより佐賀市定例教育委員会の３月定例委員会を開催したいと思います。 

 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に進めたいと思います。

ご異議ありませんでしょうか。 

    〔「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） 

 ２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、３月１６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、何か訂正、あるいは確認などありましたらおねがいしま

す。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、承認といたします。 

 

日程３ 教育長の報告 

 

（委員長） 

 日程３の教育長の報告を求めます。 

 

（教育長） 

 まずは、議会の一般質問が終わりまして、きのうから常任委員会が行われています。

私どもの所管で仕切り直しの部分がございましたので、きょうの朝まで常任委員会に臨

んでおりました。 

 今回の議会も３０人中１８名の議員から２４項目の質問が出まして、教育に対する関

心の高さを伺わせる議会でございました。私どもにとってみれば、教職員の人事異動と

両方でということで、今回の議会は、特に学校教育課には大変な苦労をかけたかなとい

うふうな思いをしております。 

 いずれにしても、この議会で出たことにつきましては、真摯に受けとめ、また、私ど

もが教育委員会として施策を立案する場合、あるいはそれを遂行していく場合には、そ

のことを念頭に置きながらということになろうかと思っております。 

 １点目は、卒業証書授与式が３月９日金曜日に中学校、そして、３月１６日金曜日に

小学校で行われました。私は昭栄中学校と東与賀小学校に行かせていただきましたが、

いずれの学校も、総力を挙げて子どもたちの心に残る卒業証書授与式が開催されたとい

うことで、非常に感謝をすると同時に、感激もしたところでございます。歌声が響く学

校、あるいはきちんと歌う学校は健全であると私もかねがね校長先生に言っておりま
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す。そういう意味から、昭栄中学校の式歌に対する構えというのは非常にすばらしいも

のがございまして、日常の学校での教育活動の集大成が見えたかなというふうな思いで

卒業証書授与式に臨みました。 

 ２点目は姉妹都市交流で、昨年は委員長職務代理のＤ委員に行っていただきました

が、グレンズフォールズ市の訪問が、いよいよ今月２４日から４月４日までという１２

日間で行われますが、その結団式が３月１５日にございました。今回は中島こども教育

部長が団長になりまして、５名の引率と２０名の中高生がグレンズフォールズを訪れま

す。これだけグローバル化した社会の中で国際社会に生きるという視点からは、現地で

学ぶというのが一番大事なことでございます。そういう意味では一つの機会であるとい

うことで、恐らくここで体験を重ねた中学生、高校生は将来的に自分の生き方に大きな

プラスになるものというふうに考えたところでございます。 

 ３点目ですが、これは報道機関等でも随分と報道されていましたが、嘉瀬川ダムの竣

工式が、６００名以上の参加を得まして、昨日行われました。この嘉瀬川ダムは４０年

近い年月をかけて完成したということで、実際に建設着手されたのが昭和６３年と聞い

ております。本当に治水、利水、あるいは景観というふうな面から多目的ダムであり、

また、水力発電も当然兼ね備えているということで、日本でも一、二を争うぐらいのダ

ムができて、今後の佐賀県内の潤いになるのかなと、そんな思いで参加をさせていただ

きました。 

 特に土地を提供された方々は感無量の様子でございまして、本当にこの日を待ち望ん

でいらっしゃったということがよく見てとることができました。 

 ３点申し上げましたが、今回は議会に終始した１カ月でございました。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 教育長からの報告がありましたが、何かご質問はありますでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、ご苦労さまでございました。 

 

日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

 引き続きまして、日程４の議題に入ります。 

 最初に、第４０号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を

定める規則』及び第４１号議案『佐賀市公民館条例施行規則の一部を改正する規則』に

ついて、社会教育課から説明をお願いします。 

 

