
教 育 委 員 会 会 議 録 

    
平 成 ２４年９月  定 例 教 育 委 員 会 

開 会 日   平成２４年９月２５日（火） 

開 会 時 間   午後２時３１分～午後３時９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    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 吉木こども教育部副理事兼学校教育課長 田中こども

教育部副理事兼学事課長 藤田こども課長 右近社会教育部副理事兼

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

 棚町図書館長 吉松スポーツ振興課長 鷲崎諸富教育課長 前山大

和教育課長 藤瀬三瀬教育課長 諸田川副教育課長 江頭東与賀教育

課長 梅﨑教育総務課副課長兼総務係長 古賀教育総務課教育政策係

長 中野社会教育課社会教育係長 

提 出 議 案 

 

 な し 

 

協 議 事 項  な し 

報 告 事 項 
 

①平成２４年度 第２回佐賀市社会教育委員の会議報告 
 

欠 席 委 員 
 

 光吉 委員 
 

傍 聴 者 数 
 

 な し 
 

報道関係者 
 

 な し 
 

会議録作成者 
 

教育総務課副課長  梅崎昭洋 
 

 



  1 

日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 こんにちは。定刻になりましたので、これより佐賀市教育委員会の９月定例会を開き

たいと思います。 

 台風が過ぎ去りまして、急に秋らしくなりました。運動会が今、各校区でもたけなわ

だと思います。一昨日、開成校区でも運動会がありまして、鍋島中学校から３０人以上

の中学生がボランティア活動をしてくれまして、非常に地区の方から好評でございまし

た。子どもへのまなざし運動が、だんだん定着してきていると感じて、非常にうれしい

限りでした。 

 本日は６人中、５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、配布しております日程で進めたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

    〔「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） 

 ８月２８日の定例教育委員会の会議録につきましては、先週９月２１日に委員の皆様

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） 

 さきにお手元に届けていただいているので、目を通していただいていると思います。

何か修正などがありましたらお願いします。 

 

（Ａ委員） 

 ２３ページの「佐賀の農産物をですね。」という発言は、Ａ委員となっていますが、

これはＢ委員さんの発言じゃないですかね。 

 

（Ｂ委員） 

 そうですね。 

 

（Ａ委員） 

 次の次の「楽しいイベントになる」もです。 

 

（教育総務課副課長） 

 訂正いたします。申しわけありませんでした。 

 

（委員長） 

 それでは、そういうふうに直してください。 

 ほかに何かございますか。文言はよろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 修正がないようですので、承認といたします。 
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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。 

 

