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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 皆さんこんにちは。梅雨の中休みでちょっと晴れ間がありましたが、急に温度が上が

って蒸し暑くなってきました。ただいまから６月の定例教育委員会を始めたいと思いま

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いたしてお

ります。 

 本日の日程につきましては、前もって配付しております日程のとおりに進めたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

    〔「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） 

 ５月２２日の定例教育委員会の会議録につきましては、６月２２日に委員の皆様に配

付したとおりでございますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 

（委員長） 

 前もって配付されておりますので、目を通していただいたと思います。何か訂正なり、

確認なりがありましたらお願いします。よろしいですか。 

    〔「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、教育長の報告を求めます。よろしくお願いします。 

 

（教育長） 

 資料を３部用意しております。６月定例教育委員会報告と文部科学省の教育委員会の

現状に関する調査結果の概要、それに教育事務所の再編について報告をさせていただき

ます。 

 まず、１つ目には佐賀市の防災会議が５月２３日に開催されました。この会議は市長

を議長にして、関係機関の責任者と３２名の委員から構成をされております。第１回目

の会議がございました。今回の東日本大震災を受けての地震・津波災害、そして、それ

に伴う原子力発電所の事故による災害を教訓に３点ほどが協議をされたところでござ

います。 

 まず１点目が、佐賀市の防災計画の大幅な修正ということでございました。佐賀市の

地域防災計画の修正概要というのは、その見通しの基本的な視点、つまり住民の命を守

るための取り組みの強化、住民を即座に「危険」から逃す、避難所における「安心」の

提供、これをベースにしながらの修正というふうに考えていただいて結構かと思いま

す。 

 その主なポイントといたしましては、１点目は情報収集・伝達体制の充実、２点目に

災害予防及び防災活動体制等の整備、３点目に住民避難支援体制の充実、４点目に防災
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備蓄体制の充実、５点目に地域防災力の向上、６点目に災害応急対策計画、７点目に原

