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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。いよいよ今年度もスタートを切りました。今、若葉やお花がとても

きれいで、私たちの目を楽しませてくれております。 

 子どもたちも入学式を終えまして、友達づくりとか今までなかった遊びとか、新しい

生活を送っているかと思いますが、勉強のほうにもこれから力を注いでいってくれるの

ではないかと期待しております。 

 これより佐賀市教育委員会４月定例会を開きます。 

 新年度、初めての委員会ですので、自己紹介を行います。 

 委員長の山下です。よろしくお願いします。 

  

（岸川委員） 

 委員の岸川でございます。４年目になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（伊東委員） 

 委員の伊東です。新人です。よろしくお願いいたします。 

 

（光吉委員） 

 教育委員の光吉です。よろしくお願いいたします。 

 

（福島委員） 

 教育委員の福島といいます。よろしくお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 教育長の東島でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（山下委員長） 

 それでは、新しくおいでになった部長、課長のご紹介をこども教育部、社会教育部の

順に、各部長からお願いいたします。 

 

（貞富こども教育部長） 

 ４月の異動でこども教育部長を拝命いたしました貞富です。よろしくお願いいたしま

す。 

 私から、こども教育部の新しい管理職の紹介をさせていただきます。 

 まず、今年度機構改革がありまして、「こども課」が「こども家庭課」と「保育幼稚

園課」に分かれております。こども家庭課の課長を務めることになりました百崎でござ

います。 

 

（百崎こども家庭課長） 

 よろしくお願いいたします。 

 

（貞富こども教育部長） 

 それから、川副出張所教育課長の糸山です。 

 

（糸山川副教育課長） 

 糸山です。よろしくお願いいたします。 
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（貞富こども教育部長） 

 それから、久保田出張所教育課長の古川でございます。 

 

（古川久保田教育課長） 

 古川でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（貞富こども教育部長） 

 それから、先ほど申し上げましたが、「保育幼稚園課」が新しくできております。前

年度はこども課長でしたけれども、今年度保育幼稚園課長を務めることになります藤田

です。 

 

（藤田こども教育部副理事兼こども課長） 

 藤田です。よろしくお願いいたします。 

 

（貞富こども教育部長） 

 以上、こども教育部の紹介を終わります。 

 

（荒金社会教育部長） 

 それでは、社会教育部の新管理職を紹介いたします。 

 社会教育部副部長兼社会教育課長の中島でございます。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 中島でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（荒金社会教育部長） 

 文化振興課長の福田でございます。 

 

（福田文化振興課長） 

 福田です。よろしくお願いいたします。 

 

（荒金社会教育部長） 

 青少年課長の百崎でございます。 

 

（百崎青少年課長） 

 百崎でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（荒金社会教育部長） 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 紹介が終わりましたので、会議に移ります。 

 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います。 

 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。 
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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） 

 ３月２６日の定例教育委員会の会議録につきましては、４月１９日に皆様に配付して

おります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） 

 報告が終わりましたけれども、報告内容に質疑や修正してほしいところはございませ

んでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 修正をお願いします。 

 １７ページの私の発言で、鍋島小学校の卒業式の報告で、「来賓の方からも「いいで

しょう、言っておいてください」」とありますが、わかりにくいので、「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」」としてください。 

 

（梅﨑教育総務課副課長） 

 はい、わかりました。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何か修正はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 今のところを修正していただきまして、承認といたします。 

 

日程３ 教育長の報告 

 

（山下委員長） 

 日程３、教育長の報告を求めます。よろしくお願いします。 

 

