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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。ことし初めての定例教育委員会でございます。ことしもよろしくお

願いします。 

 ニュース等でもノロウイルスによる食中毒が、浜松で１，１３３人でしたか、広島の

中学校や施設などでもノロウイルスによる食中毒が起こっております。非常に大変なこ

とだと思います。佐賀市においても、給食をつくられる調理場などでは再認識していた

だいていると思いますが、ご家庭でも手洗い、うがいをしっかり習慣づけることが必要

でありますし、またそういうウイルスや細菌に打ち勝つ強い体をつくってあげることも

大切ではないかと思っております。 

 これより佐賀市教育委員会１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） 

 １２月２４日の定例教育委員会の会議録につきましては、皆様に１月２４日に配付し

ております。どうぞ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。報告内容について質疑はございませんでしょうか。 

 私の発言のところで、１ページの１３行目の『「進」という字を上げたい』のところ

を「上」と書いてありますけど、これを「挙」に、それともう１つ、その次の段の一番

後ろに、また「上げたい」の漢字を「上」を書いてありますので、「挙」の字に訂正を

お願いしたいと思います。 

 

（梅﨑教育総務課副課長） 

 はい、申しわけありません。修正いたします。 

 

（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〕 

 ご異議がないようですので、修正いただきまして、会議録を承認することといたしま

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。 
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（東島教育長） 