子力災害への対応ということでございました。 

 ２点目が、佐賀市の津波避難計画の作成についてでございました。これは佐賀市水防

計画書（案）ということで提案がなされたところでございます。 

 また、学校につきましては、文部科学省が、学校保健安全法第２９条に基づいて「学

校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き」が出されました。今、各学校にお

いて、「危機管理マニュアル」を見直しておりますけれども、具体的に子どもたちみず

からが判断をし、みずからの命を守るよう行動できる子どもたちを育てていくという視

点から、この防災マニュアルの見直しの手引きが出されたところです。各学校において

は、これに沿って今修正をかけております。先日も校長だよりを見ておりましたら、子

どもの引き渡しのことについての保護者参加の訓練がなされている学校がありまして、

危機に際しての、より実践的な避難訓練が行われてきつつあると見ております。同時に、

１月か２月には、この防災関係について、各学校が本年度どういうふうに変えていった

のか、それらの点について校長会で協議を持ちたいと考えているところでございます。

いずれにしても、この大震災がもたらした教訓をどう学校に生かすかということで、そ

れぞれの学校防災マニュアルの見直しを現在図っているところでございます。また、議

会でもこの質問が出ました。 

 ２点目です。平成２４年度の第９回博愛フェスタ実行委員会が開催されました。特に

今年の事業は、佐野常民没後１１０周年記念事業と開催期間が重なります。佐野常民没

後１１０周年記念事業については先般紹介がありましたが、これにつきましては、全市

的な盛り上がりをぜひ見せたいものだなと思います。もちろん、展示される内容が極め

て、恐らく今後こういうことはないであろうというぐらいの内容でございますので、全

県下、あるいは県外にも宣伝をしていきたいと思います。私も九州の教育長会でぜひ申

し上げてみたいと思っております。 

 ３点目です。県の教育委員会の教育政策課が来庁されまして、土曜開校と長期休業、

特に夏休みの短縮による学力保障ということで説明されました。説明というよりも、ぜ

ひそういう方向で進んでくれという要望であったと私は理解しておりますが、その中で

まず１つは、長期休業の短縮は、現状ではするつもりはないということを明確に申し上

げました。それは、平成１２年だったと思うのですが、兵庫小学校で１週間の短縮を試

みました。その時には、校舎の３階の耐熱の工事を行い、そして、１週間早めた２学期

を試みたのですが、結局は効果がほとんどありませんでした。むしろ、こういう暑さの

中ではやっぱり無理だということで、元に戻した経緯がございましたので、現状の教育

環境の中では、長期休業の短縮ということは考えられないということを申し上げまし

た。 

 ２つ目の土曜開校につきましても、県教委が言っています授業時数の保障ということ

であれば、これは私は反対ですと申し上げました。教育の質を向上させ、子どもたちに

より多くの時間を提供していくという視点からは賛同しますけれども、時間が足りない

から土曜日を開校しましょうというふうな短絡的な考えは、賛同しかねる。全国的に法

的に整備をされた中での学校週５日制でございますので、当然ながら学習指導要領は、

この５日という制度の中でのカリキュラム編成でなければならないということが、前提

でございます。もしも土曜開校をするとするならば、どういうふうな課題があるのかと

いうことを県教委のほうには申し上げました。 

 １つには、学校の教育活動が成立するためには、５日間の課業日と同じような環境整

備のもとでないとやはり成果は上がらない。例えば、生活指導員は市で雇っております

が、この方たちがいないことには教師の指導がなかなかうまくいかないということがご

ざいます。また、長期休業中に勤務の振り替えをすることになります。いわゆる前８週、

後１６週の間で勤務の割り振りを行うのですが、果たして夏季休業中に先生方の振り替

えが実態としてとれるかどうか、これもやはり検証しなければいけない部分です。 

 そして、現在土曜日は休業日ですので、３年生までの該当児が児童クラブで生活をし
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ております。それが学校に出ることになりますので、児童クラブとの調整も必要になっ

てくる。また、各種団体の土曜日の行事等との調整も必要になってくる。もちろん保護

者、地域住民との十分なる共通理解も必要になってくる。また、学校を開校している以

上は、教育委員会事務局の職員も勤務しておかなければならない。５４校、２万人の子

どもが学んでいる学校の中で何が起こるかわからない。連絡体制がスムーズにとれない

と、非常に危うい部分がございます。 

 したがいまして、いろんな課題を含めながらの土曜開校ということになりますので、

また、教育委員の皆さんに勉強会のときにでも提案をしてみたいというふうに考えてお

ります。 

 それから、ＩＣＴの現状と今後の計画につきましても質問を受けましたが、ＩＣＴ関

係につきましては、整備計画を立てて推進をしていこうというところまで検討をしてお

るところです。また、委員の皆様方にはご意見を伺うことになろうかと思っております。 

 ４点目です。事務の共同実施がいよいよ本年度も始まりました。４点について事務の

共同実施を進めてまいります。この４点につきましては、この資料をお読みいただけれ

ばと思います。 

 ５点目の若葉保育所の落成式につきましては、ここに書いているとおりです。 

 ６点目、テコンドーの濱田真由選手の激励会が６月３日の日曜日にありました。佐賀

市川副町出身の濱田選手が２０１２年のロンドンオリンピックのテコンドー女子５７

キロ級での出場を内定いたしました。佐賀市内の子どもたちにとっても、この出場とい

うのは１つの励みにもなりますし、教育の材料にもなろうかと考えておりますので、佐

賀市を挙げて、学校を挙げて応援したいと思っております。 

 ７点目です。佐賀市人権・同和教育研究会の総会・研修会が行われました。 

 本年度の佐賀市の人権・同和教育の方向性ですが、人権が尊重される環境づくりにつ

いて２点、それから、人権が尊重される人間関係づくりについて２点、人権が尊重され

る学習活動づくりについて２点の目標があり、この目標に基づいて、各学校で実践され

ることになっております。当然ながら、教育委員会には人権・同和教育担当指導主事が

おりますので、交えながら佐賀市の人権・同和教育の推進を図ってまいりたいというふ

うに考えております。 

 ８点目に、佐賀市の子どもの教育を考える日、学校フリー参観デーがありました。こ

れにつきましては、委員さん方にも訪問していただきましたので、感想につきましては

後もって、佐賀市の教育の好ましい点、あるいは課題として見えた点などをぜひご紹介

いただければ、校長会等で諮りながら課題解決につなげていきたいと考えておるところ

です。 

 ９点目です。これは２つ目の資料、教育委員会の現状に関する調査でございます。 

 これは全国の都市教育長協議会で文部科学省から出された資料でございます。 

まず、教育委員会の会議の開催状況でございますが、都道府県政令指定都市では年間

２８．４回、市町村では１５．４回教育委員会が開かれております。傍聴ですが、都道

府県政令指定都市が年間で５７．８名、市町村が３．９名ということで、教育委員会の

傍聴というのは極めて少ないという全国的な傾向が浮き彫りになっております。 

 それから、教育委員会の会議の議事録公開ですが、これにつきましては県指定都市レ

ベルで９５．５％、市町村レベルで４５．５％ということで、市町村はかなり遅れてい

る実態が浮かんでおります。 

 教育委員会会議の運営上の工夫ですが、これは資料を見ていただければいいかと思い

ますが、右側に工夫の例が書いてありましたので、これを幾つか申し上げてみますと、

教育委員会で課題を決めて自由討議の時間を設置している。定例会の開催時に校長会か

ら教育上の今日的課題ということの説明を受けて意見交換をやっている。つまり校長会

の代表がこの中に入って意見交換をしている。それから、校長、教頭、管理職が教育委

員会を傍聴している。こういう取り組みの例が出されております。これは本市でも取り

入れられるものは取り入れたいという思いで聞いておりました。 
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 参考事例の中に書いてありますが、教育委員会の定例会に加え、教育委員会勉強会、

