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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 こんにちは。きょうは春を通り過ぎて、初夏のような気候になって、とても暖かくな

りました。 

 今から４月の定例教育委員会を始めたいと思います。 

 本日は６人の委員が全員出席しておりますので、適法に成立いたしております。 

 ４月になりまして、２４年度の初めての定例教育委員会ですので、最初に自己紹介を

したいと思います。 

 初めに私からしますので、教育委員の皆さん、事務局の部長、副部長、課長等、自己

紹介をお願いします。 

 私は、教育委員長をしております古賀靖之です。どうぞよろしくお願いします。 

 

（山下委員） 

 教育委員の山下と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（岸川委員） 

 教育委員の岸川と申します。３年目になります。よろしくお願いいたします。 

 

（光吉委員） 

 教育委員の光吉と申します。２年目になります。よろしくお願いいたします。 

 

（福島委員） 

 教育委員の福島と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（教育長） 

 教育長の東島でございます。本年度もよろしくお願いいたします。 

 

（社会教育部長） 

 社会教育部長の荒金です。よろしくお願いいたします。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 こども教育部の副部長で教育総務課長の古田です。よろしくお願いいたします。 

 では、代表して、こども教育部の紹介をさせていただきます。 

 こども教育部長の中島は、所用で欠席させていただいております。 

 吉木こども教育部の副理事で学校教育課長です。きょうは別の会議に出ておりますの

で、欠席をさせていただきます。 

 それから、こども課長の藤田です。 

 

（こども課長） 

 よろしくお願いいたします。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 副理事で学事課長の田中でございます。 

 

（こども教育部副理事兼学事課長） 

 田中でございます。よろしくお願いいたします。 

 

 



  2 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 それから、出張所の教育課長をご紹介いたします。 

 まずは、大和出張所の前山教育課長です。 

 

（大和教育課長） 

 前山です。引き続きよろしくお願いいたします。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 野中富士出張所教育課長です。 

 

（富士教育課長） 

 野中でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 藤瀬三瀬出張所教育課長は、所用で欠席させていただいております。 

 それから、諸田川副出張所教育課長です。 

 

（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。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 江頭東与賀出張所教育課長です。 

 

（東与賀教育課長） 

 江頭でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 吉村久保田出張所教育課長です。 

 

（久保田教育課長） 

 吉村でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 鷲崎諸富出張所教育課長です。 

 

（諸富教育課長） 

 こんにちは、鷲崎です。よろしくお願いいたします。 

 

（社会教育部長） 

 では、社会教育部に関しまして私から紹介いたします。 

 副部長兼文化振興課長の金山です。 

 

（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） 

 副理事兼社会教育課長の右近でございます。 
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（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 右近です。よろしくお願いいたします。 

 

（社会教育部長） 

 図書館長の棚町でございます。 

 

（図書館長） 

 棚町です。どうぞ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） 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。 

 年度が新たになりましたので、１年間、どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、本日の日程に入りたいと思います。 

 日程は、配付しております日程に従いまして進行したいと思いますが、よろしゅうご

ざいますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そういうことで進行いたします。 

 

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） 

 ３月２１日に開催いたしました定例教育委員会の会議録につきましては、４月１９日

に配付をいたしております。内容につきましては、配付いたしました議事録のとおりで

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おりますので、目を通していただいているものと思います。

何か修正なり、間違いなどありましたら言ってください。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、会議録は承認といたします。 
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日程３ 教育長の報告 

 

（委員長） 

 日程３、教育長の報告を求めます。よろしくお願いします。 

 

