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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 皆様こんにちは。朝夕とても涼しくなってきましたけれども、昼間はまだ暑いですね。

体調を壊さないようにどうぞご留意していただきたいと思います。これより佐賀市教育

委員会の１０月定例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しておりま

す。 

 本日の日程につきましては、前もってお手元にお届けしている日程に従いまして進め

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） 

 ９月２５日の定例教育委員会の会議録につきましては、１０月１９日に配付したとお

りでございます。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 前もって手元に届いていると思います。何か修正なり、追加なりございましたらお願

いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、会議録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。 

 

（教育長） 

 プリントを用意させてもらっておりますので、５点報告いたします。ただ、４点目と

５点目はつい最近のことで、まとめることができませんでしたので、別添でそのときの

資料をつけております。 

 まず１点目が、１０月１日に佐賀市立東与賀児童館の新館の披露式がございました。

東与賀校区の放課後児童クラブ、これが８月１日現在で９６名ということで、２クラス

に分けざるを得ない登録者数ということがありましたが、幸いなことに、同じ東与賀町

在住で元学校の先生の、徳島トシ子さんから寄附をいただいて、無事に新館ができまし

た。これは佐賀市産材の木材を使っての平屋建てになっております。行ってまいりまし

たが、非常に明るくて、まだまだ木のにおいのする、本当に心の落ちつく建物でござい

ました。恐らく、もう子どもたちはここを利用して放課後の生活を送っていることと思

います。 

 ２点目ですが、佐賀市の中学校の駅伝大会がありました。佐賀市内の１６中学校から、

男子が３１チーム、女子が２１チーム参加して、今まで城西中学校の周りをコースにし

ておりましたけれども、今回からは東与賀の干潟よか公園周辺をコースにして繰り広げ

られました。子どもたちが走っている姿が一望できるという、非常にコースとしては好
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条件のコースだと思います。当日は暑いぐらいでしたが、子どもたちは頑張っておりま