教育委員懇話会を実施していると。これは本市でも、教育委員会のより審議の深化を図

るために勉強会を開催しております。 

 教育委員による学校訪問については、市町村教育委員会では３４．７％が年間２０回

以上、教育委員がかなりの回数学校訪問を実施しているということで、教育委員が学校

現場に足を入れているということがうかがえます。やはり現場を知るというのはとても

大事だなということを思いました。 

 それから、研修について、教育委員の年間平均の研修回数が市町村で４．６回となっ

ていますが、やや本市のほうは少ないかもしれません。 

 教育委員会の広報に関してでございますが、これは一番多いのがホームページでござ

いました。それから広報紙となっておりますが、私どももホームページ、教育委員会だ

よりで広報をしているところでございます。 

 教育委員会の活動状況の点検・評価について、政令指定都市・都道府県は１００％や

っている。市町村が９２．４％になっておりまして、私ども佐賀市教育委員会では、こ

れはかなり先んじて行ったと思っております。 

 次に、首長との連携ということでございます。意見交換会がどの程度なされているか

ということですが、市町村レベルで見ますと、開催しているのが３５．２％で、約３分

の１程度となっております。１回が２５．８％、２回が６．４％、３回以上が３％とい

うふうになっておりまして、市長部局との連携というのは全国的にもまだまだ十分にな

されていないという現状があるのではないかと思っております。 

 指導主事の配置状況は、本市の教育委員会が７名配置しておりますが、１０万人から

３０万人未満の教育委員会では平均８人ということで、平均よりも若干少ない。業務量

が非常に多い中で、指導主事の数が少ないというのは、財政的なことがありまして、こ

の点についてどうしていくのか、これから先、ＩＣＴ利活用教育を推進していく上で、

指導主事関係の数も増やしていかないとなかなか対応できないのではないかと思って

おるところです。 

 最後に教育事務所の再編です。 

 これにつきましては、今回の県議会の質問の中で答えておられます。大きな質問の要

旨が、再編をして広範囲、広地域になると十分目が行き届くかという問題。それから物

理的な距離だけではなく、心理的にも市町教育委員会と、あるいは学校と遠くなるので

はないかという質問に対して、川﨑教育長が大きく４点答えております。 

 基本的な考え方は、これからの教育事務所は専門性と指導力を高めながら支援機能を

強化する必要があるという原則論に立っての再編だというふうに答弁をされて、１点目

は、教育委員会との関係においては、教育事務所から管内の各市町教育委員会に出向く

ことを基本としている。これまでは市町教委が要請をするという形をとり、そして、お

互いに分野を保っていたのですが、これからは教育事務所が各市町教育委員会に出向く

というのを基本的な方針、スタンスとして支援強化を図っていくということでございま

す。 

 ２点目が、学校への指導につきましても、これまでどおり計画的な学校訪問を行うこ

とと、随時学校に出向いて指導助言を行うことと、このスタンスは前と同じであるとい

うことです。 

 ３点目に、文書関係です。文書の電子化を進めているということで、事務処理の効率

化を図りたいということです。 

 ４点目は人事面ですが、私どもにとってはこれから先、三神事務所まで含めた、つま

り多久から鳥栖まで含めた範囲でどんな人事をしていくのかというのは非常に難しい

部分を抱えるのですが、この人事につきましては旧来の教育事務所をベースにしながら

人事が行われているということです。旧来の事務所ごとに人事担当を配置するというこ

とで、人事異動につきましては、これまでどおりのやり方でやっていくということにな

ります。ただ、恐らく将来的にはどんどん進められていって、仮称「佐城教育事務所」、
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鳥栖まで広がった中での一本化された人事異動方針になるのではないかと思いますの

で、何年後になるかわかりませんが、そのことも私どもは頭の中には入れておかなけれ

ばいけないのかなと思っているところです。 

 １０月１日から事務所が再編になります。これまでの５事務所から２事務所、１出張

所ということで、広範囲を抱える事務所になりますので、そのことについてはぜひお知

りおきいただきたいと思います。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 教育長からの報告がありましたが、何かご質問等ございますか。 

 

（Ａ委員） 

 指導主事と充て指導主事はどのように違うのですか。 

 

（教育長） 

 充て指導主事というのは、県の職員のままで、市町村教育委員会に出向する形です。

普通の指導主事は、県を退職して、そして佐賀市の職員になる。したがって、身分が佐

賀市職員の指導主事となり、充て指導主事は県費職員のままで出向した指導主事という

ことです。 

 

（Ａ委員） 

 わかりました。 

 

（委員長） 

 県の方針としては、土曜日の学校開放をできるだけ進めていこうという意図が見えま

したけれども、神埼市教育委員会などは実施すると言っているそうですね。 

 