（教育長） 

 きのうは県議会の文教厚生委員会が西与賀小学校の視察をされました。もちろん授業

を参観してもらって、その後、協議をしたわけですが、県議会でも、ＩＣＴ利活用の教

育をどうするのかと、いろいろ質問が出ただろうと思います。 

 議員さん方のお話を聞いておりますと、推進を強く主張される方と、コストの問題で、

成果と、かけるお金との兼ね合いを十分に検討しながら行うべきだと言われる方もいら

っしゃいましたが、教育効果を求めながらＩＣＴを活用するというのは、今の時代の流

れの中ではもう世の趨勢でございますので、進めていかざるを得ないと思います。 

 もう１つ、県議会の委員会から諸富中学校に佐賀市産材を使った机、椅子の視察があ

りました。今、佐賀市が佐賀市産材を使った机、椅子の導入を図ろうと計画を立てて進

めておりますが、それに対する県議会のアクションだったと考えております。願わくば、

幾ばくかの補助金でも出ればという願いがあります。 

 まず１点目が「子どもへのまなざし運動」の学校分科会を先般開きました。 

 まなざし運動が今年５年目を迎えておりますが、成果指標ではなかなか見えづらいと

ころがございます。この運動をこれだけ進めているわけでございますので、着実に市民

の中に広がっていると考えておりますが、アンケートの中に出てこないのがなかなか難

しいところであり、もどかしいところでございます。 

 そういうことで、成果指標でなかなか成果が見えてこない部分をどうするのかという

協議をいたしました。この成果指標はランダムに市民の方にアンケートをお願いしてい

るわけですが、なかなか成果が数値としてあらわれてきていないという部分についてど

うしたものかという意見交換がなされました。全体の雰囲気としては、成果指標そのも

のを見直すべきではないかという感じでございました。 

 それから、まなざし運動の実践の成果ということで、地域元気アップ事業との連動で、

地域の中で、それぞれの諸団体がやっていた行事が、相互に情報共有ができて、集約さ

れ、しかも充実してきたという報告がなされました。 

 このまなざし運動を学校分科会でやっていますが、ここで話が出てきたもの、あるい

は課題について、学校にどうおろしていくのかということが今までなされていなかっ

た。そこで、学校分科会の委員長は校長でありますので、今回、この学校分科会で話し

合ったこと、あるいは課題として浮き彫りになったことについては校長会で報告をして

ほしい、校長会との連動を今回から図っていこうということが確認をされました。 

 特に、地域コーディネーターからの意見の中で、学校の窓口が明確でないという意見

が出ましたので、学校の教職員の組織の中で、地域の窓口がどこにあるのか、誰なのか、

そこを明確にして取り組んでいただくというのが１点です。 

 もう１点が、やはり教職員や保護者への啓発というのがまだまだ活発でないというこ

とで、特に学校の教職員については、年度当初にきちんとまなざし運動について理解を

求めるような会議なり連絡会なりをしてもらうということで話がなされたところでご

ざいます。 

 ２点目は、県市町教育長連合会の臨時教育長会がございました。この分の資料は次の

ページにつけておりますが、教育事務所の再編についてでございます。 

 今後は５事務所が２事務所１支所になります。１０月１日でこの再編がなされますの

で、間もなく事務所の新しいスタートが切られます。私どものところは東部事務所とい

うことで、町村でいきますと５市４町、従来の佐城教育事務所管内でした佐賀市、多久

市、小城市、これに三神教育事務所管内の鳥栖市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰

町、みやき町が入り、つまり多久市から福岡寄りのみやき町までを全部統括した事務所



  3 

になるということで、非常にエリアが広くなります。 

 そこで、これまでのようなサービス、指導、助言、あるいは支援が行き届くかという

ことに対しましては、原則的には事務所から市町教育委員会に出向いて支援を行うとい

うことで、事務所が新しくスタートすることになります。 

 ただ、私どもが懸念しておりました、人事異動関係につきましては、当面は旧来の５

事務所単位での人事異動を進めていく。来年４月からはどういうふうになるかわかりま

せんが、現状でいきますと、教育長会も昔の佐城の教育長会と三神の教育長会、人事異

動も三神と佐城という今までどおりの人事異動をすることになります。ただ、今は過渡

期でございますので、将来的には一本化されるだろうと思っております。 

 それから、文書関係です。これまで、例えば、佐城で申し上げますと、各学校の文書

棚が事務所にもありました。ですから、学校の事務員さんは佐城にも定期的に通って、

そこから文書を持っていっていたわけですが、新事務所が今の佐城に設置されますの

で、三神に行っていた市町はかなり遠くなるということで、文書の簡略化、電子化を進

めていって、特に印鑑等が必要なものは極力削減をして、文書の送達については簡略化

を図りたいということでございます。 

 いずれにしても、１０月１日からは２事務所１支所で動き始めますので、新たな教育

事務所の再編ということで、この資料についてはごらんいただきたいと思っておりま

す。 

 それから、３点目は、全九州中学校長研究大会佐賀大会が催されました。特に本年度

は、中学校の教育課程が新たになった１年目でございましたので、非常に大事な時期で

の佐賀大会であったと私は位置づけております。今回の全九州中学校の校長先生方が佐

賀に集まって研究大会を開いたということは、佐賀にとっても大きな意義があるし、ま

た、プラスになるだろうと考えているところです。 

 ４点目は、９月３日始業式のときに、全小・中学校で子どもと教師がともに力を合わ

せて学校からいじめを追放していくということで、小学校は「いじめ０の約束」、中学

校は「いじめゼロ宣言」を行いまして、新たな気持ちでスタートを切っているところで

ございます。 

 今回はその４点を報告させていただきました。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 報告がありましたが、何かご質問などありましたらお願いします。 

 

（Ａ委員） 

 東部事務所の場所というのはどちらになりますか。 

 

（教育長） 

 今の佐城教育事務所が２つの事務所が合併して東部となります。 

 私どもは、距離的に全然変わっていないですが、三神のほうがものすごく遠くなりま

す。 

 

（委員長） 

 鳥栖市とか基山町は大変ですね。 

 ほか何かございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいですか。それでは、教育長、ご苦労さまでございました。 

 