した。 

 ３点目、現在、既に行われておりますが、「佐野常民没後１１０周年記念企画展」、こ

れのオープニングセレモニーがありました。１０月６日に始まりまして、１２月２４日

まで、佐野常民没後１１０年記念企画展「佐野常民“美へのまなざし”」と題して開催

されております。佐野常民が日本赤十字社の創設者であることはよく存じております

し、科学界、あるいは政治の面、産業の面でも活躍したということも知っておりますが、

意外に文化の面でも功績を残しております。現在の日本美術協会の前身になりました龍

池会、これをつくったのが佐野常民であるということを、この企画展を通して初めて知

りました。そういうことだからこの美術展が開催できるのだなと納得をしたところで

す。 

 ここに書いておりますように、ピカソを初め、東郷青児、東山魁夷、梅原龍三郎等、

６名の著名な画家の作品７点が展示してあります。オープニングセレモニーでも見まし

たが、筑後川フェスタとセットになって開催しておりましたので、先週の土曜日も、行

ってまいりました。１２月２４日まで開催されておりますので、どうかご覧になっては

いかがでしょうか。 

 ４点目です。「九州都市教育長協議会第２６回総会・研究大会」が宮崎で行われまし

た。先ほど、委員長から「大津市に見るいじめ問題の真相」というレポートをいただき

読まさせていただきましたが、教育委員会、学校に隠蔽体質があるということで、現在

非常にたたかれております。そして、犯人探しや責任転嫁ばかりに焦点が当たり、大人

の本来の責任、大人全体の責任というところまで行きついていない、そういう報道のス

タイルになっております。 

 この九州都市教育長協議会でもいじめ問題がやはり出ました。その中で、全国の調査

の件数を見ますと、佐賀は件数が少ないです。少ないということは、すなわち、いい教

育の現状にあるということが言えます。ところが、これに対して各県の教育長がどうい

う見方をしているかといいますと、件数が上がってくるということは、教職員の意識が

高まったからであり、いわゆる観察眼が育ってきたからであると。それから、子どもた

ちや保護者がいじめというのを敏感に感じて訴えるようになってきたと。もちろんそれ

は成果としてあります。しかしながら、件数が少ないところは教職員の観察眼、あるい

は子どもたち、保護者の訴える力、これがまだ弱いのではないかという半信半疑な部分

を言われまして、私は非常に腹が立ったものですから、これに反論をいたしました。そ

れはどういうことかといいますと、もともと、いじめというのは陰に隠れてするもので

すから、表に見えない部分がたくさんあります。だから、件数が少ないからいじめがな

いということを言っているのではない。当然潜在的に隠れている、あるいはいじめにな

り得る状況は幾らでもはらんでいる。ただ言いたいのは何かといいますと、いじめをな

くす、あるいはいじめを学校から追放するためには、大人、いわゆる教職員や教育委員

会が躍起になって対症療法だけをやっていったのでは、いつまでもイタチごっこである

ということです。しかし、佐賀市では毎月１日が「いじめ・命を考える日」ということ

で、いじめをしない、させない、そういう取り組みを積み上げております。しかも、生

徒会では、佐賀市の生徒会の役員を集めて議論をして、自分たちの手でいじめのない学

校を目指していこうと取り組んでいますので、その成果も当然ながらあります。各市で

取り組んでいらっしゃることは道徳なり特活なりで当然やっております。それ以外に、

本当にいじめを防ぐためにどのような指導をしているかというのを問いましたら、やは

りないんですね。人権教育については全教科全領域でやっていますというぐらいは出て

きますけれども、ほぼ対症療法で終わっている。そういうことで、私は佐賀県の件数が

少ないのは意識がないから、というふうには見ていません。むしろそういういい積み上

げが結果としてあらわれているということを強調をさせてもらいました。 

 別添の資料でございますが、文部科学省がコミュニティ・スクールの現状ということ

で資料を出されました。これは読んでいただいて、説明にかえたいと思いますが、私た
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ち教育長が考えを変えなければいけなかったのが、学校をそもそもどう考えるか、学校

のありようをどう変えなければいけないかということです。これについて文部科学省か

ら講話があって、改めて感じたところでした。つまり、学校というのは子どもたちとと

もに地域住民のものです。これまで私どもは子どものものですというふうにだけ言って

いましたが、地域住民のものでもあるのです。したがって、学校の教職員だけで教育が

できるはずがないという現状に来ています。そうしたときにどうするのかというと、や

はり地域との連携が大事になってきますし、当然地域のニーズをとらえながら学校経営

をしていかなければいけません。こういう観点からコミュニティ・スクールというのが

有効であるということも詳しく申されました。後ほど読んでいただきたいと思います

が、６ページを開いていただきますと、コミュニティ・スクールの成果の認識というこ

とで、例えば、地域が学校に協力的になった。情報が共有できるようになった。あるい

は学校に対して保護者や地域の理解が深まった。保護者や地域からの苦情が減った。こ

れは実際に佐賀市内でも見られます。その下がいじめ・不登校・暴力など生徒指導の課

題が解決した。そういうことで、学校教育力、あるいは地域の教育力そのものも上がっ

てきているという報告がなされました。文部科学省は平成２８年度までの５年間で公立

小中学校の１割、つまり３，０００校まで増やしたいということで、かなりの予算、あ

るいは国の政策等を生かしながらこれを広めるつもりのようです。 

 次ですが、昨日、佐賀県のＩＣＴ利活用推進協議会がありました。 

 １０ページですが、この基幹システムだけ簡単に説明をしておきますと、県は校務管

理システムとＬＭＳ（学習管理システム）と教材管理システム、これをセットにしなが

ら全県的にこれが活用できるようにしたいと考えておるようです。私もここで意見を申

させてもらったのが、やはりこれは教職員の業務改善の１つになり得る。しかも、教職

員は全県的な移動をするので、移動をして違う地域に行ったらまた違ったやり方に対応

しなければならず、非常に効率性が悪い。だから、県の基幹システムを充実させて、先

生方がどこに行っても同じ方法でできるようにしてほしいと要請をいたしました。 

 県からの返事で、今後そのようにしていくということでございました。これから先、

成熟期を迎える全体像がここに載っております。これに向けて来年２５年度から本格的

に運用開始になるようでございますが、この辺りについては各市町の意見等も吸い上げ

ながらいきたいということで確認をとりましたので、これが充実されてきたら、学校の

業務改善にもつながるのではないかと考えているところです。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 教育長から報告がありましたが、何かご質問なり、あるいは追加で聞きたいことがあ

