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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。若葉が美しく、生命力を感じる季節になりました。きょうは今年度

最初の委員会でございます。 

 これより佐賀市教育委員会４月の定例委員会を開きますが、今年度初めての委員会で

すので、自己紹介をお願いいたしたいと思います。 

 初めに、私からさせていただきます。 

 委員長を務めさせていただいております山下でございます。よろしくお願いします。 

 続いて、順次委員さんお願いします。 

 

（伊東委員） 

 教育委員の伊東でございます。よろしくお願いします。 

 

（光吉委員） 

 教育委員の光吉です。よろしくお願いします。 

 

（福島委員） 

 教育委員の福島和代と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 教育長の東島です。よろしくお願いいたします。 

 

（山下委員長） 

 それでは、こども教育部、社会教育部の順で、各部長から異動してこられた新任の部

長と課長のご紹介をお願いいたします。 

 

（貞富こども教育部長） 

 それでは、こども教育部の新任の課長の紹介を私からさせていただきます。 

 副理事で学校教育課長を兼ねております学校教育課の中村課長です。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 中村です。どうぞ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、学事課の梅﨑課長です。 

 

（梅﨑学事課長） 

 席が変わりましたけれども、よろしくお願いいたします。 

 

（西川社会教育部長） 

 市民生活部から社会教育部長に配属になりました西川と申します。よろしくお願いい

たします。 

 社会教育部はスポーツ振興課の山口課長が新任になります。よろしくお願いいたしま

す。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 スポーツ振興課長の山口です。新採で入って以来のスポーツ関係の部署です。どうぞ

よろしくお願いします。 
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（貞富こども教育部長） 

 続いて、私から出張所の新任の教育課長を紹介させていただきます。 

 諸富出張所教育課の松永課長です。 

 

（松永諸富教育課長） 

 諸富出張所の松永です。よろしくお願いします。 

 

（貞富こども教育部長） 

 それから、大和出張所教育課の小林課長です。 

 

（小林大和教育課長） 

 小林です。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、富士出張所教育課の池田課長です。 

 

（池田富士教育課長） 

 池田です。よろしくお願いします。 

 

（貞富こども教育部長） 

 それから、三瀬出張所教育課の山田課長です。 

 

（山田三瀬教育課長） 

 山田です。よろしくお願いします。 

 

（貞富こども教育部長） 

 それから、久保田出張所教育課の内田課長です。 

 

（内田久保田教育課長） 

 内田です。よろしくお願いします。 

 

（貞富こども教育部長） 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 それでは、ご紹介が終わりましたので、会議に移りたいと思います。 

 本日は岸川委員が所用のため欠席でございます。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。 
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（大松教育総務課参事兼総務係長） 

