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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 こんにちは。梅雨が明けたら本当に暑くなりました。中体連が今、真っ盛りではない

でしょうか。子どもたちは元気に頑張ってくれていると思いますけれども、熱中症がな

いようによろしくお願いしたいと思います。では、ただいまより佐賀市教育委員会の７

月の定例会を開きます。 

 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ます。 

 本日の日程につきましては、配付しております日程に基づいて進めていきたいと思い

ますが、よろしゅうございますでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これより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） 

 ６月２６日の定例教育委員会の会議録につきましては、事前に７月２０日に皆様に配

付したとおりでございます。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 前もってお手元に届いていると思いますので、目を通していただいていることと思い

ます。何か訂正なり、あるいは確認なりありましたらどうぞご意見をください。 

    〔「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） 

 次に日程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、プリントに沿って、お話いたします。 

 まず、１点目が平成２４年度、子どもへの「まなざし運動」が本格的に動き出すため

の推進委員会の全体会が行われました。 

 ここに書いておりますように、「まなざし運動」は今年５年目を迎えておりまして、

毎年運動の中身を評価しながら、改善を図って運動を進めているわけですが、本年度の

方針が「まなざし運動」を自覚して取り組んでいこうということで、この「自覚をする」

というところに非常に力点を置いているところです。テーマはこれまでどおり、事業そ

のものも３本の柱に沿って推進をしていくということになっております。５年目を迎え

るということもございまして、これが少しずつ広く浸透していけばというふうな思いで

おります。 

 ２点目、グレンズフォールズ市の教育訪問団の表敬訪問がございました。歓迎のレセ

プション等ございまして、Ａ委員さんも私と同席でレセプションの中におりましたが、

向こうの引率団の副団長さんでしたでしょうか、空軍の大佐ということですが、今は高

校の先生なんですね。日本では通常それ相応の経歴を持って、いわゆる教育系の大学を

出て教員になるというのが常であって、あまり変わった経歴を持った人というのはおり
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ません。ところが、私どものところに座られた副団長さんは空軍の大佐で、しかもパイ

ロットだったという女性なんです。今は、空軍のパイロットを辞めて、地上に降りて、

高等学校の数学の教員をしているという方なんですね。非常に国土も広いアメリカなん

ですが、考え方も大きいなという思いでおりました。もう１つが、Ａ委員さんが非常に

語学に堪能であるということがわかりました。私の通訳をしてくださいまして、非常に

助かりました。今後どうぞご活躍いただければと思います。 

 ３点目です。佐賀市の租税教育推進協議会がございました。この租税教育推進協議会

の課題といいますか、一見同じような歩みで進んではおりますけれども、内容を吟味し

てみましたら、やはり広まりに欠ける、浸透に欠けるというところがちらほら見え始め

ました。そういうことで、今年度はその辺りをしっかり踏まえながら協議を進めさせて

いただきました。 

 したがいまして、今年度は特に啓発ＰＲを強化するということで、自治会長会、公民

館長会、市のＰＴＡ、それから婦人会などの各種団体と緊密な連携を保ちながら、この

税についての広報啓発をやっていきましょうということを確認したところです。 

 ただ、税の問題につきましては、私も含めてなんですが、非常に難しくてわかりにく

いというのが現状で、どちらかというと、市民の皆さん方は敬遠する中身ではないかな

と思います。自分に降りかかったときには必死で調べますけれども、日ごろは疎遠にな

ちがちな課題であるということで、税務関係者には、税のことについて出前講座を行う

ときには「ためになった」と、あるいは「よくわかったよ」と言われる、そういう内容

にしてもらうといいですねということでお願いをしまして、今検討を加えていただいて

いるところでございます。 

 ４点目です。平成２４年度の早稲田・佐賀２１世紀プロジェクト事業の打ち合わせが

ありまして、これに早稲田大学まで私と教育政策係長の２名で行ってまいりました。そ

して、本年度の事業確認をしたところでございます。非常に早稲田大学のほうも、この

協定については好意的でございまして、佐賀市と相互に目標達成をしていきましょうと

いうことで話を進めたところでございます。 

 ここに大きく４点書いておりますけれども、３つ目までは、継続事業。４点目の地理

学講座、これにつきましては新規で今年度行うということになっております。子どもた

ちを対象にしておりますが、教職員まで含めるのか、この辺りのところはまだ検討中で

ございますけれども、非常に興味のある講座が開かれるだろうというふうに考えており

ます。 

 ５点目のその他なんですが、その他には４点書いております。 

 １つは、佐賀市の中体連が６月８日を皮切りにきょうまであっております。あしたか

らは県大会になります。したがいまして、市の中体連、県の中体連がこれからあるとい

うことです。 

 それから２点目、７月２日に県の市町教育委員会総会・研修会がありましたが、お見

えいただいた委員さんもいらっしゃいましたので、これは割愛させてもらいます。 

 それから、市民体育大会が７月７日からありました。幾つかが天気が悪くて延期にな

ったということも聞いておりますが、それ以外は順当に行われたと私の耳には届いてお

ります。 

 ４点目、絆プロジェクトの意見交換会、これは赤松小学校と若楠小学校が総務省の指

定を受けながら行っておりますが、総務省からその意見交換会に来られました。赤松小

学校で意見交換をしたところでございます。 

 以上、報告にかえます。 

 

（委員長） 

 教育長からの報告がありましたが、何か質問なりありましたら、お願いします。 
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（Ｂ委員） 

 質問ではないのですが、中体連の会場等を知りたいと思うときに、佐賀市の教育委員

会のホームページを見てもわからないので、やはり市民一般の方とか、保護者の方とか

先輩の方とか見に行きたいという方のために、ぜひ会場等も事前にホームページに載せ

ていただきたいなという要望があります。 

 

（教育長） 

 そうですね。どうなっていますかね。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 現状は、市の中体連事務局がまとめて冊子をつくって、全学校に配布しております。

ですから、学校等には一覧がありますし、保護者等にはその案内が届きます。 

 ただ、市民の方向けについては確かにないのかなと思いますので、市中体連の事務局

とも相談をさせていただいて、例えば、ホームページの掲載とかいうところも考えたい

と思います。 

 

（Ｂ委員） 

 可能ならぜひお願いいたします。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 ただ、今私どもも巡回をして回るんですが、市の中体連については各学校を中心に行