（東島教育長） 

 今回は年度当初から長期の出張をしておりまして大変ご迷惑をおかけしました。 

 いよいよ平成２５年度新学期が始まりました。始業式の前日には、佐賀で初めてのフ

ルマラソン、さが桜マラソンが開催されました。強力な低気圧が張り出してきて、風が

強く、寒い１日でございまして、スポーツ振興課は当日まで随分と気をもみました。 

 そういう中でマラソンが行われましたが、その天候以外問題はなく、私は「さが桜マ

ラソンが日本で４番目にランキングされるぐらい好評であった」というメールをいただ

きました。ちなみに本年度に開催されたマラソンのランキングベスト２０のうち一番い

いとされたのが、「第５１回愛媛マラソン」です。これは第５１回ですから、それだけ

のキャリアがあります。そして、「さが桜マラソン」が４位、５位が「東京マラソン」、

そして「熊本城マラソン」が９位ということで、悪天候にもかかわらず、これだけの評

価を得ているということは、佐賀の地で細やかな配慮の中でマラソンが行われたと言う

ことでございまして、第１回にしては、大成功ではなかったかなと思っております。成

功の裏には、伊東委員のペースメーカーという大きな役割もございましたので、これま

たご苦労さまでございました。 

 それから、私がアメリカに出張している間には、新富士小学校の開校式もございまし
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たし、小中一貫三瀬校の開校式もございました。また、赤松小学校のコミュニティスク

