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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆さんこんにちは。子どもたちもいよいよ夏休みに入りました。この夏休みというの

は、子どもたちにとってとてもわくわくした時期でございます。大人と一緒に触れ合う、

あるいは家族と一緒に触れ合う、地域の方と夏祭りなんかを通して一緒に触れ合うとい

うとても貴重な時間でございます。子どもたちもそういういろんな行事に積極的に参加

して、大きく成長して欲しいなと願っております。また、この夏休み期間中、子どもた

ちに事故がないように、本当に元気いっぱい過ごして欲しいと願っているところでござ

います。 

 これより佐賀市教育委員会７月定例会を開きます。 

 本日は、先ほど紹介がありましたけれども、岸川委員さんが所用のために欠席でござ

います。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、ご異議はございませんでしょうか。 

    〔「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。お願いします。 

 

（梅﨑教育総務課副課長） 

 ６月２５日の定例教育委員会の会議録につきましては、７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。 

 

（山下委員長） 

 報告は終わりましたけれども、報告内容に質疑はございませんでしょうか。修正して

ていただく箇所とかございませんか。 

 私の発言で訂正がございます。７ページのちょうど真ん中の「ゲストティーチャーが

見えられて、家庭科の」と言っておりますけれども、家庭科というのは５年生、６年生

しかございませんので、「ゲストティーチャーが見えられて、授業を保護者さんと一緒

に」というふうに直していただきたいと思います。 

 

（梅﨑教育総務課副課長） 

 「家庭科の」というのを削除ということでよろしいでしょうか。 

 

（山下委員長） 

 はい、そこを削除していただきます。 

 ほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、異議がないようですので、会議録は報告のとおり承認することにいたします。 

 

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。お願いします 
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（東島教育長） 

 それでは、メモに沿ってお話を申し上げます。報告をいたします。 

 まず１点目は、７月２日に行われました租税教育推進協議会の総会、これは毎年行わ

れておりますが、佐賀市租税教育推進協議会の会則がございまして、佐賀税務署、佐賀

県税事務所との連携で開催しています。子どもたちや市民に、税に対する理解を深めて

もらうということが目的でございまして、昨年度の事業報告と今年度の事業計画の審議

がなされました。昨年度の実績を若干申し上げてみますと、税に関する作品募集に対し

て、応募数が書道、書写を含めて９８点、作文が１，５８３点ございました。一昨年ま

では、それぞれ学校のほうで入賞者の表彰をしておりましたけれども、昨年度、市民へ

の啓発という視点から、大きな商業施設で表彰式や展示をやったらどうかということで

ございましたので、イオンモール佐賀大和のほうで、表彰式並びに入賞作品の展示を行

いました。市民啓発の目的を持ってやったわけですが、その成果というのはすぐには出

ませんけれども、今後もこの方向で続けていこうということが確認されました。 

 それから、協議の中であったのが、入賞作品の活用をどうするかということが上がり

ました。このことについては議論をしたことがございませんでしたが、問題の１つであ

ります。また、租税教室について、特に地域の団体とか、いわゆる公民館の講座とか、

そういう中でやりますと、どうしても休日や夜間開催ということが必要になってまいり

ます。そのことについては、現状ではなかなか対応できておりません。職員の勤務条件

等もございまして、このことが話題になりました。したがって、この２点が今回の課題

として残っているところでございます。 

 次に、２点目です。第３回の全国都市教育長協議会の理事会が７月４日に東京のほう

で行われました。大きくここに５点書いておりますが、特に資料の抜粋を１番と２番で

つけております。 

 １番については、先般のＰＴＡ連絡協議会の中で、学校教育課の指導主事が説明をい

たしましたので、省かせていただきます。 

 ２点目の「土曜授業に関する検討チーム」の中間まとめが出されておりますけれども、

中間まとめの中で１つポイントは、学校の土曜授業開校については、国民のコンセンサ

スを得ているという前提になっているということです。それではどうするのかと言った

ときに、２つの方法がこの検討チームから示されております。１点目は国が一律的に制

度化をして、土曜授業を開催するという方法。もう１点が、設置者の判断、つまり、市

町村教育委員会、市町村の判断で決定する方法です。この２つの方策があると思います

が、まずは設置者の判断で土曜授業ができるように整備をしたいと言っております。制

度改正のこと、それから全国学力学習状況調査の土曜日の過ごし方の結果のこと、それ

から中央教育審議会での議論の結果、この３つのことを踏まえながら秋を目途に一定の

方向を出すということになっております。当然ながら佐賀市教育委員会でも土曜授業を

どうするかということになってまいります。今年度から来年度に向けてどうするかとい

う議論を行っていく必要があろうと思っています。県の教育委員会も、この土曜授業に

ついては極めて積極的で、試行市町をつくって、あるいは試行する学校をつくって昨年

度行いました。そのような観点からも、今後どうするかということは教育委員会の方に

委ねられている課題であると考えておりますので、今後ともこの議題については議論を

して、そして来年度当初なのか、後半期になるのかわかりませんけれども、おおよそこ

の方向で進んでいくであろうと思いますので、秋に一定の方向性が出るまで、私どもも

ある程度気持ちをその方向に向けながら結論を待ちたいと考えております。 

 ３点目です。３点目は佐賀市文化振興基本計画が、いよいよ本年度から実践すること

になります。きょうも「佐賀市民芸術祭のＳＡＧＡルネサンス」のチラシが配られてお

りますけれども、そのキックオフイベントが７月６日にございました。大雨洪水警報、

雷注意報が出された、大荒れの日にキックオフをやって、恐らく雨のち晴れということ

で、今後の文化振興基本計画の進行はスムーズに行くであろうということを予感いたし

ました。そのときに村井さんがお見えになりましたが、辛口でいろいろ言われました。
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その中で非常に印象に残っているのは、やはり子どもの頃の刺激というのが一番大事で