りましたらお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 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の議題に入りたいと思います。 

 最初に、第１０号議案『佐賀市立小学校設置条例の一部を改正する条例』について、

教育総務課より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、１ページをお願いします。小学校設置条例の一部を改正する条例ですが、

これにつきましては、これまで勉強会で委員の皆様にはご説明してまいりました。現在

の富士小学校と富士南小学校を来年４月１日に統合するということについて、学校、保
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護者、地域の方々の同意を得ましたので、今後手続を進めていきたいと思っております。 

 ２ページをお願いします。佐賀市立小学校設置条例には、現在の佐賀市立の小学校、

中学校等の名称、位置を定めております。今回の統合に当たりまして、現在の富士南小

学校と富士小学校を廃止いたしまして、新しい富士小学校を設立するとしております。

そして、その場所は現在の富士南小学校の場所、富士町大字小副川１３３９番地３に設

置をするということでの条例改正を行うものであります。施行期日は２５年４月１日か

らとしております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 富士南小学校と富士小学校が統合されて、富士南小学校の場所に佐賀市立富士小学校

を設立するということでございます。これは勉強会でも何回も説明していただきまし

た。何かご意見ありますか。富士小学校は今後はどういうふうになるのですか。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 跡地利用については、まずは、やはり地元の方々の意見を尊重して、地元にとって必

要なあり方をということで、今は富士支所の総務課に窓口を設けまして、地域の方のご

意見を聞く場を設定しています。これについてはあまり急ぐ必要もありませんし、じっ

くり検討いただきたいと思っています。 

 

（委員長） 

 バス通学は、もう、話はまとまりましたか。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 はい、基本的に了解をいただきました。あと少しバス路線がないところについては特

例措置を講じるということで今検討をしておりますので、そこも決まりましたらまた改

めて委員会にはご報告したいと思います。 

 

（Ａ委員） 

 中学校は、改築されるのですよね。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 はい、今、建設検討委員会を行っていまして、来年度から改築ということで進めてい

ます。 

 

（委員長） 

 よろしゅうございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、承認といたします。 

 続きまして、第１１号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例』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） 

 ４ページをお願いいたします。 

 この公民館条例の一部を改正する条例につきましては、嘉瀬公民館の移転改築に伴う

場所の変更になります。場所は、大字扇町から大字中原１６９０番地になりまして、嘉

瀬小学校東の県道沿いになります。現在地より約３００メートルぐらい南に移転するこ

とになります。施行期日ですが、来年の４月ぐらいを開館予定としておりまして、実際

の開館日を施行期日としたいということで、後もって教育委員会規則を定めたいと考え
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ております。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 佐賀市立嘉瀬公民館の新築に伴っての移転です。もう建ちましたか。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 現在建設中です。まだ基礎を終わったぐらいですが、今年度中には完成する予定です。 

 

（委員長） 

 今年度中ということは、３月ですか。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 日にちはまだ未定ですが、開館日は４月になると思います。 

 

（委員長） 

 公民館が新築されることは、地元の皆さんも心待ちにされているようですので、うれ

しいことです。他に何かご質問はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、この１１号議案については原案どおり承認といたします。 