 それでは、資料に基づいてお話をいたしますが。 

まず１点目が北川副校区の「ふれあい冬まつり」です。これは毎年行われていますけ

れども、スローガンが「子どもへのまなざしふれあうまつり」ということで、大人と子

どものふれあいを視点に置いてなされております。特に、子どもと大人の共同体験、ほ

んげんぎょうの準備から当日の係、そして出演まで、子どもたちに地域の一員としての

自覚と郷土愛を醸成していくことを目的としています。子どもたちは、竹切りから準備

から、いろいろかかわっておりますけれども、当日には小学生たちの地域参加への表彰

式がありましたし、中学生は、吹奏楽部が演奏で出演をしてくれましたし、東高の子ど

もたちはなぎなたや空手で演舞披露をしてくれました。こういうことで、地域を挙げて

子どもと大人の共同体験というのをされておりました。非常に定着をして、地域が一体

になっている姿を感じたところでございます。 

 また、その日は午後から、久保田の成人式に行ってまいりました。教育委員さん方も

それぞれの地域の成人式に出向かれたと思いますし、きょうの報告事項の中にもありま

すので割愛をさせてもらいますが、ことしから変わった点が、これまで市民会館で行っ

ていたのを文化会館で行いました。これは岸川委員さんからもご意見が出ておりました

が、成人者がこれだけいるのに、そもそも入らない市民会館でやるのはいかがなものか

という声がありまして、やっと今年から、成人者ができるだけ入れる、一番キャパの大

きいところを用意するということで臨みました。またいろいろなアイデアがあってテレ

ビ放映等もあったところでございますので、報告等あろうかと思っております。 

 それから２点目が、年が明けましたら、これから３月の頭に向けて教職員の人事がス

タートをいたしました。先般、東部教育事務所長ヒアリングが終わりました。１週間か

かって、一貫校もございますので５１校のヒアリングが終わり、いよいよきのうから佐

賀市教育委員会のヒアリングを開始したところでございます。これから学校教育課を中

心に教職員の人事をスタートさせますので、委員の皆さん方にはご理解をいただいて、

臨時の教育委員会の招集等で皆さん方の了解を受けるべき中身が出てくると考えてお

ります。 

 ３点目ですが、教育委員会の研究委嘱にかかる研究公開が諸北小でございました。こ

こでは子どもたちの実態を踏まえた学力向上という視点での研究公開でございました。

算数科を中心にしての研究公開でございましたが、特色的には基礎的な知識や技能を徹

底して身につけさせるということで、モジュール授業、つまり４５分という小学校の授

業単位を１５分、１５分、１５分に区切って、徹底して基礎的な知識や技能を子どもた

ちに訓練をする、あるいは記憶をさせるというスタイルになっています。やはり記憶力

というのは、若いほどいいわけでございまして、頭を鍛えるということは、授業に向か

う構えづくりとか意欲づくりとか、あるいは学習後の達成感とかにつながっていくだろ

うと思いますので、意義のある研究公開ができたと思っております。 

 それから、校区対抗駅伝大会が２日前に行われました。特に伊東委員さんには直接現

場で役員として動き回っていただきましたが、天候はよかったのですが、強風のために

開会式、閉会式は非常に寒い中での式となりました。駅伝そのものは抜きつ抜かれつの

熱戦が繰り返されまして、最後は兵庫が優勝、神野が２位、３位が鍋島、４位が久保田、

５位が川副だったでしょうか、大変白熱したおもしろいレース展開になりました。無事

に終了したところでございます。 

 また、教育長を囲む会、地域づくり研修会、能体験鑑賞等ございました。特に能体験

鑑賞は、私も行きたかったのですが、行事がダブっておりまして行けませんでしたが、

近隣の小学生が参加をして、本丸歴史館で、実際に能の体験を行っております。それか

ら市の教育研究発表会、これも教育長会と重なりまして行けませんでしたが、各学校の

教職員の代表が集まってグループを組んで組織的に研究を行った成果発表ということ

で、佐賀市の先生方の頑張っている姿がここで読み取れるわけです。また個人研究発表

と言って、先生方が個人で学校の自分の子どもたちの実態をとらえて研究したものの成
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果発表もなされたところでございます。 

 １月２４日から２６日は大詫間のおひなさま飾りがありました。これは私も毎年行っ

ております。地域の皆さん、特にお年寄りの皆さんがそれぞれおひなさまをつくってみ

んな一緒に飾っておられる、大変感動的なおひなさまでございました。 

 ２ページ以降は、今議論をしております学力向上、あわせて公開について、私が考え

ていることを校長先生方に話した中身でございます。 

 １つは、学力ってペーパーテストだけじゃないよねということをよく耳にします。も

ちろんそうであるのは間違いありません。しかしながら、全国学力・学習状況調査の学

力調査の部分は、当然ながら学習指導要領で言うところの目標内容をとらえてテストを

するわけでございますので、各学年で確実に身につけさせなければならない中身、学校

の責任において身につけさせなければならない中身なのです。そういう意味で、まず１

つこれをしっかり押さえていただきたいというのが１点目です。 

 それから２点目は、これは一朝一夕で成り立つものではないと。６年間、９年間の日々

の授業の積み上げの結果なのです。１つの通過点ではあっても、９年間の積み上げの結

果であって、非常に重いということなのです。 

 それから３点目は、そういう力をつけるためには、やはり日々の授業が大事なのだと

いうことです。日々の授業で一番大事なのは、子どもたちがこの授業で何を学ぶのかと

いうきちんとした目的を持って、最後には何を学んだのか、何がわかったのかをきちん

と自分自身で振り返って、そして、そういう子どもたちの自覚と、意識に支えられた授

業でないと、本当の力にはなり得ないというお話をさせていただきました。これは、実

は学習指導要領の小学校、中学校の総則編の中にも書いてあるのです。書いてはあるの

ですが、なかなかうまく伝わり切れていない可能性が高いということで、あえて取り上

げさせていただいたところでございます。 

 これからも各学校の学力向上に向けては、本気になって取り組む必要がございますの

で、公開をどうする云々も大事ですが、もとになる学力をどうするかということはこれ

からも議論していかなければならないと思っております。またこれからもよろしくお願

いしたいと思います。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 報告内容に何かご質疑はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑がございませんので、教育長からの報告を終わります。 

 

日程４ 報告事項 

 

（山下委員長） 

 引き続き日程４の報告事項であります。 

 「平成２５年度（２０１４年）佐賀市成人式について」、青少年課お願いします。 

 