（教育長） 

 ４市町で９校実施します。それで、夏休み短縮を行うのが神埼でしたかね。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい。 

 

（教育長） 

 県は、このことについて、力を入れております。知事のマニフェストでございまして、

土曜開校をやるぞということを打ち出しておられますから、動かなければならない状況

にあります。 

 

（委員長） 

 学力向上との兼ね合いもあるのでしょうか。 

 

（教育長） 

 はい。 

 

（Ｂ委員） 

 これは保護者の観点からの、例えば意見調査とかは行われないのですか。 

 

（教育長） 

 それは行われません。本市が、もしも導入する場合には、当然保護者の理解も求めな
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ければならないし、地域の理解も求めておかないと、こちらだけで土曜開校しますとい

うことは言えませんので、共通理解をする場を設定していかざるを得ないと思います。 

 

（委員長） 

 そういう動きがあるということは私たちも承知しておかなければならないと思いま

す。他はよろしいですか。 

    〔「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） 

 続きまして、日程４の議題に入ります。 

 第４号議案『佐賀市立公民館運営審議会委員及び佐賀市立生涯学習センター運営審議

会委員の委嘱について』、社会教育課より説明をお願いします。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 第４号議案につきましては自治会、それからＰＴＡなどの各種団体の役員交代ですと

か、学校代表の人事異動等によりまして、運営審議会委員を変更するものです。 

 本日別紙で参考資料をお配りしておりますので、そちらをご覧ください。網かけをし

ている部分が今回交代される委員になります。諸富町は２名の交代、三瀬は３名の交代

です。東与賀は２名の交代となります。それから久保田は３名です。大和生涯学習セン

ターについては３名の交代となります。あと、川副町と富士生涯学習センターの委員交

代はございません。運営審議会委員の任期は残任期間の平成２５年９月３０日までとな

ります。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 校長先生などは転勤とか退職による変更ですね。何かご質問ありますか。 

 

（教育長） 

 ２ページの杠孝子さんのところですが、父兄会という名称は、まだ今も使っているの

ですか。 

 

（三瀬教育課長） 

 現在も高校生父兄会という名前を使用しておりますが、検討する必要があると思いま

す。 

 

（委員長） 

 ほかに何かございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、この件につきまして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の報告事項に入りたいと思います。 

 まず、「５月２３日に開催した第１回社会教育委員の会議の報告」をお願いします。 
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（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 公民館の指針についてということで開催をしております。この公民館の指針といいま

すのは、公民館の役割を果たしていくために公民館は何をすべきかについてを示したも

のですが、それについて意見をお伺いしたものです。 

 公民館を完全に直営にした後、公民館のあり方を実現するということが非常に重要で

ありますので、そのためのガイドラインということでつくりたいと考えております。 

 今回の会議では、教育基本計画、あるいは市の総合計画の施策や取り組みごとに、そ

れぞれの地域が抱える課題、問題、それから、それを解決するための公民館の役割は何

かということなどを議論していただきました。 

 詳細については省略をいたしますが、この公民館の指針の最終的な形としては、公民

館が果たすべき４つの役割・機能であります「地域の連帯力」、「地域の教育力」、「課題

解決力」、「情報発信力」を向上させるための公民館が成すべき取り組みを公民館の指針

として策定したいというふうに考えております。 

 策定については、８月から９月ぐらいをめどに策定をしたいと思っています。 

 そのほかの議題として、６番に各課からの報告ということで、青少年課から青少年セ

ンターのあり方ということで報告をいたしました。青少年行政を含めた青少年センター

のあり方について、社会教育委員の会議の中に専門部会を設けまして、そこで検討して

いただけないかという提案をいたしまして、それについては、今後専門部会で協議しよ

うということで了承をいただいております。 

 会議結果については以上です。 

 

（委員長） 

 報告がありましたが、何かご質問あるいはご提案も含めてお願いします。 

 前々から私は思っているのですが、子どもから青少年の援助のあり方というか、社会

的なサポートのあり方について、義務教育の学校教育アドバイザーは非常に充実してい

ます。ところが、義務教育が終わると、特に高校に行けないような状況になっている青

少年への対応が、どう対応していいか、皆な苦慮していると思うのです。そういう子ど

もたちが行き場がなくて、かえって夜に徘回をするとか、仲間を集めてたむろするとか、

そういうような状況にあります。行き場がない若者が社会的な役割の中に入れないで、

自分の居場所が確認できないというようなことが、社会的な問題としても大きな問題に

今なりつつあるのではないかと思います。だから、この公民館の活動を含め青少年の取

り組みを佐賀市でどうするかというのをぜひ検討していただきたいと思っております。 

 

（Ｃ委員） 

 この会議録をいただいたんですが、今後はこれらの課題の中で、はっきりしてきた分

について、どういうふうに取りまとめて進めていくとか、そういう予定や今後の見通し

というのはあるのでしょうか。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 先ほど説明の中で、公民館の役割として４つの役割があると申し上げました。それぞ

