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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。桜が今満開になって、本当に美しく、私たちの目を楽しませてくれ

ております。子どもたちも春休みになりまして、元気よく生活していると思います。こ

の春休みを事故がないように見守っていきたいと思います。 

 これより佐賀市教育委員会３月定例会を開きます。 

 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しておりま

す。 

 本日の日程につきましては、配付いたしております日程のとおりお願いしたいと思い

ますが、ご異議ありませんでしょうか。 

    〔「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 

 

（山下委員長） 

 日程２の会議録の報告を求めます。 

 

（梅﨑教育総務課副課長兼総務係長） 

 ２月２６日の定例教育委員会の会議録につきましては、今月２２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。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。報告は終わりました。 

 議事録の内容に修正するところはございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議がないようですので、会議録は報告のとおり承認いたします。 

 

日程３ 教育長の報告 

 

（山下委員長） 

 次に日程３、教育長の報告を求めます。 

 

（東島教育長） 

 きょうは口頭で報告をさせていただきます。 

 まず１点が、平成２４年度が終わり、先日修了式を迎えましたが、佐賀市立小中学校

の適正配置について、平成２１年度に答申が出されましたが、この中で小学校が１２か

ら２４学級、中学校が６から１８学級が適正な規模とされており、佐賀市といたしまし

ては、特に複式解消という視点から学校の適正配置に向けて議論をし、地域説明会等も

行いながら実施してきたところです。 

 今回、富士小学校と富士南小学校が合併して、新生富士小学校が富士南小学校の校舎

で２５年度から開校します。それに先立って富士小の閉校式が３月３日、富士南小の閉

校式が３月２４日にございました。参加いただいた教育委員さんもいらっしゃいます

が、２５年度からは学校数が小学校３５校、中学校１８校の５３校となります。 

 ２点目です。佐賀市の教育計画で小中一貫連携教育を進めてきております。その中で

三瀬小中学校が平成２５年度から小中一貫校としてスタートをいたします。ここに配属

される教職員につきましては、併任というかたちで、三瀬校としての新しいカリキュラ

ムで教育が進められていくことになります。そのプレイベントが３月２３日にございま
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した。来年度から、５校目の小中一貫校がスタートすることをお知らせしておきます。 

 ３点目です。委員さん方にも参加していただきましたが、小中学校の卒業式がそれぞ

れ１５日、１９日に行われました。これにつきましては、後ほど委員さん方のご感想を

聞かせていただきまして、学校の状況や、課題等あれば、出していただければと思って

おるところでございます。 

 私が出席しました中学校は城北中学校、小学校が赤松小学校でした。私は、卒業式の

雰囲気もさることながら、子どもたちが歌をどの程度歌うのか、これを一つの健全な学

校の様子のバロメーターとしているわけですが、特に城北中学校は非常に大きな声で精

いっぱい歌ってくれました。そういう意味では、中学校として、健全な学校運営がなさ

れているのではないかな、子どもたちも３年間、学校で充実した生活が送れたのではな

いかなと推察したところでございました。 

 ４点目です。今月は議会がございましたが、特に子どもにかかわるという視点から、

来年度の課題として上げたいのが３点ほどございます。 

 １つは体罰の問題、部活動のあり方が全国的な問題となりました。それを受けまして

私どもも部活動あり方検討委員会を開き、その中で部活動の意義、部活動のあり方につ

いて議論をし、新年度早々には部活動あり方検討委員会としての提言を各学校の校長に

対して行う予定にしております。それを各学校で徹底して実践していただきたいと思っ

ております。 

 ２つ目が、ご存じのように調布市の小学校でアナフィラキシーショック死がございま

した。食物アレルギーにより、実際に学校の給食を食べて亡くなったという事故が起こ

っております。佐賀市内にも実際にアナフィラキシーの症状を持つ子どもが数名おりま

す。それに対応するためのエピペン所持者も数名おります。来年度は子どもたちを食物

アレルギーから守るために、各学校の研修会を強化したいと考えているところです。 

 ３つ目は、携帯電話の件が出ました。もちろんＩＣＴと絡めての問題もございますが、

とりわけ携帯電話の危険として、子どもたちの犯罪への巻き込まれ、いじめの温床、あ

るいは逆に犯罪者になり得るということもございます。議員のご指摘では、まなざし運

動という一つの大きな市民運動の中で、このことについて展開できないかということも

ございましたので、次年度、問題提起をしながら進めていければと考えているところで

す。 

 差し当たって、この３点を子どもたちに直接かかわる内容ということでお伝えしてお

きたいと思います。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。ご質疑はございませんでしょうか。 

 エピペンのことで、佐賀市は養護の先生と校長先生、教頭先生が取り扱うことができ

るようにしているということでしたが、研修などをして、全部の先生たちができる状態

にしておく必要があると思います。 

 

（東島教育長） 

 間違いなくそのとおりと思います。今、エピペンを持参している学校については、校

内で研修があって、ほぼ全職員が使える状況にあります。ところが、そうでない学校は、

これに対する認識も、あるいはエピペンをどういうふうに使うのかという知識もまだま

だ低く、かなりの温度差があるのは間違いないです。 

 そういう子どもがいつ、どういう状況で学校に来るかわかりませんので、研修を深め

て、全校で使える状況にしておく必要があろうと考えております。 

 

（山下委員長） 

 そうですね。ありがとうございました。 



  3 

（福島委員） 

 エピペンの件ですが、そういうアレルギーを持っているお子さんの場合、何回もショ

ックを繰り返すと、エピペンも最後は効かなくなると聞いたことがあります。アレルゲ

ンに接触するたびに症状が激しくなっていくということなので、乳製品が原因であれ

ば、アレルギーのもとになる乳製品を完全に絶つために、家庭と学校の両方で管理しな

いといけません。何回か発作を繰り返しているようであれば、本当に注意してやらない

といけませんので、完全にお弁当にしてもらうとか、家庭との連携が必要だと思います。

何回も接触していると、最終的にはエピペンでも効かなくなってしまうので、その経過

も含めてチェックしていかないといけないと思いました。 

 