（百崎青少年課長） 

 平成２５年度佐賀市成人式につきましてご報告させていただきます。 

資料の１ページをごらんください。 

 内容及び実績につきまして、平成２５年度佐賀市成人式は、平成２６年１月１２日日

曜日に市内８会場で開催いたしました。教育委員の皆様には、各会場の成人式におきま

して、市長式辞を述べていただきまことにありがとうございました。全８会場とも式典

などは事故もなく、予定どおりに開催をすることができております。また、各会場では、

新成人代表の皆さんにスタッフとして受付や司会進行などの役割を担っていただき、新
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成人の皆さんとともに運営した成人式を実施することができました。 

 今年度の成人式参加者数は、全体で２，０１４名でした。住民基本台帳に２，４８４

名の登録がありましたので、８１％の参加率となります。 

 佐賀会場につきましては、参加者数が１，３５０名でした。今年度から会場を市民会

館から文化会館に変更いたしまして、式典会場が広くなったことにより、大ホールに新

成人が入場してくれるか心配でしたけれども、新成人スタッフ１４名と教育委員会各課

の職員の協力もありまして、式典開始の午後３時には大ホール１階はほぼ満席となりま

した。式典の間はざわつくこともなく、大人の自覚を持った新成人らしく、全て滞りな

く式典は終了することができております。 

 今回、佐賀会場では、資料２ページの中ほどになりますけれども、佐賀北高書道部出

身の新成人スタッフ、今泉さんと坂井さんに、文化会館２階にあります広いロビーに新

成人へ向けてのメッセージとして、「青春 花桜 一生に一度のこの人生 咲かせて魅

せます」と、高さ１メートル２０センチ、幅３メートル６０センチの和紙に力強く書い

ていただき、ホールを華やかに演出していただきました。 

 また、式典開始前に２０年間の佐賀県の出来事の記事や小学校時代の思い出の校舎、

そして中学時代の恩師からのメッセージを映像にしましたオープニングＤＶＤを上映

いたしております。 

 式典の後の立食ティーパーティーでは、古湯温泉旅館組合無料入浴券やお菓子詰め合

わせセット、バルーンクリスタルやファイルなどを景品としまして、新成人お楽しみ抽

選会を実施いたしました。当選した新成人にはステージに上がってもらって、１人ずつ

新成人としての抱負を発表していただき大変盛り上がりました。 

 諸富会場ほか、各会場につきましても、メモリアルフォトのアトラクションや新成人

自己紹介、新成人全員の記念写真撮影、また、川副会場のまなざし宣言、久保田会場の

恩師と語る会など、成人式として思い出に残る内容を実施いたしております。 

 各会場の様子につきましては、３ページ、４ページに写真を掲載しておりますのでご

らんください。 

 資料の１ページに戻りますけれども、新成人への記念品につきましては、新成人に故

郷佐賀と物を大切にする心を忘れないでもらいたいという願いを込めまして、佐賀市産

ヒノキ材を使って、諸富家具振興協同組合で製作をしていただいたマイ箸をお送りいた

しました。今年度も箸袋の台紙の「祝成人」、「２０」、「おめでとうございます」の文字

を佐賀北高書道部出身の新成人スタッフ今泉恵理子さんに書いていただいております。 

 ３番目の感謝の手紙コーナーにつきましては、佐賀会場のみですけれども、佐賀天神

郵便局が昨年に引き続き感謝の手紙コーナーを設置いたしました。 

 今回は、先着１００名の新成人にその場でデジタルカメラで写真を撮り、それをはが

きに印刷しまして、無料で提供をいたしております。こちらも大変好評で、式典開始前

には全て配布を終了しております。このほかに、当日式に参加された新成人を対象に全

会場でアンケートも実施しております。 

 今後もさらに新成人の意見を取り入れながら、よりよい成人式の開催に向けて取り組

んでいきたいと考えております。 

 報告につきまし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。 

 それでは、この成人式について、まず各出張所の教育課長からつけ加えや状況を報告

してもらって、その後、私たち委員も出席しましたので、その感想を述べさせていただ

きたいと思います。 

 諸富出張所からよろしいですか。 
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（鷲崎諸富教育課長） 

 諸富は、会場をハートフルから公民館に変えてから２年目ですけれども、会場に関し

ては特段問題ありませんでした。開始のときに少し歓談が多くて受付が５分ほどおくれ

ましたけれども、その後はスムーズに進みました。あと自分たちでメモリアルＤＶＤを

つくってきていまして、はかま姿も二、三人ほどいましたけれども、ことしは去年以上

にスムーズに進みました。 

 一番関心したのは、式典終了後、私たちが小人数で後片づけをしていたときに、新成

人が、初め２人ほど手伝ったんですけども、それを見て三十何人ほど手伝ってくれまし

た。それで本当にスムーズに後片づけができまして、非常に関心しております。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 大和出張所お願いします。 