れの役割を視点として、公民館として解決をすべき課題を提案いただきましたので、そ

ういう視点の中で公民館がやるべきことを公民館の指針という形でお示しをし、それに

基づいて公民館の事業を考えていきたいと考えております。 

 今委員長がおっしゃったのは、青少年センターのあり方の中にも入っている分だと思

います。それは青少年課で、今検討をされています。 

 

（青少年課長） 

 先ほど古賀委員長がおっしゃった高校に行けないような状況になっている子どもな

ど困難を有する子どもたちへの対応も含めて、青少年行政として何をすべきかをこれか
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ら検討していくようにしています。 

 先ほど報告がありました、専門的に考えていただく部会で協議していただき、社会教

育委員会で報告するように計画をしております。 

 教育委員の皆様には報告できる時が来れば、報告をさせていただきたいと思っており

ます。 

 

（Ｃ委員） 

 今おっしゃっていただいた件ですが、高校に行っても、不登校になってしまって、結

局１年生の途中で休学したり退学にしたりという子も結構います。そういう子も学校を

通じてでも、そういう別の枠組みで地域の枠組みの中に取り組んであげられるといいな

と思いますので、高校ともぜひ連携してやっていただくとありがたいなと思います。そ

ういうケースは親があまり困っていないのです。親の養育能力がちょっと大丈夫だろう

かという状態であり、子どもは社会のどこにも属していないという状況です。こちらか

ら手を差し伸べないと、子どもがかわいそうだなと思うときが時々あるので、ぜひよろ

しくお願いします。 

 

（委員長） 

 本当に難しい課題だと思います。 

 

（Ｄ委員） 

 行き場がない青少年が、今どの程度いるのか、把握はできているのですか。 

 

（青少年課長） 

 把握はできておりません。 

 

（社会教育部長） 

 私から補足します。統計的なものはないのですが、今まで青少年センターでは、子ど

もたち、青少年の集まって来れるということで、そういう場所をつくっておりました。

ただ、町の体制でそういうものをつくって、そのような施設がありさえすればいいのか

というのが今問われてきています。段々対象の青少年が利用する数も少なくなってきて

いるという事実がありますので、私どもとしては、今委員長が言われたような、また、

Ｃ委員が言われたような高校に行っている子どもは、学校の先生などがおられますが、

それ以外の誰からも相手にされない子どもや、中学校を卒業して高校へ行けない子ど

も、こういう人たちは誰も相手にしてくれないわけです。そのような人たちをどうする

のかというのが１つのターゲットではないかと思っております。 

 そういったことも含めて、作業部会の中で色々なことを議論しなければならないと思

っています。どこまで市町村段階で踏み込めるかというのは、大変難しい問題ではあり

ますが、その辺の課題を浮き彫りにしていくべきことは確かですので、しっかりと議論

していきたいと思います。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 Ｃ委員の質問に対して補足ですが、公民館の役割の中に、４つあると申しましたが、

その中に地域の課題解決力を高めるということがあります。学校に行けない子どもが多

いとか、地域の課題の中にそういった子どもや、若者の問題対策というのもあると思い

ますので、公民館の指針の中でそういう項目を起こしていくことも必要だと思います。

公民館の主な役割としては、そういう居場所を提供するとか、そういう子どもを見守る

大人を募集するとか、そういった役割の提言もあっています。青少年センターだけでは

なくて、公民館事業の中でもソフト的な、そういった部分にも役割を見出しながら、側

面から支援をしていくことになると思います。 
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（委員長） 

 公民館活動というと、従来は、子どもとか、高齢者とか、婦人会とか、そのような活

動が活発で、青少年に関しては青少年健全育成の取り組みがとられてきたという経過が

あると思いますが、これからは地域の中に取り込んだ活動として、青少年の問題をどう

するかというのは大きなテーマだと思いますので、連携をとりながらぜひ進めていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

 続きまして、「東名遺跡出前授業結果報告」について、文化振興課お願いします。 

 