日程４ 報告事項 
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（委員長） 

 引き続き日程４の報告事項に入ります。 

 「平成２４年度 第２回佐賀市社会教育委員の会議報告」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） 

 ８月２４日に行いました、今年度２回目の、社会教育委員の会議の報告をいたします。 

 議題としましては、５番に書いています現在策定中の公民館の指針についての意見を

求めたということ、それから、各課からの報告ということで、青少年教育について青少

年課から報告がありました。 

 ２ページをお願いいたします。 

 今後の公民館が果たすべき４つの役割、機能を１の地域の連帯力をつくる、２の教育

力を高める、といった４つの機能を向上させるために、左から２つ目の分類のところの、

公民館が力を入れるべき施策を定めて、それぞれの施策を実現していくための役割につ

いて、それから、一番右には具体的な取り組みの例について、これまで２回議論をして

いただきましたので、それらを取りまとめてこちらに示して、これについてまた意見を

お伺いしたところです。 

 意見を総括してみますと、具体的な取り組みの例を指針の中で規定をすると、各地域

の考え方や、各地域の独自性というのが損なわれるのではないか、したがって、具体的

な取り組みは別の形で例示したほうがよいとか、それから、役割をここにたくさん書い

ていますが、余りにも多過ぎるので、確実に押さえたい役割に絞るべきだという意見も

ございました。 

 この会議での意見を受けまして、少しコンパクトなものに修正をしたいと考えており

ます。 

 また、公民館にも意見を現在聞いているところでございます。最終的には、１０月か

１１月の教育委員会にお諮りをして、公民館の指針としたいと考えております。 

 次に、青少年教育については、６ページの下に議事録を載せておりますが、各課から

の報告ということで、青少年課より青少年教育のあり方についての小委員会の会議結果

が報告されております。 

 この小委員会といいますのは、社会教育委員の中から４名の委員にお願いをして、佐

賀市の青少年センターで新しい青少年教育を展開できないのかとか、佐賀市ならではの

青少年教育が考えられないか等々を議論していただくために設けたものでございます。 

 ８月１日にその小委員会が行われておりますが、小委員会での主な意見としまして

は、一番最後になりますが、「佐賀市版子ども・若者白書」を作成して、市の現状を踏

まえて、どこにどういう問題があるのかを拾い出して検討したらどうか、といった意見

がございまして、現在、青少年課では佐賀市版の子ども・若者白書を作成中とのことで

す。 

 次の小委員会で佐賀市版の白書を報告をするというところでございます。 

 報告事項については以上です。 

 

（委員長） 

 社会教育課から報告がありましたが、何かご質問なりご意見がありますか。 

 

（教育長） 

 先々の計画では、公民館の指針などについて、いつごろ整理されて出てくることにな

りますか。 

 

（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は、現在、公民館にも意見をお聞きしていますので、１０月か
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１１月ぐらいの教育委員会にお諮りをしたいと考えています。 

 

（教育長） 

 それから、前回、公民館だよりのことが話題になりましたね。この中でホームページ

含めて広報ＰＲということがありますが、出てきた意見を最後に整理をされて、今後公

民館との共通理解を図っていかれると思いますが、４月からと言わずにできるものは始

めることが大事だと思います。できるものはもうスタートさせてもいいのではないです

かね。 

 情報発信の中で、ホームページも大事ですけれども、館報というのも非常に大事な役

割を持っているかなと思いますので、その辺りは前回も話題になりましたので、ぜひ進

めていただければと思います。 

 

（委員長） 

 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〕 

 社会教育課、ご苦労さまでございました。 

 その他、何かございますでしょうか。 

 

（Ｃ委員） 

 先ごろの、いじめの実態調査で、佐賀県が全都道府県で一番下の数字ということで、

これは非常にすばらしいことだなと思う反面、周りの人たちから、「これは本当に実態

をあらわしているんだろうか」という声もよく聞いたりもしています。この結果を本当

に額面どおりには受けとめておられないとは思いますけれども、統計的価値にとらわれ

ないで、どういった施策を考えられているのかお聞かせ願えればと思うのですが。 

 