 

（前山大和教育課長） 

 大和会場はホテル龍登園で行いまして、成人式の対象者２２５名中１９８名、それと、

県議会議員様、校区の自治会長様、町内小中学校の校長様、中学校の恩師の方など、来

賓の方が１９名、それから保護者が約２０名の出席がありました。式典は定刻どおり午

後２時から開会しまして、滞りなく約２５分程度で終了いたしました。その後、約１時

間１０分程度の立食パーティーを行ったところです。 

 式典会場がホテルのロビーから８０メートル近く離れておりまして、成人者の誘導に

時間がかかり、開始時刻が遅れることも想定されましたので、これまではシャトルバス

をホテルの玄関前で停車しておりましたけれども、ことしは式典会場の入り口のほうに

停車しましたところ、容易に成人者を会場に誘導することができまして、定刻の午後２

時に式典を始めることができました。 

 それから、式典の開始前は成人者の話し声でざわついておりましたけれども、静かに

するようにアナウンスをしましたところ、すぐに話し声はおさまりまして、式典は何の

問題もなく厳粛に執り行うことができました。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 三瀬出張所お願いします。 

 

（藤瀬三瀬教育課長） 

 三瀬の成人式について報告いたします。 

 対象者は１５名で、全員出席しております。保護者の方が２０名ほど出席をされてお

ります。定刻の１１時にはほぼ皆さん集まって、会場に入っていただきました。式典は

滞りなく終了しまして、あと報道機関から２社来ておりましたが、質問に対して楽しく

答えておりました。 

 これといった問題もなく、３０分ほどの式典の後、立食ティーパーティーを隣の会場

で行いまして、そこでも談笑しておりました。 

 三瀬は以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 次に、川副出張所お願いします。 
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（糸山川副教育課長） 

 川副会場です。ことしも式典は滞りなく厳かに式典を執り行うことができました。ま

た、その後の立食ティーパーティーも和やかに歓談しながら楽しいひとときを過ごせた

のではないかと思っております。 

 ただ、川副会場には全員が入れる施設というものがございませんで、体育センターで

執り行っております。ここが唯一、市内で冷暖房のきかない施設でございますので、ち

ょっと寒い状況だったという意見が出ております。これほどの人数が収容できる施設が

ほかにございませんので、例年どおり体育センターで行いましたけども、成人の数も

年々減ってきておりますので、どこかうまく収容できるスペースがないかどうかを現在

検討しているところでございます。 

 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。 

 東与賀出張所お願いします。 

 

（江頭東与賀教育課長） 

 東与賀会場ですが、昨年は受付で少し時間をとりまして開始が遅れることもありまし

た。その改善に向けて取り組み、今年はすんなりと会場に入ってもらえました。ただ、

ざわつきといいますか、私語が多かったという感じがありましたが、式典が進むうちに

来賓のご挨拶があっている中ではシーンとなってきまして、後々は厳粛に進みました。 

 出席されていた東与賀小学校の校長先生と今日話をした中で、ざわつきについては司

会者の方に私語を慎むようアナウンスをしてもらえば、同じ年代ですのですんなり聞い

てくれるのではないでしょうかというアドバイスをいただきました。早速来年の式典で

は、その分をシナリオに入れていこうと考えております。 

 また、女性で着物を着ている方でショールをかけられています。初めて私も知りまし

たが、このショールは外で使うものですよと、館内では肩からとって膝の上に置くよう

にというアナウンスもしてほしいですねということで、アドバイスを受けております。

そういった形で来年は改善していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 久保田出張所お願いします。 

 