ールの指定書並びに辞令の交付も順調にいっているところでございます。そして、先週

の土曜日には、人権総合学習の開校式も滞りなく終えました。本年度がスムーズな滑り

出しがなされているのかなという印象を持っているところです。 

 ところで、１週間ほど姉妹都市のグレンズフォールズ市を訪問させていただきまし

た。感想等はレポートをお配りしておりますが、その中で幾つか気づいたことをお話し

申し上げます。 

 私は、土曜日だけは丸々１日、向こうの教育長のポールベリー氏と一緒に行動して学

校を見させていただきました。 

 いろいろ話をしている中で、このグレンズフォールズ市、ウォーレン郡の「教育の課

題は何でしょうか」と尋ねましたら、「まず１つは、不審者侵入に対しては非常に気を

使います」ということを開口一番おっしゃられました。アメリカは銃社会ですから、学

校に不審者が入ると、まず、銃乱射を想定していいということで、「子どもたちを直接

的な生命の危険にさらすことになるから、これに一番気を使います」とおっしゃられま

した。 

 実際、学校に行ってみたら、入り口には監視カメラがついており、かなり重たい重装

備の扉があって、自動ロックになっています。身分が証明されないと入れない仕組みに

なっておりまして、同じ不審者侵入でも日本で言っている不審者侵入とは随分状況が違

うと感じたところです。 

 ２点目には、アメリカでもいじめの問題があるということでした。小、中学校が一体

となった学校を参観したとき、廊下にずらっとポスターが掲示してありました。何だろ

うと思って見たら、子どもたちが「いじめをしない」というポスターを描いて自己啓発

をやっていました。これはいい方法だなと思いながら見ておりました。 

 アメリカでも課題とおっしゃられましたが、やはりいじめ問題はこの人間社会の中で

はあるんだなと感じました。 

 それから、学校統合の問題。あそこは非常に特異な区切りでございまして、ウォーレ

ン郡を縦にと言っていいでしょうか、10の区域に分けて教育管理をしています。教育施

設、設備から教育委員会的な仕事を縦に10に分けて管理をしているということですが、

それぞれの市、いわゆる政治的な「政治を行う行政機関の首長がいるところとの関係は

どうですか」と言ったら、「全く関係ない。市長と教育について話すことは一切ありま

せん。全く別組織で動いています」とおっしゃられて、アメリカの実情というのが少し

わかったような気がしました。 

 そういう中でも、同じ10の日本で言うところの教育委員会組織があり、１つの組織の

中には、学校というのはさほどなく、私が行った、ポールベリー教育長のもとには２つ

の学校しかありませんでした。１つは、幼稚園と高等学校が一体となった学校、もう１

つが、小学校と中学校が一体となった学校、この２つだけなのです。これを管轄してい

るので、財政面で非能率的な側面がありますから、「隣の教育行政区と一緒になって、

学校教育を進めていったらどうだろうかという提案を今しているところで、そうなる

と、当然教育長は１名になりますが、このことについて、行政は一切口を出さないので、

自分たちでやっていかなければいけない」とおっしゃっていました。 

 「それでは、教育長の立場というのはどうなっているのですか」と尋ねたら、佐賀市

で言う教育委員会のような組織があって、そこにいろいろな職種の方が５名いらっしゃ

って、「自分は公募に手を挙げて、この５名の方の面接を受けて合格をした教育長なの

です」と。つまり、教育長は、ここの教育委員さん方の面接を受け、適任者と認められ

る必要があって、教育委員は、あなたをここの教育長として採用しますという採用権を

持っているから、教育長は頭が上がらない。ですから、自分のいろいろな構想があって

も、教育委員会の皆さんの納得、了解を受けなければ進まない。「全ての権限を、教育

委員会が持っているので、この教育委員会が十分に理解をしていただかないとなかなか

進まない。自分にとっても、自分の思いと実際の教育の動きとに若干ずれている部分が
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出てくるというところに歯がゆさを感じている」とおっしゃっておりました。 

 それから、これはびっくりしたというより、お国柄の違いかもしれませんが、高校部

の廊下を見たところ、写真がずらっと張ってあるのです。よく見ると、大きな写真が上

に２枚張ってあって、下には小さい写真がずらっと張ってありました。「これは何です

か」と言ったら、その年度の卒業生を全て廊下に掲示しているそうで、ひときわ目立っ

て大きな写真は、首席で卒業した子どもと２番で卒業した子どもの顔写真を提示してい

るそうです。 

 それから、反対側には、教職員のプロフィールが顔写真入りで書いてありました。教

育長に、「ここには何て書いてあるのですか」と言ったら、その教職員の出身大学、資

格、特技などを書いてあると言われました。おおよそこれは日本では考えられないこと

です。 

 非常に奇異に感じたものですから、ポールベリーさんに「先生方は、これに反対では

ないですか」と聞いたら、「とんでもない、こうしてくれと教師が言う」と。つまり、

自分が卒業した大学に、ぜひ子どもたちに行ってほしいという願いをみんな持っている

ということなのです。「そのようなことを日本ですると大きな反発があります」と言っ

たところが、「相応の大学を出ていないと教員には採用しません」とおっしゃられたん

です。日本では教員免許を持てば、教員になれる資格を持ちますが、アメリカでは、相

応の大学を出て、子どもたちの前でそういうふうに言える教員しか採用しないとおっし

ゃられたことに対して、日本との考え方の違いを思い知ったところでした。 

 「子どもたちの反応はどうですか」と言ったら、子どもたちはこの先生の卒業した大

学に行きたい」とか、「今年卒業した首席のこの先輩のようになりたい」とか、子ども

たちの当面の目標になるそうです。良い、悪いは別にしても、日本とは随分と違った考

え方もあるというところをご紹介をしておきたいと思います。 

 それから、先日、委員長と参加しましたが、県の市町教育委員長、教育長会がござい

ました。その中から抜粋して皆様方に資料をお配りしております。これは県から説明を

受けた部分で、その中から幾つかを簡単にご紹介しておきます。 

 まずは、２４日、２５日で全国学力学習状況調査が全国一斉にあります。県はこの学

力向上について、取り組みを強化してきております。平成２４年度が小学校６年生で国

算の５区分中、３区分が平均並み、中学校３年生では５区分のうち１区分だけが全国平

均並みということで、この学力調査の面だけから見ますと、全国に比べて佐賀県の学力

はやや劣っているという状況にあります。そういう意味で、全区分、全国標準まで持っ

ていくという決意を話されました。 

 １ページの下のほうに書いておりますが、新たに学識経験者や市町教育委員会の代表

から成る佐賀県学力向上対策検証・改善委員会を設置するということでございます。こ

の学力向上対策検証・改善委員会の下部組織に学力向上対策研究部会を設置して、学力

向上を図っていくという一つの方策が打ち出されました。 

 もう１つは、今、県は秋田県の小学校と福井県の中学校に教職員１名を１年間派遣し

ております。両県の学校現場の指導の方法や学習習慣、あるいは保護者、地域との連携

のあり方などを体験を通して学んできて、それを佐賀県の中で生かしていく取り組みを

行うということでございました。そういうことで、今年度はますます、この学力向上に

向けて力を入れて取り組むことになっていきます。 

 それから、もう１つには、土曜日を活用した教育活動の充実について、全国的に協議

がなされておりますし、国からもまた話が出てくる可能性があるかと思いますが、教職

員の勤務体制の問題や社会教育活動、部活動、地域活動との関係の問題もありますので、

この件については県とも今後、話を進めていく必要があるのではないかと思っておりま

す。 

 ３点目です。佐賀県特別支援教育の第二次推進プランを一覧で差し上げております。 

 １つは、国からインクルーシブ教育システムの制度改正への対応を迫られてきており

ます。したがって、佐賀県としては、２６年度に小学校に就学する子どもからこのイン
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クルーシブ教育システムの制度が適用できるような形に持っていきたいということで

