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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。暑さ寒さも彼岸までとは言いますけれども、きょうはまた非常に暑

くなりました。９月にはうれしいニュースがたくさんございました。まず、２０２０年

のオリンピックが東京に招致されたこと。小型ロケットのイプシロンが打ち上げ成功し

たこと。その次が私どもにとってとてもうれしいことでございました。九州・山口その

他の地域を含む、明治日本の産業革命遺産が世界遺産登録の候補として推薦を受けたこ

とでございます。当時の三重津海軍所が世界に誇れる非常に高い技術力を持っていたこ

とをぜひ私たちは子どもたちに伝えて、さらに子どもたちが佐賀のすばらしさを感じ

て、佐賀を愛する子どもたちに育てていきたいなと思っております。これまで、発掘調

査とか資料作成とか大変だったと思います。また、これからもさらにいろいろな面で大

変だと思いますけれども、本当にありがとうございました。 

 これより佐賀市教育委員会９月定例会を開きます。 

 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。 

 

（梅﨑教育総務課副課長） 

 ８月２７日の定例教育委員会の会議録につきましては、９月２０日に皆様に配付した

とおりでございます。よろしくお願いいたします。 

 

（山下委員長） 

 報告は終わりましたが、何か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〕 

 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） 

 あしたが８月定例議会の閉会日になります。１カ月近くのロングランでしたが、何と

かこの定例会も閉会を迎えます。先ほど委員長がお話になりましたように、２０２０年

の夏季五輪・パラリンピックの東京開催が決定しました。５０年ほど前、１９６４年は

私は高校１年生でしたが、そのときのいろいろな競技は鮮明に記憶に残っております。

現在、各学校で体育大会、運動会が行われておりますが、あの中からひょっとすると、

今度の東京大会は無理かもしれませんけれども、オリンピック選手が出るのかななどと

思いながら運動会、体育大会を見てきたところでした。 

 ただ、東京五輪誘致で、私どもはこれを素材にして教育活動にいろいろな形で生かせ
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ると思っているのです。これから７年間の日本の動き、あるいは東京五輪そのものに関