（古川久保田教育課長） 

 久保田出張所は、例年どおり久保田の保健センターで開催をいたしました。予定どお

りの時間で厳粛に始まりました。新成人の謝辞の中の意見発表のときには、久保田出身

で現在オリックスに入団している、堤君というプロ野球選手が今の頑張っている自分の

ことを発表いたしまして、皆さんとても感動されて、いい発表だったと思っております。 

 あと、恩師と語る会のときにタイムカプセルを開いて、子どものときに書いたものと

か自分たちが大切にしていたものが手元に戻って大変にぎわっておりました。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、私たち委員からも感想を述べさせていただきます。諸富に行かれた委員さ

んから。 
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（福島委員） 

 福島が諸富の会場に伺いました。先ほどご報告があったとおりでして、新成人さんた

ちが自主的に式を運営されていて、非常に皆さん整然とされていたと思います。自分た

ちでつくりたいと申し出られて、ＤＶＤも自主的につくられたそうですね。終了後、私

は帰ったのですが、片づけまで自分たちでされていたというのにびっくりしまして、よ

かったなと思いました。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 大和に行かれた委員さん。 

 

（岸川委員） 

 岸川は大和でございましたけれども、支所の中では最大の規模ということで、スムー

ズに行くだろうかと少し心配しておりましたが、ロビーとかでずっと話されていました

が、けじめがきちんとついていて、時間どおりにきちんと着席されて、本当に時間どお

りに始まりました。また、式辞のときも、私も子どもが今度新成人になったものですか

ら、式時を読む前にその旨伝えて、皆さんの親御さんの気持ちで述べさせてもらいます

というふうに言いましたところ、非常に真剣に私の目を見て聞いていただいて、私語も

一切なく、私も読みながら非常に気持ちのいい思いをさせていただきました。２００人

近い数でしたけれども、いろいろお世話される方のご苦労もあったと思いますが、何の

問題もなくスムーズなすばらしい式典だったと思います。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 次に、富士に行かれた委員さん。 

 

（光吉委員） 

 私は富士に行かせていただきました。人数が少ないということもありまして、私語も

なく大変厳粛な式でした。一番印象に残っているのは、３ページの写真にもありますけ

れども、新成人者の自己紹介ということで、１人ずつマイクを持って話されました。か

なり緊張されていたようですが、現在の勤め先とか、大学生とか専門学生の方は将来こ

ういう職業につきたいということを話されていまして、親孝行したいということも言わ

れていまして、時折笑いを誘ったりして大変和やかな雰囲気で開催されていたと思いま

す。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 次に、三瀬に行かれた委員さん。 

 

（伊東委員） 

 三瀬は私の担当でしたけど、海外に行っていまして、急遽貞富部長に交代いただきま

した。ご迷惑をかけたことをおわび申し上げます。 

 

（貞富こども教育部長） 

 それでは、私から三瀬の状況を報告いたします。三瀬に伊東委員さんの代理として行

かせていただきました。三瀬は、８会場の中で一番人数的には少ない会場でありまして、
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１５人の新成人の方が参加されました。家族の方たちも参加されていたわけですけれど

も、厳粛な中にもアットホームな成人式だったと感じました。 

 先ほど富士でも一人一人自己紹介という話がありましたが、三瀬でも一人一人自分の

名前を言って、現在の状況とか、両親のことを紹介したりして、最後にはこれからの抱

負を述べる機会を設けられていました。 

 話を聞いて、本当に皆さん、しっかりされているなと感じたところです。 

 その中で、正直、見かけは少し突っ張ったような感じの方が１人おられて、どういう

ことを言われるのかなと思ったのですが、その方が抱負として、これまで随分親には迷

惑をかけたので、これからは親孝行をしますというようなことをおっしゃって、非常に

私としては感動いたしました。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 東与賀は私が行かせてもらいました。先ほど教育課長さんから言われましたけれど

