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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 こんにちは。もう初夏ということで、急に暑くなりました。５月の定例教育委員会を

始めたいと思います。 

 ６人の委員が全員出席しておりますので、適法に教育委員会が成立しております。 

 本日の日程につきましては、お手元にあります日程に従って進めていきたいと思いま

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） 

 ４月２４日の定例教育委員会の会議録につきましては、委員の皆様に５月１８日に配

付を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） 

 事前に目を通していただいていると思います。何か訂正の箇所なり、あるいは確認し

たいことがありましたらお願いします。 

    〔「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） 

 それでは、次に日程３、教育長の報告を求めます。 

 

（教育長） 

 それでは、資料に従いまして報告させていただきます。 

 まず１点目ですが、平成２２年度に佐賀市教育委員会と西九州大学との教育実習協議

会が協定を結びました。これは、西九州大学に教職教員を養成する子ども学部子ども学

科ができたということでの協定でございます。今年度で全学年そろうということで、い

よいよ４年生の教育実習が始まります。佐賀市内で４３名受け入れることになりまし

た。 

 この３カ年の間、西九州大学の学生たちは市内の小学校にボランティアとして積極的

にかかわってくれました。学生さんにとっては学校のこと、子どものこと、教職員のこ

とを知ることができたし、学校にとっては若いボランティアの方が来てくださること

で、大変活性化をして教育活動の充実にもつながり、お互いに目標に向かってこの協定

が生かされていると私も感じておりました。 

 今回、いよいよ教育実習に入るということで、先日、協議会に行ってまいりましたが、

非常に綿密な計画が立てられておりました。一つ一つの計画に目を通させてもらいまし

たが、もちろん懸案となるような部分がございましたので、その点につきましては協議

の中でお話し申し上げましたが、大変学校としても力を入れておられますし、学生さん

もこの教育実習が、言うならば西九州大学の将来を占う第１期ということになりますの

で、非常に頑張ろうという気持ちになっていらっしゃるということで、大変頼もしく思

ったところでございます。 

 今年から西九州大学の学生を受け入れますので、今後は西九州大学の学生さんが授業
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をしたり、あるいは学校教育活動を支援したりしている姿が見られるんじゃないかなと