 ３月２５日の定例教育委員会の会議録につきましては、４月１７日に配付しておりま

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） 

 報告は終わりましたが、報告内容に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） 

 それでは、プリントに沿って報告いたしします。 

 １番と２番、「佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場オープニングセレモニ

ー」が４月４日の金曜日、それから、「さが桜マラソン大会」が４月６日に行われまし

た。これは後で報告がありますので、この２つについては読んでいただければと思いま

す。 

 ３点目、「平成２６年度第１回全国都市教育長協議会常任理事会・理事会」がござい

ました。文部科学省の説明が４点ございましたが、その資料を別添で付けております。 

 その中で、まず教育のＩＴ化に向けた環境整備４か年計画として、単年度１,６７８

億円、平成２９年度までに総額６,７１２億円を地方財源措置として講じて、教育振興

基本計画の目標水準に達するようにということで、そういう政策を文部科学省はとって

いるという説明がございました。これに沿って、各市町の教育委員会の整備もお願いを

したいということでございました。 

 抜粋してつけておりますけれども、１ページ目の右側は教育の情報化が目指すものと

いうことで、①授業への活用ということが第一義にございます。それから、②子どもた

ちの情報活用能力の育成、③校務の情報化の推進という大きな３つの目標のもとに、こ

のＩＴ化に向けた環境整備４か年計画というのが出されているということをご理解い

ただきたいと思います。 

 その次のページは、学校種毎のＩＣＴ活用についての学習指導要領に沿った目標でご

ざいますので、これは後でお読みいただきたいと思います。 

 ２点目、土曜授業につきまして、非常にこれも議論がなされました。最終的には国法

を整備して、市町教育委員会の狙いに沿って土曜開校ができる、日曜日もできる、ある

いは長期休業中も短縮もできるということでございますけれども、これにつきまして

は、最終的に、国としてどうするのかということは視野に置いているとはっきり申され

ましたので、そこに参集していた教育長の代表は、一応安心をしたところでございます。 

 週５日制が法律のもとに始まりましたが、これが今度は学力の向上という視点から、

あるいは地域に開かれた学校づくりという視点から、土曜日を開校しなさいという暗に

指令めいたものが国、県から出るようになりました。ところが、その整備は実際には統

一的にするのではなくて、市町に任せますよという段取りになっていたわけです。私ど

もはやはり最終的には国が義務教育という一つの観点から、全国一律に整備は進めるべ

きであるというのが基本的な考え方でございまして、その面については、今回、これか

ら段階的に検討すると。最終的に国としてどうするかという議論は今後していくと担当

課長が言われましたので、一応そのようにして今後は進められていくであろうと考えて

おります。 

 きょう、県の説明の中でも、これについての奨励がございました。平成２６年度、つ
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まり本年度は２０市町、必ず全部やってくれという話でございましたが、佐賀市は今年