（社会教育課長） 

 まず、第４０号議案『公民館条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規

則』でございます。２ページをお願いいたします。 

 これについては、１月の定例教育委員会で承認がされました南川副公民館の新設に伴

う公民館条例の一部改正の施行日を開館日の４月３日とするものであります。 

 １月に承認がされました条例の改正内容につきましては、南川副公民館の名称、場所、

使用料を定めたものでございます。 

 続きまして、第４１号議案『公民館条例施行規則の一部を改正する規則』です。４ペ

ージをお願いいたします。 

 まず１点目は、南川副公民館の開館時間の変更、それから川副のほかの３公民館の休

館日の変更です。 

 ２点目としては、旧佐賀市公民館の地域委託の見直しに伴うものでございます。 

 説明は６ページ以降でいたします。新旧対照表を載せております。 
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 まず、公民館条例施行規則の分ですが、第５条、川副公民館の開館時間を現行では午

後５時までとしておりますが、それを午後１０時まで延長するものです。あわせて公民

館の名称も変えております。土曜日についても正午までということですが、これを午後

１０時まで延長するものです。 

 第９条については、公民館運営の一部委託という部分ですが、一部委託の廃止を４月

以降しますので、この条項を削って、新たに右の改正後、第９条として、公民館事業の

計画や実施に当たって住民の意見が反映されるよう努めることを規定するものです。 

 直営になりましても、これまで同様、地域の意見を十分に聞きながら、公民館の運営

に努めることを規定しております。 

 それから、７ページは休館日の変更です。川副公民館は名称を南川副公民館に改めて、

これまで毎週日曜日が休館日でしたが、それを毎月第３日曜日のみを休館日とするとい

うことです。 

 それから、年末の休館について、旧市のほかの公民館に合わせて１２月２９日から休

館とするという改正にしております。これに合わせて、川副のほかの３公民館につきま

しても、年末の休館日を１２月２９日からにしたいと思っています。 

 それから、８ページ、９ページにつきましては、教育委員会の組織規則の改正です。 

 ８ページの部分につきましては、社会教育部の組織を定めたものです。それから、９

ページは出張所教育課の組織を定めたもので、いずれも川副公民館を南川副公民館に改

めるという内容でございます。 

 ５ページに戻っていただきまして、附則のところですが、この規則は、平成２４年４

月３日から施行します。第９条の地域の住民の意見を反映するという部分の改正規定に

ついては、４月１日から施行します。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 以上、説明がありましたが、何か質問はございますでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、承認といたしたいと思います。 

 続きまして、第４２号議案『佐賀市公民館職員の任免、勤務時間等に関する規則』に

ついて、これも社会教育課から説明をお願いします。 

 

（社会教育課長） 

 １１ページになります。 

 これにつきましては、４月１日付で任用します公民館職員の身分、任免、勤務時間を

定めた規則でございます。 

 この説明については、別紙で１枚説明資料をお配りしております。「佐賀市公民館職

員の任免、勤務時間等に関する規則」の説明資料ということで、これをもとに説明いた

します。 

 現行の公民館運営協議会の就業規則を基本としておりますので、大きくは変わりませ

ん。現行と大きく異なる部分だけ説明をいたします。 

 左のほうが現行の就業規則、右が規則案です。 

 任期につきましては、これまでは任期の定めのない任用ということでしたが、規則案

では任期は３年以内とし、満６５歳に達する年度を超えては更新をしないという規定に

なります。 

 それから、退職のところで、現在は定年がありましたが、６５歳を超えた後の任期満

了で退職となるというように変更になります。 

 それから、下から５つ目の勤務時間も変わります。これまでは月曜日から金曜日まで

週４０時間勤務でございましたが、４月以降は１週間当たり３５時間、１日１時間短く

なります。非常勤職員ということで時間を短くしております。 
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 次に、２ページになりますが、一番下の災害補償について、これまでは労働災害補償

でしたが、今後は公務災害補償というふうになります。 

 資料の１９ページの、下の附則のところに書いていますが、施行期日は本年の４月１

日です。 

 次に、２０ページに、有効期限というふうに書いていますが、この規則については、

現に公民館に勤務している職員で４月１日以後に公民館主事として任用される職員に

限定したものでありますので、対象者がすべて退職となる平成５４年３月末までの時限

的な規則というふうにしております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、何かご質問ありますか。 