も、始まるときから、市長の式辞をあるところでもざわざわして、私語がとても多かっ

たです。その後は静かになりましたが、国歌を歌うときも目立ちたい行動をとる人がい

まして、冷やかし半分に歌うようなことが見られました。 

 新成人の抱負は、人々の支えがあってここまで来れたことへの感謝の気持ちとか、今

から責任ある一歩を踏み出すんだとか、社会の規範の一翼を担いますとか、責任と自覚

を持って行動しますというとてもしっかりした抱負を述べられました。また司会者の新

成人の方たちも、しっかりとスムーズに司会をしていただきまして、式典は順調に進ん

だところです。 

 ただ、さっき課長さんもおっしゃいましたけれども、ショールの件ですね。今の親御

さんは室内でショールを取るのだいうことをご存じないのでしょうね。これもやはりさ

っきおっしゃいましたように、教育の１つかなと思いました。座るときも、着物を着た

ときはお袖をダランと垂らすのではなくて、前に折って座ります。今写真を見ていまし

たら、どの会場も、ショールをかけたままの人が多いようですので、来年は各司会者の

方に、それを言ってもらったほうがいいのではないかと思いました。 

 最後に、久保田からおねがいします。 

 

（東島教育長） 

 今出張所の課長が申し上げましたとおりでございまして、滞りなく終わりました。た

だ、式の後のティーパーティーが恩師と語る会ということで、思斉館の小学校、中学校

の校長はもちろん、転勤した先生方や、これまでかかわった先生方が出席をして、成人

者と一緒にティーパーティーに臨みました。タイムカプセルの開缶までやるというの

は、非常にいいアイデアだなと思いました。通常タイムカプセルなどは学校でやるので

すが、こうやって成人の日に合わせてやるというのは、これは非常にいい試みだなとい

うふうに思いました。それぞれどの会場でもいいところはお互いに共有しながら進めて

いかれてもいいのかなと思います。 

 それから、全体的に思うことですが、暖房の利かないところがあったということです

けれども、１カ所だけなのでしょうか、ほかのところも暖房の利かないところはありま

したか。 

 

（百崎青少年課長） 

 ほかのところは一応空調が入っていると聞いています。 

 

（東島教育長） 

 川副だけですね。川副は、空調の利く場所でこれだけの人数を収容をするところはな
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いのですか。 

 

（糸山川副教育課長） 

 そうですね。南川副公民館ですとか、佐野常民記念館とかがありますが、あれだけの

人数を収容をするには厳しい状況です。 

 

（東島教育長） 

 人数的に厳しいということですね。 

 

（糸山川副教育課長） 

 はい。あと考えられるのが、新しく開港した佐賀空港の国際線のところにも広いホー

ルがあるので、そこも見ておりますが、スペース的に入るかどうかは今検討しておりま

す。 

 

（東島教育長） 

 成人式で暖房がないというのはかわいそうですからね。この辺りは工夫の余地がある

のかどうか、検討してみてください。 

 それから、市長の挨拶文は、コンパクトで非常によかったですね。今後もああいうふ

うにコンパクトに書いていただくと成人者にも伝わりやすい。あまり長いとなかなか聞

けませんからね。コンパクトでよかったと思います。 

 それから、各会場が午前中から行うところと午後から行うところ、同じティーパーテ

ィーでも午前中から午後１時ぐらいまで行うところと３時、４時にかけて行うところと

ありますが、これは中身が違うのですか。１１時半、１２時からだと昼食時間ですよね。

この２会場では昼食を兼ねてティーパーティーをやっているということですか。 

 

（百崎青少年課長） 

 佐賀会場につきましては、始まる時間が１５時４５分からですので、佐賀のお菓子と

か、そういったもので、食事というような感じではありませんでした。 

 

（東島教育長） 

 三瀬と川副は午前中から始まって、昼にかかりますよね。ここのティーパーティーと

他の会場のティーパーティーは違いがあるのですか。 

 

（藤瀬三瀬教育課長） 

 三瀬では、ティーパーティーの料理については、今回は巻き寿司とか、昼食を兼ねた

軽食になっています。 

 

（糸山川副教育課長） 

 川副はお茶とお菓子程度です。写真を撮る間に、先生たちとの懇談をするためのお茶

とお菓子程度になっております。 

 

（東島教育長） 

 それが１２時から１時までですね。 

 