思っておりますので、そういう目で各学校に入られたときには見ていただければと思っ

ております。これが１点です。 

 ２点目は、大隈祭が５月１３日にございましたけれども、この大隈祭では毎年、前年

度の大隈スピーチコンテストの入賞者がスピーチをいたします。今回、一番最初にスピ

ーチに出てくれた女の子が、最初にいきなり「諸君は必ず失敗する。成功があるかもし

れませぬけど、成功より失敗が多い。しかし、失敗に落胆しなさるな。失敗にうちかた

ねばならぬ。」と、大隈侯が残した言葉から入ったものですから、皆さん驚かれた場面

もありましたが、スピーチコンテストから１年が経過して、１年学年が上がっておりま

したが、昨年度入賞した子どもたちが頼もしい発表をしてくれました。 

 式典の中では、早稲田大学の大学史資料センターの所長が「大隈重信政府追放の真相

を探る」と題して記念講演がございましたが、非常に興味深い話でございました。その

当時の政治的な背景、社会的背景、そういうものが見え隠れする中で、権力争いの渦の

中での大隈重信の政界追放という舞台が整ったということを、いろんな事例を挙げて日

記風にお話をされました。大変興味深く聞かせていただき、大隈重信の偉大さを再確認

したというところでございました。 

 ３点目は、全国都市教育長協議会総会・研究大会が一昨日まで出雲のほうで開かれま

した。ここでは最初に文部科学大臣のあいさつで３点、学校にお願いしますということ

で私どもに訴えられました。学校の校長先生方にぜひ話をしてくれということでしたか

ら、きのう校長会で話しました。 

 １点目は、今年に入って、子どもが交通事故に遭うケースが非常に多かった。しかも、

子どもたちには非がない。こういう中で、学校、教育委員会は通学路の点検をして関係

機関との連携をしっかり持ってくださいと、これが１点目のお願いでございました。 

 ２点目が、今年から中学校の新教育課程がスタートいたしました。武道が必修化をさ

れまして、中学生は、武道を選択して臨むことになります。特にここ３、４ヶ月前ぐら

いから、非常に柔道の安全性について問われておりました。したがいまして、指導のあ

り方とか、指導のシステムづくりとか、武道必修化に向けた安全対策を教育委員会、学

校で万全の対策を立てて臨んでくれという２つ目のお願いでした。 

 ３点目は、教職員の兼職兼業の禁止のことが言われました。近々で問題になったのが

高等学校の補習の報奨金、いわゆる謝礼をもらっていたことです。しかし、これは学校

の教育活動の一環に極めて近いものであって、０校時とか７校時とか言いながらも、教

育課程の内容そのものである。だからこれは法に触れるというふうなことで言われまし

た。 

 それとあわせて言われたのが、これも高等学校だったでしょうか。修学旅行の下見で

校長が飛行機を利用した際に、この費用をＰＴＡの運営資金から賄ってもらったという

ことでした。本来学校長は県費の教職員であって、県費で賄うべき中身をＰＴＡで賄わ

せたということで、これもまた非常に不適切であるということが言われました。 

 そういうことを考えてみますと、今一度教職員の服務について改めて見直す時じゃな

いかなと思いました。 

 そのほかにもたくさんの話がありましたが、特に３点だけに絞ってここに資料を配布

しいたしました。 

 地域とともにある学校づくりの推進、これは文部科学省がこれから５年間力を入れよ

うとしているところです。どういう成果をイメージしているかというのが３点ここに書

いてございます。そして、左側のページの一番下には、国の推進目標が５点ございます。 

 １つ目に、５年間でコミュニティ・スクールを全公立小中学校の１割、約３，０００

校までふやすということを明言されました。もちろん、そのための予算計上もしている

ということでございます。そういうことで、１点目はこのコミュニティ・スクールの拡

大を図るというのが大きな文科省の柱でありました。 

 次のページの左側には、これまでのコミュニティ・スクールの成果と課題が書かれて
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おります。全国的に集約をしてみたところ、成果として言えることが４点ございました。 

 １点目は、地域全体で子どもを守り育てようとする意識が高まって、多くの保護者や

地域住民が先生役や見守り役として学校に協力をするようになった。 

 ２点目は、保護者の学校への苦情が意見や提案、相談、協力と言うふうに変化をして

きた。つまり、学校理解につながっていって、理不尽な苦情や文句というのがなくなっ

てきた。これは実際に佐賀市内のコミュニティ・スクールでも同じことが言えます。 

 ３点目、学校の課題に対して、自治会等による主体的な支援が拡大した。つまり、学

校がやろうとすることに地域自治会を中心とした地域が支援をするようになってきた。 

 ４点目に、地域のお祭りづくりなどに参加する子どもが増え、地域が活性化をした。 

 大きくこの４点に成果が見られるということで話をされました。 

 ２つ目には、子ども・子育て新システムの基本制度についての話がありました。これ

は、次の次のページに大きな幼保一体化の具体的な仕組みについて書いてありますが、

大きく２点、給付システムの一体化、それから施設の一体化、つまり、総合こども園の

創設ということが書いてあります。総合こども園の創設につきましては、３点、丸で書

いてございますので、あとはお読みいただきたいと思います。 

 そして、新システムの実施に向けた考え方が述べられました。特にここでは、子ども・

子育て新システムの実施に向けた考え方として６点、あげられております。 

 １点目、保育、放課後児童クラブ、地域子育て支援、社会的養護等の量的拡大をする。 

 ２点目、０～２歳児保育の体制強化による待機児童の解消。 

 ３点目、質の高い学校教育・保育の実現（幼保一体化の推進）。 

 ４点目、総合的な子育て支援の充実。 

 ５点目、放課後児童クラブの充実。 

 ６点目、社会的養護の充実。 

ということで、それぞれに関連３法案について若干触れられたところでございました。 

 ３つ目が障害者制度にかかわっての学校の特別支援教育への影響について話をされ

ました。大きく障害者基本法が変わったところで、教育に関係のある部分が２つござい

ます。 

 それは第１６条でございますが、その中で、「可能な限り障害者である児童及び生徒

が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び

方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。」というふうに法律

改正がなされました。 

 その３項では、「国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない

児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促

進しなければならない。」とされ、４項も規定されました。 

 このように教育に関連する条文がきちっと明記をされ、これに伴って、私どもの特別

支援教育のあり方の方向が決まっていくということになるわけでございます。 

 文部科学省では大震災の対応も含めてですが、あらゆる方法で政策を行っておりま

す。中身が非常に多く、複雑ですから、１回聞いただけではなかなか理解しにくい部分

もございましたが、報告にかえさせてもらいたいと思います。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 教育長からの報告がありましたが、何か質問なり、もっと詳しくというところがあれ