っているわけですね。もちろんテニス場や、体育センターを使ったりもするんですが、

現状として、駐車場がないんですよ。実は今回一番往生しているのが、路上に止められ

ている方がいっぱいおられて、地域住民の方から苦情が来て、もうどうにもならないよ

うな状況が今起こっております。ですから、あまり広報をしてもというのがあるのも事

実ですね。会場等の駐車場の問題がかなり厳しくなっていて、学校も何校分の保護者も

来たりするので、そのときに限っては運動場を全部開放するんですが、それでもなおか

つ路上にということが起こったりしております。ですから、その辺りの問題も幾らかあ

るのかなと思います。 

 ただ、言われたように、検討は市の中体連事務局にしていただけるかなと思います。

申し合わせはできると思います。 

 

（委員長） 

 やっぱり子どもたちが活躍しているところを見ると、市民は元気が出るんですよ。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、基本的に、見たい方は何らかの情報をどこかから取り入れられています。それ

はもう間違いないと思います。 

 

（委員長） 

 中体連だけじゃなくて、例えば、連合音楽祭とかありますよね。こんな音楽祭がある

ので市民の方多く聞いてください、中学生とか小学生がこんなふうにすばらしい発表を

していますよと、保護者や校長先生はもちろん来られますが、市民の方にもっと一緒に

入っていただくようなことがあるといいなと思います。 

 

（教育長） 

 市レベルの学校関係の行事、例えば、今言った連合音楽会、市の中学校の中体連、こ

ういうレベルのものはどこかで情報提供しなければいけないですね。その辺りは検討し

てみます。 
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（Ｂ委員） 

 車の問題も同時に、事情があるようですので、公的機関とか打合せをお願いします。 

 

（教育長） 

 事前に決まったところで、駐車場を責任持って確保しておいてくださいということで

すね。 

 

（委員長） 

 そういうことで、よろしくお願いします。ほか何かございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、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） 

 次に、日程４の議題に入りたいと思います。 

 最初に、第５号議案『佐賀市立富士生涯学習センター運営審議会委員の委嘱につい

て』、社会教育課から説明をお願いします。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 富士生涯学習センター運営審議会委員の委嘱につきましては、２年間の任期満了に伴

う改選になります。委員名簿は２ページに掲載しているとおりです。任期は、本年８月

１日から２年間になります。ほかの公民館ですとか、大和生涯福祉センター運営審議会

の委員の任期は、市町村合併の関係で１０月１日からとなっておりますが、富士につき

ましては平成２０年８月に生涯学習センターを開館しましたので、それにあわせて８月

１日付で運営審議会委員として委嘱したことによりまして、ほかの公民館等とは任期が

１０カ月ほどずれております。 

 参考資料として別に１枚物の名簿をお配りしておりますが、その中に年齢ですとか、

備考欄には再任、新任別を掲載しております。５番の中山委員が新任となります。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、何か質問、ご意見ございますでしょうか。 

これは、例えば何期までとか、そういう制限はあるんですか。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 いいえ、任期の制限はございません。 

 

（委員長） 

 年齢の制限もないですか。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい。 

 

（Ａ委員） 

 ８番の方の、富士地域審議会というのは、富士町だけにある審議会なんですか。こう

いうのが各町村に、例えば、諸富地域審議会というのがあるのですか。 
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（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 合併前の旧町村には１つずつはございます。 

 

（Ａ委員） 

 地域審議会というのは、いわゆるどういうことを審議されているのですか。 

 

（富士教育課長） 

 地域審議会は、その地域の振興なりを市長が諮問したときに開かれるものでありま

す。それとあわせて、地域の振興のあり方について勉強会を重ねていらっしゃる委員さ

んでございます。大体１０名ほどいらっしゃいます。 

 

（委員長） 

 年に何回ぐらい開かれるのですか。 

 

（富士教育課長） 

 審議会そのものは、市長の諮問によるものですから、市長が諮問しない限りないんで

すけれども、勉強会は随時、富士の場合は年間七、八回程度行っていらっしゃいます。 

 

（Ａ委員） 

 はい、わかりました。ありがとうございました。 

 

（委員長） 

 この生涯学習センターの今の利用の状況はどうですか。 

 

（富士教育課長） 

 年々増加傾向にあります。今は２万４，０００人ぐらいの方が利用されております。

その前が１万９，０００人ぐらいですから、前年度に対しまして二、三千人増加でござ

います。今のところずっと増加で、皆さんに利用していただいております。 

 

（委員長） 

 古湯温泉の映画祭などでも利用されていますよね。 

 

（富士教育課長） 

 はい、映画祭等のイベント等でも利用していただいておりまして、その都度地域の方

も参加したイベントも開催されています。 

 

（委員長） 

 そういうことだそうでございます。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。 

 次に、第６号議案『佐賀市少年センター運営協議会委員の委嘱について』、青少年課

から説明をお願いします。 

 

（青少年課長） 

 第６号議案『佐賀市少年センター運営協議会委員の委嘱について』ご説明いたします。 

 佐賀市少年センターでは、「佐賀市少年センター設置規則第６条」及び「佐賀市少年

センター管理運営規則第１０条」に基づいて、佐賀市少年センター運営協議会を設置し

ております。 

 この運営協議会は、少年センターの業務実施に必要な業務計画の協議決定機関でござ
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います。運営協議会の委員は、教育、民生、警察等の関係者及び学識経験者の中から委

嘱をすることとなっております。また、委員の任期は２年となっておりまして、本年７

月をもって任期が満了しますので、改めて委嘱を行うものです。 

 今回委嘱する委員につきましては、４ページに掲げております１２名を各関係団体か

らの推薦に基づきまして提案させていただいております。 

 １２名の委員の内訳は記載のとおりでございますが、１１番の方は佐賀新聞社から、

これは学識経験者として佐賀新聞社編集局報道部主任さんにお願いしております。 

 それから１２番は行政の教育分野からということで、要保護児童対策担当課のこども

課参事でありまして、今回新任であります。任期は平成２４年８月１日から平成２６年

７月３１日まででございます。 

 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、ご意見ありましたらお願いします。 

 

（Ｃ委員） 

 佐賀市少年センターの場所は勧興小学校の向かいの建物ですか。 

 

（青少年課長） 

 青少年センターの１階に青少年課がありますが、同じフロアの西側にあります。 

 

（Ｃ委員） 

 建物としてはあの建物ですか。 

 

（青少年課長） 

 はい。 

 