 これまで何回も審議がされていると思いますが、今回変わるということに対して、今

の職員の方からの異議はないですね。 

 

（社会教育課長） 

 はい、賛成していただいております。 

 

（委員長） 

 賛成されているということですので、よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、承認といたします。 

 次に、追加議案が１議案出ています。別紙で資料が配布されていますが、第４３号議

案『佐賀市立図書館条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則』につい

て、図書館から説明をお願いします。 

 

（図書館長） 

 図書館からですが、最初に報告をさせていただきます。 

 １月２４日の教育委員会におきまして、『図書館条例の一部を改正する条例』を提案

させていただきました。 

 追加議案のおわりから２枚目をご覧ください。 

 資料の２の図書館協議会委員の任命基準の議案と、資料３の川副館の設置と東与賀館

の管理運営の変更に伴う議案、この２議案を提案させていただきましたが、定例議会に

提案するときに文書担当課の総務法制課の指示によりまして、資料の１のとおり、この

２つの議案を１つにまとめて、第３９号議案として今定例議会に提案いたしております

ことをまずご報告させていただきます。 

 それでは、第４３号議案『佐賀市図書館条例の一部を改正する条例の一部の施行期日

を定める規則』であります。先ほど資料１の第３９号議案の図書館条例の一部改正で、

今回、４月から開館いたします川副館の設置につきましては、施行期日を附則において

教育委員会で定める日からとしておりますので、その期日を南川副公民館の開館に合わ

せて平成２４年４月３日とする規則であり、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案するものであります。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 説明がありました。図書館川副館の開設のことについての条例のことでございます

が、何か質問ありますか。よろしいですか。４月３日からということでございます。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、承認といたしたいと思います。 
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日程４ 報告事項 

 

（委員長） 

 それでは、日程５の報告事項に入ります。 

 まず初めに、「平成２４年度の学校給食費について」、学事課より説明をお願いしま

す。 

 

（学事課長） 

 それでは、委員会資料の２１ページから２２ページをご参照いただきたいと思いま

す。 

 給食費につきましては、毎年度３月の定例教育委員会で次年度の給食費について報告

をさせていただいております。そこで、平成２４年度の給食費について報告するもので

す。 

 給食費につきましては、大和地区から現行の給食費では給食運営上、大変厳しいとい

うことで、給食費の増額の要求が以前からあっておりました。このことにつきましては、

２月の勉強会の折に説明をさせていただきまして、大和地区の学校やＰＴＡの意見を聞

き、その結果を踏まえて３月の定例教育委員会で報告したいということを申し上げてい

たところでございます。 

 勉強会の後、大和地区の学校、中部学校給食センターの選択制弁当方式によって給食

を実施している大和中学校は除いた、ほかの４つの小学校とそれぞれのＰＴＡに意見を

伺いまして、平成２４年度は現行の月額より１００円増額することということで了承を

得たところでございます。 

 そこで、大和地区の次年度については、月額を現行の３，８００円から１００円引き

上げまして３，９００円に、年額４２，９００円にするように考えております。 

 なお、大和地区以外については、表に載せておりますけれども、中部学校給食センタ

ーの１０中学校を含めて、平成２３年度のまま据え置くということで考えております。 

 また、ミルク給食費ですけれども、２月２４日付で佐賀県から平成２４年度の供給単

価及び供給事業者に対し通知がございました。その通知のとおり取り扱いたいと考えて

おります。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 説明がありました。これは勉強会で詳しくご説明をしていただきましたが、大和地区

の小学校４校の月額１００円の値上げをということでございます。よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、承認いたします。 

 続きまして、社会教育委員の会議報告について、社会教育課より説明をお願いします。 

 