ばおねがいします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご苦労さまでございました。 

 

日程４ 提出議案 
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（委員長） 

 それでは、日程４の議題に入ります。 

 最初に、第２号議案『佐賀市立公民館館長の任免について』、社会教育課より説明を

お願いします。 

 

（社会教育課庶務係長） 

 資料１ページをお願いします。社会教育課より第２号議案『佐賀市立公民館館長の任

免について』ご説明いたします。 

 提案理由は、社会教育法及び佐賀市公民館条例の規定に基づきまして、この案を提出

いたしております。 

 ２ページをお開きください。３ページには、佐賀市立公民館館長の名簿をつけており

ます。あわせてごらんください。 

 それでは、２ページです。佐賀市立金立公民館館長の任免について、解任する者、山

﨑浩現館長、新たに選任する者、北島清澄氏。 

 金立公民館の山﨑館長におかれましては、本年５月３１日をもって辞職したい旨の申

し出があっております。山﨑館長は、平成１７年４月から７年２カ月にわたりまして金

立公民館長を務めていただいております。 

 また、後任には、公募による応募者７名ございましたけれども、その応募者７名によ

る作文及び面接評価の結果、北島清澄氏を推薦するものでございます。 

 北島さんは地元金立町にお住まいの方でございます。昨年小城市の三日月中学校の校

長先生を最後に退職をされております。年齢は６１歳でございます。 

 なお、北島さんの任期につきましては、前任者の残任期間というのが条例規定でござ

いますので、平成２５年３月３１日までとしております。 

 説明は以上でございます。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、何かご質問、ご意見などはありますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、山﨑浩氏の解任と北島清澄氏の選任ということで承認をいたしたいと思い

ます。 

 お手元に佐賀市立公民館長の名簿がありますので、目を通していただきまして、これ

からの地域づくりのキーパーソンになられる方ですので、ご承知いただきますようお願

いします。 

 それでは、続きまして、第３号議案『佐賀市社会教育委員の委嘱について』、これも

社会教育課説明をお願いします。 

 

（社会教育課庶務係長） 

 社会教育課からご説明いたします。資料４ページでございます。 

 第３号議案『佐賀市社会教育委員の委嘱について』でございます。 

 提案理由は、社会教育法及び佐賀市社会教育委員条例規定に基づきまして、この案を

提出いたしております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 なお、６ページに佐賀市社会教育委員名簿を掲載しておりますので、こちらもあわせ

てごらんください。 

 資料５ページ、佐賀市社会教育委員、旧、道田正博氏、平成２４年３月３１日辞任。

新、大久保美奈子氏、佐賀市小中学校校長会推薦ということで掲げております。 

 道田正博氏については、小中学校の校長会からの推薦ということで、委員の委嘱をい

たしておりました。この道田校長先生が本年３月をもちまして退職をされております。

そのことから、その後任として同じく小中学校の校長会からご推薦をいただきまして、
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現在、嘉瀬小学校の校長先生をなさっております大久保美奈子氏を社会教育委員に選任

するものでございます。 

 なお、社会教育委員の任期は条例で２年とされておりますが、前任者の残任期間とい

うただし書きがございますので、平成２５年１０月３１日までを任期といたしておりま

す。 

 なお、先ほど６ページに名簿を掲載していると申し上げましたが、通し番号１番に大

久保美奈子氏──申しわけございません、性別を女というふうに訂正方よろしくお願い

します。 

 団体名・役職は佐賀市小中学校校長会からの推薦ということで掲げております。 

 新任（案）として、平成２４年５月２３日から平成２５年１０月３１日まで。名簿は

新任・再任と掲げておりますが、今回の議案は、大久保美奈子氏のみの選任議案といた

しております。 

 以上で説明を終わります。 

 

（委員長） 

 校長先生の退職に基づいて、佐賀市立小中学校校長会からの推薦で大久保美奈子氏に

ということでございますが、何か質問はありますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、承認といたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（委員長） 