しても、いろいろな教育素材になり得るということで、このことを校長会の中でも話を

させてもらいたいなという思いがしております。 

 それから、先日はＩＣＴ利活用教育ということで、西与賀小学校の授業参観に委員さ

ん方にも参加をしていただきました。電子黒板並びにタブレットの効果が授業の中から

見てとれたのではないでしょうか。基本的には、子どもたちの学ぶ意欲が前提にないと、

やはり教育は成り立ちません。ですから、この最新の教育機器が子どもたちの学ぶ意欲

につながる。それは機器の持つすぐれた内容が大きく左右するわけでございまして、学

力アップにつながるかというのは、まだ検証の途中でありますけれども、少なくとも西

与賀小学校を見たときには学力アップにつながっているであろうと読み取ることがで

きます。 

 今回、県も各市町の要請を受けまして、佐賀元気づくり事業の臨時交付金を活用して、

現状では一学級２０万円の補助を出すということになっているようです。平成２７年度

までには、佐賀県内市町の普通教室で電子黒板整備率を１００％にすることを目指して

おり、佐賀市においても進めているところです。 

 ３点目に、学校の多忙化解消、業務改善に対して教職員提案が、今年度の事業として

学校教育課へ出されました。２０本の提案がなされましたが、これを８月２３日に、一

つ一つ審査いたしました。この中で私が非常にうれしかったのは、先生方からの提案と

いうことは、すなわち改善の視点を持って日々の業務に取り組むことにつながってい

く。つまり、教職員の意識改革に知らず知らずのうちに効果を発揮すると私はとらえて

います。今回は２０本の提案があり、この中から８本を採択をしたのですが、内容的に

は皆すぐれていました。ただ、すぐできるものと、多額の予算を伴って、すぐにはでき

ないけれども長期的には計画を持たなければいけない内容があり、短期的、中期的、長

期的と、それぞれの視点から、やはりどれも効果があるであろうということを認めるこ

とができました。 

 先生方による業務改善の提案は、一番効果があるような気がしてなりませんでした。

今年度は非常にいい方法を取り入れたなと、私も感心したところでございました。 

 それから、先日、臨時の市町教育長会がありました。私は議会の真っ最中で出られま

せんでしたが、学校教育課長がかわりに参加をいたしましたけれども、これは平成２５

年度の全国学力・学習状況調査の結果を受けての臨時教育長会でした。佐賀県が掲げて

いる教科、そこから分野がまた分かれていますが、そこにおいて全て全国平均以上を目

指すということが昨年度の目標でした。今年度の目標にもなっています。ところが、こ

れは達成できませんでした。そういうことで、県教委は緊急に対策をとりたいというこ

とで教育長を集められました。 

 この中には５点ほどポイントがありますが、１つは、指導内容の定着強化を図る。そ

のためには、週１回程度の小テストをどの学校でも繰り返し行っていただきたいという

こと。もう１つは、到達度の低い子どもについては、補充学習をやってくださいとのこ

と。確実に個別的な学習をやらせて、子どもたちに確かな学力を身につけさせる。これ

を放課後なり長期休業なり、あるいは土曜日なりを活用してやってほしいというのが２

つ目のポイントでした。それから３つ目が、やはり学習は学校だけでは効果は上がりま

せん。家庭と一体となった取り組みが必要であるとのこと。４つ目のポイントは、今回、

成績が低かった学校は、県教委が支援対象校として直接その学校に入って行って支援を

行いますということ。５点目が、成果が高い秋田とか福井の例を見て、教職員の出張を

縮減するとのこと。こういう５つのポイントについて話をされたと聞いておりまして、

佐賀市にとっても大きな内容でございますので、今後話を詰めながら進めていくことが

必要なのかなと思っております。 

 ５点目ですが、これは議会において気にとめているところなのですが、発達障害、あ

るいは弱視の子どもさんが文字を追えないということです。そういう子への対応として

のマルチメディアＤＡＩＳＹ図書、これが佐賀市立図書館にコーナーとして設けられま
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した。ところが、まだいまいちその活用が十分でないという指摘を受けました。 

 これにつきましては市立図書館だけの問題ではなくて、学校の課題でもあろうという

ことから、ぜひ学校でも、この市立図書館に置いているマルチメディアＤＡＩＳＹ図書

については、十分その効果を理解して、子どもたちに奨励をしていく、あるいは親に啓

発をしていくという活動が必要であろうと思っています。 

 そういう意味から、１０月の校長・園所長会を市立図書館でやろうとしております。

会議の前段でこのマルチメディアＤＡＩＳＹ図書の研修を行って、校長先生方に実際に

どういうものかを体験していただいて、そして学校で啓発、奨励をしてもらうという動

きをつくろうとしておりますので、次回の講習会、もし時間がございましたら、このＤ

ＡＩＳＹ図書につきまして、委員の皆様方もご理解いただければなと思っております。 

 今後ですが、これから学校訪問が続きます。ぜひ現場の状況を参観いただいて、課題

等が見えてくれば、その部分についてはお互いに議論し合って課題解決に向けていきた

いと思っております。 

 また、秋の学校フリー参観デーもこれから催されます。１１月１日に前後してありま

すので、これにつきましてもよろしければ参加をお願いしたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 報告内容に質疑はございませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 さっきのマルチメディアＤＡＩＳＹというのはどういうものですか。 

 

（東島教育長） 

 文字に沿って、音声が出てくるのです。そしてその音声が出る文字の部分がハイライ

ト形式で強調される。文章があるのに、どこからどう読んでいいかわからない子どもが

いるんですね、発達障害の子など。音声が出て、耳で聞きながら文章のその部分が強調

されると、順序よくその子が読むことができるということなんですね。ですから、こう

いう図書を使って子どもたちに読むことの楽しさ、あるいは読めるという自信をつけさ

せたいということです。 

 そういう意味で、市立図書館にもそういうコーナーをつくっていただきました。もし

よろしければ実際に体験していただきたいと思うところです。 

 

（山下委員長） 

 ほかに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。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９号議案『公民館運営審議会委員及び大和生涯学習センター運営審議会委員の委嘱

について』、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ページをお願いいたします。第９号議案『公民館運営審議会委員及び大和生

涯学習センター運営審議会委員の委嘱について』です。社会教育法第３０条及び佐賀市

公民館条例第１４条第２項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
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基づきまして、今の委員の任期が９月３０日で満了になります。これに伴いまして、新

たな委員の委嘱をお願いするものでございます。 

 諸富町、三瀬、川副町、東与賀、久保田の公民館運営審議会と、大和生涯学習センタ

ー運営審議会の６運営審議会について、各審議会１０名の委員の委嘱をお願いするもの

です。 

 ２ページから４ページにつきましては、各運営審議会の今回委嘱をお願いする委員の

名簿の一覧をお示ししております。 

 あと、本日別冊で参考資料をお出ししておりますけれども、これにはご氏名の名前の

読み方、年齢、新任・再任の内訳と通算の在任期間、再任の場合の資料をお示ししてお

ります。この分でご審議をお願いいただきたいと思います。 

 説明につきましては以上でございます。 

 

（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。 

 

（東島教育長） 

 １つ誤字がありまして、別紙資料の２ページ、６番の「西村武德」、これは「西山」

が正しいです。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 本題の議案のほうは「西山」になっていますけど、資料が「西村」と間違っておりま

す。申しわけございませんでした。 

 それとご説明をし忘れておりましたけど、任期が２年間となっておりますので、今回

２５年１０月１日で委嘱を行いまして、任期としましては２７年９月３０日までの任期

となっております。 

 

（山下委員長） 

 どこの運営審議会でも非常に幅広い構成委員になっておりますが、川副にＰＴＡ関係

の方が入っていらっしゃらないなというのが気になりました。ほかのところは全部ＰＴ

Ａの会長なり副会長なりが入っていますが、そういったことは関係ないのでしょうか。

例えば、最低入れておく人の規準など、各審議会によって異なるのですか。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 はい、委員の規準としましては、公民館条例と生涯学習センター条例で定めておりま