（東島教育長） 

 保護者との共通理解がまずは前提にないとだめだと思います。エピペンを数回使用す

ることで、だんだん効かなくなるということは、私はよくわかりませんが、要は命を守

ることですからね。学校給食が教育活動の一環であることは一方では間違いないけれど

も、最終的には命を守ることが大事ですから、症状によっては、あるいは学校の対応状

況の難しさによっては弁当持参も当然認めていかざるを得ない状況になっていくだろ

うと思います。現に今、弁当持参で来ている子どももおりますが、やはり私どもは子ど

もたちの命を守るというのが大前提ですので、家庭とも話をして、どういう対応をして

いくのか十分に議論して、共有理解を持った上で取り組むことが大事かなと思っていま

す。 

 

（福島委員） 

 何回も病院に運ばれているような子は、本当に気をつけないと最後は死んでしまいま

すからね。例えば予防接種も、例えば１回より２回のほうがきっちり免疫がつきますが、

あれも反応としては同じですよね。アレルゲンに触れれば触れるほど、反応がどんどん

激しくなっていくそうなので、何回も病院に担ぎ込まれているような子は本当にお弁当

にして、完全に絶つということをぜひ考えていただきたいなと思います。 

 

（山下委員長） 

 そういう子どもさんに対しては、十分気をつけていただきたいと思っております。 

 ほかに何かご質疑ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、教育長からの報告を終わります。 

 

日程４ 提出議案 

 

（山下委員長） 

 引き続き日程４の議題でございます。 

 最初に、第２９号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める

規則』及び第３０号議案『佐賀市公民館条例施行規則等の一部を改正する規則』につい

ては、関連しておりますので、続けて説明をお願いします。 

 

（右近社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 議案の２ページをお願いいたします。 

 まず、『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則』です。嘉

瀬公民館の移転改築に伴って、公民館の位置を昨年１２月に変更しておりますが、その

際、改正条例の施行日を教育委員会規則で定める日としておりましたので、今回、公民

館の供用開始日であります４月８日を改正条例の施行期日とするものでございます。 

 続いて、第３０号議案につきましては、別にお配りしております第３０号議案資料で
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説明させていただきます。 

 １番から３番まで書いていますが、改正の目的としては、公民館等において一環した

管理運営を行うために使用時間及び休館日等の使用基準を見直すものでございます。 

 ２番、改正する規則については佐賀市教育委員会規則が３本と、別に佐賀市規則を別

途改正いたします。 

 改正内容については、市内均一なサービスを提供するということで、開館時間及び休

館日を旧佐賀市に合わせるものでございます。開館時間については午前８時半から午後

１０時までに統一をします。 

 それから、２ページをお願いいたします。 

 冷暖房設備等の使用ということで、まず１点目が、大和生涯学習センター及び富士生

涯学習センターにおいては、映像や音響機器等の備品使用料を徴収しておりますが、こ

れを無料とするものです。２点目に、冷暖房使用料については、電気料実費相当額を徴

収するということに改正するものです。この下の表の冷暖房使用料については、現行が

冷暖房使用料として条例で徴収、または実費相当額で徴収をしていましたが、これを見

直し後に書いているとおり実費相当額として、小さい部屋は１時間当たり１００円、大

きい部屋は１時間当たり２００円と基準を定めて徴収いたします。 

 施行期日は、本年の１０月１日です。 

 ５番に掲げておりますのは、参考として、既に２月議会で改正しております、使用料

金の見直しを行った際の内容となっております。 

 説明については以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。何かご質問はございませんでしょうか。 

 先月、私が質問した際に春日コミュニティセンターの休館日は祝日が入っていて、大

和生涯学習センターと合わせてあるとお答えいただきましたが、今回の見直しでは、そ

れは毎月第３日曜日と１２月２９日から１月３日までとなるわけですね。 

 

（右近社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 はい、そうです。 

 

（山下委員長） 

 はい、わかりました。 

 西与賀コミュニティセンターの開館時間が少し違っていますよね。９時から９時まで

だったかと思いますが、ここは違うのですか。 

 

（右近社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 今回、西与賀コミュニティセンターは見直し等から除外をしております。いわゆる生

涯学習施設ではありますが、地域活動の拠点ではないということで、今回の改正からは

外しております。 

 

（東島教育長） 

 教育委員会の管轄で、例えば、西与賀コミュニティセンターのように、少し性質が違

う施設がほかにもありますか。 

 

（右近社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 社会教育施設としては他に佐野常民記念館がございますが、これもまた他とは性質が

違います。 
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（東島教育長） 

 西与賀は名称がコミュニティセンターとなっているから余計に紛らわしいですね。だ

から、富士コミュニティセンターや、日新コミュニティセンターと同じように見てしま

います。 

 

（山下委員長） 

 西与賀コミュニティセンターが地域活動の拠点ではないというのは、どういうことで

すか。 

 

（右近社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 西与賀コミュニティセンターというのは、天体観測ができる施設としてつくっていま

す。あとは貸し部屋としてスポーツができるようなところもあり、佐賀市全体で使用さ

れています。公民館みたいに西与賀校区のためにつくったものではなくて、佐賀市の天

体観測とかができるようにということでつくった施設です。 

 

（山下委員長） 

 それでは、西与賀地域の住民の人たちが集うところといったら、どこになるのですか。 

 

（右近社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 西与賀公民館がございます。 

 

（山下委員長） 

 公民館があるわけですね。 

 

（東島教育長） 

 西与賀コミュニティセンターの名称は変えられないのですか。 

 

（右近社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 確かに科学館とか天体観測館とか、分かりやすいように変えないといけないかなとは

思っていますが、具体的にはまだ検討に入っておりません。 

 

（山下委員長） 

 何かご質疑はございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議がないようですので、第２９号議案『佐賀市公民館条例の一部を改正する条例