したので、この件については、今後またいろいろと課題が出てくるようでございます。 

 次に、先進的ＩＣＴ利活用教育推進事業です。これは県が強く打ち出しておりまして、

佐賀市としても本年度から３カ年かけて電子黒板、電子教科書の整備に入ります。佐賀

市もいよいよこのＩＣＴ利活用教育については学校教育課のＩＣＴ利活用推進係を中

心に力を入れて進めてまいりたいと思っております。 

 その次につけておりますのは、いじめ問題への対応についてです。今年度からいじめ

対策等外部人材活用事業を実施して、元警察官や弁護士や精神科医などの外部人材を活

用して学校支援体制を整備していくということでした。私ども佐賀市教育委員会の中に

は、既に警察官ＯＢ、弁護士の方、精神科のお医者さんを含めた専門家チームを設置し

ておりますので、いじめについてもさることながら、各学校での大きな課題に対しては

これを活用して、これからもいじめをなくす取り組みを行っていきたい。また、私ども

が行っております毎月１日のいじめ命を考える日の充実に向けては、再度、校長先生方

にも確認をしたところでございます。日ごろからの子どもたちの心の陶冶というのを考

えていかないと、やはりいじめ撲滅にはつながっていかないということで、取り組みを

さらに強化していきたいと考えております。 

 ４点目、体罰の問題につきましては、再三再四、各学校にも指導を加えております。

最終的な調査の結果が佐賀市としても出ました。今後、体罰による指導が行われないよ

うに、これはもう厳然とした態度で指導をしてまいりたいと考えております。要は、教

職員の指導の意識の問題でございますので、やはり、教育とは何たるものかということ

をきちんと踏まえながら、この体罰の根絶に向けて取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

 それから、不登校問題への対応につきましては、本年度からスクールカウンセラーの

重点的な配置が県のほうでなされております。全小中学校に配置されたということで、

さらに充実したスクールカウンセラーの活用が図られるようになるのではないかと思

っております。 

 また、資料をつけておりますので、ご覧いただたいて、もし質問等あれば、質問して

いただければと思います。 

 それから１つ、ここでお話ししておきたいのは、きのう、県教委の市町教育長会の中

で例の業務改善について、佐賀市が業務改善に向けて、「時は金なり」ではなくて「時

は金以上なり」ということで、このマニュアル、パンフレットに基づいて自分たちで意

識改革、自分たちの業務の見直しを意識しながら日常の業務を行っているということ

で、パンフレットの紹介がありました。これからこのことについて、ほかの市町から問

い合わせが来る可能性もあるのかなと思っております。今度、県内の１０市１０町の教

育長会がございます。そのときには、このことと「部活動の提言については、ぜひ資料

をください」ということを言われておりますので、資料提供をさせていただきたいと思

っております。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 先ほどのいじめに関して、外部人材活用事業というのは、大体どれくらいの規模とか、

各学校又は複数校に１人とか、そのような計画は何もまだ決まっていないのでしょう

か。 

 

 



  7 

（東島教育長） 

 細かいところまでの説明はまだございませんでした。今年度から整備するとなってい

ますので、多分これから動きがあるだろうと思います。 

 

（岸川委員） 

 加配という形になるのでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 どういう形で具体的な姿が見えるのかは、今のところ把握できておりません。委員長、

どうでしたか。 

 

（山下委員長） 

 まだはっきりしていなかったと思います。 

 

（岸川委員） 

 まだ予算を取るとか、そういったレベルの話なのですか。 

 