 続きまして、日程５の報告事項に入ります。 

 まず最初に、「平成２４年６月補正予算について」、関係各課から説明をお願いしま

す。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 それでは、資料の７ページをお願いいたします。 

 これは６月４日から開会いたします６月定例市議会に提出する予算議案です。 

 まず、一番上の教育総務課分からご説明いたします。 

 これは、例年実施しております県補助１００％の事業で、県から今回５０万円を、佐

賀市が受けまして学校に交付して事業を実施するというものです。今年度は小中一貫校

思斉館と若楠小が該当しております。思斉館においては、予算額３０万円、内容は小中

一貫教育による学力向上の取り組みということを計画されております。 

 それから、若楠小学校は予算額２０万円、ＩＣＴ機器を通して学ぶ、意欲の向上を目

指す取り組みという予定になっております。 

 ２校とも昨年度からの引き続きで２年目の事業となっております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 続きまして、学校教育課どうぞ。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 ６月補正ですが、学校教育課の研究指定校委嘱事業、これは文科省の武道・ダンス指

導推進事業の委託を県が受けまして、県の教育委員会が市町教育委員会に再委託をする

というものでございます。 

 事業実習期間につきましては、委託を受けた日から１月の末日まで。６月補正となっ

た理由としましては、現在国の事業実施の内定を待っている状況でございますが、佐賀
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県が先だって当事業を予算化しましたので、それを受けて６月補正とした次第です。 

 事業内容としましては、事業実施校が佐賀市立川副中学校、種目は「なぎなた」でご

ざいます。地域指導者等に来ていただいたり、講演会を開いたりして、全学年の女子に

年間１５時間実施をする予定でございます。 

 経費は、全額国の負担になります。現在、計画書等を出していただいているところで

ございます。 

 この事業を受けて、期待される効果としましては、安全で円滑な武道・ダンス指導が

実践されることになるということ、保健体育担当教員の指導力向上や地域の武道・ダン

ス指導者との連携により、武道・ダンスの授業が充実をすること。また、今回はなぎな

たのほうが指定でございますが、なぎなたは、全国的にも実践例が非常に少ない状況が

あります。そのようななぎなたの学習モデルを全国に提案できるということで期待をさ

れているところでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

（委員長） 

 次、こども課お願いします。 

 

（こども課長） 

 こども課関係で、歳入予算の補正です。 

 民生費、県補助金の７６０万円です。これは当初予算において児童手当から放課後児

童クラブの利用料及び保育料の引き去りシステム構築委託料を計上しておりました。財

源につきましては、一般財源で充てておりましたが、新年度に入りまして、佐賀県の安

心こども基金によります地域子育て創世事業費補助金で１００％の補助がつくという

ことになりましたので、歳入の補正をお願いするものであります。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 社会教育部の社会教育課、お願いします。 

 

（社会教育課庶務係長） 

 コミュニティ事業助成でございます。 

 歳出の概要に書いていますとおり、コミュニティ活動を実施する団体に対しまして、

財団法人自治総合センターの宝くじ受託事業収入を財源としまして助成金を交付する

ものでございます。 

 歳入については、財団法人からの助成金９２０万円を計上しております。 

 平成２４年４月付で交付決定通知を受けておりまして、６月補正の対応といたしまし

た。 

 歳出は、同額のコミュニティ助成事業補助金を計上しております。額は９２０万円で

ございます。 

 対象となった事業主体、実施団体は、諸富町の上下地区自治会と、川副町の南９区自

治会の２団体でございます。 

 補助の割合につきましては、事業のメニューによって若干異なりますが、上下地区自

治会におきましては備品類の整備費でございまして、これは補助率１００％、１７０万

円の計上でございます。川副の南９区自治会におきましては、集会施設の建替新築でご

ざいまして、総事業費１，２６０万円に対しまして補助金が７５０万円、補助率５分の

３でございます。 

 

（委員長） 

 次、文化振興課、お願いします。 
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（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 文化会館バリアフリー改修工事費として、歳出予算９２０万円計上させていただいて

おります。これは本年１１月２３日から２５日の３日間、場所は文化会館、佐賀県総合

体育館において、全国障害者芸術・文化祭さが大会が予定されております。 

 この芸術・文化祭の中身ですが、美術・文芸作品の展示、あるいは舞台芸術発表、授

産製品の展示・販売等が行われる予定であります。来場者見込みとしては、約１万人と

いうことで予定されております。 

 この件について、佐賀県のほうから文化会館の使用について、障害者に対応したバリ

アフリー化に協力していただきたいということで申し出があっております。 

 そこで、佐賀大学医学部の専門の先生と一緒に文化会館の施設内や周辺部を見て回り

まして、先生のアドバイスをいただき、バリアフリー化の改修を行うものであります。 

 整備の内容といたしましては、大ホールのオーケストラピットへの障害者の車いすで

の入場を可能にするスロープをつけたり、屋外では文化会館の正面玄関に通じる部分に

段差がありますので、段差の解消や点字ブロックの設置など、約１０件の改修工事費と

して９２０万円計上させていただいております。 

 