の施行期日を定める規則』及び第３０号議案『佐賀市公民館条例施行規則等の一部を改

正する規則』は、原案のとおり承認します。 

 次に、第３１号議案『佐賀市立小中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規

則』及び第３２号議案『佐賀市教育委員会事務専決規則の一部を改正する規則』、これ

も関連しておりますので、一括してご説明をお願いします。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 ９ページをごらんください。 

 まず、第３１号議案です。平成２５年４月から、副校長、指導教諭、統括事務長が配

置されることになりました。それに伴い、所要の改正を行う必要が生じたために、佐賀

市立小中学校の管理運営に関する規則の一部を改正するものでございます。 

 次に、１２ページをごらんください。これについても、統括事務長が２５年４月１日

より設置されますので、それに伴い、佐賀市教育委員会事務専決規則の一部を改正する

ものでございます。 
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 第５条を改正するということをここに提案している次第でございます。 

 詳細について説明をいたします。 

 別紙「３月定例教育委員会資料 議案関連：新旧対照表」１６ページをごらんくださ

い。 

 まず、第２８条の(2)のところでございます。副校長が設置されたことによって、「副

校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。」という言葉が入っています。 

 それから(5)、新たに指導教諭が入りましたので、「指導教諭は、児童生徒の教育をつ

かさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な

指導及び助言を行う。」という言葉が入っています。 

 １７ページをごらんください。 

 第２９条の２のところになります。これまでは（事務長）という文言でありましたが、

そこに統括事務長が加わっています。「学校には、統括事務長又は事務長を置くことが

できる。」と「統括事務長」という言葉が入ります。 

 そして、２のところに「統括事務長は、学校の事務事業及び事務職員その他の職員を

管理監督し、及び業務の統括・調整を行うものとする。また、その事務をつかさどる。」

という言葉が入ります。 

 第３０条（校長の代理又は代行）について、これまでは教頭だけでしたが、副校長が

入ったことにより、第３０条で「副校長は、」云々と、その２項で「教頭は、」云々とい

う形で入るようにしたいと思っております。 

 それから、第３１条校長の代決権についても、これまでは教頭のことしか書いてあり

ませんでしたが、副校長が加わったことにより、副校長はこういうふうに代決をします、

教頭はこのように代決をしますという言葉が入っております。 

 第３２条（校長等の専決）のところで、今度はそこに「統括事務長」という言葉が入

っております。線を引いたところでございます。 

 １９ページをごらんください。専決規則でございます。 

 専決規則第５条の４行目、これまでは「事務長、学校運営支援室長及び公民館長を除

く。」という言葉がありましたが、そこに「統括事務長」という文言が加わります。そ

こが変更になります。 

 最後２０ページの(2)のところでございます。現行では「事務長」だけでございまし

たが、「統括事務長又は事務長」という言葉になります。 

 以上の変更をお願いしたいという提案でございます。 

 なお、先日の臨時教育委員会の折に、委員様方から副校長や指導教諭並びに統括事務

長等の職務等についての説明資料があればという申し出がありましたので、別紙を用意

しております。お手元に届いていますでしょうか。佐賀県公立小中学校における「副校

長」の設置についてという表題になっておりますが、裏が「指導教諭」、その次に「統

括事務長」という順番で載せております。ご参考になればと思っております。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。何かご質疑はございませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 この副校長というのは、学校の規模等で設置するか、しないかを決められるのですか。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 今回、佐賀県における副校長の設置につきましてはモデルケースということでもござ

いまして、佐賀市で今現在置いているのは、まず小中一貫校である北山校、芙蓉校。一

体型の小中一貫校で、これまで校長１名、教頭２名を配置していたところが、校長、副

校長、教頭という形になっております。もう１校は、中学校で規模の大きい鍋島中学校
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で、これまで校長１名、教頭２名だったところを、校長１名、副校長１名、教頭１名と

いう配置の仕方にしております。 

 したがって、今の委員のお答えになるとすれば、当面、佐賀市の場合には教頭２名以

上配置している複数配置の大きな学校、それから一体型の小中一貫校を副校長１名、教

頭１名にしております。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員） 

 はい、わかりました。 

 

（山下委員長） 

 今後は副校長先生はどういうふうになっていくのでしょうか。来年は鍋島小学校とか

大規模のところに配置するとか、そういう計画もあるのですか。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 現在のところ、モデルケースという形で取り入れられていますので、今後はその経過

を見ながら、副校長がふえていく方向になるのではないかと思っております。 

 

（山下委員長） 

 それは県で決められるのですか。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 そうですね、県が決定するという形になってくると思います。もちろん市に意見を求

められることはあるかと思います。 

 

（山下委員長） 

 もし、副校長先生がどこかに異動されれば、その副校長先生という役職名がついてい

くのですか。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、そうです。副校長は校長採用試験を受けておられます。その中で校長採用、副

校長昇任という形になります。合格者の中から校長までは行っていないけど、副校長で

昇任しましたという形ですので、教頭とは格付けは違います。 

 

（山下委員長） 

 指導教諭という先生方は各学校にいらっしゃいますか。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 佐賀市では、小学校３校、中学校２校に本年度から配置をしました。 

 

（山下委員長） 

 やはりその先生たちも異動のときは指導教諭のままですか。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 そのままです。これも試験を受けております。 

 

（岸川委員） 

 主幹教諭が入ってきたときもそうでしたが、いろいろな役職が出てきますよね。こう

いった会議のときに私たち教育委員会が知っておくことはもちろんですが、入学式のと
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きの職員紹介とか、ＰＴＡ総会のときに職員紹介がありますが、保護者の人たちは主幹

教諭何々です、と言われてもわからないわけですよね。今度からこういった制度ができ

ました、役職はこういうことですと説明していただいたほうが親切だと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 ありがとうございます。ＰＴＡ総会、もしくは学校だより等々でも紹介していただく

ように校長先生方にお伝えしたいと思います。 

 