あるということです。大人になってからの刺激よりも子どものころの刺激、つまり親と

一緒に地域の行事やいろんな地域の文化行事に参加をして、あるいは伝統行事に参加を

して、その中でいろいろと体験したことが今をつくっているということをおっしゃられ

ました。そういう意味から、当然佐賀市民全体を対象にいたしますけれども、子どもた

ちに佐賀の良さを身につけさせる、あるいは感じさせるという視点からも、この文化振

興基本計画に沿った事業というのは非常に大切になってくると考えております。秋に行

います第１回の佐賀市民芸術祭、これに向けてぜひ成功に導きたいと考えているところ

です。 

 ４点目です。４点目は三重津海軍所跡国史跡指定記念シンポジウム、これを７月１３

日に行いました。これにつきましては、もう当然のことながら将来的には世界遺産登録

を目指してのことでございます。その前提となる国史跡が今回受けられたということ

で、今後の取り組みが更にまた活発になってくるであろうと思っております。これにつ

いてはここをお読みいただけたらと思います。 

 ５点目、ＩＣＴ利活用推進委員会が昨日県庁で行われました。電子黒板については、

各市町ぜひ早急に整備をしてくれということで、私どもにおっしゃられたのが、でき得

れば平成２６年度末までには各市町ともに電子黒板の整備について努力して欲しいと

いうことでございます。２点目には、端末についてですが、タブレットにつきましては、

中学校がまず妥当であり、小学校については、今後また検討していく必要があるであろ

うということでございます。その理由は２点ほどございます。１つはデジタル教科書が

つくられているのが４年生以上ですから、それに該当しない学年でのタブレットという

のはいかがなものかということと、発達段階から見てまだまだ検証が十分ではないとい

うことで、この２点が大きな議論となりました。また、本年度から校務について佐賀市

が、言うならばモデル校となって、一緒に先生方の校務支援の部分についての構築を図

っていくわけでございますが、この件については義務制の考えを十分に聞き入れながら

整備をしてまいりたいと考えています。願わくば、全県的にどこにだれがどう異動して

も同じように使える仕組みにして欲しいという要望をしてまいりました。 

 ６点目が教育長を囲む会が昨日本庄小学校で行われましたが、本年度のテーマが教職

員をどう育てるかという視点のテーマでございました。最終的には学校教育課が今行っ

ている教職員育成のためのいろんな事業をもう一度しっかり見直して、そしてどういう

ふうに先生方の意欲を駆り立てて、なおかつ資質向上に向けた取り組みができるのかと

いうのは、今後またこれから深めていく必要があるのではないかなと思ったところで

す。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 報告内容にご質疑はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑がないようですので、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６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、ご説明をお願いします。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 資料の１ページのほうをお願いいたします。 
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 第６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』という

ことで提案をしております。これは社会教育法第３０条及び佐賀市生涯学習センター条

例第１２条第３項の規定に基づき提案をするものでございます。 

 富士におきまして、育友会連絡協議会の役員の交代、富士小学校の校長先生の人事異

動によりまして、富士生涯学習センターの運営審議会委員の変更をお願いするもので

す。 

 ２ページのほうに交代される委員の名簿のほうをお示ししております。今回、土井委

員さん、牧野内委員さん、２名が交代をなされます。土井委員さんは富士小学校の校長

先生で、牧野内さんは育友会の代表ということで、８月１日に委嘱を行います。任期に

つきましては、平成２６年７月３１日ということで、前任者の残任期間ということでご

ざいます。 

 今回の運営審議会の委員委嘱につきましては以上でございます。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。 

 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〕 

 では、異議がないようですので、第６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』は原案のとおり承認します。 

 次に、第７号議案『佐賀市教育委員会評価の結果について』のご説明をお願いします。

教育総務課、お願いします。 

 

（中尾教育総務課主査） 

 それでは、第７号議案『佐賀市教育委員会評価の結果について』、ご説明いたします。 

 お手元に配付しております別冊の資料がこの報告書になります。この報告書の概要に

ついて、提出議案の資料４ページに掲載をしておりますので、こちらに従って説明をい

たします。 

 この佐賀市教育委員会評価ですけれども、平成２０年度から始まり、本年度で６回目

の評価となっております。地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づいて行って

いる第三者評価になります。今回の評価につきましては、平成２４年度に実施をしまし

た教育委員会の事務の管理、執行状況、そして教育委員会の活動状況についての点検と

評価を行っております。 

 資料４ページをごらんください。今年も評価委員５名により評価を実施した結果とな

っております。委員の構成メンバーは、大学教授を初め一般の企業の方、それからＮＰ

Ｏ法人の方といったメンバー構成になっております。 

 評価につきましては、大きく分けて２つございます。１つ目は、教育委員会の活動状

況の評価、そして２つ目が施策ごとの評価で、これは教育委員会事務局の中で実施をし

ました事務事業を第二次佐賀市教育基本計画の６つの施策に分類した施策ごとの評価

です。いずれも自己評価をした後に第三者の評価委員から評価をいただいている形にな

っております。 

 １番目の教育委員会の活動状況につきましては、教育委員の皆様に６月の教育委員会

勉強会終了後に内容の自己評価をお願いした分になっております。 

 ２番目の施策ごとの評価につきましては、事務局におきまして２月に自己評価を実施

したのち、第三者評価を受けております。６月２６日、７月２日の両日、評価委員会を

開いております。今回お手元に配付しております評価報告書は、この２回の評価をまと

めた内容になっております。 

 それでは、簡単にポイントだけをご説明させていただきたいと思います。 

 まず、教育委員会の活動状況からご説明をいたします。 
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 議案資料の５ページをごらんください。６月に委員の皆様に平成２５年度に向けた課