（Ｄ委員） 

 任期は２年と言われましたけれども、再任はあるのでしょうか。 

 

（青少年課長） 

 はい、再任はあります。 

 

（委員長） 

 少年センターの運営について協議されるんでしょうけれども、具体的にはどういう話

題が出てきますか。 

 

（青少年課長） 

 年２回開催しており、５月は前年度の事業報告など、１月は次年度の事業計画などを

議論していただいています。 

 意見としましては、自転車のオートライト化を高校で進められており、そのことによ

って指導件数が大幅に減っていますので、今後も取り組みを進めたいなどの意見が出て

おります。 

 

（委員長） 

 例えば、少年非行とか、何かそういうことへの取り組みといったことも話題になって

いるのですか。 

 私がいつも話題にするのは、義務教育のときは学校での対応が子どもに行き届きます

けれども、義務教育が終わった子どもに対しては、高校に行く子は援助の手だてがあり
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ますけれども、高校に行かないとか、そういう子どもにはつながりがなかなかつくれな

いという状況がありますが、青少年センターでそういうことについて何か話題が出たり

はしませんか。 

 

（青少年課長） 

 少年センターの業務ということで、例えば、委員さんであります佐賀警察署の課長さ

んから少年非行の状況などをお話ししていただいたことはあります。委員長がおっしゃ

ったような、高校に行っていない、中学校を卒業して何もしていない子どもへの取り組

みについては、議題として上げていませんので、意見はありませんでした。 

 

（青少年課青少年指導係長兼少年センター主査） 

 少年センターの業務としては、青少年の指導業務、電話相談やメール相談の相談業務、

それから地域のいろいろなお店が青少年に対してどういう取り組みをされているか点

検などをする環境浄化業務と、それから広報活動として、少年センターだよりを作成し

まして、市内の小・中学校、高校の生徒の方に配布をしながら、相談業務については特

に力を入れておりますので、その点の広報等を行っております。そういう少年センター

の業務について審議していただくんですが、指導業務ではいろいろな関係団体との連携

をとりながら指導していきますので、警察関係の方や、それから小・中学校、高校の生

徒指導の先生方等にも入っていただきながら業務内容について審議をしていただいて

おります。 

 

（Ｃ委員） 

 去年、Ａ先生がハンドベルの授業を青少年センターでされたかと思います。 

 行って思ったんですけれども、建物が結構古いです。駐車場が全然ない。そういうこ

とについて、使い勝手とかそういう意見は出たりしていませんでしたか。市民の苦情と

いうか、もうちょっときれいにならないんですかという声は出ないのかなと思ってお尋

ねしたかったです。 

 

（青少年課長） 

 私は直接言われたことはないですが、別のところで駐車場が狭いとか、今Ｃ委員さん

がおっしゃったような意見が上がっているのは事実です。青少年センターですので、利

用される青少年の中には免許を持っていて車で来る方もおられますが、子どもたちは自

転車で来ることが多いので、駐車場に関しては自転車を置く場所がきちんとあるのでよ

いと思っています。青少年に関係する団体の方が利用される場合は、公民館とか学校を

事前にお借りして車を止めさせていただいているというのが現状です。一般社会人の方

の利用は、自分たちで駐車場は探していただくようにしています。 

 

（委員長） 

 全てに共通することですけれども、いろいろ事業や啓発活動をされていますけれど

も、知っている人は知っているけれども、知らない人は全然知らないというような状況

ですよね。佐賀市としてこういう取り組みをしている、こういうことが話題になって、

審議されていて、こういうふうにまた新しい取り組みとして展開しているんだというこ

とが市民に伝わるようになっていくといいなと思うんですよね。だから、単独でそれぞ

れがしていることで終わっていることが多いのではないかなと思って、ぜひその辺りを

行政レベルで連携して、一緒に取り組んでいただきたいなという希望があります。 

 

（Ｂ委員） 

 ７月初めに各学校で少年育成委員さんと民生児童委員、主任児童員さんが一緒にする

行事も少年センター主導でされているんですよね。 



  8 

（青少年課長） 

 学校との連絡会のことですね。それは少年センター主催で開催しております。各校

区・地区にいらっしゃる少年育成委員さんが中心となり学校と連絡をとって日程を決め

たりしていただいております。 

 

（Ｂ委員） 

 それに出てきた意見というのは、例えば、全体で集約とかはされているのですか。 

 

（青少年課長） 

 少年センターにいます専任補導員が必ず参加しておりますので、会議の報告がきちん

とあります。その中で出た色んな問題等につきましては、すぐ対応できるものとそうで

ないものがありますが、それぞれ対応していくようにしております。 

 

（委員長） 

 青少年運営協議会の取り組みと、青少年健全育成推進委員会と言うんですか、青少年

健全育成みたいなところがあるじゃないですか。それらのつながりというか、全く別の

ものなのか、その辺りはどうなっているんでしょうか。青少年とか少年とかの名前で、

活動をそれぞれされているけれども、どういう活動をされているのかというのがわかっ

たら教えてください。青少年健全育成の取り組みは青少年センターの運営と全然別なん

ですかね。 

 

（青少年課青少年指導係長兼少年センター主査） 

 少年センターの対象は少年法でいいます二十歳までの少年を対象にした業務で、青少

年健全育成と全く別ではないんですが、運営審議会については、少年センターの担って

いる業務について審議していただくということになっております。青少年問題と全く別

ではないんですが、ほかの審議会と連携してというところでは独立した、少年センター

の審議会だというふうに思っております。 

 

（Ｃ委員） 

 青少年センターと少年センターと出てきますが、違いはなんですか。 

 

（青少年課長） 

 青少年センターというのは建物の名前で、少年センターは部署の名前です。 

 

（委員長） 

 私たちでも知らないのだから、市民の方は全然ぴんとこないだろうなと思います。市

民の方が佐賀市にこういう取り組みもあって、うちの子どもも活動できるように利用し

ようとか、こんなことなら参加しようとか、そういう雰囲気になることが望ましいんじ

ゃないかなと思います。今どうこうということではありませんが、どこでも一生懸命や

っておられるんですけどね。ところが、対象は同じ、例えば、青少年、学生ですよね。

だから、お互いに情報交換をしながら、佐賀市の取り組みとして一緒にやりましょうみ

たいなことが出てくるといいなと思っています。 

 ほか何かございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 少年センター運営協議会の委員については承認といたします。 