（東島教育長） 

 １点確認ですが、副校長はもちろん校長の命により校務をつかさどりますが、子ども

の教育をつかさどると言う職務もありますよね。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 そうであれば、この管理運営に関する規則では、「副校長は校長を助け、命を受けて

校務をつかさどる。」という部分でとまっておりますが、児童生徒の教育を行うことが

できるという部分が外れさているので、副校長は授業は持たなくてもいいという状況に

なりはしないでしょうか。現実的には校長の命を受け、児童生徒の教育を行うことがで

きる、つまり、教頭職と同じような中身を一方で持っているわけですから、これを記載

しておかないと、授業は持たせられないと解釈されてしまった場合、逆に後退していき

そうな気がします。 

 校長の命は受けるにしても、校長職と全く変わらないような職務内容になってしまう

ので、児童生徒の教育を行うことについて、だんだん関わりが薄くなっていくと何にも

ならない。ほかの先生方にしわ寄せが行くことにもなるので、この点はいかがでしょう

か。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 今、教育長がおっしゃったところですが、確かに児童生徒の教育に関して、教頭につ

いては必要に応じて児童生徒の教育を行うということになっております。それに対し

て、副校長については、校長の命により児童生徒の教育を行うことになります。したが

って、現在、「副校長は校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。」だけにしておりま

すが、教頭の記述と同様に「校長の命により、必要に応じて児童生徒の教育をつかさど

る。」と、改めるべきかと考えます。 

 県から来た副校長の設置についての文書には、確かに「校長の命により、児童生徒の

教育」という形で明記していますが、学校教育法の中では副校長は、「校長を助け、命

を受けて校務をつかさどる。」とだけになっておりまして、授業等について触れていな

いんですね。教頭は児童の教育をつかさどると触れてありますが、副校長について触れ

ていない状況がありますので、検討させていただくという形でよろしいですか。 

 

（東島教育長） 

 基本的にこの副校長は昇任ですから、小学校、中学校の講師の免許を持たなければい

けません。免許を持つということは、つまり、教育に携わらないとだめですよね。校長

は管理職だから、採用です。教員を退職して、校長に採用される。副校長は教員から副

校長に昇任だから、教員なのですよ。学校教育法はそういうふうに書いてありますが、

佐賀県のあり方は教頭と同じです。教員を辞めて副校長に採用であれば別ですが、昇任

で、教員から上がりますから、教育をつかざどることになると思います。それは県と調
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整をしていく必要があると思います。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 確認をさせていただきます。文言の、副校長についての児童生徒の教育をつかさどる

の分に関しましては、県教委と相談の上、それに従うということでよろしいでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 はい。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 それでは、そのようにさせていただきます。 

 

（伊東委員） 

 このメリットというのは何でしょうか。組織というのは逆にフラット化がいいという

説もありますよね。ピラミッド化されてクッションができることによって、組織的、機

動的な対応が可能とか資料にも書いてありますが、実際そうなのでしょうか。２行で済

まされていますので、もう少し具体的にこの副校長を置いたことのメリットを知りたい

です。 

 逆に言うと、クッションがあり過ぎて、譲り合いというイメージにもつながらないと

は限らないですよね。全てが「校長からの命を受けた範囲」、それから、「自らの権限で

処理する」と、非常に分かりにくい表現になっていますので、業務分掌的なものがもっ

と詳しくあればと思うのですが。テストケースでしょうから、今からかもしれませんが、

組織強化として、何か逆行しているような感じがしますが、この辺はどうなのでしょう

か。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 今、わかり得る範囲でお答えしたいと思いますが、先ほども出ましたように、モデル

ケースではあるのです。まずは置いてみてという状況がございます。 

 １つ考えられることとしましては、校長先生が行っている専決の問題、例えば、職員

の年休簿を処理する、あるいはいろいろな最終決断をする印鑑を押しますが、それを副

校長まででいいことにして、副校長で終わらせてしまうことで、校長はほかの業務をす

るということが可能になるわけです。 

 それから、例えば、自己評価等を職員にさせて、やる気を起こさせるという取り組み

を教職員は行っております。そういうときに、例えば、小中一貫校で、小学校職員のほ

うは副校長がヒアリングをしてください、中学校職員を校長がやります。例えば、鍋島

小学校のような大きな学校で、若手職員は副校長が聞いてください、中堅以上は校長が

聞きますというふうに区分けをすることによって、より深く、ヒアリングを行うことが

できるといったような効果は幾らか考えられているところでございます。ただ、もっと

ほかに使い方はないのかというと、これから先模索されていくのではないかと思われま

す。 

 

（伊東委員） 

 今、非常に問題になっている暴力や部活の問題などを主体的に副校長が先頭に立ちな

さいということであればわかりますけど、教頭がいて、副校長がいて、校長がいるとい

う意味合いが何か少しぼけているような気がしてならないですが。今、特に一番問題の

あるところに副校長がいわば現場対応という意味であれば必要かと思いますが、指示す

る人がいっぱいいて、校長が言うことと副校長が言うことが違うと下は迷いますよね。

ですから、ぜひその辺りをもう少し明らかにして、業務分掌的なものを整備をされたら

どうかなと思います。 
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（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 今回、佐賀市におきましては、３名の副校長配置になったわけですが、そこについて

は全て複数教頭がいたところなんですね。教頭を置いていたところをまず副校長、教頭

という形にしたというのは、やはりモデルとしてこの体制でやってみて、どういうこと

が起こるのかを確認をしていきたいという思いがございますので、今後のつかい方も含

めて、今、委員がおっしゃったところもしっかり把握したいと思いますし、今後、別の

意味で、副校長を配置するという形が出てくる可能性にもつながりますので、その辺り

は検討していきたいと思います。 

 