（社会教育課長） 

 ２３ページをお願いします。第４回の社会教育委員の会議の報告です。 

 議題としては３点ございました。 

 最初の公民館の指針についてですが、公民館の指針というものは、公民館の役割、機

能を実現するため、公民館が力を入れるべき施策をつくって、その施策を実現する公民

館事業は何かを定めるという指針になります。これにつきましては、社会教育委員の意

見を聞いて、平成２４年度上半期までに策定をしたいと思っています。 

 それについての意見を３の(1)にまとめておりますが、まず１点目、「家庭教育支援の

充実」事業としては、生まれる前からの支援や、そういう事業が必要という意見でござ

います。 

 それから、他の意見を要約しますと、例えば、乳幼児健診などは公民館で行えば親同

士の交流がふえるのではないかという意見もございました。この公民館の指針の中で
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は、「家庭教育支援の充実」についての意見として出たものです。 

 ２４ページの一番上、これは公民館事業についての意見ですが、子どもへの働きかけ

が重要であると、子どものうちから公民館に来るような習慣づけをしておけば、成人に

なった後も公民館を利用するだろうということです。 

 それから、１つ飛んで、校区内に限定をせずにオープンにすべきではないかといった

意見もありました。 

 それから、(2)のすぐ上の部分で、公民館というのはお年寄りが集まるところぐらい

にしか思っていないので、若者への働きかけが必要ではないかという、公民館事業につ

いての提案があったところです。 

 それから、(2)は青少年センターのあり方について、今後の青少年センターのあり方

について意見を聞いたものです。 

 その中で、３点目に不登校の高校生が２００人程度いると。青少年センターでトレー

ニングを受ける、支援を受けるなどして学習の機会を得て、人とつながる、そういう展

開ができれば非常に青少年センターとしても有効性が深まるのではないかといった意

見がありました。 

 それから、(3)助成事業補助金については、市費を投じるのであれば、子ども若者育

成支援推進法に規定されているようなものに絞った活用の仕方を考えるべきではない

か、そういった意見が出ております。 

 概要としては、以上でございます。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、具体的な内容もプリント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、何かご質問があればおねがいします。 

 

（教育長） 

 ２３ページの主な意見の３点目に家庭教育講座のことが載っていますね。これは、当

初は国の政策として進めていたんですが、今は市費でやっているんですか。 

 

（青少年課長） 

 はい、市費で行っています。 

 

（教育長） 

 各学校の入学説明会に合わせて家庭教育講座を行っているのですが、１５分とかで

は、とてもじゃないですが、充分とはいえないのではないかと思いますが。教育家庭講

座はもう受け入れて１０年近くなりますよね。何か学校現場の中でもこれに対する意見

というのはないんですか。 

 

（青少年課長） 

 毎回、家庭教育講座が終了しましたら参加保護者、学校からアンケートをいただいて

おります。 

 先ほど教育長がおっしゃった講座の時間が１５分というのは、まず学校に、家庭教育

講座を新入学説明会の折にさせていただきたいというお願いをしまして、学校から時間

帯の希望が上がってまいりますので、それに合わせて講師の先生の希望も聞き行ってい

るのが現状です。 

 また、反省を踏まえて、次年度どうしたほうがいいかということも考えながら、毎年

行っているところです。 

 

（教育長） 

 毎年、時間のとり方が非常に問題、課題になっていますので、例えば、ここで行うと
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決めてしまうのではなくて、選択の幅を広げる。１年生の保護者授業参観のときにいた

しますよとか、この時期だけにという限定ではなくて、選択の幅を広げて学校で選んで

いただいくことで、時間の保証をしたりとかする必要があるのではないかと思います。

実際、１５分の教育講座では、なかなか話もできないので、せめて３０分あればという

思いがありますよね。だから、そろそろその辺りの方向を少し考えるべき時期じゃない

でしょうか。 

 仮に例を挙げれば、最初に授業参観、ＰＴＡ総会等をするときにこれを持ちますよと

いうことでもいいでしょうし、せっかくやるんですから、保護者の役に立つような方法

を検討する時期に来ているんじゃないかなと思います。 

 

（青少年課長） 

 はい、教育長の意見を参考に検討させていただきます。 

 