（委員長） 

 次に、スポーツ振興課お願いします。 

 

（スポーツ振興課長） 

 諸富文化体育館駐車場の整備事業ですけれども、諸富町にお住まいだった個人の相続

人から平成２１年に、土地と建物、現金の寄附の申し出がありまして、その条件といた

しましては、諸富町の振興のため、住民のために利活用してほしい。建物はできるだけ

残して利活用を行ってほしいということでございました。 

 寄附予定物件の中に、諸富文化体育館の南側の農地２筆４，９３０㎡がありましたの

で、諸富文化体育館の駐車場として活用計画を立て、隣接地権者や地元農業関係団体等

との協議、農業振興地域整備計画の変更、あるいは寄附による所有権移転等の手続を行

っておりましたけれども、その目途が立ちましたので、今回駐車場として整備する費用

をお願いするものでございます。 

 現在、諸富文化体育館の駐車場は、既存の専用駐車場が６０台しかなく、横のコミュ

ニティ広場の７０台を合わせても１３０台しかありません。周辺地域の駐車場を借用し

て対応しておりますけれども、路上駐車などで周辺に迷惑をかけている状況でございま

す。つきましては、今回、駐車場として約１９０台分を増設するものでございます。 

 事業費といたしまして４，７００万円をお願いしておりますけれども、内訳は、測量

設計委託料２００万円、敷地の造成工事、排水工事、舗装工事、あるいは交通安全施工

工事のフェンスやガードレール等で４，５００万円をお願いするものでございます。 

 なお、今まで寄附をいただいておりました現金の残１，４４２万４，０００円は、ふ

るさとづくり基金に積んでおりましたので、それも事業に充てる予定でございます。 

 また、寄附予定の田の３筆８，９００㎡ほどが残っておりますけれども、現在、県の

農地公社の斡旋で、本年度中には売買が成立して、その分も寄附していただく予定にな

っておりまして、その分も事業費に充てる予定にしております。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 補正予算について、各課から説明がありましたが、何か質問、あるいは確認がありま

したらお願いします。 

 

（Ａ委員） 

 学校教育課に質問ですが、川副中学校は、なぎなたの授業をすることによって、女子
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は柔剣道はやらないということですか。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 武道必修化になっておりますので、川副中学校でも男子は今のところ剣道をやるよう

になっております。女子がなぎなた、剣道は男子という形になるかと思います。 

女子は、剣道をいたしません。 

 

（委員長） 

 課長、お願いですけれども、佐賀市立の各中学校の武道は、男子は何をして、女子は

何をしてという一覧表か何かがあれば教えていただきたいのですが。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 一応把握はしておりますので、後ほどお渡しします。 

 

（委員長） 

 今でなくて結構ですので、後で教育委員にもいただきたい。学校に参観に行くときな

どはそういう情報があったほうがいいですので、お願いします。 

 ほかに何か質問、あるいは確認事項はありますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、補正予算を進めていただきたいと思います。 

 次に、「こどもの教育を考える日（学校フリー参観デー）について」、学校教育課から

説明をお願いします。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 ６月１０日（日）こどもの教育を考える日、学校フリー参観デーということで、佐賀

市内小・中学校全校、それから、本庄幼稚園、佐賀大学附属中学校を開放し、市民の皆

さんにぜひ、子どもたちの様子を、授業だけでなく、遊びの様子、給食などについても

見ていただけるようにということで取り組むものでございます。 

 この日は、先ほども申し上げましたように、子どもの教育を考える日として位置づけ

ておりますので、ぜひ市民の皆様方が子どもたちと触れ合う日ということでも取り組ん

でいきたいと考えているところでございます。 

 時間的には８時１５分から１４時としておりますが、学校によっては、多少前後する

ところがあるかと思いますが、一斉にという意味では１４時までとしております。 

 対象者としましては、保護者及び佐賀市民、校区内外は問わないという形で市報、各

学校ホームページ、教育委員会ホームページ等にも載せて広報をしているところでござ

います。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 学校フリー参観デーについての説明でした。 

 ぜひ多くの市民の方が各小・中学校等に参加していただけることを期待しておりま

す。 

 駐車場等の確認とか、安全確保等の確認もよろしくお願いします。 

 続きまして、「通学路の状況について」、学事課より報告をお願いします。 

 