 続きまして、第７号議案『佐賀市スポーツ推進審議会委員の任命について』、スポー

ツ振興課、お願いいたします。 
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（スポーツ振興課長） 

 第７号議案『佐賀市スポーツ推進審議会委員の任命について』でございますけれども、

佐賀市スポーツ推進審議会条例第３条に基づき、この案を提出するものでございます。 

 佐賀市スポーツ推進審議会委員の任期につきましては、平成２４年６月３０日をもっ

て満了することから、次期につきまして任命をお願いするものですけれども、事務手続

のおくれから任期を平成２４年７月２４日から平成２６年７月２３日でお願いするも

のでございます。 

 審議会につきましては、平成２４年２月７日に佐賀市スポーツ推進審議会を開催いた

しまして、１番目といたしまして、総合型地域スポーツクラブの設立・支援についてと、

２番目に、スポーツ施設整備計画について諮問をして、５月１４日に第２回目を開催し

ております。できるだけ同じ委員の方でお願いをしておりますけれども、４番目の佐賀

市小中学校校長会からの推薦の原委員、５番目の佐賀市スポーツ団体からの推薦の江﨑

委員、それから１２番目の佐賀市からの推薦の諸永委員につきましては新任となってお

ります。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 説明がございましたが、何かご質問、あるいはご意見がありましたらお願いします。 

 年間何回ぐらい審議会はあるんですか。 

 

（スポーツ振興課長） 

 何回という決まりはないんですけれども、諮問の内容に応じて長くなる部分もある

し、短くなる部分もございます。 

 

（委員長） 

 去年はどんな審議内容だったんですか。 

 

（スポーツ振興課長） 

 去年は２回予定をしておりましたけれども、去年が法律の改正とか、国が基本計画を

つくるという話があったもので、それを待って審議会を開こうとしていたんですけれど

も、なかなかそれが決まらなくて、うちの課題だけが出てきておりまして、課題として

は、総合型スポーツクラブの支援についてと、持っておりますスポーツ施設の整備計画

というのが問題としてありましたから、それを諮問しているところです。今２回やって

おりまして、その中で作業部会をつくって審議をしていこうという話になっておりまし

て、今後作業部会で話を進めていくというような形になっています。 

 

（委員長） 

 市民の健康といいますか、スポーツといいますかね、競技者、アスリートを養成する

ようなことだけではなくて、一般の市民が健康増進するような取り組みもやっぱり大事

なことでしょう。そっちのほうがウエートを占めていくんじゃないかなと思っているん

ですけど、いかがですか。 

 

（スポーツ振興課長） 

 施設の部分、つまり「場」ですよね、その場をどうしていくかという部分。それと、

地域でつくる総合型スポーツクラブの支援をどうやっていくかという部分を今審議を

させていただいております。 

 

（委員長） 

 例えば、学校の体育館を利用したり運動場を利用したりするでしょう。そうすると、
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学校教育に絡んだり、あるいは土日のことに絡んだりすると思いますが、そのことにつ

いての話題もあるんですか。 

 

（スポーツ振興課長） 

 はい、施設の整備の中には、大きく学校体育施設に頼っている部分がありますから、

その部分を含めた話となっております。 

 

（Ａ委員） 

 スポーツ少年団というのはどういう活動をしているんですか。ボランティアですか。 

 

（スポーツ振興課長） 

 スポーツ少年団というのは、佐賀市の体育協会がありますけれども、県にも体育協会

がありまして、その全国の組織が日本体育協会というところなんですけれども、そこが

少年のためのスポーツという形で、全国的に少年団というのをつくって組織化している

部分です。 

 

（Ａ委員） 

 スポーツですね。何かボランティア活動もしているのかなと思っていたんですが。 

 

（スポーツ振興課長） 

 スポーツ少年団の理念としては、スポーツもやりますし、文化とかも含めて少年を健

全育成していこうというのが理念になっております。 

 

（Ａ委員） 

 わかりました。ありがとうございました。 

 

（委員長） 

 スポーツ少年団のメンバーは、今佐賀市でどれぐらいあるんですか。 

 

（スポーツ振興課長） 

 三十何団体ぐらいです。 

 

（委員長） 

 それが例えば、サッカーとか野球とか、競技ごとにあるわけですね。 

 

（スポーツ振興課長） 

 はい。ただ、なかなか理念どおりにいかなくて、そういう少年団を組織してあります

けれども、片や競技団体とかありますので、競技団体の競技にも参加しております関係

で、競技の部分がウエートを占めるという団体が多いですね。 

 

（委員長） 

 ほかございますでしょうか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、この佐賀市スポーツ推進審議会の委員のことに関しては、承認といたします。 

 審議につきましては、以上でございます。 

 

 

日程５ 報告事項 
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（委員長） 

 続きまして、日程５の報告事項に移りたいと思います。 

 まず最初に、「小中学校の夏休み以降の主な行事について」説明お願いします。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 それでは、市小中学校の夏休み以降の主な行事について、ページ数でいきますと７ペ

ージ、８ページをごらんいただければと思います。 

 ２学期の終業式、３学期の始業式については、５４校ともすべて統一になっておりま

す。 

 夏期休業中の全校登校日につきましては、小学校では６日と９日が非常に多いです

が、それぞれ各学校ごとに計画を立てておられます。基本的に６日と９日が多くなって

いるという実情があります。 

 中学校におきましては、登校日は実施をしないというところが２校あります。これは

もう学校に任せております。 

 中学校は、８月１日が少し多いという現状があります。 

 秋の体育大会について実施せずと書いてあるところは、春に体育大会をしたところで

ございます。 

 秋の体育大会の日程はここに書いてあります。 

 中学校につきましては、基本的には９月１６日に統一をしております。ただ、ここで

もわかりますように、９日と１６日にするところがあります。今年度につきましては、

第３日曜日にするということで、大体中学校は統一する方向でしておりますが、絶対そ

うしなさいということではありません。 

 以上でございます。 

 

（教育長） 

 出し方が少し分かりづらいですね。体育大会は春と秋と２回するわけではなく、１回

ですよね。 

だったら、これが体育大会と書いて、「済」と書いたほうがよくないですか。体育大

会があっていないのではないかと言う感じがします。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、そうですね。実は県の報告書をそのまま使ってしまいました。 

 

（委員長） 

 この行事は、体育大会だけですけれども、旅行とかもわかっているんですか。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 旅行もわかっております。春の分は春の分で行事計画を出させております。 