（東島教育長） 

 いや、予算は取っていると思いますが、はっきりとしたところはまだわかりません。 

 

（岸川委員） 

 はい。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

 

（伊東委員） 

 今、教育長から学力アップに向けての方針について、詳細に説明がありましたけれど

も、きょうの佐賀新聞に、佐賀だけは学力テストの集計を５月いっぱいにやるという記

事が載っていたと思います。新聞にも載っているように、それは先生方には非常に負担

があると思います。ですから、１つ聞きたいのは、県教育委員会が提案すると右倣えな

のか、佐賀市は独自のやり方で行うことが可能なのかです。 

 それと、これも新聞に載っていましたが、結果の公表を３カ月早めることで、投資対

効果ではないですけど、それだけの労力をかけて、先生たちは家庭訪問とか、たくさん

の業務がある中で、本当にメリットがあるのかということを教育長にお聞きしたいと思

います。 

 

（東島教育長） 

 これは、原則としては市町で対応していいと思います。例えば、採点や入力業務を業

者にお願いすることは可能ですが、そこにはお金が絡むものですから、県としては必要

最少限のやり方を提示します。各市町も県と議論をしながらやっていきますが、最終的

には県のやり方に落ち着くことがほとんどです。なぜかと言いますと、お金が伴います

ので、県がそこまでの保障をしてくれれば結構ですが、そこまでの余力はありませんし、

各市町でそれだけの財政負担をすることができるかというと、これまた難しい。そうな

ってくると先生方にご負担をかけますが、いわゆるマンパワーでそこを乗り切ってほし

いという思いでお願いをしているところなのです。 

 佐賀県の場合、これだけ早く採点をして、早く入力をして、その結果をいち早く返す

というのは、後の指導に生かすという視点があるのです。国の結果を待っていたら、１

学期がつぶれてしまう。２学期からの活用になってしまうよりも、当然、早くしたほう
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が効果があります。その分先生方は確かに忙しいです。年度当初の一番忙しい時期に、

この採点業務、入力業務がありますから、そこは課長を通じて、先生方とチームを組ん

で、何とか効率的にやってくださいとお願いせざるを得ない状況にあります。 

 

（伊東委員） 

 確かに、さっきの「時は金以上」ではないですけど、早いにこしたことはないと思い

ます。例えば、２０１０年に学力向上対策委員会というのが立ち上げられたかと思いま

すが、その結果がほとんど出ていない背景を考えると、たった３カ月間早めたからとい

って、効果が即あらわれるのかということは疑問だと思います。結局、２０１０年から

３年間、効果がほとんど出ていないと言う状況がありますから、何で結果が出ていない

のかということを明らかにすることが先であって、先生たちに苦労をかけて、たった３

カ月間、文部科学省が出すよりも早く結果を出すことに効果が本当にあるのかなという

ことなのです。 

 

（東島教育長） 

 学校の中では学力向上対策委員会、名前は学校によっても違いますけれども、校内で

組織をつくって、今すでにやっております。確かにおっしゃるように、この忙しい時期

に慌てて行って、それで効果が本当にあるのかというのは、これは一面あると思います。

ただ、先生方の意識として、今、年度が始まってやらなければならないというときに、

間延びした形で結果が来ても、なかなか気持ちが高まらないと思います。そういう意味

からいくと、意欲を高めて、指導に生かしていこうという姿勢をつくるためには、早い

ほうがいいのは間違いない。 

 ただ、年度当初の学校現場の現状を見ると、かなり厳しい部分はあるのもこれまた事

実であると考えていますので、今年度は悉皆調査になりましたので、今回は今までと違

った形の課題が出てくる可能性があります。例えば、コピーの問題などは端的な課題と

して、もう目の前に見えております。よって、こういうことを踏まえながら、来年度に

向けた対策は県とも協議していかなければいけないのかなと思っています。 

 