（こども教育部副理事兼学事課長） 

 本件につきまして、皆様既にご承知のとおり、京都府、千葉県、愛知県などで登校中

の子どもたちが交通事故に巻き込まれまして、十数人の死傷事故が発生しております。 

 また、この件につきましては、先月２４日の定例教育委員会でＢ委員さんからご意見
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が出されまして、それを受けて調査を行ったところです。その現状及び今年度の対応に

つきましては、担当係長から報告させますので、よろしくお願いいたします。 

 

（学事課保健体育係長） 

 それでは、通学路の現状の報告をさせていただきます。 

 まず、資料９ページをお願いします。 

 ９ページの下に、平成２３年度までの小・中学校交通事故の負傷者数の推移を載せて

おります。これは佐賀地区交通安全協会の調べでございまして、佐賀署管内ということ

ですので、諸富署管内の諸富、川副の小・中学校は含まれておりませんが、正確な数字

ということで、このように書かせていただいております。 

 この中でわかることとしては、平成１５年当時と比べて、若干事故は少なくなってき

ているものの、やはりなくなるということはない。また、学校で起きた生活事故や子ど

もたちの交通事故については、学事課に報告いただくことになっておりますけれども、

平成２４年、本年度の通学中の交通事故についても、けがの程度はかすり傷程度の軽度

のものでございますが、すでに１２件報告が上がってきておりますので、やはり何らか

の対策が必要というふうに考えております。 

 １番の現状のところで書かせていただいておりますけれども、通学路の危険箇所につ

いては、各学校で調査を行い、ＰＴＡや地元自治会等と協同して、警察や道路管理者な

どの関係団体へ改善要望を行っているところでございます。 

 また、小学校の校区ごとに安全マップを作成し、子どもたちに人通りの少ない場所や

車に気をつける場所などの確認をさせているところでございます。 

 このマップについては、常に見直しが行われておりまして、毎年７月をめどに教育委

員会に提出いただいております。ですから、昨年度中に見直しを行った学校もございま

すし、今、ちょうどＰＴＡ等と見直しを行っている学校もございます。 

 今年度の対応につきましては、２番でございますが、まず、①道路管理者の調査に合

わせた取り組みの強化をしているところでございます。 

 今年度、佐賀市の建設部で実施されております市道整備要望に関する地元意向調査に

合わせて、地元自治会と通学路の危険箇所について改めて協議を行い、改善要望を提出

するよう先月の校長会の中でもお願いをいたしたところでございます。 

 この市道整備要望に関する地元意向調査は、市内の全自治会を対象に今年の７月を目

途に行われる調査で、この調査をもとに次期５年間の整備計画が決定される予定である

と伺っております。 

 また、②の警察や関係機関合同の通学路点検でございますが、これは今回警察からの

緊急の呼びかけもございまして、各小学校で交通危険箇所の調書を作成し、警察や道路

管理者、市民活動推進課、学事課、交通安全指導員、学校職員、ＰＴＡの方などによる

現地調査を行っております。危険の原因を特定して、それぞれ可能な対策を検討すると

いうことで実施をしております。 

 早速、１回目といたしまして、５月１６日に登校の時間中、循誘小学校で実施をさせ

ていただいたところでございます。今後、引き続き警察等とも調整を行いながら、全小

学校で実施する予定をしております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 通学路の状況についての確認ということで報告がありました。何か質問等はあります

でしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 この通学路のことについては、今後とも安全の推進を地域で、あるいは学校で進めて

いただきますようよろしくお願いします。 

 その他で何かございますでしょうか。 



  10 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 先ほどの武道必修化の件は、今、プリントでお配りいたしましたが、１つ訂正をおね

がいします。 

 現在わかっているところで、成章中学校は「相撲」を行うということですので、「剣

道」の削除をお願いしたいと思います。したがって、合計が柔道が６校、剣道１４校、

相撲３校、なぎなたが１校となります。 

 なお、参考までに、ダンスにつきましては、全中学校男女とも必修で行われます。 

 

（Ａ委員） 

 ２つ書いてある学校は両方するわけですか。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 両方するということです。例えば、昭栄中であれば剣道と相撲を行うということです。 