 

（委員長） 

 学校行事として出すならば、体育祭だけじゃなくて、やっぱり他の行事もまとめた方

がいいように思いますが。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 一覧は、学校教育課で全部把握をしております。大体年間３回県に報告を分けてする

ようになっておりまして、これが第２期分ということで報告を上げたところでございま

す。 
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（教育長） 

 学校教育課としては、学校の主な行事は全部、年度当初、４月の段階で把握をして一

覧にまとめていますからね。ここでは出してないですよね。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 年間行事の主な行事をですね。 

 

（委員長） 

 例えば運動会とか、体育祭とか、修学旅行とか、文化祭とか、そういう行事を情報と

して知っていたほうがいいかなと思います。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 今年度分につきましては、次回配布いたします。 

 

（委員長） 

 はい、お願いいたします。 

 この行事についてはよろしいですね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次に、「第１回佐賀市子どもの教育を考える日（学校フリー参観デー）について」の

報告でございます。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 それではまず、９ページをごらんいただければと思います。 

 今年度の子どもの教育を考える日（フリー参観デー）につきまして、参加人数につい

ては、一番右側に平成２４年度の参加者数６月というところをごらんいただければと思

います。今回は２３,３５４名の方が参加をされました。 

 ここ数年来の参加者数も書いております。平成２３年度と比べまして、若干増えてい

ると思います。約１，０００名増えていると思います。それにつきましては、一昨年度

は、たしか雨が降っておりましたが、本年度は、非常に好天に恵まれましたので、その

辺もあるかというふうに思っていますが、若干増えつつある方向にあるということかな

と思います。 

 参加者数につきまして、１０、１１ページは、各学校ごとの参加者数でございます。

これはご覧いただければと思います。 

 引き続き１２、１３ページをご覧ください。 

 保護者並びに参観をしていただいた方にアンケートをとっております。全部回収でき

るわけではございませんが、参加者の中からアンケートを出していただいた方々の主な

ご意見等をここに載せております。 

 各学校ごとに集約をされて、学校教育課に提出していただいています。その中で、非

常に重立ったものをここに上げています。これは校長会でも紹介をしますし、きょう委

員さん方にもご紹介をしたところでございます。 

 左側がよかったという感想と意見等。右側には、こういうところを注意して欲しい、

こういうところが足りないんじゃないかというふうな貴重なご意見等を載せておりま

す。 

 左側は、省かせていただきたいと思います。右のご意見、要望等のところで、これは

毎年多いんですが、保護者の私語が多いとか、保護者のマナーの部分ですね、そのこと

について触れられている感想も結構多いです。 

 それから、先生の言葉が多いんじゃないか。今は教育熱心な方がいらっしゃって、学

び合い、教え合いについても、理解をされている方がいらっしゃって、先生方が説明が

多過ぎる、非常に教授型が多いとかいうご意見等もいただきます。 
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 ただ、反面、学び合いみたいな形でしていると、先生は何もしていないというご意見

もいただきます。非常に難しいところではございますが、それぞれご意見をいただいて

いるところでございます。 

 施設面につきまして、トイレに関しては毎回出るところでございますが、トイレ等、

施設についても検討しているところでございます。 

 それから、フリー参観デーそのものを統一にしたことに対しては、非常に前向きなご

意見もいただくんですが、中には、フリー参観デーを一緒にされてしまったので、小・

中学校を見に行けなかったというご意見もございました。ただ、聞けるものと聞けない

ものがありますが、こういう意見もあるということでここに載せさせていただいており

ます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 この「子どもの教育を考える日（フリー参観デー）」については、教育委員の方から

もご意見や感想をおねがいします。 

 

（Ａ委員） 

 私は鍋島中学校、鍋島小学校、川上小学校に行かせていただきました。その中で、非

常にいいなあと思ったのは、教室の入り口のところに、きょうはこういう授業をしてお

ります。見ていただきたい点はこうですというふうに、各教室張ってあったので、非常

によかったと思います。 

 もう１つは、電子黒板なんですが、非常に整っている学校と、その学校に１つだけと

いうところがあって、学校の子どもたちの人数にもよりましょうけれども、県も推進し

ていることですので、各学校に１台じゃなくて、もう少し整備したほうがいいかなあと

思いました。そして、もう１つ、教室の出入り口だけ開けて、ほかの教室の窓を開けて

いない教室がありまして、非常に見づらいというか、見学しづらい面がございました。 

保護者の方は非常によく世話していただいておりまして、特に駐車場では、お父さん

たちが一生懸命していただきまして、私たちもスムーズに駐車をさせていただきまし

た。本当に御礼を言いたいと思います。 

 それから、先生の声がこれで子どもたちに届いているかなあと思うところがありまし

て、やっぱり一番後ろまで聞えるかということを目指してお話とか、説明とかしていた

だけたらなあと思いました。それともう１つ小学校の１年生で、もう、少し落ち着かな

いといけない時期なのに、ちょっと騒々しいなあという面も見受けました。 

そのほかに、おじいちゃんおばあちゃんがやっぱりうれしそうに参加されているとい

うのは、よかったかなあと思いました。 

それと、服装の件を書いてありましたけれども、私も思いました。授業参観に来る

お母さんの服装なのかというのが、私も思いました。教育現場で、親として、参観に行

くときの服装というのも、やはり保護者の方には考えてほしいなあと思ったところで

す。 

 以上です。 

 