（教育長） 

 私どもは、統計値であらわれてきたものだけが全てとは思っていません。いじめの一

つの特徴として、隠れたもの、なかなか目に触れないという部分がありますので、当然、

水面下に隠れているものもあるという認識で学校、あるいは先生方には指導をしており

ます。 

 それと同時に、このいじめに係る判断というのは極めて難しい。文科省がいじめにつ

いて３つのポイントを挙げております。その子どもとかかわりのある子どもたち。身体

的に、心理的に攻撃を繰り返しているという状況。最後には、その受けた子どもがいじ

めで苦痛を感じているという状況。この３つを勘案して、いじめと判断しますが、その

いじめの判断を行うのは最終的に学校なんですね。ですから、学校で子どもの一番目の

前にいる教職員が、管理職と、あるいは組織の中で議論をして、これは本当にいじめか

どうかという３つの点に照らしながら判断をしますので、私どものところによく色々な

相談等があります。 

 ところが、最近、これは本当にいじめに近いというものもある反面、１回されて「い

じめです」という事例もあります。ですから、学校が最終的に判断しますが、私どもも

一緒になってその判断をさせていただいております。県内の件数が少ないという事実は

事実として受けとめながらも、水面下に隠れたものもあるということを学校には指導し

ております。 

 

（委員長） 

 私からも意見を言いますと、従来の直接攻撃とか、面と向っての子ども同士でのやり

とりから、だんだんとインターネットによる、匿名といいますか、要するに隠れた状況

でのからかいや誹謗中傷などに質が変わってきていますよね。もちろん、直接恐喝する

とか、たかるとか、嫌がらせをするとか、暴力を振るうとかということもありますけれ
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ども。そういう点からも私たち大人は、親とともに意識を新たにしないといけないなと

思います。 

 それに、いじめは大人社会でも実際はあるわけですけれども、子どもの中でいじめを

する側になった子どもが一番心が不安定なんですよね。それは、いじめをする側の子ど

もは、大人からハラスメントを受けていることが多いからです。家庭とか、学校でもあ

るかもわかりませんが、力で抑え込まれる体験が小さいときにいっぱいあって、暴力を

振るったら、結果的には優位に立てるというのを強く学習しているのですよ。 

 例えば、家庭の中で暴力を振るうとか、夫婦の関係の中でも夫が妻を抑え込めるとい

う状況を見ていて、そうすることによって自分が優位に立てる、という学習体験を強く

している。自分の心が不安定になったときに、心の解消といいますか、発散を図るのに

同じようなやり方をしているケースが多いのです。 

 したがって、これは子どもだけの問題ではないのです。子どもだけのいじめじゃない

かと思ったら大間違いで、そういうことも、やはり私たちは真剣になって考えないとい

けません。そういうところから掘り起こして、私たちは議論をしていかないといけない

ということがまず１つあります。 

 子どものいじめが深刻になるのは、要するにいじめる子、いじめられる子とかかわり

たくない子がいるんですよ。ここが大多数。しかも、かかわりたくない子どもの中には、

本当にかかわりたくないと思って傍観というか、知らんぷりしている子と、いじめるほ

うに加担するような、そういう意見、あるいは雰囲気をつくるような子どもがいるので

すよ。そこに焦点を当てて、やっぱり許されないことだと子ども同士の中で意識をレベ

ルアップしないといけない。 

 そういう意味から言うと、私は佐賀は間違いないことやっていると思います。よそが

していないことを佐賀は先取りして、子どもに意識を持たせないといけない、自分たち

の問題として、自分たちでいじめがないように、子どもの中で「ゼロ宣言」をしたり、

「命の日」を定めて意識をしようということをしている。それは、私は全国に先駆けて

佐賀がやっている取り組みだと思いますよ。私は、佐賀が今データとして出てきている

のは、そういう長年の努力があってのことだと思っています。間違いないことを私は佐

賀市ではやっていると思っております。そこは声を大にして言っていいんじゃないかと

思っております。 

 

（Ｂ委員） 

 最近思うことですが、おっしゃったようにインターネットの中で色々なゲームサイト

だったり、ツイッターだったり、フェイスブックだったり、アメーバピグとか、自分の

キャラクターをつくって、そこで人とコミュニケーションできるようなものがあって、

そういう中で自由に思ったことを、他人のこととかも言っていると、いつの間にか相手

もそれを見ていて、いじめているつもりはなくても、人間関係が長年にわたって悪くな

っていってしまうといった、ネット上の人間関係のトラブルというのを時々聞きます。

もちろん教育はされていると思いますが、インターネットに書き込んでいても、学校の

黒板にみんなの前で書いているのとそんなに変わらない。誰でも見ることができるの

で、お友達のお友達とかいって、どんどん読まれてしまうこともあるので、やはりマナ

ーというか、エチケットをきちんと教えないと、子どもなだけにすごく恨んでしまった

り、傷ついてしまったりということもあると思います。そこは、大人は全然知らないこ

とも多いですよね。後で聞いて、大分前から実はこじれていたというのがわかることも

あるので、大変だなと思うところです。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 今、委員長が言われたように、私も社会全体の問題という捉え方は、逃げではなくて