 

（委員長） 

 指導者はきちんと配置できているのですか。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、指導者につきましては、県が主体ではございますが、指導者講習会をして、例

えば、柔剣道でしたら、有段者については研修に参加しないのですが、段を持っていな

い者については参加をさせて段を取らせるというような取り組みを計画されておりま

す。 

 

（委員長） 

 その現状はどうですか。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 現在、有段者が何名いるとか、そこまでの把握はできておりません。 

 

（委員長） 

 例えば、城南中だったら剣道は有段者がいる、いない、そこまで把握していただきた

いと思います。特に柔道は事故が起こる危険性が高いというようなことが言われていま

すのでお願いします。相撲なども指導者がいるのですか。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 相撲につきましては、専門の指導者というのはいません。体育の授業の中で行われま

すので、体育の先生が見るという形になります。相撲については、直接の指導者に有段

者がいるという状況ではありません。ただ、地域の方に加勢をしていただくことはでき

ると思います。 

 

（委員長） 

 たしか地区によっては相撲の強い地区がありますよね。 

小学校でも相撲をやっているところもあったと思います。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 日新小では相撲体操などを行っております。 

 

（委員長） 

 そのようなところと連携をとることができれば、地域の活性化も含めて進めることが
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できると思います。 

 それから、なぎなたについては佐賀県では佐賀東高校が強いでしょう。 

 佐賀東高校との連携とか交流とか、そういうところも意識して計画ができないかと思

いますが。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 今のところ、佐賀東高校の非常勤講師をされている尾形先生が地域の指導者として入

られる予定になっています。 

 

（委員長） 

 そうですか。ぜひ高校生などが来て中学生に教えてくれるといいですね。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 全時間の１５時間の中で取り組めるところまでということになるとは思いますが、有

効になるようにと計画を立てられているようでございます。 

 

（委員長） 

 今度高校総体が佐賀を含む北部九州で開催され、高校生の活躍を見ることができます

が、それに続いて中学生も活性化すれば良いなと思います。 

 

（Ｂ委員） 

 成章中学校は女性も相撲をやるのですか。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 そうです、男女で相撲をすることになります。 

 日新小学校も、以前は相撲体操そのものは男子だけでしたが、今は男女ともやるとい

う形になっております。 

 

（Ａ委員） 

 剣道をする学校が多いですが、剣道の場合は武道具をそろえたりするのに、経費がか

かると思いますが、経費はどうなっているのですか。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 学事課で予算を組んでいただいて、基本的には要望があった学校については用意をし

ているところでございます。ただ、学校によっては、まずは竹刀だけでというような指

導を行うところもあります。 

 

（教育長） 

 ２種目ある学校の中で、男女別に分かれている学校と個人選択の学校とあるのですか

ね。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 選択制をとっているところと男女別という形でやっているところと両方あると思い

ます。 

 

（教育長） 

 川副中は男女別でしたね。東与賀中、大和中、芙蓉中、城東中、昭栄中など、この２

種目のところは個人選択なのか男女別なのかというのはわからないですか。 
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（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 今のところ、そこまで把握をしておりません。 

 

（委員長） 

 くれぐれも事故がないように、よろしくお願いします。 

 

（Ｂ委員） 

 通学路の件ですが、１６日に実施された通学路点検に私も見て回りましたが、会話の

中で「あそこの黄色い部分を塗り直してくれ」という要望に対して、道路管理者の方は

「とても予算がないからできない」というニュアンスで答えられまして、道路管理者と

教育委員会とで温度差があるかなという感じを受けました。 

 ここで結論は出ないと思いますが、ここに７月を目処にと書いてあるので、それが出

た時点で報告をお願いします。 

 

（こども教育部長） 

 道路管理者といいますか、その交通規制をどこがするのか、公安委員会がするのか、

確認したいと思います。 

 多額の費用や手間がかかるようなものではないと思います。 

 

（Ｃ委員） 

 県が管理しているところと市が管理しているところと違いますよね。 

 ゆめタウンが開発されたときに、周辺の横断歩道の設置が県の管理で、整備が追いつ

いていなかったと思うのですが、ゆめタウン周辺での自動車の接触事故、交通事故の相

談がたくさんありました。 

自動車で自分が優先と思って、お互いに出てぶつかるという被害が結構ありました。

県にも言わないといけないのではないですかね。 

 

（こども教育部長） 

 また、確認したいと思います。 

 