（岸川委員） 

 ただ、小中一貫校の場合は理にかなっていますよね。校長が２人いらっしゃるのは、

むしろそのほうが指示系統が交錯するかなという感じを持っていたので、北山、芙蓉を

こういった形にされたのは、適当であると私は思ったところでございます。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かご質問ございませんか。よろしいでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、第３１号議案『佐賀市立小中学校の管理運営に関する規則の一部を改正す

る規則』及び第３２号議案『佐賀市教育委員会事務専決規則の一部を改正する規則』の

中で、第２８条の第２項は県教委と協議していただいて、そのほかのものは承認という

ことでよろしゅうございましょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

日程５ 報告事項 

 

（山下委員長） 

 それでは、続きまして、日程５の報告事項に入ります。 

 「佐賀市立赤松小学校・北川副小学校・城南中学校３校のコミュニティ・スクール（学

校運営協議会を置く学校）に関する評価と今後の指定について」、教育総務課お願いし

ます。 

 

（本村教育総務課指導主事） 

 教育総務課からコミュニティ・スクールに係る３校の評価と今後の指定について報告

いたします。 

 まず、資料の報告に入る前に、まずもって佐賀市内のコミュニティ・スクールについ

てご説明申し上げます。 

 佐賀市では、城南中校区の３校、赤松小学校、北川副小学校、城南中学校にコミュニ

ティ・スクールの指定を行っております。平成２２年度から３年間の指定をかけており

まして、平成２４年度が最終の３年目に当たります。 

 コミュニティ・スクールの指定を受けますと、学校の中に地域代表や学識経験者など

から成る学校運営協議会という組織を設置します。学校運営協議会委員は一定の責任と

権限を持って学校経営に参画します。 

 具体的には３つありまして、「校長の学校経営を承認する」、「学校の教育活動に意見

を述べる」、「教職員の採用等について意見を述べることができる」となっております。 

 文部科学省でもコミュニティ・スクールの推進を積極的に進めておりまして、地域と

ともにある学校をキーワードに、地域住民、保護者が主体性を持って教育活動に参画し、

学校が地域コミュニティの拠点となることを目指しております。 

 本日はお手元の資料に今年度の３校の取り組みに関する調査結果を概要版という形

で載せております。この中の３点に触れながら、活動状況を簡単に報告いたします。 
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 まず、赤松小学校です。１３ページから１４ページ目に横の棒グラフがありますが、

右端がそろっていないものが地域住民に対するアンケートであります。これらを見る

と、５年前は１７人という対象だったのが徐々に増え、１３２人の人から意見を聞くこ

とができております。好意的な意見が多くなっているとともに、学校のアンケートに進

んで答えて、教育活動に生かしてもらおうという地域住民の熱意を感じます。 

 続いて、北川副小学校です。１５ページ目をごらんください。 

 学校と地域の連携は深まったかという点で、左側のグラフの、「学校は、学習や学校

行事に進んで地域の人を招いて指導している」という設問に９８％の保護者が「思う」

「大体思う」と答えております。日常的に地域のボランティアの方が授業に協力をされ、

子どもたちの支援をされていることがわかります。 

 最後に、城南中学校です。１７ページ目、右下のグラフをごらんください。 

 アンケートで「元気よくあいさつができている」と答えている生徒が年々増えている

のがわかります。城南中校区では、あいさつ運動に力を入れ、生徒は母校あいさつ運動

と称し、出身小学校にあいさつに出向く活動を年に３回行っております。 

 また、グラフには載せておりませんが、城南中の生徒は地域行事にたくさん出向いて

おります。昨年度は延べ１２５人、今年度は延べ１６３人の生徒が進んでボランティア

活動に取り組みました。地域の中で進んで協働する生徒の姿が見てとれています。 

 以上のように、地域、学校、生徒に好ましい成果が見られ、城南中校区３校では学校

運営協議会制度が地域に根づいたところでございます。さらに今後に向け、一層の連携

を求めて活動を進めておられます。それらを踏まえて、来年度以降も３年間のコミュニ

ティ・スクールの指定を行う予定です。 

 以上で報告終わります。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 第２番目の「学校と地域の連携は深まったか」という設問は赤松小学校、北川副小学

校、城南中学校ともありますが、小学校では赤いグラフが長いですけれども、中学校に

行ったら、「よくできている」が若干小さくなっているという気がしますけど、これは

どう読み取ったらいいですか。 

 

（本村教育総務課指導主事） 

 小学校の学習の中では、体験活動と称して、地域に出向いていく活動がたくさんござ

います。１、２年生では生活科、中学年からは総合的な学習の時間の中で、みずから課

題を見つけて地域の人たちにかかわりながら学習を進めていくという活動がございま

す。また、社会科も３、４年生を中心に小学校で地域学習が盛んに行われて、子どもた

ちが外に出向いていくという活動が多うございますけれども、中学校ではどうしても教

科担当になりますので、簡単に２時間設定で外に出られるということが少なくなりまし

て、座学中心の活動になってしまいがちです。 

 また、保護者の方からよく聞かれる意見ですが、その地域の方が学校に出向いていく

場合でも、小学校の場合は、言い方は失礼ですが、この程度だったら、保護者の方でも

教えられる。ただ、中学校になると、内容が高度になるため、地域の方もかかわろうと

は思うけれども、教えるところまではいけないというようなご意見も伺っておりますの

で、こういう結果になっているのではと思われます。 

 

（岸川委員） 

 去年も言いましたが、３校それぞれアンケートが違うのですが、これは統一できない

ですか。それぞれ項目も違うし、対象も違うのを一覧にされてありますが、非常に比較

しにくいと思います。 
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（本村教育総務課指導主事） 

 まず、平成１９年度に赤松小学校に指定をしました。２年遅れて北川副、城南中学校

を設定しておりまして、設問が違っていることもありますし、アンケートの採集方法も

違うということがあります。学校としては学校評価を中心にこの調査を行っております

ので、学校課題をどう思っているかというところで若干違った質問になってしまいま

す。 

 経年経過を見ることが大事でございまして、途中で変えるとなると、二の足を踏むこ

とになるので、それぞれの学校課題に応じた設問で毎年行われています。 

 