（伊東委員） 

 例えば、今回、全国を上回るという指標でしたけれども、その指標というのは、現場

にしかないと思います。子どもたちが、「この授業楽しいね」、「この先生の授業はおも

しろいね」と思えば、学力は自然と上がると思います。２０１０年に立ち上げられてか

らの３年間、Ｐ（プラン）とＤ（ドゥ）はいいですが、Ｃのチェックが機能しているの

かということを言いたいのです。それが機能していれば、さっきの３カ月早く試験結果

を収集して、即効果が出るような検証をやろうということもできるかと思いますが、そ

の辺りが明らかでないのに、３カ月間早くしたからといって、私はほとんど効果ないと

思います。逆に残業などの費用のほうが増えることにもなります。 

 

（岸川委員） 

 私は教育委員になる前に学校評議員をしていて、その学校でそのような調査結果を見

せていただいたのですが、それが２学期の１０月ぐらいに聞いたものですから、「この

時期にこれがわかってどうするんですか」と質問したことがあります。そのときに、「自

分たちとしてはもっと早くわかりたいけれども、県の指標が横並びで行っているから、

そうせざるを得ない」とおっしゃっていました。学校の現場としても、早い結果を求め

ていたと思います。 

 つまずいているところはどこかということが、早く１学期のうちにわかっていたほう

が対応が早くできるし、結局、今ついていけない子たちを早く底上げするのが急務だと

思います。それがひいては平均も上げることになると思いますので、どこでつまずいて

いるか、１学期の時点で把握することが必要かと思います。 
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（伊東委員） 

 それはスピードを上げたほうがいいでしょう。ただ、５月という一番業務が重なると

きに、県独自のやり方をとられていて、私は、全国でのレベルを上げようと即効果を期

待されているのかなという疑問があります。やはり地道に一つ一つチェックしていくこ

とが大事だと思いますし、恐らく即効果は出ないと思います。 

 県の教育委員会の動きが、一つの立て板の流れについていっていないという気がしな

いでもないです。ですから、その辺りについて、佐賀市はやらないと言ってもいいので

はないですか。先生たちの意見はどうなのでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 今おっしゃることはよくわかります。４月、５月の学校を固める時期、学級を固める

時期に、この用務が入ってきますが、今、岸川委員がおっしゃったように子どもたちの

つまずきや長所を早く的確につかみたいということも一方にはあります。 

 先生方の素朴な考え方としては早く実態を知りたい。実態を知るために、試験の結果

を早くフィードバックしてほしいという思いがあるのは間違いありません。ただ、この

時期にということが一つの課題でありますので、私どもも県と話をするとき、ここの業

務を減らした上で、早く結果を得るためには、お金を出して採点業務と入力業務を頼ま

ざるを得ないのではないかということになるのです。その辺りのジレンマを抱えながら

も、この方式で全県的に動いているというのが実態でして、今回が悉皆調査で課題がさ

らに見えてくるはずですから、これをもとにして次年度はどうするかという協議をして

いく必要があろうかと考えています。 

 

（伊東委員） 

 ひとつ確認ですけど、県教委の方針をそのまま受け取る必要はないわけですね。 

 

（東島教育長） 

 基本的な流れは受けとめます。全県的に同じ共通認識の中で子どもたちの学力アップ

に、一つの手立てを組んでいるわけですから、やはり当然合わせていくことになります。 

 

（伊東委員） 

 わかりました。 

 もう１つ、新聞記事で、学力向上のアンケートとして、年収、家計と学力との関係を

調べるアンケートを出そうという話が載っていたと思います。そうすると金持ちが成績

いいねと言う結果につながらないとも限らないですよね。ですから、このことが学力向

上にどう影響していくのか。逆に貧しくとも、やり方、子どもの進み方で学力は上がる

と思います。こういうアンケートをとろうというところの意味合いがよく分からないの

ですが。数字は確かに出てくると思います。 

 

（東島教育長） 

 経済格差と学力保障というのは、今、大きな話題にはなっています。やはり、ある程

度以上の生活水準の家庭が学習面でのいろいろな環境保障ができているといういうふ

うには言われています。だから、昔の苦学生的な発想は今はできにくいですね。 

 

（伊東委員） 

 そうすると端的に言うと、塾に行く子とか、金持ちでないと学力が上がらないと、過

大解釈すればそうなりますね。 

 