（Ａ委員） 

 ひとつお聞きしたいことがあります。４月に全国学力調査がありましたけれども、毎

年全国とか、県とか市とかで、ある学年が決まって受けるわけですが、いつも今年は小

学校はプラスマイナス３％以内だったから平均に達しているというお話を聞きますが、

例えば、平成１９年に小学６年生が受けますよね。そして、その子が３年後の平成２２

年に、中学３年生で受けたとき、学力がどういうふうに変わったか、プラスになってい

るのか、マイナスになっているのかといった調査とかはないですか。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 市教育委員会、市学校教育課で、その変化を調査してはおりませんが、例えば、城東

中学校で言うと、兵庫小学校、循誘小学校、巨勢小学校の児童が６年生のときどうであ

ったか。その子が中学校１年生になってからどうであったかというのは確認をさせてい

ただいて、どう変化をしているということは各学校ごとに把握しております。校区ごと

のレベルにはなりますが、そういう形でやっているところでございます。 

 

（Ａ委員） 

 どこがどういうふうに変化しているかなというのを私も知りたいなと思いました。や

っぱりプラスになってほしいなと思いますけれども。 
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（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 委員のおっしゃることはよくわかりますが、中学校としても、小学校が県平均１．０

であれば、中学校は１．１ぐらいにしたいという思いがありますが、現状では、小学校

の上位の子どもたちが抜けたりするわけです。例えば、他の県立とか、私立とかに行く

わけです。そうすると、６年生のときに県平均以上であった子どもたちが、中学校１年

生の始まったばかりで試験を受けたときには、０．９３とか０．９５になったりします。

そういう現状が色々なところで起こっています。 

 

（Ａ委員） 

 わかりました。そういう面がありますね。６年生が全員そろって同じ中学校に上がる

わけではないからですね。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 そうです。そのまま上がりませんので。しかし、このような状況を把握することはで

きます。小中連携をすることで、今こういうことが理由になっているなということがわ

かったりもします。 

 

（Ａ委員） 

 わかりました。そのまま全員が中学校に行くとばかり思っていました。ありがとうご

ざいました。 

 

（委員長） 

 別の話ですが、中学校３年生に進路指導のための試験が始まるのでしょう。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、県校長会が中心になって佐賀テストというのを作成しております。 

 

（委員長） 

 佐賀テストですね。それについての取り組みは、佐賀市ではもう確認済みですね。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、校長会で、佐賀県下でやるという方向になっております。 

 

（委員長） 

 何かほかございませんでしょうか。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 連絡事項になりますが、委員さん方に今、佐賀市教育委員会の学校訪問の日程表をお

配りしたところでございます。 

 学校名が左に並んでおりますけれども、赤が佐賀市教育委員会が訪問する日程です。

Ａ訪問とＢ訪問と書いておりますが、Ｂ訪問は簡単な訪問という形だととらえていただ

ければと思います。Ａ訪問については指導案等を全部出していただいて、全ての先生方

の授業を見るという形のものです。 

 それから、右側の予定日で佐城訪問と書いてあるのは、佐城教育事務所が主になって、

佐賀市学校教育課が随行を行うというものでございます。これにつきまして、教育委員

の皆様には、これまでずっと随行や学校現場に入っていただいていることを感謝申し上

げます。 

 今年度につきましても、このような予定表をつくりました。ぜひここの学校を見てみ

たいという学校がございましたら、この後、当課の係長が委員の皆様にデータを送付い
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たしますので、この学校をこの日だったら行けるというところがございましたら、それ

に印をつけていただいて返信いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 今の連絡事項について、よろしくお願いします。 

 ほかよろしいでしょうか。 

 

（教育総務課教育政策係主査） 

 教育総務課です。昨年度も実施をいたしましたが、今年度の第三者評価に向けまして、

平成２３年度の佐賀市教育委員会活動状況点検シートの記入を教育委員の皆様にお願

いしたいと考えております。 

 この活動状況点検シートにつきましては、追って皆様に郵送等により送付させていた

だきたいと思っております。この点検シートをご記入いただきまして、教育総務課に返

送いただきまして、次回の教育委員会の勉強会、もしくは教育委員会の定例会の終了後

にお時間をいただきまして、取りまとめを行いたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 第三者評価ということです。 

 ほか何かございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これをもちまして５月の定例教育委員会を終了いたします。ご苦労さまでした。 

 

 