 続きまして、第１２号議案『公民館の指針について』、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） 

 この「公民館の指針」といいますのは、今後の公民館事業推進のガイドラインとなる

ものでして、この部分を策定しましたので提案するものです。 

 きょう、別に１枚物で概要版をお配りしていますので、そちらをご覧ください。 

 この指針につきましては、これまでも社会教育委員の会議報告の中で随時報告してお

りますので、大まかな内容はご承知のことと思います。 

 策定の趣旨としましては、昨年８月に策定しました公民館が果たす機能に関する佐賀

市教育委員会方針におきまして、公民館はよりよい地域、社会の実現を目指すための市

民の育成、力量形成を目的として設置されており、その実現のために４つの役割・機能

に重点を置くこととしておりまして、この指針は、その役割・機能を向上させるための

ガイドラインとして策定したものでございます。 

 概要版の中ほどに、その４つの役割という、今後公民館が重点を置くものを記載して

おります。１つ目が地域の連帯力をつくること、２つ目が教育力を高めること、３つ目

が課題解決力を高めること、４つ目が地域への情報発信力を高めることでございます。

これらの役割・機能を向上させる施策を右にそれぞれ掲げておりまして、さらにその右

には、場の提供ですとか活動支援ですとか、公民館が果たすべき６つの機能を載せてお

ります。 

 例えば、１つ目の地域の連帯力をつくるため、これは住民が地域活動への関心を深め

るように、いろんな場面をつくって社会参画意識を広めていくこと。つまり社会参画意

識の醸成に取り組んでいくことになります。その際、公民館としましては、そういった

場の提供ですとか、情報収集・発信までのそれぞれの機能を果たしていくということに

なります。 

 ４つ目に文化創造と書いていますが、これは学んだことを表現し、発表し、地域へ還

元する。それを楽しみながら豊かな感性をはぐくむという意味で文化創造としておりま

す。 

 それから、２点目の地域の教育力を高めるために、子どもへのまなざし運動の推進か
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ら地域づくり、人づくりの推進、これら４つの施策を推進していきます。 

 この４番目の地域づくり・人づくりの推進については、第二次の教育基本計画には取

り上げていない新規の施策になります。これは住民自治や地域活動の担い手となる人材

不足が課題となっている状況であることから、公民館として地域の担い手づくり、人づ

くりに寄与するとしております。 

 それから３つ目、４つ目については、従来から言われていることですが、公民館とし

て重点的に取り組んでいくこととしております。 

 さらに、この指針の別添資料、別紙の最後のページに、それぞれ具体的な取り組みを

例示しております。これは公民館が取り組みやすいように、また地域の状況や実態に対

応した事業ができるように例示をしているものです。 

 今後はこの方針をもとに各公民館で事業方針や事業計画を立てて実践をしていただ

くことになります。それぞれ４つの役割が向上しているか自己評価をしながら、次の事

業展開につなげていく、いわゆるＰＤＣＡのサイクルで、本指針で定めております公民

館の役割、機能を果たしていくこととしております。 

 説明は以上です。 

 

（委員長） 

 「公民館の指針」についての説明がありました。このことも、勉強会で随分討議した

ことと思います。 

 具体的なことが書いてありますので、私はとてもいいのではないかなという感想を持

ちました。 

 

（教育長） 

 各４つの項目で相談というのがありますよね。 

例えば、地域住民が相談をするときに公民館に相談をする、その体制はどういうふう

になるのか、どういう手段で相談に乗るのか、その辺りは何か考えがありませんか。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 この別紙の中に、それぞれに相談という項目があります。例えば、家庭教育の支援の

充実であれば、育児相談については専門家ではないので、専門機関へつないだり、こう

いうところがありますということを教えたり、実際につないでやったり、そういう役割

を果たしていきたいと思います。直接的に相談を受けることができればそこで対応しま

すけど、青少年問題とか、子どもや若者とか、そういう少し込み入った問題については

専門機関へつなぐという相談になると思います。 

 

（教育長） 

 １ページの地域の連帯力をつくるための相談、仕組みを構築するとありますよね。こ

こが一番わかりにくかったんですよ。それともう１つは、例えば、子育てに対する相談

とか、育児に対する相談とか、学校についての相談とか、こういう相談があるときには、

逆に言えばこういうところがありますよという情報発信を事前にしておけば、もっとう

まく進むのではないかなという思いもあります。相談に来てからこういう機関がありま

すと言うのではなくて、事前に、おおよそどんな相談があったときにどういうふうに整

理をしてつなげてやるかということをきちんと計画を立てておかないと、その場限りで

対応していかなければいけないようになりますからね。したがって、この４つの構成項

目があったときに、フロー図でもいいですが、こういうときにはこういう対応をすると

いう１つの計画を持っておかないと、なかなかこの相談がうまくいかないようになるの

ではないかという懸念が一方ではあります。その辺りを、公民館ごとにしっかり検討し

ていただきたいと思います。 
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（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい。承知しました。 

 