（委員長） 

 各部署で、いろいろな事業を行っていますが、何か細切れといいますか、それぞれの

ところは一生懸命されているけれども、地域の方々にはサービスとして受けとめてもら

えないような状況も起こってきているというような思いがあります。各課ともいろんな

事業がありますから、一緒にやれるようなところは一緒にして、そして、豊かなものに

していく作業を少しずつしていただきたいなと思うところです。よろしくお願いしま

す。 

 それから、中学校までは学校教育課の支援や家庭など、いろいろな子どもへのアプロ

ーチがありますが、中学校が終わったときに、高校に行ける子はいいですが、中学校が

終わって学校教育から外れる子がいます。その子たちは非常に社会的に行き場がない。

だから、場合によっては放課後の時間に自分の出身の中学校の近くでうろうろしたりと

いう状況もあるんですね。義務教育が終わった後の社会の中に溶け込んでいけない子ど

もへの支援もぜひ考えていただきたいなと思っていますので、それもよろしくお願いし

ます。 

 

（青少年課長） 

 社会教育委員会の中でも同様のご意見をいただいておりますので、今後、青少年セン

ターのあり方とあわせて一緒に検討をしていきたいと思っております。 

 

（委員長） 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 ほか何かございますか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご苦労さまでございました。 

 報告としてあげてはおりませんが、小中学校の卒業式の状況がどうだったのか、かい

つまんで報告していただきたいと思います。教育委員と、出席した出張所教育課から確

認したいと思います。 

 Ａ委員からおねがいします。 

 

（Ａ委員） 

 私は、西川副小学校に行ってきました。 

 真新しい体育館の中で、厳粛で非常にいい式でした。歌では、子どもたちだけが歌う

のではなくて、パートが卒業生、在校生、教職員と分かれていて、一緒に先生たちも歌

っていらっしゃったのがとても印象深くていいなと思いました。 

 以上です。 
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（Ｂ委員） 

 私は、中学校は城東中学校、小学校は諸富南小学校で祝辞を述べさせていただきまし

た。 

 城東中学校は１９４人中１９１人の参加でした。３名は不登校ということで、後に校

長室でいただく形で、全員に証書を渡されています。 

 先ほど教育長がおっしゃられたように、歌を歌うことが大事ということで、それは吉

木校長先生も非常に認識されていて、特に今の３年生は入学してきたときは全く歌も歌

えなくて、自尊意識が低い子たちが多かったということだったのですが、ご指導のたま

ものといいますか、式歌で「旅立ちの日に」という歌を歌われていましたけれども、み

んなよく声を出していて、校歌も非常によく声が出てすばらしい卒業式だったと思いま

す。 

 また、吉木校長先生が譜面を準備されていたので、恐らく歌われるのかなと思ってい

たら、やはり式次の最後のほうでギターを弾いて「乾杯」を歌われました。 

 それから、諸富南小は５５人の卒業でしたけれども、特に驚いたのが、来賓の方が同

数の５０名ぐらいいらっしゃって、地域のきずなというものを非常に感じさせていただ

きました。また、こちらも白木校長先生が音楽のご専門ということかもわかりませんが、

式次の中で歌を１小節歌われたり、式歌は、かけ合いのような小学生にしては非常に難

しい歌を大変よくご指導されていて、非常にすばらしい歌声で理路整然と子どもたちの

動作もなされていたと思います。 

 特に最後の校歌は児童も教職員の皆さんも、それから保護者の皆さんも来賓もみんな

一斉に歌われて、私も一緒に歌いながら涙が出るような思いでした。どちらもすばらし

い卒業式だったと思います。 

 