（文化振興課主査） 

 「東名遺跡出前授業の結果について」ご報告をいたします。 

 この資料は、遺跡の内容については余り触れていないのですが、東名遺跡というのは、

今から７，０００年前の縄文時代の遺跡で、日本最古の湿地性貝塚として注目されてい

る遺跡であります。 

 非常に重要な遺跡であるものですから、将来的な史跡指定も視野に入れて、その遺跡

の存在を子どもたちに周知すると同時に、貴重な郷土の遺跡を子どもたちの歴史学習の

教材として取り上げることで、地域の歴史に関心を持たせ、郷土に対する誇りや愛着心

を育てるという目的で授業を実施しています。 

 今年度初めてこの出前授業を実施しましたが、縄文時代という時代もありまして、１

学期の最初の４月から６月の頭にかけて実施をしています。９ページのほうに資料を載

せておりますけども、小学６年生を対象に、小学校７校で実施しておりまして、昨年度

末の校長会のときにご紹介をして、学校のほうから申し込みがあった学校が３校で、他

の４校については遺跡の近くの校区の学校に、こちらから声をかけて実施をしました。

約６００人の児童を対象に授業を実施しています。内容については、大体４５分の授業

を２授業分使わせていただいて、授業を行った日から１週間程度、１つのガラスケース

を持ち込んで、ミニ展示を同時に実施をしております。授業の内容については５名程度

の班に分かれてもらって、１２ページの写真を載せておりますけども、写真の一番上の

青い箱の中の遺跡から出た実際のものを各班に１つずつ配って、実際に手にとって観察

できるように配慮をしました。解説については、こういった実物の他にパネルとかカラ

ーのパンフレットを各人に配って、視覚的に理解できるように配慮して授業を行いまし

た。 

 結果については、１０ページ目にアンケート結果を載せておりますけども、こちらの

予想以上に好評でありまして、９割以上の児童が興味を示しており、内容についても９

割以上の児童がおおむね理解できたという回答をしていただいています。 

 これについては、東名遺跡という遺跡は、人間が実際につくった土器とか、石器、そ

れ以外に当時の縄文人たちが食べた貝の殻とか、動物の骨とか、木の実などが実際に出

土しておりまして、それらを見せることによって縄文人の生活が非常にリアルに想像で

きたものだと思っております。 

 嘉瀬小学校においては、授業参観で実施させていただきました。保護者の方２３名で

したけど、出前授業が非常に歴史学習に有効じゃないかというアンケートの回答を得ら

れておりますので、その有効性が高く評価されておると考えています。ミニ展示につい

ても、授業を行った日から１週間程度、授業を行ってすぐ子どもたちが見れるようなと

ころに展示をしましたので、その辺も非常に有効に機能したのではないかと考えていま

す。 

 この授業については、来年度以降もぜひ実施していきたいと考えているところです。

報告は以上です。 

 

（委員長） 

 このことについて、何かご意見ありますか。 

 私のほうから学校教育課に対してお尋ねします。学校教育課は、このことに対してど



  10 

う考えていますか。今後、校長会、学校、学校教育課との連携などにについてですが。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 今後、当然連携を図っていかなければと思っております。ふるさとを愛する心を育て

るとか、文化遺跡等について勉強していくとか、いろんな意味合がありますので、各学

校にも文化振興課のほうから宣伝をしてもらっているわけですが、学校教育課として

も、一緒に参画をしていくというスタンスでおります。 

 

（教育長） 

 この出前授業はいつから始められたのですか。 

 

（文化振興課主査） 

 今年の４月が初めてです。 

 

（教育長） 

 それで、今年、７校実施したのですね。 

 感想文などを見ても、非常にこれはいいですね。 

縄文遺跡は教科書ではどこを取り上げてましたかね。 

同じ時代の同じ遺跡ですから、全国は全国としても、佐賀市内にも縄文の同じ時期の

遺跡があるんだというのは、非常に大事なことですからね。今年から始められたので、

これから浸透を図らなければならないでしょうが、学校教育課と連携をしながら進めて

ください。 

 

（委員長） 

 単独、単年度で行うのではなく、ぜひ連携して欲しいと思います。これからは佐賀の

子どもたちにどんなことを教育の内容とするのか考慮して、特に歴史とか文化とか、地

元にあるものを大事に、こんなに貴重なものがあるんだよとか、こんな価値の高いもの

があるんだよというようなことも意識させながら教えていくのが必要じゃないかなと

思います。ぜひよろしくお願いします。 

 

（社会教育部長） 

 補足ですけれど、この東名遺跡が７，０００年前の遺跡としてオンリーワンの部分が

あります。 

 １２ページの写真の上から２段目の北川副小学校の授業風景の右側です。講師が手に

持っているのは、網かごです。直径１５センチから２０センチ、高さ８０センチぐらい

です。７，０００年前の遺跡でこういう網かごが出たというのは、ここが初めてです。

ですから独自の文化を持っていたということでオンリーワンですので、これは全国的に

ＰＲをしていきたいと思っています。その前に、地元の小学生たちによく知っておって

いただきたいということで、今、出前講座を一生懸命やっているところです。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 とても大切な企画だと思いますので、子どもたちに、どのような視点から、どのよう

に教えていくか、そういうことも含めて一緒に研究をされて、取り組んでいただきたい

なと思いますので、よろしくお願いします。 

 ちなみに、何回ぐらいまでなら、授業実施が可能ですか。 

 

（文化振興課主査） 

 古い時代なので、その授業の関係上、果たして２学期、３学期でやっていいのかどう
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かわかりませんけれども、今回は１週間に１校ぐらいで何とかやれました。 