（糸山川副教育課長） 

 はい、そうです。ちょうどその時間帯に合わせてクラスごとに写真撮影を行いますの

で、その時間帯になっております。 
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（東島教育長） 

 久保田地区には、早く終わったところの久保田出身じゃない成人者が数名来ました。

多分先に終わったところの成人者でしょう。その人たちが別の会場に押しかけてくると

いう状況がありましたし、ティーパーティーが昼食を兼ねるという目的であれば昼にか

けてもいいんですが、お茶とお菓子ということであれば、わざわざ昼にしなくても、午

後からしても間に合うのかなという思いがありました。三瀬の場合には昼食を含んでい

るということですから、この時間帯で意義があるのですが、そうでないところは午前中

にしなければならないという理由があれば別ですが、大体の時間帯をそろえていくと、

もう少し整理ができそうな気がしてならないので、その辺りは検討の余地があれば検討

してみてください。 

 それから、オリックスの堤さん、非常にいい挨拶でした。だから佐賀市を挙げて、オ

リックスを応援しなくてもいいから堤さんを応援していかなければいけないと思いま

した。個人的に後で話をしたら非常に立派でした。高校を卒業して、プロの集団の中に

入って、やはり大したものだなと思いました。佐賀出身のからそういう人物がいるとい

うことも頭に置いて応援していきたいなと思いました。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何か、お尋ねになりたいことはないですか。ことしはこういうふうに写真が出

ておりまして、各会場の様子が見れて非常によかったなと思っているところです。それ

ぞれやはりしっかり成人となって、志が違うというのを私も感じましたので、恐らく佐

賀を担っていただける成人へ育っていくものと期待しております。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 あと１ついいですか。私かねがね思っていたのですが、非常にスムーズにはなってい

るのですが、もう少し新成人たちにいろいろな企画なり運営をさせるとか、実行委員会

か何かをつくって、もっと自分たちでつくり上げていくということをさせていったほう

がいいのではないかなと感じました。学校の延長みたいな感じでしているようなニュア

ンスも感じて、さっき諸富でそういった工夫がされていたということで、とんでもない

ことをやると言ったらだめでしょうけど、自分たちで心に残ることを何かできないかな

と思った次第です。 

 

（百崎青少年課長） 

 佐賀会場は今まで新成人スタッフ、当日に司会とかをしていただいていたんですけど

も、今回から事前に新成人のスタッフ会議というのを行いまして、１４人のスタッフの

うち、当日参加のスタッフもいるんですけども、参加できる方は４回ほど成人式の前に

スタッフ会議を実施しました。今までやってきた当日の司会以外に担当業務の割り振り

とか、オープニングＤＶＤの選曲とか、２０年間の重大事件の中で、ＤＶＤに入れる事

柄を選ぶ作業とか、そういった部分にかかわっていただいたのが今度変えたところで

す。 

 

（岸川委員） 

 それはすばらしいことだと思います。 

 

（百崎青少年課長） 

 それから、ぶんぶんテレビで数日前から放送があっていますけれども、今回成人式を

迎えた１成人から、今までお世話になったお母さんに成人式のときにサプライズで感謝

の気持ちを伝えたいというご提案がありまして、成人式は式典があって立食ティーパー

ティーという流れなのですが、立食ティーパーティーが終わったあとの会場内でやりま
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しょうかということで行いました。お母さんを本人さんと、その妹さんが会場に連れて

きて、その成人の方と一緒に写真を撮ろうとしたときに、フラッシュモブで１人踊り出

して、どんどん踊りが広がって５０人ほどの新成人やその友人の方とかが踊り出して、

最後に新成人の方がお母さんに対して今までの感謝の気持ちを言われたというのが今

回はありました。 

 

（荒金社会教育部長） 

 それはティーパーティーの終わった後の番外編でした。ただ、お母さんには非常に喜

んでもらいました。その部分がぶんぶんテレビで放送されたみたいです。 

 