（岸川委員） 

 学校評価から抜粋してあるわけですね。 

 

（福島委員） 

 赤松小学校の４「子どもの地域意識、学力は高まったか」の、「子どもたちは授業で

の学習理解ができている」と感じる保護者のアンケートで、「十分達成している」の割

合が、平成１９年から２０年で、結構下がってしまっていると思います。せっかくＩＣ

Ｔ教育に取り組んでいるのですが、これは何が原因なのでしょうか。 

 

（本村教育総務課指導主事） 

 そこは私もはっきりと申し上げられないところではありますが、ＩＣＴ教育を中心に

頑張っていこうという学校の態勢は非常に感じております。 

 

（福島委員） 

 私も見学して、非常におもしろいし、理解ができるし、すばらしいと思ったのですが。 

 

（東島教育長） 

 恐らく保護者の見る観点が非常に高まって、的確になってきているような気がするの

です。というのは、１９年ごろは、まあこのぐらいだろうと、イメージ的だったのが、

具体的に親が見えるようになったのではないでしょうか。例えば、学力の実態が落ちて

いなくて、むしろ上がっているとするならば、親が見えるようになってきて、もっとも

っとという思いが込められているのかなと思います。だから、調査実態などが経年的に

あれば確認できるかと思うのですが、確実に学力が落ちてきているのであれば危険です

が、学力が上がってきている、あるいは赤松はもともと高い学校ですから、昔と変わら

ず、学力はきちんとあるのならば、その見方の意識の問題だから、親がより厳しい目で

見るようになってきたというふうに捉えてもいいのではないかと思います。 

 

（福島委員） 

 あまり点数にこだわるつもりはないですが、かなり積極的に取り組んでいたと思うの

で、赤松小学校は取り組みの前と後で学力評価や、テストの全国平均が上がったのか、

下がったのかというのは明らかにできないですか。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 学力をこれだけではかるということではないですが、全国学力学習状況調査の調査結

果だけで申し上げますと、ＩＣＴ導入による効果は確かに上がっております。 

 ちなみに、全国の学校の学習状況調査等を各学校がホームページ上で公開しています

が、赤松小学校、神野小学校につきましては、文科省の方々が評価するぐらいでして、

佐賀県の赤松小学校と神野小学校をぜひ見てくれと、この学習状況調査の結果、どうい

う取り組みをしている、こういうふうに成果が上がっているというのを参考にしてくれ

と紹介をされたほどでございました。 
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 ですから、ＩＣＴの効果かどうかはまだわかりませんが、赤松小については間違いな

く、全国学力テストの結果が上がってきているのは事実でございます。 

 

（福島委員） 

 ありがとうございました。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かご意見とか、何かお聞きになりたいことはございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次の報告事項に行きたいと思います。 

 「平成２５年度の学校給食費について」、学事課お願いします。 

 

（藤田学事課保健体育係長） 

 それでは、学事課からご説明させていただきます。 

 委員会資料の１９ページと２０ページをご参照ください。 

 給食費については、毎年度、３月の定例教育委員会の中で、翌年度の給食費について

ご報告させていただいております。 

 そこで、今回は平成２５年度の給食費についてご説明いたします。 

 １９ページが小学校で、地区ごとに学校名、２５年度の給食費の年額、月額、比較と

して２４年度の給食費の年額、月額という形で表記をしております。 

 ２０ページが中学校の給食費になっています。 

 表に記載しておりますとおり、全ての小学校、中学校、中部学校給食センターが管轄

する１１学校含め、平成２５年度の給食費については、平成２４年度のまま据え置くこ

とといたしております。 

 なお、ミルク給食費については、欄外に掲載しておりますが、２月２８日付で佐賀県

から平成２５年度の供給単価や供給事業者の通知がございましたので、その通知のとお

り、取り扱いをさせていただきたいと考えております。 

 報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 これから少しずつ物価が上がるかもわかりませんけれども、そうなった場合、給食費

の見直しをせざるを得ないのではないかと思いますけれども、その点はいかがでしょう

か。 

 

（藤田学事課保健体育係長） 

 給食費は保護者の負担という形になっておりますので、給食費を値上げすることは保

護者の負担増につながりますし、また、就学援助にもかかわってくる問題でございます。

ですから、値上げについては、慎重に学校側と協議しながら検討していきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 それと選択制弁当方式の給食の選択率は、前年と比べてどうなっていますか。 

 

（藤田学事課保健体育係長） 

 徐々に上がってきているところでございます。二千二、三百ぐらいにはなってきてい

ると思います。 



  14 

（福島委員） 

 ある程度おいしいし、値段も手ごろということで定着しつつあるのですかね。お弁当

と競争するような形なので、全体を給食にしないで、選択制にしたのはよかったなと思

います。 

 

（中島こども教育部長） 

 小学校の６年生が卒業して、中学校に進学しますけれども、小学校で給食があった流

れというのも影響があると思われます。 

 

（山下委員長） 

 ほかに給食のことで何かお尋ねしたいことはございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、報告事項の３つ目、社会教育委員の会議報告について、社会教育課お願い

します。 

 

（右近社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 ２１ページになります。 

 第３回目の社会教育委員の会議を２月に行いました。その結果をご説明いたします。 

 議題としては、２つございました。 

 まず、社会教育助成事業補助金、これは社会教育関係団体に対する補助金になります

が、社会教育法で社会教育関係団体に補助金を交付する場合には、社会教育委員の会議

の意見を聞いて行うとされていますので、来年度の補助金についてご説明をしたところ

です。 

 補助金の積算根拠ですとか選考基準等についての質疑がありました。 

 次の２２ページの上から３つ目の○、次年度に向けて団体補助にするのか、事業補助

にするのかも含めて検討いただきたいと上野委員長からご意見がありました。 

 議題の２つ目は、青少年教育のあり方検討小委員会での調査研究状況について、５回

にわたって、あり方検討小委員会が行われておりますが、その５回の状況の説明をいた

したところです。 

 このあり方検討小委員会というのは、社会教育委員の会の中で小委員会を設けていま

して、青少年教育について審議をしていただいている委員会になります。 

 ２３ページに意見を載せていますが、３つ目の○の意見で、「佐賀市版子ども・若者

白書」というのを現在、青少年課で作成されていますが、それをもとに実態を把握して、

青少年センターが本来やらなければならない仕事、業務が何なのかを考える必要があ

る、といったご意見が上がっております。 

 それぞれの検討小委員会の会議の内容については、資料の最後に載せておりますの

で、後でごらんください。 

 社会教育委員の会議については以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 この議事録からですが、今、住み込みの管理人がいらっしゃる公民館というのは幾つ