（教育長） 

 それでは、プリントに従いましてご報告をいたします。 

 まず１点目が、宇宙科学館のプラネタリウムがリニューアルオープンしたということ

です。 

 きょうの市町教育長会でも話がございましたが、県立宇宙科学館のプラネタリウムが

変わりました。オープニングには、雨がひどい中で行ってまいりましたが、最高の星空

を見ることができました。今回のリニューアルは３つの大きな特徴がございまして、 

 ① 最新鋭のフルカラー・デジタルプラネタリウムであるということで、非常にリア

ルな映像でした。 

 ② 日本で初のダブル超高解像度プロジェクターシステムを導入しておりまして、こ

れもスケールの大きいものでございました。 

 ③ 音響設備が非常に整っておりまして、臨場感いっぱいでありました。 

 ということで、ぜひ小さいうちからこういう体験しておく必要があるのかなと思いま

した。特に今、理数離れが言われておりますし、今回の学習指導要領の中でも理数教育

というのは非常に重要視されております。そういう意味から、各学校にも宇宙科学館の

活用については、また話をしていきたいと思っているところです。 

 ２点目は、南川副公民館の落成式がございました。 

 旧川副公民館が閉館をしたことによりまして、新築で公民館をリニューアルいたしま

して、今の社会にふさわしい地域拠点としての活用が図られていくだろうと思っており

ます。地域の皆さん方も喜んでおられまして、よかったなという思いでこの落成式に参

加をしたところです。 

 ３点目は、入学式に合わせまして、小中一貫校松梅校が開校いたしました。 

 これは全体では4校目ということになりますが、校舎隣接型の2校目になります。ただ、

思斉館と違いまして規模が非常に小さく、また、隣接も非常に近いということで、これ

は今後もまたいろんな面で効果が出てくるのではないかなと思っておりますし、子ども

たちが意見を発表してくれましたが、小中一貫校松梅校になりまして、頑張りたいとい

う意欲のほどがわかりました。しかも、地域の皆さん方が地域で学校を支えていきたい、

地域を挙げてこの学校の子どもたちを育てていきたいという思いが本当に伝わってま

いりました。 

 また、シンボルマークができ上がっておりまして、このシンボルマークが非常にすば

らしいものでした。これは後でお見せしたいと思います。 

 ４点目は、コミュニティースクールの委嘱状を現在交付しているところでございま

す。 

 特に城南中校区では、北川副、赤松各小学校のそれぞれのコミュニティースクールの

動きと城南中学校のコミュニティースクールの動き、これを一つの中学校区を単位にし

た「豊夢学園構想」に基づいたコミュニティースクールの運営をすすめています。２３

年４月現在で指定校が約８００校ございますが、国はこのコミュニティースクールを拡

大していくということを重点に上げておりますので、恐らく１，０００校になるのでは

ないかなと思っております。 

 コミュニティースクールにつきましては、若干の誤解もあります。しかしながら、間

違いなくコミュニティースクールによって地域に根差した学校運営になっていますし、

地域の願いや希望、期待というものを担いながら学校運営がなされているということで

は、コミュニティースクールによって非常に学校運営が地に着いたものになっていると

考えております。 
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 学校運営協議会の皆さん方につきましては、自分たちの権限と責任というのを自覚さ

れておりまして、この学校運営協議会に参加をされております。今年の動きに注目をし

ておきたいと思っているところです。 

 そのほかには、兵庫小学校の起工式がございました。非常に晴天に恵まれまして、４

月１７日の火曜日に起工式がありました。これはお知らせをしておきます。 

 それから、公立幼稚園・保育所経営ヒアリングを行いました。どの幼稚園も保育所も

非常に希望に燃えた具体的な経営ビジョンを立てていただいて、先生方が責任を持っ

て、ことし１年保育教育に取り組もうとしている姿勢がうかがえたところでございまし

た。 

 それから、就学指導委員会を４月１９日に開きましたが、特別支援教育については、

国も県も挙げて力を入れております。佐賀市も判定会議にかける子どもさんの数が多く

なりまして、現在、特別支援教育につきましては、１５学級増設をしたところでござい

ます。そういう意味から、ますます就学指導委員会の重要性というのは増してくるだろ

うと思いますし、また、子どもたちの適正就学を考えながら、子どもたちに、より望ま

しい学校を提供してやるという意味からも非常に大事になってくると考えております。

本年度も特別支援教育については、力を入れてまいりたいと考えたところでございま

す。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 教育長から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。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 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） 

 それでは、日程４の議題に入ります。 

 第１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、

説明をお願いします。 

 