題や改善点、それから平成２４年度に取り組んだ実績について振り返って評価をいただ

きました。全体を振り返って、教育委員会の活動状況の自己評価として、概ね達成とい

う評価で第三者評価委員会にお諮りいたしました。その結果を５ページに示しておりま

す。ここでは指摘事項のみ記載しており、３点ございました。内容としまして、１つ目

は、更に教育問題に関する議論を深めるように努めるとの指摘がございました。そして

２つ目は、保護者や市民の意見を聴取し、教育行政に反映するシステムの充実が必要と

の指摘をいただきました。最後に、教育委員としての資質の向上について、自らも現場

の視察等により知識や認識を高めるように努めると指摘をいただきました。 

 この３点につきまして、教育委員会としての改善策を上げております。 

 まず１つ目につきましては、複雑化、多様化する教育問題に対処するため、的確に課

題を把握し、提案型の定例会（勉強会）の実施に努めると記載をしております。２つ目

の保護者や市民の意見の聴取につきましては、議題の中身や開催時間を工夫し、各団体

や地域の方々との意見交換の場を設け、教育行政にその意見を反映していくと記載して

おります。３つ目の教育委員としての資質向上について、学校訪問や視察等を積極的に

行い、日ごろから情報収集することで教育委員としての資質向上を図り、課題解決に努

めると記載をしております。 

 簡単ですが、まず教育委員会活動の評価及びそれに対する対応策については以上のと

おりです。 

 続きまして、６つの施策の評価になりますが、先ほどの教育委員会の評価は指摘事項

とご意見のみを評価委員からいただきましたけれども、この施策の評価につきまして

は、４段階の評価と改善すべき点ということを指摘としていただいております。 

 結果といたしまして、議案の４ページになりますけれども、施策の２、生涯学習の推

進は、「十分成果が見られ、達成している」と、４段階評価の最上位の評価をいただい

ております。また、施策の１、４、５、６が「一定の成果が見られ、概ね達成している」

の２番目の評価、施策の３が「一定の成果が見られるものの、やや不十分な部分も多い」

という下から２番目の評価となっております。別冊の評価報告書には細かな個々の事務

事業に対する指摘された改善点などを記載しております。ここでは施策ごとの指摘事項

について説明はいたしませんけれども、全施策を通しまして、児童・生徒、利用者や市

民の視点に立った指摘がなされ、今年度以降の事業に反映していく必要がございます。

個々の事業や施策に対する個別具体的な指摘については、議案の５ページに主な改善点

の指摘と、その改善点についての対応策を記載しております。 

 簡単ですけれども、大まかな評価の流れと内容については以上でございます。この報

告書につきましては、８月の定例市議会において報告をいたしまして、その後、ホーム

ページで市民の皆様にお知らせするというような形をとりたいと考えております。 

 以上で説明を終わります。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。 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

 私からですが、市民スポーツの充実というと、やや不十分な部分も多いというところ

がございますが、実際、評価とは関係ないかもしれませんけれども、この間、ＰＴＡと

の協議会の中で、社会体育が永遠的な問題、課題かなと思いましたが、この冊子の１５

ページの成果指標のところに、スポーツ指導者講習会参加者数というのがございます。

県の体協で年２回この講習をやっているというお話だったと思いますが、やはり社会体

育が非常に問題になっているということは、指導者が講習を受けていただかないことに

は、解決策も見いだせないのではないかと思っております。ここの参加者数は市で行っ

ている講習会の参加者数ですか、２４年度の目標が５２０名、それに対して２４年度の

成果が４９２名となっていますよね。 
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（吉松スポーツ振興課長） 

 まず、市民スポーツの充実の件ですけども、達成がなかなかできなかったというのは

非常に私どもの努力不足の部分もございますけれども、第三者評価の中でもご説明をい

たしましたように、２４年度につきましては急に取り組まなければならない事業が発生

しました。まず１つがサッカー場建設の事業が年明け早々持ち上がり、２４年度、２５

年度の継続事業という形で今現在推進しております。 

 それともう１つが、桜マラソンのフルマラソン化についてです。通常でしたら、この

４つの施策のところに重点を置いて事業を行うのですが、昨年度につきましては、サッ

カー場と桜マラソンに重点が行ったものですから、特に後半につきましては、当課の１

人の係長が桜マラソンにはまらざるを得なくなって、もう１人の係長が２つの係を見る

ということもございました。そのような状態で事業を行ってまいりましたが、スポーツ

指導者講習会につきましても、通例でしたら大体年２回は行っているのですが、昨年は

１回だけしか行いませんで、この講習会につきましては佐賀市で行っている指導者講習

会ということになります。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 

（伊東委員） 

 県体協のスポーツ少年団の組織の中で県は２回実施しています。各競技団体がどうい

う研修会を実施しているかというのは定かではありません。スポーツ少年団に加入して

いる団体については、研修会を受けた指導者じゃないと指導はできないと義務づけられ

ています。ただ、各競技団体がその辺は割とフリーになっているのではないでしょうか。

ですから、きちんとした研修を受けた人が指導者になるように統一すると、過酷な練習

等が抑制されると思います。横の連携がうまくいっていないのではないでしょうかね。 

 