あるのですか。 

 

（右近社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 住み込みの管理人がいるのは旧市の１９館と東与賀公民館、合わせて２０です。 

 

（山下委員長） 

 それはやはり住み込みしなくては都合が悪いということですか。 
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（右近社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 ５時以降の時間外の管理、深夜や土日の非常時の際の対応などを今お願いしておりま

す。 

 

（山下委員長） 

 わかりました。 

 それから、補助金の一覧表が出ておりましたが、佐賀市地域婦人連絡協議会などはほ

とんど補助金で活動されているわけですか。その辺りを教えてください。団体活動経費

が２３年度は約８１万円、そして２５年度の予算７１万円となっていますよね。ほかの

ところは経費が割と多く、こちらから出す補助金はそこまで多くないですよね。婦人会

は、ほとんど補助金で活動しなくてはいけない状態なのかな思ったのですが。 

 

（右近社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 事業費に占める補助金の割合は非常に高くなっています。自主財源がないといいます

か、補助金以外は個人会費ぐらいだと思います。 

 

（山下委員長） 

 その辺りは不公平にはならないのですか。見ていたら非常に突出しているように感じ

ますが。 

 

（右近社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 そういうご意見が社会教育委員の会議の中でも出ておりますので、基準をどうするの

かとか、あるいはこういう団体だけでいいのかとか、そういったことを今後検討をしな

いといけないとは思っています。 

 

（山下委員長） 

 ぜひ検討いただきたいと思って、この表を見させていただきました。 

 ほかに何かお尋ねになりたいことはございませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 市子連、子ども会は会費ではなかったですか。ほとんど補助金が主体なのですか。子

ども会は各地域地域で会費を集めておられないのですか。 

 

（宗青少年課長） 

 連合会に補助金を出して、市子連から各会に補助をしております。 

 

（岸川委員） 

 補助として行っているわけですね。 

 むしろこの１４０万の行き先は、事業計画にある事業よりも、そういった各校区ごと

の補助の比率のほうが多く上がっているのではないですか。 

 

（宗青少年課長） 

 子ども会連絡協議会の活動全体に対して、佐賀市で補助を出していますので、全体の

活動の中で活用されていると思っています。 

 

（右近社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 これは市子連、連合会に渡している分です。その中から幾ら各地区へ出ているかはこ

こではわからないです。 
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（岸川委員） 

 はい。 

 

（伊東委員） 

 この補助金の予算を決められるときは、決算との比較はないのですか。２４年度補助

金予算がここにあって、その横に２５年度補助金予算がありますが、ここには実際２４

年度幾ら使ったかが載っていません。その比がなくて、予算同士の比較では、よくわか

りませんよね。この辺りはどうなっていますか。 

 

（伊東委員） 

 全体像がなくて、予算比だけでは焦点がぼけていますので。例えば、一番上の婦人連

絡協議会８３万１，０００円が７１万３，０００円となり、１２万円減っています。全

体がどうなったのというのが備考欄にでもないと、これは妥当なのか判断つきませんよ

ね。 

 

（右近社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 左の８３万１，０００円というのが、２３年のその団体の活動経費になっています。 

 これが２４年度決算になると８５万円ぐらいになります。補助金が余れば、戻してい

ただくことになりますが、ほとんど補助金は使われますので、還付をしていただくこと

は今までございませんでした。 

 

（伊東委員） 

 例えば、下のＰＴＡ協議会は２３年度が６２３万円でしょう。それが２４年度は３０

万円になっていますよね。３０万円と２９万円というのは、比較して例年通りなのかと

思えますが、６２３万円と３０万円と２９万円となると、これは大きな差がありますか

ら、何か根拠があるのではないですか。 

 

（右近社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 ６２０万円というのは、その団体の活動費、会費等含めた全体の事業収入になってい

ます。ですから、この補助金はほんの一部という意味なのです。 

 

（伊東委員） 

 しかし、これはどこかに決算に対しての補助額を示していただきたいです。２４年度

の全体額がどうなったのというのは見たいですよね。 

 

（山下委員長） 

 そうですね。 

 川副町と久保田の青年団は解団するんですか、今度２５年度の補助金は０、０となっ

ていますけれども。 

 

（右近社会教育部副理事兼社会教育課長） 

 青年団を解散ではなくて、各校区のそういう社会教育関係団体にはもう補助はしない

という方針です。市の連合組織であればいいですけれども、各校区への団体補助は２５

年度からは廃止したいということです。 

 

（山下委員長） 

 はい、わかりました。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 ありがとうございました。 

 このほか何かご報告はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかの報告もないようでございますので、これで報告事項は終わります。 

 その他で何かございませんでしょうか。 

 先ほど教育長がおっしゃいました卒業式について報告していただきましょう。岸川委

員からお願いします。 

 