（Ａ委員） 

 この子ども・若者問題対策、非行対策という部分は、これまで公民館の役割としては

そこまでクローズアップされていなかったと思うのですが、今後これを問題提起しても

らうということは非常にいいことだと思います。それから、ＮＰＯとの連携ということ

ですが、例えば、ＮＰＯの中には、ぶらぶらしている子どもたちに対して、相談に乗る

とか、居場所をつくるとか、そういう具体的な活動をしているものが今も既にあるわけ

ですよね。それに対するハード的な場の提供と、それがどこまで地域の活動と整合がで

きていくのかというところで、具体的な例というのがなかなか頭に浮かびにくいのです

が、何か理想とされるようなモデルのようなものはございますか。 

 

（Ｂ委員） 

 城南中で以前、不登校の親御さん方で、そういった活動をされていて、今それを公民

館に移られてされているというふうにお伺いしたんですが。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 ＮＰＯでは現にそういう活動もされています。ですから、そういうところにつないで

ほしいと。やはり専門的な知識も必要になってくると、とても公民館では対応できませ

んので、せめてつなぐと、情報を提供していただければという話がありました。 

 確かに、専門家でもなかなか難しい問題を公民館で処理するというのは難しいのです

が、最低限できることは専門機関につなぐとか、そういう若者がいるよということを地

域の人にも共有して、そうすると地域の問題にもなってきますので、地域の皆さんの意

識を変えてもらうとか、そういった部分が公民館の役割になってくると思います。 

 

（委員長） 

 城南中の活動は何かありますか。 

 

（Ｂ委員） 

 「７時の集い」ではなくて、どちらかというと地域中心でされていて、最初校長先生

の配慮で、城南中の中で子育てサロンみたいなものをされていたのですが、今は赤松公

民館かどこかに場所を移されていると伺ったのですが。やはり学校の中では話しづらい

こともあるということで、公民館に場所を移しているという話を聞きました。そういっ

た活動は、ＰＴＡ主体ででもできると思います。 

 

（社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 そうですね、そういう活動もできたらいいなと思います。 

 

（委員長） 

 指針ができたわけですから、これから具体的な取り組みが、どこどこの公民館ではこ

ういう活動をしていますよということをまとめていただいて、毎年１回ぐらいはお互い

に情報交換をしていただきたい。そして佐賀市全体では公民館としては具体的にこうい

うことをしていて、それぞれの公民館の特徴や個性をぜひ公表して、地元の方々を初め

市民の方々にオープンに情報を出していただければなと期待します。 

他に何かございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、この公民館の指針については、原案どおり承認といたします。 
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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、「通学路の安全点検について」、学事課よりお願いします。 

 

（こども教育部副理事兼学事課長） 

 ６ページをお願いいたします。「通学路の安全点検について」でございますが、全小

学校の周辺１０１カ所につきまして、７月３０日から８月２３日までの約３週間、最も

暑い時期でございましたが、学事課と市民活動推進課、警察関係者、道路管理者で安全

点検を実施いたしました。点検結果及びその対策等の詳細について、保健体育係長から

報告いたしますので、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、まずどういった形で実施をしたかというところで、５番の実施要領から説