 

（教育長） 

 歴史という教材の中でいきますと、縄文時代を取り上げるのは４月ですから、どの学

校も４月ですね。 

 だから、遅れても学習をして振りかえたときの５月ぐらいまでというふうになります

ね。 

 

（Ｂ委員） 

 小学校も大事ですけど、むしろ中学校ぐらいでできないでしょうか。今、縄文と言っ

たら、大変見直されて、世界の古代文明に匹敵するぐらいの重要な文明であるというこ

とがだんだん解明されてきていますから、もっと専門的な要素で教えるべきと思います

ね。 

 小学校からは興味の導入としてはいいと思うのですが、さらに中学校では、古代文明

を習うじゃないですか。文字は残っていないけれども、非常に高度な先進性の高い文明

であるということを教えるべきだと思います。 

 

（委員長） 

 中学校の社会の専門の先生にも知恵をかりて、一緒に教材研究みたいなことまで含め

てやれば、いろんないいものが出てくるのではないかと思います。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 教科等部会等もありますので、話をしてみたいと思います。 

 

（委員長） 

 単独ではなく、佐賀市の子どもたちに何を伝えるかという発想でお願いしたいと思っ

ております。 

 

（Ｄ委員） 

 金立小学校の近くから遺跡が出土したということで、そこでの展示期間を長くされて

いるわけですか。 

もし、こういうのをレプリカでつくるとしたら相当な費用がかかるのでしょうか。何

かそういうものを、金立小学校には常に置いておくとかできないですか。 

 

（文化振興課主査） 

 レプリカはかなり高額になります。 

 

（教育長） 

 網かごのレプリカをつくっていませんでしたか。 

 

（文化振興課主査） 

 授業中に使った網かごは、実際の同じ材料を使って編んだものでした。 

 

（教育長） 

 それは、一つ作るのにどのくらい費用がかかりましたか。 

 

（文化振興課主査） 

 それは本市で作成したわけではなく、東北大学にその材料の木の材木の同定をお願い

している件がありまして、その東北大学の先生によってその網かごを編んでいただきま
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した。 

 

（Ｄ委員） 

 いつも子どもたちが見れるようにしたらいいと思いますが。 

 

（委員長） 

 やはり本物に触れるというのは大事なことなんですよね。 

 佐賀市にもそういうものがあるのだということを、ぜひ佐賀市の学校教育並びに子ど

もたち、保護者の方にもわかっていただきたいと思いますね。 

 続きまして、「三重津海軍所跡国史跡指定に関する申請について」、これも文化振興課

よろしくお願いします。 

 