（Ｄ委員） 

 私は、子どもが通う中川副小学校に１時間目から４時間目まで行ってきました。３時

間目は教育講演会があって、ここの要望に、地域やお年寄りの方に各教室にいすを用意

してはどうかと書いてありますけれども、保護者にもいすを用意してもらったら、すご

く助かるなあということをいつも思っています。実際いすは用意されていませんけれど

も、やっぱり４５分間、ずうっと立って見るのは結構きついですし、いつかいすがあっ

たときがあったんですが、すごく楽だったので、できればいすを準備してもらったらい

いかなというふうに思います。以上です。 
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（Ｂ委員） 

 循誘小学校と城東中学校に行ってきましたけれども、とにかく今年は参観者が多かっ

たです。天気がよくて、去年から比べたら５割増しぐらいどっちも多かったんじゃない

ですかね。 

 それで、Ａ委員が言われたように、どちらの学校もお父さんたちが駐車場の係で本当

によくされていたと思います。 

 授業そのものは、フリー参観デーのときは、ちょっとお祭り的な感じで、特に小学校

は授業もいい意味でちょっとウキウキしたような雰囲気で、１年に１回は地域の人が見

るということで、そういう感じでもいいかなというふうには思いました。 

 それと、城東校区は、３年前ぐらいから企画されていた取り組みとして、雨でだめだ

ったんですけど、クリーン大作戦というのがあって、私も一緒に参加したんですけど、

これは非常にいいなと思いました。城東中学校の、３年生は中学校をして、２年生以下

が各出身小学校に行って、そこの子どもたちと一緒に地域の道路のごみを拾ったりと

か、学校の除草作業をしたりします。 

 幸いというか、実は全くごみが道に落ちていなくて、ふだんからきれいにされている

んだなと改めて思いましたけど、中学生のお兄さんたちが、小学校の低学年の子たちに

いろいろお世話をして、ああいうボランティア活動をさせるというのは、とてもいい取

り組みだなというふうに感じたところです。 

 こういうのはフリー参観デーならではの取り組みかなと思って、ほかの校区でもこう

いうのを進めていかれたらいいなというふうに思いました。 

 

（委員長） 

 毎年恒例の行事ということで、定着してきたかなと思いました。だから、地域の保護

者の方が学校に出向いていって、一緒に教育というか、考えるというのは、定着してき

ているなという思いがあります。だから、やっぱり続ける意味があるんじゃないでしょ

うか。 

 それと同時に、こういうアンケートの結果は出していいんじゃないですかね。例えば、

この前ＰＴＡ協議会がありましたけども、そんなときには、こういうことですよと出し

て、ＰＴＡから自分の学校の保護者に対して、伝えてくれと、一緒に考えてくれという

ことで、教育委員会だけじゃなくて、オープンにして相互交流というか、相互情報交換

みたいなこともぜひ一緒にしていただけるといいなあと思いました。 

 

（教育長） 

 今、委員長が言ったことを私もずっと思ったんですね。せっかくのこのアンケートの

結果が、次に生きるためにどうすればいいのかと考えたときに、これまでは校長会とか

内輪だけで話してきましたが、やっぱり親まで巻き込んで改善を図っていく必要がある

だろうと。アンケートを読んでおりましたら、学校が努力しなければいこととか、保護

者のほうにきちっと理解してもらって、改善をしていかなければいけないことが、当然、

この中にあるわけですね。 

 ですから、さっき委員長が言ったように、これはぜひ市Ｐにもオープンにして、そし

て、ここの部分については、市Ｐでもお話し合いをお願いしますということが必要だと

思います。 

 それから、いすの件ですね。これは非常に微妙なところでございまして、人数の多い

ときに教室の後ろにいすを入れるというのは本当は妥当じゃないです。規模によって違

いますので、小規模校の学校で、１０人未満の学級とかであれば、いすも入れられます

が、正直申し上げて、教室の中にいすを入れたら、恐らく参観者は入れないと思います。

だから、一見してよさそうだけれども、実態に合わないというのがいっぱいあるんです。

ですから、例えば、休憩所を設ける、踊り場とか、廊下のほうにいすを置いて、ここが

休憩所です、きつくなったらここでお休みくださいというふうな設け方はできるにして
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も、授業参観そのものにいすを入れるのは、慎重を期さないと参観できないという状況

になるんじゃないかなという思いがありますので、この辺りはまた、内部でも検討をさ

せてもらいたいなと思います。 

 

（委員長） 

 また、この次も取り組みがあると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  

（Ｃ委員） 

 ２学期はいつされるんですか。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 ２学期のフリー参観デーにつきましては、今度は各学校ごとでありますので、統一は

ありません。第２回としましては、各学校ごとが計画をしております。 

 各学校のフリー参観の状況については、わかった時点で、またお知らせをしたいと思

います。 

 

（教育長） 

 ２学期は、完全に各学校ごとに決まるんですか。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 そうです。 

 

（教育長） 

 いつごろというように期間を設けているのですか。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 設けていません。各学校にお任せをしております。 

 

（Ｂ委員） 

 複数次されているところもあります。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、週間みたいな形でされているところもあります。 

 

（委員長） 

 ２学期は行事が多いからね。 

 報告事項は以上ですが、そのほか何かありますでしょうか。 

 

（こども教育部理事兼学校教育課長） 

 委員の皆様初め皆さん方には、いじめについては大津の事件等でかなり関心も高くあ

られるでしょうし、ご心配もしていただいているところだと思います。きょうはその他

といたしまして、佐賀市教育委員会の取り組みについてご報告申し上げたいと思いま

す。 

 いじめ問題につきましては、もちろん未然防止と、それから、起こったときの対応と

いう両面性を考えて取り組んでいるところでございます。まず、佐賀市の独自の取り組

みとしまして、佐賀県内でも胸を張っていい取り組みかと思いますが、毎月１日に「い

じめ・いのちを考える日」ということを銘打って取り組んでおります。 

 その中身につきましては各学校にお任せをしているところではございますが、各学校

の取り組みをうちで集約して、校長先生方が見られるようなシステムをつくっておりま
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す。こういう事例で取り組んでおられますということを紹介ができ、それを見て、他の