必要なことだと思っています。例えば、子どもたちが何を見て育つかというと、やはり

大人の姿であったり、テレビなどのマスコミを見て育っている部分というのはかなりあ
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ります。テレビの番組一つとっても、例えばバラエティー番組の中で、いじめられ役が

いるような番組を普通に見ているわけです。それがもうしみ込んでいるわけです。その

ようなことを自分たちの社会の中でもそのまま実行しているという状況が当然あるわ

けですね。 

 ですから、社会全体がそういうことに意識を持つ必要があると思います。私たちは指

導する立場として、教職員の感性と、これがいじめにつながるということをどれだけ見

抜き切れるかということが大事なのですが、私たち自身が少しマンネリ化しているとい

うか、気づかなくなっている部分が今の社会の中にあると思います。これはいじめにつ

ながると敏感に感じるように、先生方にもそういうことの意識化を図ることを行わなけ

ればいけないかなと思っています。 

 先ほど教育長がおっしゃったとおりですが、佐賀県が少なかったというのは逆に作用

しています。そのために保護者などから「それは違うのではないか」と教育委員会にも、

学校にも何件も問い合わせがあっております。反面、これはいじめととってはいけない

だろうという案件もあります。子ども同士のまさにけんかということでも、おばあちゃ

んからしてみれば、うちの孫がいじめられたと言われているのをそのままいじめと教育

委員会が認めたとすれば、これはおかしなことになってしまって、けんかはしてはいけ

ないということにもつながっていくわけですね。 

 私は、けんかというのはある意味必要不可欠なものだと思っています。小学校の低学

年ぐらいまでは、あって当たり前のことだと思っていますが、そこを否定することにも

つながる。したがって、いじめの判断というのは、非常に難しいところにあると思いま

す。 

 今、判断している定義と言うのは、先ほど教育長がおっしゃったとおりですが、その

定義だけでは、最後の文面だけ見ると、子どもがいじめられたという感覚を持ったらい

じめだと捉えなさいというようにもとれます。でも、それで判断してしまうと、先ほど

のようなことが起こるので、本当にいじめかどうかという判断を、市教委なりに判断を

して、これはいじめとしてきちんと上げてくれということは言いますし、これはけんか

の範囲ではないでしょうかということも言ったりしているところでございます。ただ、

判断が難しいのは事実です。 

 

（委員長） 

 何回もディスカッションしながら、取り組まないといけないことですね。周期もある

のですよね。 

 

（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 そうです、７年ぐらいです。 

 

（委員長） 

 ７年ですか、最近は３年か５年ぐらいに早くなっているような気がしますが、前は、

１０年ぐらいの周期で件数が増えるときがありました。子どもというのは暗示を受けや

すいものですから、あっちでもこっちでもと報道がされますと、自分たちもというふう

に。自殺の問題もそうですね。あっちでもこっちでも自殺しているという報道がされる

と、嫌ならば自分も自殺しようかなみたいにつながってしまう暗示性がありますよね。

難しい問題ですね。 

 

（Ａ委員） 

 幼稚園、保育園では、やはりけんかというのはとても大切なんですが、例えばけんか

した子どもが「いじめられた」と言って帰ってきたとしますね。そういうことに対して、

親がクレームをつけるとか、そういった事例というのはどうなっているのでしょうか。 
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（こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 現実はかなりあっていると思います。だから、そこが学校、幼稚園、保育園の対応力

だと思うんですね。今は、いじめでないとか言ってしまうと、そのことだけでも反論し

て、親御さんと話にならないこともあるので、一旦受けとめておいて、これについては

こういう解決をしていきますという、解決能力の部分をきちんとやっていく対応をして

いくことが重要であろうと思います。 

 だから、私はやはり親御さんには、落ち着いているときに言っていかなければいけな

いと思います。 

 

（委員長） 

 非常に大事なテーマだと思います。 

 

（Ｃ委員） 

 さっきご説明されたようなお話を、機会があったら保護者側にもぜひお聞かせしたい

なと思いますが。 

 

（委員長） 

 金曜日の校長園所長会議ではそういう話を、資料もつくってしようと思っておりま

す。保護者向けに必要だったらどこかでしないといけないかもわかりませんね。 

 いじめの問題は大切な問題ですから、今後とも真剣に佐賀市では取り組んでいこうと

いうことを確約して、この議題は終わります。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、これにて９月定例教育委員会は終わりにします。ご苦労さまでございまし

た。 

 