（スポーツ振興課長） 

 それでは、第１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』です。 

 佐賀市スポーツ振興審議会委員１２名のうち、佐賀市レクリエーション協会から選出

していただいた事務局長の西田富子氏から３月３１日付で辞任願が出されております。

その後任者を任命する必要がありますので、この案を提出するものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 補欠委員として、佐賀市レクリエーション協会に委員選出を依頼したところ、新しい

事務局長の西村文子氏を推薦していただきましたので、任命をお願いするものでござい

ます。 

 ちなみに残任期間は平成２４年６月３０日までとなっております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 佐賀市スポーツ推進審議会委員の名簿をつけておりますので、ご参照いただければと

思います。 

 ４ページをお願いいたします。 

 佐賀市スポーツ推進審議会条例第３条第２項に、審議会の委員はスポーツに関する学

識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から教育委員会が市長の意見を聴いて任

命すると規定をしているため、同意を得たものでございます。 

 以上でございます。 
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（委員長） 

 説明がありましたが、何か質問などありましたらお願いします。 

 

（Ｃ委員） 

 西村さんに関してではないのですが、この委員さんの４番目の田中直樹校長先生は現

在は鍋島中学校ではないですか。 

 

（スポーツ振興課長） 

 はい、４月に鍋島中学校へ異動されました。 

 

（委員長） 

 それでは、そこを修正してください。 

 ほか何かお気づきのところはないですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、第１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』は、原

案どおり承認といたします。 

 審議事項は今回以上ですが、ほかに何か報告事項はありませんでしょうか。 

   

（教育長） 

 これが小中一貫校の松梅のマークです。外側は松を形どって、中は梅なんですね。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 最初の原案は生徒から募集をして、最終的にデザイン化したのが佐賀大学の方です。 

 

（教育長） 

 非常に品のあるいいシンボルマークができております。 

 

（Ａ委員） 

 梅のマークは子どもたちの形に見えなくもないですね。 

 

（教育長） 

 ああ、なるほど、子どもが集まっているように見えます。これが一貫校の開校式に、

大きく飾ってありました。非常に落ちついた雰囲気の中で開校式が行われました。 

 

（Ｂ委員） 

 一つよろしいでしょうか。 

 皆さんご承知のとおり、非常に悲惨な事故がありました。あの事故そのものは理不尽

な少年によるものでありますけれども、いろいろ話が出ているように、佐賀市内の通学

路には危険な箇所が多いと思います。学校訪問で見たり、私も今、循誘小学校で毎朝交

通立ち番をしておりますけれども、循誘小学校の前の道などは、きょうの事故の起きた

道より危ないですよ。道幅は狭いし、交差点、十字路がたくさんあります。集団下校と

か子どもたちへの注意喚起とか、そういったことだけでは防げないようなところもあり

ますので、行政側としてもっと真剣に考えないといけないのではないかなという思いが

しました。 

 極端に言えば、登校時間の間は車を通さないとか、対策を講じる必要があると思いま

す。搬入してくる給食の車とか、大きなトラックが来たりしますし、職員の方もかなり

車で通勤されてきますし、雨の日はたくさんの保護者が車で送ってきますし、もう見て

いたら、はらはらしてしまいます。 

 入学式の翌日が雨だったでしょう。そのときも、親が何台も送ってきていて、学校の
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中で交通整理してやらないと、事故が起きてもおかしくないような状態でした。こうい

ったことを教育委員会だけでなく、市長部局にも問いかけて検討する必要があるのでは

ないかなと思いました。一つの問題提起にしたいと思います。 

 

（教育長） 

 道路の拡幅とか、あるいは歩道をつけるといったハード面の整備になると、別のセク

ションとの調整が必要となりますが、現状の中でどういうことが改善策として考えられ

るでしょうか。例えば、教職員の通勤で、そこからしか入れないものなのか、朝の通学

時間帯だけは教職員は別の場所から入ることが可能かどうかなどを考える必要があり

ます。 

 それから、給食の搬入車、いわゆる食材を運んでくる方たちが恐らく子どもたちと一

緒の時間帯だと思うのですが、いろいろ原因を出してみたときに、この中で改善できる

ものがあるかどうか、これらの点をまずは探らなければいけないと思います。ハード面

はなかなか対策を講じるには時間もかかりますから。 

 