学校もそれを使うことができるようなシステムを今つくっているところでございます。 

 それでは１日に、何をやっているのかというと、例えば、全校集会を開いて校長先生

なり生徒指導の先生なり教職員、あるいはよそから講師を呼んで、いじめや命について

の話をするという学校もありますし、生徒会が主体になって、そこで宣言をしたりいろ

んな小劇をしてみたり、そういうことで取り組んでいる学校もあります。 

 これは１日をそういう日に位置づけているんですが、１日が休みの日のこともありま

す。場合によっては全校集会がその日にできないときもあります。ですから、その場合

は近い日にという形であったりとか、それから、１日に集会ができない場合は学級担任

が学級ごとにするというところもありはします。 

 それから、学校の実態調査にもなりますが、「いじめ・いのちを考える日」の取り組

みの一環として、子どもに対して、いじめがあっていませんか、何か嫌なことがありま

せんかというようなアンケートを、月に１回とらせていただいております。 

 これは、基本的には月１回としているんですが、２カ月に１回になったりというとこ

ろもあります。その辺りについては、今後また校長会等で確認をしていきたいと思って

いるところでございます。それが「いじめ・いのちを考える日」の取り組みであります。 

 それから、子どもと向き合う上で、今、現実としていじめが起こるということはいつ

も思っておかなきゃいけないというスタンスでいます。もちろんゼロにしなければなら

ないというスタンスではありますが、起こり得るというスタンスは持っていなければな

らないということで、教育長からも校長会等でそういう話をしていただいております。 

 そのためには、先生方もしっかりアンテナを張るということをまずしなければいけな

いわけですが、先生方ではどうしても見つけ切れないことがあるので、先ほど言ったよ

うなアンケートをとってみたり、教育相談日なり、教育相談週間なりを設けて、担任の

先生が中心でありますが、先生がクラスの子と二者面談をするという機会をつくってお

ります。中学校では部活動等ありますが、時間をつくって、１人５分ないし１０分とい

う時間ではありますが、個人面談をするという状況をつくっているところでございま

す。学校によっては教育相談を年間２回設けているところもあります。基本的には最低

１回はするということにしております。 

 それから、教育相談にかかわってはカウンセラーも配備をしておりますので、何かあ

れっと思うようなことに関して、また、もしいじめの実態等が見つかったときには、カ

ウンセラーにつなぐということももちろんあります。それから、未然防止策の主たると

ころとしては、もちろん道徳教育の充実というのもありますが、人権・同和教育の充実

推進についても佐賀市としては独自な取り組みをしております。 

 独自な取り組みというのは、人権・同和教育の理事や支援員さん方を中心に、年間５

回の研修会を行っている。それから、佐賀県内でも佐賀市だけだと思いますが、佐賀市

は管理職対象の人権・同和教育研修会を必ず行っております。きょうも実は、校長先生

対象に管理職研修会を行いました。その中で、講師の先生方からも、それから、教育長

からも、大津の事件を皮切りにこういうことに気をつけてほしいという話がありました

し、講師の先生からは、こういうことが起こる背景の部分をしっかり考えて、日ごろの

人権・同和教育についての視点を大切にした教育活動に力を入れるべきだというお話し

もいただいたところでございます。そういったところを取り組んでいます。 

 それから、２００６年に各学校ごとに「いじめ追放宣言」というのを出しております。

追放宣言につきましては、教育総務課で毎年夏休みに中学校の生徒会のリーダーを集め

て研修会をしておりますが、今回のテーマは、この事件もあったということもありまし

て、いじめ追放宣言等について再度検討をする機会を設けたいと考えているところでご

ざいます。これが今現在、うちが取り組んでいる中身でございます。 

 これからは実態を申し上げます。今年４月からいじめ事件としてうちに報告書が上が

っているのは、小学校が２件、中学校が３件でございます。それから無記名で、どこの

誰とかいうことは不明ですが、電話やメールで相談等が入ったのが４月から４件ありま
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す。 

 平成２３年度いじめの件数として報告書が上がったものは、小学校が１件、中学校が

５件でございました。 

 平成２２年度、２年前になりますが、小学校が１件、中学校は６件でございました。 

 これが多いか少ないかというのは、非常に比較しにくいところでございますが、少な

くとも全国のいじめの件数等に比べると、佐賀はかなり少ないという現状でございま

す。これは報告をしていないからではないかという心配きがあるかと思いますが、決し

てそういう状況ではございません。今の学校の現状としましては、結構きちんとした報

告がなされていると感じているところでございます。 

 ただし、この報告書については、何かこれはいじめみたいだなというものは上がって

おりません。上がってくるのは明らかにいじめであるというような状況のものでありま

して、例えば、靴を隠したことがあってちょっとけんかになったとかいうようなレベル

のことについては上げておりません。ただ、継続的にこういうことが行われていて、や

はり本人が嫌がっているという状況が起こった場合は、上げてもらうことにしておりま

す。 

 以上で説明を終わります。 

 

（委員長） 

 いじめの現状についての報告がありました。 

 

（Ｂ委員） 

 文科大臣が実態調査を各関係の教育委員会に指示したという話がありましたが、もう

来ているわけですか。 

 

（こども教育部理事兼学校教育課長） 

 調査を出しなさいというのはまだ来ておりません。 

 

（委員長） 

 おそらく、県に行って県から話が来るのでしょうね。 

 

（こども教育部理事兼学校教育課長） 

 間もなくおりてくると思います。 

 その際にも、先ほど言ったような件数を上げるという形になると思います。 

 

（委員長） 

 文科省の大臣がすぐに対応するような窓口やチームを準備するようにというような、

新聞記事がありましたけど、佐賀市ではどうですか。 

 

（こども教育部理事兼学校教育課長） 

 佐賀市では、今のところ、学校からご相談があったときの対応はきちっとできている

と思っております。 

 今回の一つの例としまして、ちょっとズボンを脱がせたということがありました。そ

のことについては重くとらえてほしいということで、校長先生から、加害者の親、本人

たちに対しても指導がなされましたし、何といっても被害者の子どものケアが一番大事

になります。今回のケースは子どもは幸いそんなに傷ついていないというような報告は

ありましたけれども、それでも、非常にいい子に見えているけれども、逆にそういう子

だからこそ言えないのかもしれないということで、担任を中心に関わっていただいて、

親御さん、子どもたちに、カウンセリングの必要があるのであれば言ってほしいという

ことを伝えております。学校教育課からも、もともと学校についているカウンセラーで
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はなくて、カウンセラーの高尾先生を派遣して、ご両親にも話をしていただいて、今、

対応しているところでございます。 

 これでもう十分だということではございませんが、今とれる対応としてはそういうこ

とをやっているところでございます。 

 

（委員長） 

 学校で把握するのはもちろんですけれども、親から相談などが来ることはないです

か。 

 

（こども教育部理事兼学校教育課長） 

 先ほど申し上げた４件の電話やメールでの相談が、親かどうかがわからないんです

が、○○学校でどうもいじめがあっているようだというのがあります。そういった相談

があった場合は、全て受けなさいと言っております。そして、それについては必ず学校

に確認をしなさいということでやっております。 

 ただ、中身によっては、非常にわかりづらい連絡もあります。何年生であるとか男で

あるとか女であることすらわからなかったりするので、非常に難しいところもあります

が、学校にきちんと報告をして学校で調査をかけていただいてというところまでしてお

ります。例えば、アンケートを全校生徒にしてもらったりもしています。何年生とか指

定がなかった場合、もう全学年に対してしてもらうというようなことも今しているとこ

ろでございます。とりあえずいただいた意見については全て敏感に対応するということ

を、今後ももちろん、続けていこうとしているところでございます。 

 