（東島教育長） 

 小学校の社会体育と、それからこのスポーツ少年団の講習会ですが、これを参加しな

いで指導しているというのはどれぐらいの比率あるんですか。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 かなり多いと思います。参加者数も少ないし、保護者の方も参加されていらっしゃい

まして、指導者ばかりではありません。 

 

（東島教育長） 

 つまり、指導に携わっている人たちの講習会、研修会というのが不十分であるという

ことですか。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 全国的に見れば、種目団体で行ったりとか、あるいは体協関係で行ったりとか、いろ

いろあっています。それに行くための費用がかかりますし、また更新したりするのにも

費用がかかるということで、受けるか受けないかはその人たちの自由になっていますの

で、受けないと指導ができないという制度づくりをすれば、若干違ってくるかもわかり

ません。 

 

（東島教育長） 

 受けないと資格はありませんと言ったときに、指導者がなくなってしまうでしょう

か。 
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（吉松スポーツ振興課長） 

 可能性はありますね、ボランティア的にされている部分がありますからですね。 

 

（山下委員長） 

 何らかの形でだれかが、指導者ではなくてもいいから受けておくとか、そういう形は

できないですか。マナーの面においても、どうにかできないかなと思います。 

 

（伊東委員） 

 スポーツ少年団は義務づけられています。 

 

（山下委員長） 

 そういうスポーツ少年団の義務づけられた競技というのはぴしっと無理がないよう

にされてきているわけですけど。 

 

（伊東委員） 

 何％とは言えないですけどね。 

 

（山下委員長） 

 だからそういうところが過酷な、子どもたちの発達段階も考えないで、この間の話で

出ていたような、なかなか問題解決ができないというところがありそうな感じがして、

何かその点でうまい方法はないかなと思いました。 

 

（伊東委員） 

 あのとき出たように、現実的に１週間丸々練習とか、当然過酷ですよね。３日かせい

ぜい４日ですね。佐賀市として決め事をつくるのかですね。 

 

（福島委員） 

 なかなか親が話し合って決めるというのもまとまらないのかなという印象です。学校

から言いづらいというのもあるのでしょうけど。 

 

（山下委員長） 

 社会教育部で何かできないのですかね。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 親御さんもやはり一生懸命させたいという人と、このくらいでよかろうという意見の

人といろいろある。発達段階に応じてどういうふうにさせるかという知識的なものをど

れだけ持っているかということを我々はわからないので、わかってもらうように、指導

者の人、親御さんも集めて一応研修会をやっていますけど、人数的には四、五百人ぐら

いしかできていません。 

 

（東島教育長） 

 施設開放委員会の中での規約での歯どめ、例えば、週３回以上は貸さないとか、日没

の何時までの練習ですとか、こういうところの歯どめを全市的に規約の中に盛り込ん

で、最初の開放委員会の中で確実に守っていただく。これを違反したときには貸さない

こともあり得ると、このようなところまで行かないと、もうできないのかなというのが

１点です。 

 例えば、施設開放委員会の開放の権限は校長が持っていますが、校長を集めて、そこ

のところを全員共通理解して、規約をつくり直して、練習の時間のこと、それから練習

日の回数のことなどを記載し、全市的に取り組んでいけば、うまく行くのではないかと
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思います。ただ、一番問題になっているのは指導者もですが、親のほうが子ども以上に

張り切っている。ここのところは、子どもの発達など考えておらず、要するに勝利至上

主義に親がなっている。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 それはスポーツの世界全般に言えることですよね。小学生であろうが中学生であろう

が、高校生であろうがその傾向はありますけども、特に小学校の段階は子どもたちで判

断ができない部分があります。 

 

（東島教育長） 

 そこのところは、どちらにしても早く手を打っていく必要がありましょうから、継続

的に話し合いをして、実際にどう手を打っていくのか。一番早いのは、もちろん指導者

の研修会や保護者の研修会です。保護者会の共通理解も必要ですが、外枠を固めてしま

う方法が良いのではないかと思います。 

 

（山下委員長） 

 何か対策を立てないことには、私はやはり解決していかないような感じがします。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 縛るのが一番ですし、規制はできますけれども、スポーツの世界というのは、結構自

由な世界じゃないですか。そこにそういう縛りをかけるのはどうかなという部分は少し

あります。 

 

（東島教育長） 

 小学生の子どもたちは、いわゆる勝利至上主義ではない。生涯にわたってスポーツに

親しむための基礎づくりをやっているわけです。そこの認識のずれがあるわけですよ

ね。 

 

（福島委員） 

 私はあまり現場を知らないのですが、小学生でも勝利至上主義みたいなスポーツもあ

るのですか。 

 

（伊東委員） 

 ずばり言うと野球、サッカー。あと中学、高校でけがしたりどこか痛いというのは、

その２種目が一番多い。最近はそこに剣道が入ってきています。特に野球が一番多いの

ではないですかね。今教育長言われたように親が過熱しています。 

 

（山下委員長） 

 このことについてはこれから議論していって、いい方向に持っていきたいと思ってお

ります。 

 