（文化振興課世界遺産調査室長） 

 平成２１年度から三重津海軍所跡につきましては、日本国の世界遺産暫定一覧表に記

載されております「九州・山口の近代化産業遺産群」、これは幕末の１８５０年から象

徴的に八幡製鉄所での製鋼がうまくいった１９１０年ぐらいまでの間、工業国家日本の

急速な近代化、自力による近代化を象徴する、西日本を中心とした３０の構成資産候補

からなります世界遺産のタイトルでございますが、その中の１つとして三重津海軍所跡

ということで、世界遺産登録に向けて調査やいろんな登録推進活動を佐賀県、佐賀市、

それぞれの教育委員会、知事部局、市町部局とあわせて推進をしてまいりました。 

 世界遺産条約の登録基準には、国内法によるその資産の保護が必要でして、三重津海

軍所跡ですと文化財保護法による国の史跡指定を受けなければなりません。今回、いよ

いよその段取りが整いまして、お手元の資料にありますとおり、今年の７月中には文部

科学省に佐賀市教育委員会から史跡指定申請のための意見具申書を提出することにな

りましたので、今回教育委員会のほうに報告をさせていただいております。 

 三重津海軍所跡の詳しい説明はお手元にパンフレットをお配りしておりますので、後

ほどご覧になっていただきたいと思います。場所としては佐賀市の東南部に当たります

旧諸富町と旧川副町の接点に当たる部分で、早津江川という川の西側に、大体、河川敷

に全長約６００メートルの施設、今回はそのうちの約３万平米について国の史跡指定を

申請いたします。土地の所有者としては、主に河川敷ですので国土交通省でございます

が、いろいろ防災の観点とかもございましたが、大体話がまとまりまして史跡指定の同

意がいただけるような事務に調整をしております。 

 三重津海軍所跡は、ご存じのとおり幕末佐賀藩の施設ですが、どういうところに一番

の重要性があるかといいますと、幕末段階に、船の底を修理するためのドライドックと

しては、日本で現存する最古のものであるということが確認をされております。 

 そのドックの構造といいますと、明治以降のドックのように、石やレンガを使ったも

のではなく、在来の技術を応用した、木組みのフレームを用いたドックであったという

ことが１点目です。 

 それからもう１つの重要な点は、日本で最初の実用的な蒸気船であります「凌風丸」

を慶応元年に完成させたということです。 

その２点におきまして、日本の工業化の黎明期を実証する遺跡として極めて重要性が

あり、その遺跡価値の部分については疑義がないということで、今回史跡指定の申請を

行うことになります。 

 お手元のパンフレットの４ページ目の左下のほうに図－５がありますけど、今回の史

跡指定の範囲は、その一番右側の海軍寮エリアという北側の部分を除く、南からいいま

すと製罐所・船渠エリア、調練場エリア、船入場エリアという、この三つの部分を申請い

たします。 

 将来的には、この部分は有明海沿岸道路という高規格道路が一番北のところは通る予

定になっておりますので、その道路計画のほうとの調整がついた後に、将来的にはこの
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三重津海軍所跡の全域にわたって史跡指定範囲を拡大するという方針でございます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、何かございますか。 

 

（Ｂ委員） 

 指定を受けたと仮定して、どのような整備をされるというような、グラウンドデザイ

ンを考えておられますか。 

 

（文化振興課世界遺産調査室長） 

 今後のスケジュールからまずご説明いたしますと、７月中に書類を提出して、１０月

に国の文化審議会に諮問をされて、１１月ぐらいにはオーケーであれば答申が出て、法

律的には翌年２月に国の史跡ということになります。 

 整備の方針といたしましては、資料の一番下に書いておりますけど、まず国の史跡、

それから世界遺産という流れになります。特に世界遺産条約の中では、史跡の厳重な保

護というのがまず第１条でうたわれております。まずどういう形で保存ができるのか。

逆にこの中でやってはいけないことを保存管理計画の中で明確にして、それに整合する

ような形でその後に整備計画をつくっていくということで、今現在は具体的な整備計画

というものはまだできていないという状況になります。 

 

（Ｂ委員） 

 例えば、今の「凌風丸」ですかね、ああいうものはどうするのですか。 

 

（文化振興課世界遺産調査室長） 

 これもちょっと微妙で、あるいは駐車場とかの問題もあり、国の史跡であればよいの

ですが、世界遺産になったときは、そういうものを置いておくことは望ましくないとも

言われております。吉野ヶ里みたいに現物がなく、頭の中でつくったような復元（想像

的復元）は、認められません。写真資料とかがなければ復元ができないのが世界遺産で

すので、吉野ヶ里みたいな復元物が三重津海軍所の上に、世界遺産になった後でできる

ことはないと思います。 

 

（教育長） 

 吉野ヶ里は、あれは世界遺産にはならないのですか。 

 

（文化振興課世界遺産調査室長） 

 例えば佐賀城本丸の復元みたいなことをやると、もう世界遺産にはなれないというこ

とです。 

 

（教育長） 

 吉野ヶ里を世界遺産にと、今運動されてますよね。 

 

（文化振興課世界遺産調査室長） 

 世界遺産となると、一回復元物を全部取りはずせということになります。 

 

（Ｂ委員） 

 史跡的価値は非常にあるというのはわかりますけれども、観光的側面とは全然違うこ

とになっていくわけですよね。もう実際現地を見ても全く分からないのですが、昔の地

図とかそういった図面がありますね。あれを突き合わせてみると、なるほどなというの
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はわかりますが。 

 

（社会教育部長） 

 ３月の議会でもその点が非常に問題になったのですが、テレビとかであっている世界

遺産というのは非常に派手で、見た目もすごいものですよね。世界遺産ということで普

通一般の方は、そういうイメージや期待を三重津のほうにも持っていらっしゃるかもし

れませんけれど、これは産業遺産であり、少し性質が違うので、残念ながらそういうこ

とができないのです。保存をきちんとするとしたら、あそこもまだ埋め戻さなければな

らないわけですから、現地には何も残らないわけです。そういった中でどういうふうな

観光の集客施設をつくるのかというのは非常に難しい問題です。ですから、平成２７年

の７月頃の認定を予定していますので、認定された後に、どういう見せ方をするのかと

いうのは、１年前から非常に頭を悩ませているのですが、大きな課題であります。 

 

（委員長） 

 現在生きている人間にとって何が意味があるかというようなところも加えて、検討し

なければならない状況にあると思います。色々なことが絡んできますから難しいかと思

いますけれども、学術的な問題と、それから佐賀市にとってこういう文化財があるとい

うことだけでなく、佐賀市にとっては人を集めるこういう目玉となるものがあるという

ことも組み合わせて、ぜひ検討していただきたいと思っております。 

 

（社会教育部長） 

 あらゆる可能性を探っていきたいと思っております。 

 

（委員長） 

 「三重津海軍所跡の国史跡指定に関する申請について」、興味ある報告をありがとう

ございました。 

 ほか何かございますでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、ほかには議題がないようでございますので、これで６月の定例教育委員会

を閉会にしたいと思います。どうもご苦労さまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