明させていただきます。 

 まず、学校に危険箇所の抽出を行っていただきました。この調査自体が今年度の初め

に全国各地で、通学中の児童・生徒を巻き込んだ交通事故が相次いで起きたことを受け、

文部科学省、国土交通省、警察庁からそれぞれ教育委員会、道路管理者、警察に調査を

実施するようにと通知がまいりました。期間的な制約がございましたので、まず学校に

は、危険度の高いところから３カ所程度を抽出して、学事課に提出してくださいとお願

いをしまして、その上で学事課で資料を取りまとめ、学校に集合して関係機関、学校、

市等と一緒になって現場を確認いたしました。実際現場を確認した上で、全員でどうい

った対策が考えられるか検討をし、要望書等が必要な分については、再度学校からＰＴ

Ａや地元と協議をしていただいて要望書を作成し、各関係機関に提出するという流れで

ございます。 

 実際の点検の内容については、別に集約をした資料をつけております。全箇所つけて

おりますので、細かく言うと時間が足りませんので、それぞれの学校について３カ所、

どういった場所で、市道とか国道、路線名が何でどういった危険の要因があって、それ

ぞれの機関でどのような対策ができるかということで考えていただいた部分を要約し

ております。全小学校分ございます。大まかに言いますと、やはり町なかの学校につい

ては、住宅地の細い道を通勤・通学の抜け道として通る車が危険であるということが多

くて、郊外では国道とか県道など、道幅の広い道を大型の車両がスピードを出して通る

ので危険であるという傾向が見られました。 

 ６番の点検の結果をどのようにするかというところですけれども、対策として、道路

の外側線や横断歩道の塗り直しといった対応につきましては、道路管理者や警察から、

予算の都合などもございますが、状況に応じて順次実施をするというお話をいただいて

おります。 

 また、先ほど申しましたように、交通規制の実施や地元の同意が必要な道路の拡幅な

どについては、学校、地元の自治会、ＰＴＡ等で協議し、同意を得た上で要望書を作成

し、学事課を通じて関係機関へ提出、改善に向け努力をするという取り組みを行うもの

でございます。また、学校についても、危険でハード整備の対応が難しいところについ

ては、通学路を変える、立ち番を行うなど、ソフトの対策を行うように話をしておりま

すので、今後はまず、それぞれの機関での対応、もしくは学校の教育の経過について把

握に努めていきたいと思っております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 通学路の安全点検について説明がありました。きょうラジオを聞いていたら、無免許
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の少年が児童通学路に突っ込んで何人もの子どもが死傷した事故から６カ月が経過し、

その追悼の式典をしているという報道がされていましたけれども、佐賀では子どもが登

下校しているときに、事故とか事件はありますか。 

 

（学事課保健体育係長） 

 登下校中に事故に遭うというのは、やはり佐賀でもございます。死亡事故等はござい

ませんけれども、お母さんの車に乗せてきてもらって車同士ぶつかったり、自転車とぶ

つかったりというような事故はよくあっております。児童生徒の交通事故があれば、学

校の管理下であるなしを問わず、教育委員会に連絡が来るようになっております。数的

には減ってはきておりますけれども、交通事故がなくなるということはないのかなと思

います。 

 ただ、こういった通学路の点検という形でそれぞれの関係機関が危険な箇所というの

を認識していただきましたので、改善に向けてそれぞれで取り組んでいきたいと考えて

おります。 

 

（教育長） 

 成章中学校前は今どうなっていますか。 

 

（学事課保健体育係長） 

 あれは見直しになりました。 

 

（教育長） 

 振り出しに戻ったということですね。 

 

（保健体育係長） 

 成章中学校の北側の道路を、自転車道を別に設けて道路を整備しようという計画がご

ざいましたが、自転車を車道のほうに分けるにはちょっと自転車が危ないと。中学生の

自転車も危なくなるということで、結果的にはまた見直すという形になりました。 

 

（委員長） 

 自転車も怖いときがあります。中学生の自転車の運転の仕方が怖いですね。 

 私が鹿児島大学病院に勤務していたときに、小学校１年生が横断歩道で車に接触され

て、倒れてけがをしたんですよ。それから一歩も外に行かなくなって、学校にも行かな

いということで、入院してきた子がおりまして、治療をした体験がありますけども、や

はり事故だけではないのです。心の傷になったり、学校に行かないとか、あるいは外に

も行かないとか、いろいろな問題が起こりますので、安全にはできる限りのことをして

いかないといけないと思います。 

 こういうことを調べた結果がこうですよというだけではなく、もちろん学校現場には

ちゃんと伝えていただいていると思いますけど、保護者とか地域の方にも伝えるよう

な、そういう工夫もしていただければなと思います。よろしくお願いします。 

 

（Ａ委員） 

 つけ加えてですけど、学校訪問などに行くと、地域の方が、ご年輩の方とか、ボラン

ティアで立ち番などしていただいていて本当に頭が下がる思いです。それで、私たちも

できることは何でもしなくてはいけないと思いますが、例えば、見ていて思うのが、給

食の搬入の車とかは、もう少し時間をずらすとか、通学路を避けるとか、時間的に厳し

いところもあるとは思いますが、少なくともそういった認識を持ってもらうように給食

の食材の業者にお願いするとかですね。あるいは、タクシーが、朝、お年寄りを拾うた

めに通学路を通られるのですが、タクシー会社にも通学路には配慮をお願いしますとい
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う申し入れをするとか、できることは何でもしていくべきではないかと思います。 