（Ｃ委員） 

 小学校は若楠小学校に行きました。 

 ちょうど若楠小学校はインフルエンザが大変はやっていて、２月いっぱいまではマラ

ソンをしたりして、インフルエンザの感染を食いとめて頑張っていたそうですが、暖か

くなってきたら、インフルエンザがすごくはやってしまって、少し欠席の子がいました

が、全体としてはみんなすごく歌声も元気がよくて、体育館じゅうに響き渡るような歌

声で、非常に元気で明るい卒業式でした。 

 それから、中学校は城南中学校に行きました。 

 城南中学校も女の子は泣く子もいて、みんな感動しているような、すごくいい卒業式

でした。 

 城南中はことし不登校の子が結構多くて、校長先生もそのことをおっしゃられました

が、入院している子などもいて、最後の卒業式だけ来た子もいましたが、卒業式も来る

ことができないという子も何人かいました。 

 先ほど委員長がおっしゃったように、卒業後の進路が全く決まっていない状態のまま

卒業してしまうということを本当に心配しているところだったのですが、やはり社会教

育なりでケアしていくことができたらいいなと思います。 

 これは私の意見ですけど、学校ができないのであれば、例えば、理容師とか美容師の

職業訓練とか、そういうものに行ったりとかして、手に職をつけて社会参加できるよう

にするとか、何かそういう場があればいいなと思ったところでした。 

 以上です。 

 

（Ｄ委員） 

 私は、芙蓉中学校に行かせていただきました。 

 芙蓉中は１５名の卒業生がおりまして、何ら問題はございませんでした。服装の乱れ

もないし、みんなきちんとしているし、歌も１５名だったんですけれども、非常にしっ

かり歌っていました。もっとたくさん生徒がいるような声が出ておりました。 
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 名尾和紙でできた非常にすばらしい卒業証書をいただいたんですけど、ここは額縁に

入ったものを１５名ともいただきました。来賓の方も非常に多くて、交番の方もいらし

て、和やかで非常に厳粛な卒業式でした。 

 小学校は中川副小学校に行かせていただきました。 

 ここも始まって以来の少ない人数で、１７名という卒業生でした。花がいっぱいあち

こちに飾られて、とても式場がきれいで和やかで、心が本当に豊かになるような雰囲気

でした。 

 ここも来賓の方もとっても多かったです。約１時間半の式の間、１年生ももぞもぞす

る子がいなくて、私は１年生があれだけの時間いすにきちんと座れていることに対して

本当にびっくりしました。そして、ここは合唱で歌っていました。ピアノ伴奏は校歌以

外は子どもたちがみんな受け持っていて、卒業生も男の子の伴奏で、「旅立ちの日に」

はとても難しいところがありますが、難なく弾いておりまして、すごいなと思いました。

とてもいい卒業式でございました。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 各支所からも報告していただきます。大和のほうから、お願いします。 

 

（大和教育課長） 

 私は春日北小学校のほうに出席して、祝辞を述べさせていただきました。 

 私が一番印象に残ったのが、会場のつくりが、卒業生と在校生がお互いに向き合って、

あとの２方向に保護者、来賓が座るという形になっていました。真ん中に演台が設けら

れてありまして、そこで校長先生から卒業証書を授与されまして、お互いが中心を向く

形になっておりまして、初めてそういう会場のつくりを見ましたが、いいなと感じまし

た。 

 最初、緞帳が上がりまして、卒業生が舞台から下におりて、卒業生の席に座るという

形で、また、子どもたちの歌声も元気があって、非常にいい卒業式を見させていただき

ました。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 富士支所、お願いします。 

 

（富士教育課長） 

 私は、中学校は富士中に行かせていただきました。 

 富士中は市長が式辞を述べられましたので、式辞は私はなかったのですが、先ほどお

話しされたように、ピアノの伴奏を生徒がして、後輩とかけ合いで元気よく歌っていま

した。 

 非常に和やかな雰囲気で、人数的には２２名と富士中は少ないですが、厳粛な式でし

た。また、保護者とか関係者、来賓の方も子どもたちより多く来ていらっしゃいました。

中学校は以上です。 

 小学校は富士小学校に行かせていただきました。 

 富士小学校も来賓も相当多くて、卒業生はことし非常に少なくて９名でしたが、中学

校も一緒でしたが、一人一人が元気よく抱負を述べ、子どもたちの歌も大きな声で、い

つも卒業式に行きますが、ことしも感動させられました。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 三瀬支所、お願いします。 
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（三瀬教育課長） 