（東島教育長） 

 それも一面あります。ただ、家庭生活習慣とか学習習慣とか、親が子どもにかかわる
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時間といったものによる影響もありまして、子どもたちの成長にそれぞれ課題を残して

いっていることもありますので、単純に塾に行ける子が水準が高いということではない

ということです。 

 

（伊東委員） 

 わかりました。 

 

（福島委員） 

 逆に経済格差と学力格差がはっきりあるとわかれば、それにどう対応するかという問

題が見えてきて、それはそれで一つの取っかかりかなという気もします。 

 

（伊東委員） 

 もちろんそういうデータをとって、その対応につながればいいと思います。しかし、

一般論で解釈すると、金を持っているところ、裕福なところが学力が高い。恐らく結果

はそういう形になるでしょうね。 

 そうすると、前も１回質問しましたが、たとえば、部活をしている子どもと学力の関

係はどうなのかとか、もう少しあるべき姿につながるアンケートというのが必要ではな

いかと思います。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質疑がないようでございますので、教育長からの報告を終わりたいと思います。あ

りがとうございました。 

 

日程４ 提出議案 

 

（山下委員長） 

 引き続き日程４の議題であります。第１号議案『「佐賀市教育委員会表彰」被表彰者

について』、説明をお願いします。 

 

（古田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 １ページをお願いします。第１号議案です。 

 ２ページに、表彰の内容を書いております。 

 昭栄中学校の軟式野球部が、ことしの３月２３日から２４日に行われました第１０回

九州中学生選抜軟式野球大会で優勝いたしました。 

 この経過を申し上げますと、まずは県大会には４３校が出場し、決勝戦では２年前で

したか、全国大会で優勝した諸富中学校に勝って九州大会出場を決めております。 

 １ページ戻っていただいて、沖縄で行われた大会では、九州沖縄から１０校が参加を

して、決勝戦では、昭栄中学校と地元の嘉手納中学校が対戦をし、昭栄中が４対３で勝

ったということで、大きく写真つきで佐賀新聞に掲載されております。 

 この結果、教育委員会表彰規則の抜粋を載せておりますが、第３条の第３項、「前２

号に定めるもののほか、表彰に値すると認められる業績又は行為があった者」に該当す

るということで、表彰基準としては、選考基準の３、児童・生徒関係で、「部活動等で

特に顕著な成績を収め、他の児童、生徒の模範となる個人又は団体」に該当します。考

え方としては、基本的には全国コンクール、大会等で全国３位以内、またはそれに相当

する成績を上げた個人、または団体ということになっておりますが、今回の軟式野球大

会につきましては、全国大会のない大会でございまして、九州大会の優勝も該当とする

としておりまして、この表彰規定に合致するということで、今回、議案として提出をさ
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せていただきました。 

 例年１１月の初めのころに全体的な教育委員会表彰を行っておりましたが、今回、こ

の時期に議案として上げさせてもらったことについては、現役の中学生でもあります

し、中体連に向けて、さらに意欲の高揚を図ってあげられればということで、この時期

に速やかに表彰したいと考えましたので、提案をさせていただきました。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 はい、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。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議がないようですので、第１号議案『「佐賀市教育委員会表彰」被表彰者につい