 

（Ｃ委員） 

 ４つの団体が一斉に調査をしていただいたということは非常に効果のあることでは

ないかと私は思っています。これを読ませていただいたんですけれども、スピードの出

し過ぎとかが多くありましたので、迂回してくる車は必ずしも地域の人たちばかりでは

ないでしょうけれども、自治会長さんなどに申し入れを行ったり、ここは危ないです、

と回覧板で回してもらうとか、そういう対策をして、運転する人たちに意識づけをして

いただいたらと思います。 

 もう１つは、８時半まで登校時の進入禁止区域がありますね。そこに保護者さんたち

が立ち番されているのを私もよく見るのですが、女性の保護者さん、お母さんたちは、

やはり車が来るのをだめですよとは言い切れなくて、通してしまうというのを時々見ま

す。高齢者の方はしっかりそこでとめられるというのも見ました。そこで、保護者さん

たちも自分の子どもは守るんだという意味で、だめですよと言う勇気も持ってほしいな

と思います。 

 

（Ａ委員） 

 保護者の問題よりもやはりドライバーの人にもっと意識を持っていただきたいです。

きょうはマスコミも来ているようですので、そういったことを言っていただきたいと思

います。ドライバーの人たちに、通学時間には、自分たちの通行ばかり考えないで、子

どもたちのことを考えて通勤をしてくださいということを、もっと意識をもっていただ

かないといけないと思います。 

 

（委員長） 

 どうしても朝になると、慌ててしまって、自分の思いが優先する状況にはなってしま

いますよね。その辺りを大人は意識して、自分一人でここを使っていないということを、

啓発して高めていくしかないですよね。 

 

（Ｃ委員） 

 免許更新の折の講習などは、佐賀市だけの問題ではないと思いますけれども、さらに

そういうところでもお話をしていただけないかなという思いもあります。 

 

（教育長） 

 時間帯進入禁止のところに入ってきているとするならば、それは警察に言っていただ

くと取り締まりをしていただけます。これは交通規則違反になります。私も本庄小学校

に勤務している時に、一方通行の道で、その時間帯に入ってくる車がありました。大体

車両は決まっているのですが。そこで、警察に通報したら、すぐその時間帯に来てくれ

て、捕まえました。罰金を取られたようです。やはり、なかなか保護者さんがだめです

よとは言いづらいでしょうから、この辺りの実情を見られて、警察に取り締まりをお願

いすることも大事かなと思います。 

 それから、給食関係車両の件ですが、難しい部分もあるので、学事課はその辺りの事

情を説明してもらってどうするのか検討してください。 

 

（学事課保健体育係長） 

 学校給食の搬入については、どうしてもできあがりを給食時間に間に合わせなければ

いけないということで、ちょうど時間的に朝の時間に食材の搬入がぶつかる時がござい

ます。学校近くについては、特に交通ルールに気をつけて、校内では細心の注意を払う

ようにと指導をしておりますが、再度そのあたりは徹底するようにお願いをしたいと思

います。 



  11 

（Ａ委員） 

 給食パンの運搬車の人は、お願いして時間をずらしてもらいました。パンは朝の時間

に絶対持ってこなければいけないということはないようですから、少し通学の時間を避

けて、早くか遅くかに変更できればと思います。 

 

（学事課保健体育係長） 

 はい。了解しました。 

 

（委員長） 

 鍋島中学校で、通勤してきた車に中学生がはねられたということがありましたが、学

校内で児童・生徒が交通事故に遭うというようなことは許されませんので、どうぞ対策

をぜひお願いいたします。それではこの件についてはよろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 次は、「平成２４年度（２０１３年）佐賀市成人式について」です。青少年課お願い

します。 

 