（伊東委員） 

 教育長がおっしゃった歯どめがけというのは、僕は有効だと思いますよ。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

 私がもう１つ気になったのは、この別冊の１２ページですけど、基本事業３、豊かな

心の育成で、下から２番目の枠のところです。成果指標で佐賀がすごく好きと答えた子

どもの割合が、２３年よりも２４年が少なくなっている。佐賀市が目指す子ども像の中
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に、佐賀市が好きであるというのがありますけれども、これが何でかなと思います。目

標は５５％としてあるのですが、２３年度よりも少なくなっていることについて、好き

になるように、体験型の学習をしてみたりとか、いろんな方法を考えないといけないか

なと思いました。 

 

（東島教育長） 

 このパーセントについてはどうやって対象を選んだのですか。 

 

（中尾教育総務課主査） 

 対象は、旧市内を、北、南、東、西に区分し、それと旧町村から満遍なく、小学校４

年生から６年生を対象にアンケートを各学校にお願いしてやっております。今年２５年

度の結果でいきますと、小学生であれば３７９名、中学生は３８０名からアンケートを

いただいております。 

 先ほど２４年度と２５年度の、佐賀がすごく好きというところが５％ほど下がってい

るということですけども、まあまあ好きであるという肯定的な意見まで含めますと、大

体９０％ぐらいになります。２４年度と２５年度を比較しますと、若干２５年度が肯定

的な意見は増えている状況で、肯定的意見だけを見ますと、若干傾向が上がっていると

いうような状況になっております。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 もう１つよろしいでしょうか。 

 １３ページの基本事業９、開かれた学校運営の推進というところの下から２番目の

枠、学校関係者評価が学校運営の改善に「大いに役立った」と評価している小・中学校

の割合というのが、これも２４年度が少なくなっていますが、これはどういうふうに読

み取ったらいいのでしょうか。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 これについては、ご説明が必要だったと思います。実は、基になるデータ、これは県

の調査のものですが、この県の調査の設問が変わったのです。今、手元に資料がござい

ませんので、後で説明をさせていただきます。 

 

（山下委員長） 

 そうですか。よろしくお願いします。 

 

（東島教育長） 

 もう来年から２３年度の分は外してもいいですね。２４年度を基点にして、ほかのと

ころは変えたにしても、ここは比較したときに誤解をまねく。 

 

（福島委員） 

 済みません、１つ質問をいいでしょうか。 

 

（山下委員長） 

 はい、どうぞ。 

 

（福島委員） 

 この回答についてでなくて、１３ページの６－２の取り組みのところで、医師、弁護

士等の専門チームと連携して個別相談を実施とありまして、弁護士のほうは私どもも見
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ていてわかるのですが、医師との連携というのは、病院と連携したりとかあっているの

でしょうか。 

 

（東島教育長） 

 それは精神科医です。心の病でいろいろ課題が生じたときに、そのたぐいの先生がこ

のチームに入っている、ということですよね。 

 

（岡学校教育課義務教育係長） 

 そうです。 

 

（福島委員） 

 親への働きかけとか、例えば、受診を勧めたりとか、そういうことを含めて治療的な

かかわりもそこで発生しているのですか。 

 

（岡学校教育課義務教育係長） 

 今までで相談案件がございませんので書いておりませんが、そのようなアドバイスを

した結果、別の心療内科を紹介するであるとか、そのチームの方が関わってもらうとか

ということを考えております。 

 

（福島委員） 

 福岡だと、例えば、久留米大学医学部附属病院なんか、子どもの発達障害専門の科と

かあるのですが、佐賀でもそのようなことをやっている病院があるのかどうかというこ

とが私自身も余り知らないので、何かそういうことをやっているのかなとちょっと気に

なったというか、取り組んでいる病院があれば頼れるなと思ったのですが。 

 

（岡学校教育課義務教育係長） 

 はい、その窓口として先生を委嘱しているというところもあります。 

 

（福島委員） 

 肥前とかですか。 

 

（岡学校教育課義務教育係長） 

 はい、肥前とかですね。 

 

（福島委員） 

 わかりました。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんか。 

 全般的に見て概ね達成しているということになっておりますので、更にいろんな施策

を充実させていけたらなと思っております。 

 

（福島委員） 

 また来年に向けてというのもあると思いますが、先日青少年課でつくっていただいた

青少年の白書、あれなんかは今後にうまく活用できないかなと思いました。例えば、大

学とか研究機関に提供して意見をもらったりとか、新しい取り組みに何か使えるきっか

けがあると、また、来年もやりがいがあると思います。 
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（荒金社会教育部長） 

 なるほどですね。今のところ持っているだけですから、関連機関にデータとして提供

するようにいたしましょうかね。 

 

（東島教育長） 

 これに基づいて何か議論をする会というのはありますか。 

 

（荒金社会教育部長） 

 青少年教育のあり方検討委員会です。 

 

（東島教育長） 

 そこで検討して欲しい。この実態を踏まえてどういうふうにやっていくのかというこ

とをね。 

 

（荒金社会教育部長） 

 経緯を話しますと、青少年センターが建物自体の耐震診断をしないといけないという

こともありまして、それがひょっとしてもう使えないということになった場合に、新し

く施設を構える必要があるとか、そういう問題がありましたので、青少年教育のあり方

そのものを考えようという検討委員会を立ち上げました。その中で、新しい施策を打つ

ためにはまず実態を知る必要があるだろうということでつくったのが若者白書です。い

ろんな結果が出た中で参考になった部分も結構あります。それらのデータを我々の検討

委員会の中で活用させていただいています。 

 