 三瀬では、中学生が１８名、小学生が８名の卒業生ということで、少人数でございま

す。 

 式次第の中に「別れの言葉」というのがありまして、小・中学校とも在校生、卒業生

で歌を歌ったり、感謝の気持ちや激励の言葉のかけ合いをほとんどの子どもたちが参加

する形で約３０分程度ありました。 

 小規模の学校ならではのことということもありましたが、本当にすばらしい卒業式で

ありました。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 では、諸富支所、お願いします。 

 

（諸富教育課長） 

 小学校につきましては、Ｂ委員さんが言われたとおりですけれども、少しつけ加えさ

せていただきますと、保護者のお礼の言葉がありましたが、その中で給食をつくってく

ださる調理員に対してのお礼の言葉がありました。それを給食センターに戻って、調理

員さん、栄養士の先生に言いましたら大変喜ばれまして、私たちは余り目立たない、縁

の下の力持ち的なところなのに保護者の方たちに見ていただいているんだなというこ

とで、給食センターの職員は大変喜んでおりました。 

 それともう１つは、体に障がいのある子どもさんがおられまして、スロープをきちん

とつくっていまして、壇上の上まできちんと上がりやすいように、また、おりやすいよ

うに工夫されていることに感心しました。 

 中学校では「仰げば尊し」が歌われました。この二、三年ぐらいから「仰げば尊し」

が歌われているみたいで、ほかの学校も歌われているのかどうか、ちょっと聞きたいな

と思ったところです。 

 生徒の態度は、校長先生いわく、ことしは近年になく、一番すばらしかったというふ

うなことでございました。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 川副支所、お願いします。 

 

（川副教育課長） 

 川副中学校では、式辞は支所長が述べました。 

 非常に寒い日でございましたが、来賓の方も数多く参加されていました。４クラスの

中学校の生徒たちが卒業いたしましたが、非常にきびきびとした態度で演台のほうにも

上がりまして、校長先生から１人ずつ卒業証書をもらっていました。 

 帰りがけ来賓の方々からは、「ことしの卒業式が一番よかったね」という感想を言わ

れてたところでした。 

 震災のお話がありましたが、その辺も少し子どもの心の中には届いていたのかなと思

いました。 

 小学校は西川副小学校に行きました。 

 Ａ委員さんが言われましたけれども、新しい体育館ができまして初めての卒業式にな

りました。 

 卒業証書をもらうときに子どもたちが夢を１人ずつ、演台の上から大きく「私は何々

になりたい」とか述べまして、かわいらしい姿でございました。保護者の方もかなりの

数、１００名近くの方が出席されたと思います。おじいちゃん、おばあちゃんなども来

ておられまして、非常に和気あいあいというか、感激する卒業式で、改めて子どもの純
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真さというものを身にしみて感じたところでございました。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 東与賀支所、お願いします。 

 

（東与賀教育課長） 

 東与賀小学校につきましては、教育長さんが式辞を述べられまして、教育長からの報

告のとおりです。 

 中学校につきましては、今まで教育課長さん方が述べられたようなことで、私が感動

した点は、式歌のほか、歌を歌うときに生徒が感動してぼろぼろ涙をこぼして、それを

見てこっちも涙が出てきて、ああ、いい卒業式だったなと思っております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 久保田支所、お願いします。 

 