（青少年課長） 

 ７ページをお願いします。平成２４年度の佐賀市成人式についてご説明いたします。 

 まず、１の「今年度の佐賀市成人式開催について」でございます。該当者は平成４年

４月２日から平成５年４月１日までに生まれた方です。 

 開催日ですが、成人の日の前日、平成２５年１月１３日の日曜日でございます。会場

ごとの式典会場や開始時刻につきましては、(3)の表のとおりとなっております。 

 この中で、諸富会場につきましては、昨年度「諸富文化体育館（ハートフル）」で開

催いたしましたが、今年度は「諸富町公民館」に会場が変更されています。 

 次に、２の市長式辞の代読についてのお願いでございます。 

 例年、教育委員の皆様方に市長式辞の代読をお願いしておりますが、今年度の成人式

につきましても同様に代読をお願いしたいと思っております。佐賀会場は市長へ出席を

お願いしておりますが、あとの７会場につきましては、副市長も含めて委員の皆様方に

お願いをしたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 委員の皆様に行っていただく会場につきましては、基本的には昨年度行っていただい

た会場とは別の会場ということで調整をさせていただき、後日委員の皆様にご連絡いた

します。 

 また、成人式当日の式辞でございますが、１２月の定例教育委員会でお渡しする予定

としております。委員の皆様におかれましては、１月１３日という年始のとてもお忙し

い時期とは思いますけれども、この日につきまして申しわけございませんが、市長式辞

の代読をよろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

 

（委員長） 

 平成２５年１月１３日の日曜日に成人式を開催するという予定ですので、どうぞよろ

しくお願いします。 

 

（教育長） 

 Ａ委員が、前回佐賀会場のことをおっしゃっていましたが、そのことの経過も説明し

てください。 

 

（青少年課長） 

 平成２３年度の成人式も市民会館で開催いたしました。市民会館は、１，０３１名収

容となっておりますが、１，２８０名の参加がありました。式典会場に入っても立って
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おられる姿も見受けられましたので、後日、２４年度は文化会館が空いていないか確認

しましたところ、空いてませんでした。そのため、２４年度は同じ市民会館で開催いた

しますが、平成２５年度は文化会館で開催するように計画をしております。 

 

（教育長） 

 ちょうど１年おくれになりますが、文化会館が空いていなかったものですから、来年

度からということです。 

 

（委員長） 

 その他、何かございますでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、私から挨拶を少しさせてください。 

 １１月４日をもちまして、私の教育委員の任期が満了いたします。１２年間教育委員

として役割を務めさせていただきました。皆さんのご協力ありがとうございました。 

 私が教育委員に任命された年は、佐賀市でバスジャックの事件がありました。５月の

ゴールデンウイークに佐賀市の青年が西鉄バスを乗っ取って、そこで殺傷事件を起こ

し、１人の方が亡くなられるという事件でした。その後、心の問題をもっと充実しない

といけないのではないかということで、私が臨床心理士の資格を持っていて、鹿児島大

学病院でもそういうことをやっておりましたものですから、佐賀に帰ってきたらすぐ

に、当時の木下市長から電話をいただきまして、そういうご縁でこの教育委員になった

経緯があります。 

 １２年、今思えば短かったなと思います。ということは、それだけ大事なことをいろ

いろ論議して取り組めて充実していたのだなと思います。 

 この教育委員会の役割というのは、非常に今全国でもどうすべきかと問題になってい

て、もっと活性化すべきとか、あるいは問題がいっぱいあるのではないかとか、あるい

は教育委員会そのものがなくてもいいのではないかという議論さえ出てきております。

その証明が大阪市での教育委員会の対応でございますが、私は佐賀市ではうまくいって

いるのではないかと、全国に先駆けて充実した取り組みをしてきたのではないかと自負

しておるところです。 

 しかも、地元市民の方と一緒に、現場の先生方とも一緒に教育委員会が取り組もうと

いう方針が出まして、それがまなざし運動に凝集されて、佐賀が非常に一体感を持った

ものになってきていると思っております。これをもっと充実させていくことが、この教

育委員会の使命だと思います。３期１２年間務めまして、本当に充実した時間を過ごさ

せていただきました。佐賀におりますから、今後とも応援できるものはしたいと思いま

す。どうもありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして１０月の定例教育委員会を閉会いたします。どうも皆さ

んありがとうございました。 

 

 