（東島教育長） 

 検討委員はどういう方面の方たちなのか、これがわかれば内容等の進化も見えるかな

と思いますが。 

 

（百崎青少年課長） 

 今８名の委員さんで検討委員会をやっていただいております。委員長が佐賀大学の上

野教授にお願いしています。それと、西与賀公民館の館長の木原さん、ＮＰＯのスチュ

ーデント・サポート・フェイスの谷口さん、子ども会連合会の事務局長をしていらっし

ゃる平川さん、それとあと４人いらっしゃるのですが、県の学校教育課の方、中部保健

福祉事務所の方、県警の少年課の方、ハローワークの方です。 

 

（東島教育長） 

 大学関係者の人も入っていらっしゃる。それから社会教育関係者、ＮＰＯ、子ども会、

県の教育委員会関係者、保健所団体、佐賀県警。この中で、実態を踏まえてある程度の

方向が見えてくればよろしいですね。 

 

（福島委員） 

 わかりました。そのあり方検討委員会の結果というのはいつ頃出るのでしたか。 

 

（百崎青少年課長） 

 一応９月に答申をいただくようにしております。 

 

（福島委員） 

 わかりました。 
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（百崎青少年課長） 

 途中までの経過については、前の勉強会のときにお話ししたと思いますが、最終的に

は９月に答申をいただいてからご報告します。 

 

（山下委員長） 

 これも非常に、これだけつくられるのは本当大変だったろうなと思って読ませていた

だきました。 

 

（荒金社会教育部長） 

 はい、ありがとうございます。データをそろえるのがかなり大変でした。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。では、吉木さん。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 それでは、先ほどの件をご説明申し上げたいと思います。 

 実は先ほど設問が少し変わったと申し上げておりました。平成２３年度までは、「こ

の学校評価が大いに役立ったか」という質問でございました。それに対しまして、２４

年度からは「学校関係者評価が学校運営改善に大いに役立ったか」という設問に変わっ

ております。改善に役立ったかということで、非常に良くなったかというところまで聞

かれたものですから、学校としては大いにというところに今度は答え切れなかった現状

がございます。そういうことで、２３年度と２４年度には大きな差異ができたと思いま

す。ですから、この設問が変わったせいで、経年比較が非常にしづらくなっております。

そういう状況でございます。よろしいでしょうか。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、異議がないようですので、第７号議案『佐賀市教育委員会評価の結果につ

いて』は原案のとおり承認いたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（山下委員長） 

 続きまして、日程５の報告事項に入ります。 

 「小・中学校の夏休み以降の主な行事について」、学校教育課お願いします。 

 

（岡学校教育課義務教育係長） 

 ６ページ、７ページをお開きください。ここには２学期についての行事について載せ

ております。左側が小学校、右側が中学校でございます。中学校のほうにはスケッチ会、

文化発表会について一律中学校全体で取り組んでおりますので日程を上げております

が、小学校のほうは、以前までは文化発表会等のお祭りというような名前で何とか小学

校祭りという形で行っておりましたが、今回の学習指導要領の改定に伴いまして、行事

の精選を行いました。それで形態が変わりまして、小学校の児童会主催による規模の縮

小化に伴いまして、行事の報告では上がってこなくなりましたので、小学校のほうには

文化発表会、スケッチ会等の記載がありませんでしたので、２学期終業式、３学期の始

業式という形で載せさせていただいているところです。３学期につきましては、主な行

事としましては、中学校の県立高等学校選抜入試の日程、これは口頭で申し上げてもよ
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ろしいでしょうか。 

 特色選抜の試験日が２月の１３日、一般の選抜が３月１１日、１２日、２日間開催で

す。それに伴いまして、卒業式が中学校が３月の１４日金曜日の予定です。これは変わ

らないと思います。小学校の卒業式が３月１８日火曜日になると思います。３学期の終

了式が３月の２４日というような形で進めてまいろうかと考えているところです。 

 教育委員の皆様の中で、この行事は上げてもらいたいというのがあれば、次回にでも

日程を上げさせていただこうかと思っているところです。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。何かご質問ございませんか。 

 

（古田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 秋のフリー参観はどうなっていますか。 

 

（岡学校教育課義務教育係長） 

 秋のフリー参観デーにつきましては夏休みの後半にですね、学校のほうにそれぞれ日

程が違いますので、調査を行いまして、その後にお知らせできるかと思います。１０月、

１１月の予定になると思います。よろしくお願いします。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。早目に行事の予定いただきましてありがとうござい

ました。 

 

（東島教育長） 

 県の教育週間はいつからいつまでだったかな。１１月でしたか。 

 

（岡学校教育課義務教育係長） 

 はい、大体そのころだと思いますが、確認をしてからまたお知らせします。 

 

（東島教育長） 

 以前に、県が県の教育週間を定めるときに、できるだけその期間に行事を行ってくれ

という強い要請がありました。ところが、もう既に佐賀市ではフリー参観を秋にやって

いましたので、変更が困難です。ただし、できるだけ県の教育週間に合わせるように努

力をしますと答えています。 

 

（岡学校教育課義務教育係長） 

 わかりました。 

 

（東島教育長） 

 学校が多分その週間から外れてしまっている可能性があるから、県の教育週間とあわ

せながら、小学校はやりやすいと思いますが、中学校は文化発表とかいろいろ絡むから

やりにくいかもしれませんが、できるだけ意識して期日設定をしてくれということを言

っておいてください。 

 