（委員長） 

 小・中学校、保育所、幼稚園まで含めて、実態をまず調べる必要がありますね。 

 

（教育長） 

 通学路については学事課が担当でしたかね。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 通学路については学事課です。 

 

（委員長） 

 ちょっと実態を把握するために確認をしていただけませんでしょうか。 

 

（教育長） 

 仮に時間帯で一方通行にしたときに、生活上の問題が出てくることもありますよね。 

 

（Ｂ委員） 

 生活上利用される方は、子どもが通るときにある程度用心されるんですよね。毎朝の

通勤とかで抜け道として通られる方が、２０キロの制限ですけど、２０キロで来られる

方はほとんどおられないという現状のようです。 

 

（教育長） 

 東西線で来られる方ですよね。あそこは確かに危ないですね。 

 

（委員長） 

 抜け道として使っている人がいるわけですね。 

 

（Ａ委員） 

 あまり通りやすい道にしないで、周りに、何か交互に木を植えたりして、スピードが

出ないようにするという対策もありますよ。 

 

（Ｂ委員） 

 元々通りにくい道になっています。あれは私だったら絶対通らないです。 

たくさん電信柱が立っているし、通ったら離合できなかったりするので、藤影幼稚園

の車が行ったら、通れなくてバックしなければならないとか、そういうところを子ども
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が歩いているんですよ。 

 

（教育長） 

 金立小学校の前が一方通行になりましたよね。あれは一方通行になって、１０年近く

になるでしょう。朝、両方向良かったのですが、地元からの要請で、確か７時半から８

時半か９時までだったと思いますが、一方通行になっています。したがって、そういう

対策はとれるかもしれないですが、そこに住んでいらっしゃる方たちの生活もあります

ので、一方通行になったがために遠回りをしなければならなくなったとか、地域の合意

も得らなければいけないでしょう。いずれにしても学事課が担当ですよね。 

 

（学事課長） 

 そうです。 

 

（委員長） 

 では、学事課で、現状でどういうふうな状況なのか、調査をおねがいします。 

 

（Ｂ委員） 

 それから、校長会のときなどで、校長先生から実態として報告してもらうとかですね。 

 

（教育長） 

 ２６日に校長会が開催されますので、そのときに提案できますね。 

 

（委員長） 

 ＰＴＡの総会のときも提案しましょうか。 

 

（教育長） 

 今回の事故もありましたので、点検をしてもらって、そして、内部努力ができる部分

は努力をしましょう。ハード面はすぐにはできないという部分がありますので、まずは

その辺りからやりましょう。 

 

（Ｂ委員） 

 お願いします。 

 

（委員長） 

 それでは、よろしくお願いします。 

  

（Ｃ委員） 

 私が通勤しているときによく見かけるのですが、保護者の方が途中で自分の子どもを

乗せていかれていますが、その中で、多くの子どもさんを自分の車に乗せて行かれてい

る方があります。もしものことがあったら、どう親御さんが責任をとられるのかなとい

う心配を私はしているのですが、このことはいかがでしょうか。 

 

（教育長） 

 教職員には乗せないように言っているんです。ところが、親御さんにまでその辺りを

強制するのはむずかしいところがあります。親御さん同士で話をされていることですか

ら。 

 

（Ｃ委員） 

 途中で他のお子さんを乗せていかれているのを時々見かけて、これがもし交通事故で
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もあったらどうするんだろうと思います。 

 

（教育長） 

 大きな事故になったら、責任をとらざるを得ないですからね。 

 

（委員長） 

 ＰＴＡに話をするしかないですね。 

 

（Ｂ委員） 

 親御さんの送迎というのは、気持ちはわかりますが、やはり危ないですよね。 

 

（委員長） 

 今回の事故とか、１８歳の少年の交通事故とか、いろいろ続いていますので、学校教

育という視点から通学路の問題について、状況確認等に取り組んでいきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

 それから、お手元に「文化振興基本計画」の冊子が来ています。きれいなものができ

ていますので、ご活用ください。 

 ほか何か、よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これで４月の定例教育委員会を終わりにします。どうもご苦労さまでした。 

 