（久保田教育課長） 

 思斉館小中学部に列席させていただきました。 

 思斉館小学部では、在校生は４年生、５年生２学年が参加していました。式も滞りな

く終了できました。在校生と卒業生が対面式で、歌やいろいろ１年間の行事等をかけ合

ってやっている中で、対面するときのいすを動かしますが、よくあそこまで先生方のご

指導が行き届いているなと思うぐらいに、一糸乱れず、きちんと、整然と移動をしてい

まして、大人の私たちだって大変感動するような卒業式でした。 

 また、中学部の卒業式では、どうしても校長先生から授与を受けるときに卒業生が保

護者に対しておしりを向けるので、顔が見えないということで、大型スクリーンを設置

してありまして、一人一人授与を受けるときの姿、顔が大型スクリーンで見えていまし

た。 

 それと、保護者席を以前は在校生の後ろに設けてありましたが、今は、中学部の保護

者席は卒業生の後ろで、保護者席の後ろに在校生が座っています。親御さんが我が子の

卒業証書授与を身近に見られて、保護者の中でハンカチで目頭を押さえるような、そん

な感動的な卒業式でした。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 ほかにも役付の方は小学校、中学校の卒業式に出向いていかれましたが、全部言うと

時間が足りませんので、あとは私が最後に報告して、ここでの報告会を終わりたいと思

います。 

 私は中学校は城西中学校、小学校は大詫間小学校に行きました。 

 本当に申し分ない、どこに出しても佐賀はこういう卒業式をしているんですよと報告

できる、子どもも地域の皆さんも本当に協力して、地域で子どもたちを育てていくんだ

ということがはっきりとわかる卒業式でよかったと思います。 

 本当に地域の皆さん方、あるいは小・中学校の教職員の皆さん方のご努力に敬意を表

するところです。ご苦労さまでございました。 

 もう１つ、「赤松小学校コミュニティ・スクール指定に関する評価」ということで資

料が出ておりますが、教育総務課から報告をおねがいします。 

 

（教育総務課教育政策係指導主事） 

 城南中学校校区の３校、赤松小学校、北川副小学校、城南中学校で学校運営協議会制
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度、いわゆるコミュニティ・スクールの指定に関する評価を出されましたので、報告い

たします。 

 学校評価や学校運営協議会の自己評価などに基づき、まとめられたものがお手元の資

料でございます。 

 コミュニティ・スクールの認知度については順調に上昇しており、保護者、地域から

のボランティア数もそれぞれの学校で増加しています。また、学校と地域との連携や地

域の教育力についても一定の高い水準を見せています。 

 ただ、コミュニティ・スクールの認知が高まった分、評価が厳しくなっている点もご

ざいます。そういうこともありますが、３校とも現在、良好な活動状況であり、地域と

ともにある学校として自主的、積極的な学校運営がなされています。 

 したがいまして、来年度が指定年度の最終年に当たりますが、来年度の教育にも期待

しているところでございます。 

 短い時間で恐縮ですが、お手元の資料は後ほどごらんいただければと思います。 

 

（委員長） 

 ということでございます。よろしゅうございますか。 

 

（Ｂ委員） 

 北川副のこの結果は、これは学校評価アンケートの分だけでされているような感じで

すが、地域の方へのアンケートというのはないんですか。 

 

（教育総務課教育政策係指導主事） 

 ございますが、ここに載せることに限界がありましたので、載せておりません。地域

の方にも意見を伺っております。後でメールでお送りします。 

 

（委員長） 

 その他、報告が何かありますでしょうか。よろしいですか。 

 

（学校教育課長） 

 例年、この３月の定例教育委員会でお願いを申し上げているところですが、今後の学

校教育課関係のさまざまな式についての確認です。 

 退職者に対する感謝状の贈呈式が３月３０日金曜日１３時３０分より、この４階会議

室で行われます。委員長様、そして各委員の皆様にもぜひご出席をお願いしたいと考え

ております。 

 それから、あとは委員長様にご出席いただきたい式が、４月２日１５時から新規採用

職員の新任式、場所は同じ、ここでございます。 

 それから、転入の先生方に対する辞令の伝達並びに新任式を４月２日１６時より、場

所は同じこの４階会議室ということで計画をいたしておりますので、ご多忙とは思いま

すが、ご出席をお願いいたします。 

 

（委員長） 

 ほかございますか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これをもちまして３月の定例教育委員会は終わります。ご苦労さまでした。 

 

 