（岡学校教育課義務教育係長） 

 わかりました。 
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（山下委員長） 

 秋の体育大会もここにもう示されておりますので、委員さん方ももしお近くで、時間

があられましたら、ぜひ足を運んでいただければと思っております。 

 このほかで何か報告はございませんでしょうか。 

 

（福島委員） 

 済みません、１つ質問をいいでしょうか。 

 

（山下委員長） 

 はい。 

 

（福島委員） 

 教育長の報告のところ、最初のところで申しわけないのですが、土曜日授業に関する

検討チーム中間まとめ報告というのをいただいた件で、これは土曜日授業をすると１年

間のトータルの授業数もふえていくということになるのでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 なります。教育課程に沿った事業計画になりますので、これは授業時数としてカウン

トしていきます。だから、授業時数が、本来ならば授業時数が足りないから土曜日に授

業をしますよというふうになりますと、それでは教育課程の原点である指導要領のあの

時数って何なのということになります。国がもともと見通しが甘いのではないかと私は

言いたいのです。だから、授業時数の確保よりもむしろ学校教育活動の充実のために、

今行事にしても精選をするということで、少し語弊があるかもしれませんが、無味乾燥

に近づいてきている。行事というのは子どもにとっても非常に楽しいものなのです。学

校生活のめり張りでもある。季節を感じるものでもある。その行事はある程度遊びがな

いとだめなんです。ぎゅうぎゅう詰めの練習ではなくて、少し遊びをそこに取り入れて、

やはり遊びというのは常に必要だと思います。行事の精選というのはもっともなんだけ

れども、あまり無駄なことはできませんが、余りにも精選し過ぎて、子どもたちにとっ

て果たしてその行事が本当に生きた教育の１つになったのかという視点から考えると、

精選は危険性も伴っていると思います。土曜日を使うことで、ある程度枠が広がって教

育の充実が図れるのではないかなというふうに私は思っております。 

 

（福島委員） 

 ありがとうございます。 

 

（山下委員長） 

 よろしいですか。 

 

（伊東委員） 

 よろしいですか。先ほどの行事の件ですけど、例えば、秋の体育大会が今小中一貫は、

一貫じゃなくても、一緒にしようという動きがだんだん出てきていると思います。小学

校、中学校、あるいは町民と小学校とか、そういう動きを少し調べていただきたいなと

思います。例えば、ここで言うと芙蓉小学校と芙蓉中学校が９月１５日ですよね。これ

は意図的に一緒にしたということですか。 

（岡学校教育課義務教育係長） 

 これは同時開催です。同じ会場で。芙蓉校ということで開催しました。 

 

（伊東委員） 

 それは今年からですか。 
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（岡学校教育課義務教育係長） 

 昨年度もそうでした。 

 

（伊東委員） 

 松梅も一緒ですね。 

 

（岡学校教育課義務教育係長） 

 松梅もです。 

 

（伊東委員） 

 そしたら今のところ一貫校が同時開催ですか。 

 

（岡学校教育課義務教育係長） 

 そうです、はい。 

 

（伊東委員） 

 以前から比べると児童生徒数が減って、運動会の規模が縮小しつつあります。例えば、

久保泉小なんか、もう金泉中と一緒にしたらどうだろうかという声は聞こえますけど、

それをどうやって一体にするのか、デメリットは何なのかということです。 

 したがいまして、よろしければこの辺の事情を、ある時期に調査をしていただいて、

ご報告いただき、どちらかメリットがあるほうに決めて行きたいと思います。親も１回

で済むし、にぎわうとまた楽しいと思います。 

 

（岡学校教育課義務教育係長） 

 今年度三瀬小・中も一貫校になっていますが、これについては１学期に開催をしてい

ますけど、これについては小学校、中学校一緒になって、あと地域も一緒になって体育

大会を開催しています。 

 

（東島教育長） 

 今小中一緒の体育大会というシステムと、地域と一緒になった体育大会、例えば、勧

興小学校、鍋島小学校、あとどこだったですかね。（「松梅もそうですね」と呼ぶ者あ

り）松梅ですね。個々の体育大会に、小中一緒にやっているところは丸、地域と学校が

一緒やっているところは二重丸、小・中・地域というのが三重丸とか、チェックを入れ

てもらうと何か特色が見えてくると思います。 

 

（岡学校教育課義務教育係長） 

 了解しました。 

 

（山下委員長） 

 町民の方がある小学校に、もう二、三種類でいいから一緒にさせてくれと頼まれたそ

うです。でも小学校から断られたというのもあるのですよ。なかなか入れないので、今

は別にやっているという話もあります。 

 

（岡学校教育課義務教育係長） 

 はい、そのようなこともありましたね。あと、発達段階において体力差があるからと

いうのもあって、全体の日程の中で種目を小刻みに入れていかないといけないという部

分もあるというお話を聞いたことがありました。 
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（東島教育長） 