（Ａ委員） 

 ちょっとしたことが大きなことになりますので、やっぱり小さなことを見逃さずに対

応しなきゃいけないんじゃないかと思います。 

 だから、保護者の方も、うちの子の様子がおかしいのではないかと思ったら、その辺

りも観察していただいて、学校にすぐ相談するなりしていただきたいですね。 

 滋賀の問題では、先生がけんかと思っていたというようなコメントをしておりました

ので、ちょっとそれはないんじゃないかと思いました。 

 

（Ｃ委員） 

 自分の中学校時代のことを思い出してしまったりするんですけれども、いじめが結構

あるクラスというのは、例えば、定期テストでカンニングし放題だったり、先生の目が

通常の業務でも余り子どもに行き届いていなくて、子どもたちの規範意識とかがちょっ

と緩んでしまっているようなところがあったように思います。すっかり心弾んじゃって

いるような。そうすると、何か目的意識のないまま生活していて、クラスの雰囲気が荒

れていじめも発生してしまう。１年間さんざん我慢してクラスがえがあってほっとした

と、中３のときに同じクラスの友達が言っていたんですけど、やはり先生たちは日々の

授業一つ一つとか生徒とのかかわりのあり方というのもきちんと見ていないと、子ども

はそれを感じ取って悪くなっていくというのもあるんじゃないかなと思います。 

 クラスが荒れるといじめもだんだんひどくなっていくので、いじめだけ取り組むとい

うよりは全体的な問題、一つ一つ日々の積み重ねなのかなと、思い出してみると、そう

いうこともやっぱりあると思います。試験中に先生が全然見ていなくて、カンニングし

放題で、採点すると多分わかると思うんですけど、注意もしない。カンニングぐらいと

いう感じになっていたのかもしれませんが、やはりよくないと思うので、そういうとこ

ろからも子どもたちにしっかり目を向けていただければなと思いました。 

 

（こども教育部理事兼学校教育課長） 

 ありがとうございます。委員のおっしゃるとおりだと思います。そういうことも十分
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にあります。正直申し上げて、佐賀市の５４校の中にそういう学級がないということは

はっきりは言い切れません。ただし、学校教育課でも把握に努めておりますし、学校の

校長先生も巡回などもされております。もちろん保護者の方からご意見をいただいて、

クラスでどうもこんな状態だとかいうご意見があったときにはそれを聞いて、対応され

ています。スタッフも今は小学校でもそうですが、１人だけでするんじゃなくて、複数

で対応するところもあります。 

先生によってはなかなかうまくいかなかったりすることもあります。新任の教諭もお

りますし、先生によっては病気等があって、場合によってはその病気復帰にかかわって

言葉がなかなか発せられない状況であったために、今度は苦情等に発展したといったケ

ースもあるんですよ。 

 先生はやる気を持って一生懸命頑張っているんだけど、生徒側に立つとわかりづらい

とかいうことが起こったりします。学校現場ではいろんなことが起こっているわけで

す。私たち教育委員会の場合はどちらかというと学校側から申し出をされて対応を協力

しているという形になります。ただし、学校訪問等を全学校行いますので、その際には

そういうところを心がけて見ているところでございます。 

 漏れがないかと言われたら、あるかもしれません。しれませんじゃいけないと思いま

すので、ないようにしていきます。 

 

（委員長） 

 やはり、一緒に考えて取り組もうということだと思うんですよね。それは私たちだけ

でどうこうではなくて、保護者も一緒に取り組むと。 

 一般論からいいますと、やはり荒れている学校がいじめとか、成績不振とか、あるい

はほかのいろんな非行、万引きとか、そういういろんな問題が付随してありますよね。

だから、一人一人のいじめの問題ということだけじゃなくて、学校全体がどういう状況

かというのを確認しておく必要があると思います。そこの学校で対応できない場合は私

たちが応援しなければいけないでしょうからね。よろしくお願いします。 

 ちなみに、今中学校で、荒れている学校はないんですか。 

 

（こども教育部理事兼学校教育課長） 

 荒れているというのがどこから荒れているかというのが難しいですが、５年前と比較

したときに、その当時、これは大変だねという学校が確かにありました。今比較してみ

ると、中学校現場では私が見る限りそういう現状はありません。苦労している学校はあ

ります。ただ、５年前には荒れた状況の学校が２校ほどありましたけど、それに比べれ

ば頑張っている、踏ん張ってもらっているなという気がしております。 

 

（Ｂ委員） 

 さっきのフリー参観デーとも関連しますけど、いわゆる斜めの関係といいますかね、

親とか先生というのは縦の関係で、その中ではいじめなどの問題が非常に見つけにく

い。それが地域の人とかいろんな回りの人が入り込むことによって、発見もできるし、

いろいろな抑止にもつながります。フリー参観デーの場合は１日だけですけれども、か

ねがねから地域の方たちがいろんな形で学校にかかわっているところは、やはりそうい

うのが非常に少ないんじゃないかなと思います。どっちかといえば都市部よりも郡部の

ほうがそういったことがよくできているかなというふうな感じがありますので、いろい

ろな形でそういった地域の方が入れるような学校の雰囲気づくりというのが今後必要

でないかなと思っています。 

 

（委員長） 

 大人が居る場面では、表には出ませんよね。要するに、大人がいない、子どもだけで

やりとりしているところで、片方はいじめと思っていなくて、されたほうはいじめられ
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たと思う状況が出てきますが、その辺りのことはなかなか大人の立場からは把握できに

くいのが現実ですね。 

 特に中学校になると、先輩後輩の問題もありますし、やっぱり本人に強くなりたい、

勝ちたいという思いがあれば、下手な人のほうには集中攻撃みたいになってしまって、

された子は非常に深刻に落ち込んだり負担に感じたりする。それがいじめまで発展する

というのは大いに考えられますからね。難しい問題がいっぱいあると思いますけれど

も、一緒にやっていくしかないと思います。 

 それから、この前のＰＴＡとの話であったように、携帯の問題も今いじめと直結して

いますよね。そういう問題を私たちが一緒に考えましょうと、していくしかないなと思

います。 

 報告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、以上をもちまして７月の定例教育委員会を終わりにしたいと思います。ど

うもご苦労さまでした。 

 

 