（岸川委員） 

 私は中学校が城東中学校、小学校が鍋島小学校に出席させていただきました。 

 城東中は卒業生が２０８名で、鍋島小学校が１５７名と、今回はどちらも佐賀で最大

規模の学校に行かせてもらいました。どちらも共通していたのが、先ほど教育長もおっ

しゃられましたが、非常に歌をよくみんな歌うように教育されていて、最初の君が代か

らみんな一生懸命歌っていたので、ああこれはいいなと思いました。特に鍋島小学校は

卒業生に対する号令もされませんでした。あれだけ大人数の生徒なのに、礼とか着席と

かも号令をしないで、この仕種をしたらこうするということをちゃんと訓練されていた

ので非常に感心いたしました。出席された地域のご来賓の方からも「いいでしょう、教

育委員会の会議の中でも報告しておいてください」と言われました。どちらの学校も本

当にスムーズに進んで、また、感動的な卒業式だったと思っております。 

 なお、城東中の場合は５名が学校には来ていましたが、壇上に上がることができない

子がいて、後ほど校長先生から伺ったところでは、職員室で証書を渡したと聞いており

ます。 

 以上です。 

 

（伊東委員） 

 私は巨勢小学校に参加しました。規模が小さい学校で、体育館の改築があっていると

いうことでメートプラザで行われました。緊張感からか、歌を歌っているときに子ども

が倒れるというハプニングがあった以外はきちんと統制がとれて、巨勢の地域の役員さ

んも多く来賓としてお見えになっていまして、非常にすばらしい卒業式ではなかったか

なと思いました。 

 以上です。 

 

（光吉委員） 

 私は東与賀中学校に行かせていただきました。ここも号令は全然かけられなくて、私

が一歩下がったら礼をするといった感じに、すごくきちんとできていたと思います。 

 卒業生代表の答辞を言う子がとても上手で、涙が出るぐらい感動しました。卒業生の

人数は９４人なので、少なくもなく、多過ぎず、ちょうどいい、温かい感じのすごくい

い卒業式でした。 

 以上です。 

 

（福島委員） 

 私は成章中学校と神野小学校の卒業式に行ってまいりました。 

 どちらもいい卒業式で、子どもたちも卒業ということをきちんとかみしめているとい

う感じがしました。 

 神野小学校は、受験して私立や県立や国立の中学校に進んでいく子が多くて、全体的

にもとても成績がいい優秀な子の比率の多い学校だなという感じで、とてもきびきびし

ていて、号令がなくてもきちんと礼もできるし、全体としてもまとまっていて、歌声も

しっかりしていました。 

 神野小から成章中に行かない子が多いので、逆に成章中に行く子たちは、友達の多く
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がいなくなってしまうので、成章中に行く子に対するケアについては、成章中の先生、

校長先生は、聞いていて大変だろうなと少し心配するところはありました。 

 神野小の卒業式に比べると、成章中の卒業生は少しおとなしかったので、やはり成章

中の先生たちは大変だろうなと。荒れているという意味ではないですが、自信を持たせ

て、君たちも頑張れと盛り上げて、支えていかなくてはいけないなと思いました。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 私は中学校は富士中学校に行かせていただきました。 

 ここも人数は少ないですが、非常に落ちついて厳粛な式でございました。 

 １人だけ学校に来れていない子どもがいまして、卒業式にも来ておりませんでした。

詩集を出していましたが、それにも書いていなくて、その子のところには歌の歌詞を書

いてありました。歌もしっかり歌っておりましたし、小さな規模の中でもピアノ伴奏は

子どもたちがしておりました。卒業生は３分の２が男の子、３分の１が女の子でした。

非常に落ちついて、とてもよい雰囲気でございました。 

 小学校は、諸富南小学校に行きました。 

 ここは校長先生が音楽の先生でございまして、始まるまで歌の練習があっておりまし

た。そして、歌うときはもう倍ぐらいの人数がいるのではないかというぐらいに非常に

発声もよく、響く声で歌っておりました。校長先生も式辞の中で歌われました。とても

きちんとした、いい卒業式でした。 

 以上でございます。 

 また、先ほど教育長からも報告がありましたが、富士小学校と富士南小学校の閉校式

に行ってきました。 

 富士小学校は、もう教育長がおっしゃいましたので、富士南小学校の閉校式に着いて

報告します。一番最後にお別れ会みたいなものがあったのですが、地域の方が多く来て

くださいまして、富士南のほとんどの世帯から出ていらしたのではないかなと思うぐら

いに多うございました。 

 その中で、６年生の子どもたちがみんな壇上に上がって、自分のメッセージと言いま

すか、非常に長いセリフを、堂々と発表しました。私があのころだったら、足はがたが

たしてとても言えなかったろうなと思うぐらいに実に堂々として発表しました。 

 音楽も非常によく歌っていましたし、合奏も全校でしましたけれども、これもまた、

こんなにできるんだと思うくらいにすばらしい合奏を披露してくれました。天気もよく

て、桜も咲いていて、本当に美しい環境の中で閉校式が行われました。 

 岸川委員からもお願いします。 

 

（岸川委員） 

 私も教育委員をさせていただいて、ああいった学校の閉校という場に出させてもらっ

て、物すごく神聖な儀式だなということを感じまし。特に教育委員会に旗なり校章なり

を返すというところですね。子どもたちが自分たちの巣立つ学校がなくなってしまうと

いうことへの思いというのが、子どもたちの話の中から感じられて、なおかつ、また新

しい学校をつくっていこうという在校生たちの気持ちも伺うことができて、非常にいろ

いろな思いが交錯しました。特に出席された年配の方々たちの気持ちを察するに、物す

ごく残念な気持ちというのがやはりあられるだろうなと思いました。本当にいい経験を

させていただきました。 

 

（山下委員長） 

 やはり地域の方で涙ぐまれた方がいらっしゃいました。また、あそこで子どもたちが

内野太鼓を披露しましたけど、これがまたすばらしくて、力強い内野太鼓を見させてい

ただきました。 
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 それと、この学校になる前は昔、小副川小学校と内野小学校があってというお話が第

１回の卒業生である議員から子どもたちにありました。私も非常に感動的な経験をさせ

ていただきました。ありがとうございました。 

 以上でございます。 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかにないようでございますので、これで３月の定例教育委員会を閉会いたします。 
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