 体育大会も運動会も教育活動ですし、教育課程の一環なんですよ。そうすると、勢い

地域と一緒になってやって、その目標を持っているものですから、地域の目標、学校の

目標が同時に達成できるようなシステムにならないとなかなか難しい。だから議論をし

て協議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） 

 １つご参考までにということで申し上げておきます。小中一貫校の中で、今ほぼ同時

開催をしているのですが、実は規模は、やはりどうしても生徒数によって違います。例

えば、北山、三瀬、そういうところについてはもうやっており、松梅についてももちろ

んそうですし、芙蓉もそうですが、一緒にやることについて、特に問題はありません。

ただ、今思斉ですね、思斉小・中については、ちょっと人数が多いんですよ。実際もう

小・中合同でやって３年になります。今年度もその計画なんですが、小学校のほうから、

小・中学校のほうでそれぞれ今度は非常に出番が少なくなっているということが言われ

ています。やっぱりちょっと規模が大きくなっているので、そこを合体してやろうとし

ていますので、種目が増えたために、今度は今まで３種目ぐらい出ていたものがもう１

種目しか出られないというようなことが起こっています。それで、来年度以降は少し考

えるということで今言われています。逆にそういうことも起こっています。当然地域と

の関係もそういうことも起こるかなと思います。参考までに、規模の問題等もかなりか

かわってくるかなと思います。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質問がなければこれで報告事項は終わります。 

 それでは、その他で文化振興課からお願いします。 

 

（福田文化振興課長） 

 お手元にチラシをお配りしております。ご案内でございます。第１回佐賀市民芸術祭

ＳＡＧＡルネサンスということで、文化振興基本計画の重点５事業の１つでありまし

て、今年の１１月１５日金曜日を皮切りにしまして、１５、１６、１７日、基本的には

文化会館で開催いたします。ページをお開きになってみるとわかると思いますが、オー

プニングセレモニーから始まって、最後は１１月１７日の九州交響楽団コンサートとい

うことでございまして、基本的には芸術祭でございますから、芸術にはいろんな分野が

ございますが、初年度ということでございまして、音楽と技術を主体としております。

実行委員会に諮りながら段々拡充していきたいと思っております。 

 後半に載っている市民芸術祭パートナーイベントでございますが、これは私どもがお

金を出しているということではなくて、お互いの催しをお互いに宣伝するという相乗効

果を狙いまして、お互いのイベント開催のときに市民芸術祭もありますのでよろしくと

いうような、相乗効果を狙ったところでございまして、今年は３０件賛同してください

ました。こういうことで直接事業でないものも含めて、市民の皆様に佐賀市で芸術文化

がこの時期には盛んであるという情報発信をしようと思います。教育委員の皆様におか

れましては、お知り合いの方にいろいろご紹介いただいてお運びいただくようにお願い

申し上げます。 

 簡単でございますが、以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。何かご質問ございませんでしょうか。 

 



  17 

（荒金社会教育部長） 

 課長さん、このチラシは全戸配布とか、その点を教えてもらえますか。 

 

（福田文化振興課長） 

 はい、全戸配布しますが、現段階でわかっている内容がこの程度ですので、次のステ

ップとしてもう少し詳しいパンフレットを計画しております。全戸配布の予定でござい

ます。 

 

（東島教育長） 

 ２回ですか。 

 

（福田文化振興課長） 

 はい、あと１回やります。 

 

（荒金社会教育部長） 

 少し補足なんですけれど、第１回目でもありますので、成功させたいというふうに思

っておりまして、なるべく多くの方に来ていただくために、基本的には入場無料という

形をとっております。有料の部分も普通の価格よりかなり安く設定しております。そう

いったことで、たくさんの方に来ていただきたいと思っておりますので、どうかＰＲの

ほうもよろしくお願いしたいと思います。 

 

（山下委員長） 

 もちろん報道関係とかのＰＲにも、それから各事業所とかに何かこのようなものを配

布とかされますか。 

 

（福田文化振興課長） 

 いろんな施設に配布しているところでございます。 

 

（山下委員長） 

 このチケットというのはどのくらい前から売り出されるのでしょう。 

 

（福田文化振興課長） 

 次のスパンでまたチラシを配ります。まだ確定していない部分がございます。 

 

（山下委員長） 

 １回目ですので、本当にたくさんの方に来ていただいて、私たちも盛り上げていきた

いと思います。 

 

（東島教育長） 

 オープニングセレモニーは、ジャズの前にするのですか。どれくらい時間をとるので

すか。 

 

（福田文化振興課長） 

 １１月１５日をオープニングセレモニーと位置づけておりまして、そのときの進行が

まだきちっと決まっていないのですけれども、どちらのほうが有効かというところで、

多分、式のほうが先ではないかなとは思うのですが。 

 

（東島教育長） 

 式を先にして、開会日であることを打ち出さないといけないでしょうね。 
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（福田文化振興課長） 

 はい、その辺の実際のタイムテーブルを今後つくっていく予定です。 

 

（東島教育長） 

 並行して行うものはあるのですか。 

 

（福田文化振興課長） 

 少なくとも文化会館では、同じ時間にやると客の動員の問題でいろいろありますが、

例えば、美術なんかのワークショップとか展示がいつでも見られるようにしております

ので、空き時間にいつでも来ていただけるというようなことです。主催事業はそこでし

かやりませんので、あとはたまたま偶然というのもこの中に、３０の中にあるかもしれ

ませんが、基本的には重ならないようにはしております。 

 

（東島教育長） 

 それは意識的にしたのですか。 

 

（福田文化振興課長） 

 このパートナーイベントというのが、自分たちでお決めになって、コマーシャルの相

乗効果について賛同したということで手を挙げてくださっておりますから、こちらから

この日は避けてくださいというような言い方はしていない状況です。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 その他でまたほかに何かございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかにないようでしたら、これで７月の定例教育委員会を閉会いたします。 

 

 