て』は原案のとおり承認いたします。 

 そのほか、何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、私から３点ほど報告いたします。 

 まず１点目は、４月５日、新栄児童クラブと神野児童クラブのクラブ館ができて、そ

のお披露目会がございました。非常にきれいなクラブ館ができておりました。市産材、

杉材をふんだんに使って、自然塗料の仕上げになっており、子どもたちの体にとてもい

いもので仕上げてありました。 

 地域の方、自治会長とか公民館長、校長先生、議員の方もたくさんおいでになりまし

た。また、子どもたちがお礼を力強く言ってくれました。放課後児童クラブに来ている

子どもたちはとても多いようで、新栄でも小学校の入学式がまだ終わっていない子ども

でも、もう来ておりました。「今度何年生になるの」と言ったら、「今度１年生になる」

と言って、上級生と一緒に遊んでおりました。 

 第２点目は、４月１０日、富士小学校の開校式に、私、伊東委員、福島委員で出席さ

せていただきました。ちょうど１００名の児童数になっておりまして、やはり活気があ

るなという感じがいたしました。掃除をしている子どもたちに声をかけましたら、４年

生でしたけれども、違和感なくそこにとけ込んで仲良く掃除をしておりました。 

 式典の中では、新しい校歌が歌われました。校歌を練習する時間があったのだろうか

と思っていましたが、歌詞も覚えていて、しっかり歌っておりました。非常によかった

なと思いました。 

 後で、伊東委員、福島委員からご意見を賜わりたいと思います。 

 第３点目は、４月１３日、嘉瀬公民館の落成式に福島委員と行かせていただきました。 

 ここも県産材が使われておりまして、非常に日当たりがよく、明るくて、人を温かく

迎えてくれる雰囲気がございました。 

 特徴的なことは、藍染めの工房がありました。藍を育てる畑などもございまして、こ

れはすばらしいなと思って見てまいりました。 

 それから、２年から６年生までの小学生が群読と校歌を歌ってくれました。その地域

の方のコミュニティー力というか、地域力というものをすごく感じました。これから人

がたくさん集まって、生涯学習が推進されていくのかなと思っております。 

 以上です。 

 それでは、富士小学校の開校式について、伊東委員と福島委員からご意見がありまし

たらお願いします。 

 

（伊東委員） 

 委員長がおっしゃったとおりだと思いました。 
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（福島委員） 

 私も委員長がおっしゃったとおりで、子どもたちがすっかりなじんで、もともと同じ

小学校だったのではないかと思うぐらい、しっかり絆ができていて、同じ学校の仲間と

いう感じでした。 

 嘉瀬公民館は、場所的にも幼稚園、保育園、小学校、公民館が隣合っていますし、地

域が学校と一体となって、地域全体で子どもを育てるという感じでした。藍染めの作業

も、子どもたちがすごく目を輝かせながらやっていますということだったので、よかっ

たなと思いました。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 ほかに何かございませんか。 

 

（伊東委員） 

 学校の通学路についてですが、不安全通学路と言ったことに関しての調査がなされて

いるのかおたずねしたいです。１つは、私が３月まで県の支援センターに通勤していた

のですが、ご存じの方がおられると思いますけど、バイパスを長浜ラーメンのところか

ら北に入った突き当たりの通りが、車が通る時、通学中の生徒にもう少しでぶつかると

いうぐらい、非常に狭いのです。 

マクドナルドから北に行った突き当たりで、よく堤議員が立っていらっしゃいます。

あのようなところをいつまでも放置してはいけないのではないかなと思います。 

 例えば、ほかにもそういう不安全な通学路があれば、指摘してもらって改善をしない

と、去年、通学路の子どもたちの列に車が突っ込んでいくという事故もありましたから、

何か調査資料があれば教えてほしいなと思います。 

 

（山下委員長） 

 学事課お願いします。 

 

（田中こども教育部副理事兼学事課長） 

 通学路の問題は、昨年の京都の事故を契機にして、小学校区については、昨年度調査

をいたしました。担当係長が、きょうも大詫間まで調査に行っておりますが、少しずつ

道路関係の改善をやっていただいております。ただ、今、委員がおっしゃられたところ

の箇所がどうなっているのかは、私も今把握できておりませんので、後ほどご報告した

いと思います。 

 

（伊東委員） 

 本当に危険ですから、ぜひ調べてもらいたいです。 

 

（岸川委員） 

 鍋島小学校の植木橋に抜けるところですね。 

 

（東島教育長） 

 あそこは正門がありますからね。 

 

（岸川委員） 

 あそこは確かに狭いです。 

 

（伊東委員） 

 歩道ラインもありません。あそこは本当に早く調査してもらって実態を把握しない
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と、事故が起きてからでは遅いと思います。 

 あそこは抜け道になっていて、朝は離合もできないぐらい車が多いですから、よろし

くお願いします。 

 

（田中こども教育部副理事兼学事課長） 

 はい、わかりました。 

 

（山下委員長） 

 それでは、通学路に関してよろしくお願いします。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかにないようでしたら、これで４月の定例教育委員会を閉会いたします。 

 