（伊東委員） 

 ひとついいですか。セレモニーの内容は別として、昨年の市長選、市議選の投票率が

５０％を割っていますよね。特に若い人の選挙離れが非常に顕著ですし、５０％を切る

というのは非常に問題は大きいと思うんですよ。ですからぜひこういう時期に、少しで

もいいからＰＲとして選挙に行きましょうと、例えば、受付のところに選挙に行きまし

ょうねとか、そういう呼びかけというのも工夫してもらったらどうかなと思います。 

 

（福島委員） 

 議員さんも来られますから、議員さんから言ってもらってもいいかもしれませんね。 

 

（荒金社会教育部長） 

 それについては、選挙管理委員会と、何かできないかということで検討をさせていた

だくということでよろしいでしょうか。 

 

（伊東委員） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 成人になった大人の責任で、まさに選挙権を得るわけですから、そのことは挨拶の中

にも入れてほしいですね。政治参加というのが、この１票でどうなるかということを。 

 

（山下委員長） 

 東与賀では、市議会議員さんがお二人見えられて、しっかりおっしゃいました。皆さ

ん選挙権もあるから選挙に行ってくださいと。 

 

（東島教育長） 

 市長挨拶の中できちっと成人者としての政治参加というのを伝えるべきですね。 

 

（荒金社会教育部長） 

 そうですね。それぞれの権利であり、義務でもありますので。 

 

（山下委員長） 

 佐賀会場の抽選会というのは非常に楽しそうですけど、そういう予算というのはどう

なっているのでしょうか。ほかの会場でもそういうのをしても楽しいのではないかと思

いました。 

 

（百崎青少年課長） 

 佐賀会場について、予算で用意した景品もあるのですが、そのほかは商業振興とか観

光振興とか、そちらから提供していただいている分をお渡ししています。 
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（山下委員長） 

 そうですか。ビンゴゲームなどしたら楽しいだろうなと思いましたので。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、成人式についての報告は以上で終わりたいと思います。 

 ２番目の「食物アレルギー緊急時対策マニュアルの作成について」、学事課からお願

いします。 

 

（田中こども教育部副理事兼学事課長） 

 食物アレルギー緊急時対応マニュアルを作成しましたのでご報告いたします。 

 これがそのマニュアルでございます。お手元に配付しておりますので、ごらんいただ

ければと思います。 

 まず、マニュアルの名称が「学校における食物アレルギー緊急時対応マニュアル」で

す。作成日は今年の１月６日です。 

 このマニュアルは東京都が作成したマニュアルをベースに、佐賀大学医学部小児科の

濱崎教授と、佐賀広域消防局のご意見を加えまして作成したものです。 

 内容ですが、アレルギー症状ヘの対応の手順をわかりやすく示しております。各学校

において緊急時に適切に対応できるように、学校内での役割分担、緊急性の判断と対応、

エピペンの使い方、緊急要請のポイントなどを項目ごとにまとめております。 

 次に、周知についてでございますが、食物アレルギー緊急時対応講習会を１月７日に

開催しております。講習会の内容ですが、まず学校現場における食物アレルギーの対応

についてというテーマで、アレルギーの専門医で国立病院機構福岡病院小児科の医師で

あります柴田瑠美子先生に講演をお願いいたしました。 

 講演は、柴田先生が用意していただきました資料により行われております。対象者は

主に市内小中学校の管理職の先生と養護教諭の先生方などでございます。柴田先生の講

演の後に学事課保健体育係の藤田係長がこのマニュアルの概要について説明をいたし

ております。 

 今後の対応についてでございますけれども、各学校に対して全教職員分のマニュアル

を配布しておりますので、これにより校内研修を実施していただきまして、周知を図っ

ていただければというふうに考えております。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。何かご質問ございませんでしょうか。 

 これは小中学校用ですけど、幼稚園とか保育園とかには配布されないのでしょうか。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 保育園、幼稚園につきましては学事課から、データでいただいていますので、各保育

園・幼稚園に対してデータで送らせていただきたいと思います。あわせて園内研修を随

時実施してもらうことを考えています。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。ほかに何かございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 このほかで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〕 

 ご質問等なければ、これで報告事項を終わります。 

 その他で何かございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 ほかにないようですので、これで１月の定例教育委員会を閉会いたします。ありがと

うございました。 

 