して、学校教育の関係者、社会教育関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学

識経験者のうちから選ぶことになっておりまして、ＰＴＡ関係者を絶対選ばなければい

けないということにはなっていませんので、各公民館及び運営審議会で各団体に推薦依

頼をした中で委嘱をお願いをしております。その結果、川副については、ＰＴＡ関係者

は入っていないということになっております。 

 

（山下委員長） 

 入っていなかったので気になったところでした。 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第９号議案『公民館運営審議会委員及び大和生涯学習セン

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いたします。 

 その他で、先日伊東委員と光吉委員が九州地区市町村教育委員会研修大会に行ってい

ただきましたので、その報告をお願いします。 
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（伊東委員） 

 レジュメを準備していただいていますので、それに沿ってポイントだけご説明をいた

したいと思います。 

 報告者は光吉委員と私ということで、８月２２日、２３日、鹿児島の城山観光ホテル

で実施されました第１０回九州地区市町村教育委員会研修大会に出席しました。目的

は、市町村教育委員会の情報交換、あるいは教育委員会の活性化と教育行政の充実・発

展に資するということです。教育委員の幹部の皆さん方の挨拶のあと、教育講演、これ

は桐野作人先生の「明治維新の英傑を育てた薩摩の気風」ということで、ここに掲げて

いますように、薩摩の自治教育、いわゆる郷中教育、敵味方供養の慣習からくる寛容の

精神、それから幕末薩摩三傑の逸話について話がなされました。非常にためになる話で

した。薩摩、いわば鹿児島では、未来の飛躍を実現する人材の養成がなされており、日

本人としてのアイデンティティーの構築という面では、現代にも通用する貴重な講演内

容でした。 

 それから、パネルディスカッションでは、我々が一番気になっている、あるいは興味

の高い「いじめ・体罰問題について」をテーマに、コーディネーターが鹿児島大学教育

学部の武隈先生、それからパネリストとして那覇市の城間教育長、宮崎県高原町の江田

教育長、佐賀県は嬉野市教育委員会教育長の杉﨑先生、長崎県長与町の教育長の黒田さ

んが登壇され、１ブロックから４ブロックまでのＱ＆Ａ並びに説明がありました。 

 これは後で読んでもらって、最後にまとめという形で整理をしておりますので、ここ

だけご説明をさせていただきまして、我々の今後の指針ということで改めて勉強してい

きたいと思います。 

 まず、パネラーの方々の熱心な説明とＱ＆Ａに大変感銘を受け、勉強になりました。

１番から６番までここに整理をしております。まずはやはり現場を知ろうということ

で、学校でのアンケートの実施、あるいは児童・生徒のモニター制度など、いろいろな

ツールを使った現場状況の報告がありました。 

 ２番目に、各段階ごとの研修会についてでした。校長会、教諭・職員全員研修、部活

動指導者の研修、あるいは服務規律委員会、それから基本はやはりＯＪＴだと思います

ので、ＯＪＴの取り組みということで、研修教育等で体罰によらない指導方法の徹底し

た共有ということが中心にパネルディスカッションされました。 

 それから、私自身が特に頭に残ったのが、叱り方の研修会、これは長崎県の長与町か

ら発表がなされました。 

 ３番目には、一部の教職員に負担のかからない方法の選択、つまり学校全体で対応す

る姿勢についてでした。縦組織、横組織を柔軟に生かしていく、複数の目で指導に当た

るということです。 

 ４番目には、やはり地域の協力が不可欠だろうということです。学校支援ボランティ

ア、あるいは学校内で安心して相談に乗ってくれる人が絶対必要だろうということで

す。それから、学校の先生同士、仲間同士の話し合い。先ほど東島教育長からありまし

たように、先生たち自身が改善をどうやっていくのかというと、それはやはり話し合い

の中からです。例えば、ブレーンストーミングだとか、スクールカウンセラーの利用等

ですね。 

 それから５番目には、相談体制づくりということで、組織体制、第三者委員会、新委

員会、あるいは生徒自身の自発的な話し合いの場をつくってやろうということでした。

それから学校経営としての全員参画体制の構築ということで、大きくこの６つについ

て、討論がございました。 

 最後に考察として、実践、あるいは方法論としては詳しく述べられていましたけれど

も、その行動、あるいは検証した結果、どういう効果があらわれたのか、つまりＰＤＣ

ＡのＣＡの部分ですね。この辺りについては少し薄かったのかなと思います。 

 また、ＮＰＯ法人のアンケートによると、いじめの被害を受けた子どもたちの３人に
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１人は死にたいということを述べているということですから、ひょっとしたら、その中

から本当に死に至ってしまう子どもたちが出てきてもおかしくないと思いますし、加害

者、被害者とも心のケア、あるいは死に対しての教育、生きるための教育というものが

実践的に必要ではないのかなと思いました。 

 最後になりますけれども、やはり学校現場に行政、あるいは社会も加わった体罰根絶

の取り組みというものが必要ではないかなということを感じて帰ってきたところであ

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。 

 ここまでのところで何かご質問ございませんか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 どうもありがとうございました。お疲れさまでした。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、ほかにないようでしたら、これで９月の定例教育委員会を閉会いたします。 

 