度、土曜授業開校に向けての検討委員会を各種団体の代表も集めながら、どういうふう

にしていくか検討してまいりたいと思っております。 

 次に、３点目のグローバル化に対応した英語教育の改革実施計画案ですが、これはも

うご存じのように、小学校の英語活動をやっています５年生以上については、現在、次

回の教育課程改訂からはっきりと教科として位置づけるということでございます。これ

はどうも動かない事実のようです。そして、英語活動は下の学年におろしていくという

ことになりました。 

 この教科英語としての小学校５、６年生への位置づけ、これは中学校の英語科を小学

校におろしていくという形で、これから先、計画を立てていくことになります。高学年

教科として週３こま、つまり週３時間は設定をするということでございますので、この

辺りの懸念として、今の授業時数の総枠から増えるのか、あるいは今の総枠は崩さずに

教科を融通して設定をするのか、そこは明確な返事が聞けませんでした。今後、審議会

の中で議論をしていくということにとどめられましたが、どちらにしても、今、小学校、

中学校の総時数はパンク状態にあります。これにプラスされた場合には、相当な無理が

学校に行く。また昔みたいに土曜半ドンに戻さない限りは授業時数が入らないというの

が現状になりますので、この辺りは私どもも慎重に対応していきたいと思っておりま

す。 

 それから、最後の４点目の地方教育行政、つまり教育委員会制度のあり方が、今、議

論、審議をされているわけですが、これについては、きょうの勉強会の材料にもなって

おりますので、その中で文部科学省の考えがもし必要であれば、その時にお伝えしたい

と思います。 

 以上、３番目を終わります。 

 ４点目、「神野公民館落成式」が４月１２日に行われました。ここに書いているとお

りで、鉄骨平屋建て、内装が木質化で、非常に温かみのある雰囲気になっております。

神野校区は、まちづくりの目標が「つながろう！輪になろう！支えあうまち神野」とな

っておりまして、この公民館が、今後、地域の拠点として使われていくであろうと考え

ております。 

 ５点目、「佐賀市小・中学校校長会総会」が４月１６日に行われました。今年度は、

５１名の市内の小・中学校校長のうち、１２名がかわりました。２４％が新任もしくは

外からお迎えしているメンバーということで、今後ますます校長の入れかわりは激しく

なることが予想されますが、この市の校長会組織というのは非常に強固になってまいり

まして、メンバーがかわろうとも、佐賀市の校長会は揺るがないと、そういう中での校

長会の総会でございました。５つの専門委員会、８つのブロックがございますが、それ

ぞれ校長会の主体的、自主的な活動が取り組まれておりまして、教育委員会と市の校長

会が両輪となって佐賀市教育の展開を図ってまいりたいと思ったところでございます。 

 ６点目、「平成２６年度人権総合学習開講式」が４月１９日の土曜日に行われました。

これは佐賀市教育委員会が主催をするものでございますが、佐賀市は人権同和教育研究

会という組織を持っております。人権同和を推進する教員が、佐賀市内には１０名程度

おりまして、組織をしておりますが、端的に言えば、その該当地区の子どもたちに解放

の力をつける、あるいは学力の保障をする、これがひいては進路保障につながるという

ことでの学習会です。年間で四十一、二回行いますが、今年度は４３名の小・中学生が

学習をすることになっております。 

 同じ日に佐賀市スポーツ推進委員の委嘱状交付式が行われました。３６校区、１１３

名のスポーツ推進委員の方に委嘱状をお渡しいたしました。平成２３年にスポーツ基本

法が５０年ぶりに改正されまして、このスポーツ推進委員という名称が変わったと同時

に、役割としても、市のスポーツ推進のための事業の連絡調整役、地域でのスポーツの

指導助言、あるいは地域住民と行政とのコーディネーター、つまり、スポーツ施策の推

進役として、推進委員の役割は今後非常に重要になるであろうと思います。そういう意
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味で、１１３名の皆様方に委嘱をさせていただいたところでございます。 

 以上で報告を終わります。 

 

（山下委員長） 

 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の議題であります。 

 今回提出されております第１号議案『佐賀市コミュニティセンター条例の一部を改正

する条例の施行期日を定める規則』から、第４号議案『佐賀市コミュニティセンター管

理運営規則の一部を改正する規則』まで関連がありますので、一括してご説明をお願い

します。 

 

（中島社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 委員長からありましたように、１号議案から４号議案につきましては、春日北コミュ

ニティセンターの新設に伴います教育委員会規則の改正をお願いするものでございま

す。資料に沿ってご説明させていただきます。 

 資料につきましては、まず１ページをお願いいたします。 

 第１号議案『佐賀市コミュニティーセンター条例の一部を改正する条例の施行期日を

定める規則』でございます。これは平成２５年の１２月議会で春日北コミュニティセン

ターの名称、位置等の設置条例の改正を行いました。この際、施行期日につきましては、

実際の開館日に合わせるということで、教育委員会規則で定めることとしておりまし

た。このたび、春日北コミュニティセンターの開館日を平成２６年５月１７日と決定い

たしましたので、施行期日を５月１７日と定めることをお願いするものでございます。 

 続きまして、２ページでございます。 

 第２号議案『教育委員会公印規則の一部を改正する規則』でございまして、ここでは

公印を使用する文書の区分等を定めております。第４条関係でございますが、この別表

に春日北コミュニティーセンターの使用許可用の使用ということで追加をお願いする

ものでございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 第３号議案『佐賀市教育委員会組織規則の一部を改正する規則』でございます。これ

は組織関係の規則でございまして、別表でそれぞれの教育出張所の組織を定めておりま

す。今回、大和出張所教育課の組織に春日北コミュニティセンターを加えるものでござ

います。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第４号議案『佐賀市コミュニティセンター管理運営規則の一部を改正する規則』でご

ざいます。コミュニティーセンターの管理運営規則の第４条別表で休館日を定めており

ます。この休館日を定める別表に佐賀市立春日北コミュニティセンターの追加をお願い

するものでございます。 

 ちなみに休館日につきましては、毎月第３日曜日及び１２月２９日から１月３日、年

末年始となっております。これはそれぞれ第４号議案まで施行日につきましては、２６

年５月１７日でお願いをしています。 

 別冊でお示ししております資料につきましては、それぞれの規則の新旧対照表でござ

います。ごらんになってご審議をお願いしたいと思います。 
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 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。よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第１号議案『佐賀市コミュニティセンター条例の一部を改

正する条例の施行期日を定める規則』、第２号議案『佐賀市教育委員会公印規則の一部

を改正する規則』、第３号議案『佐賀市教育委員会組織規則の一部を改正する規則』、第

４号議案『佐賀市コミュニティーセンター管理運営規則の一部を改正する規則』につい

ては、全て原案のとおり承認します。 

 その他、何か報告はございませんか。スポーツ振興課長からお願いします。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 スポーツ振興課からの報告ということで、「さが桜マラソン２０１４大会結果報告」

という資料をごらんください。 

 教育長の報告の中にもありましたように、４月６日に総合運動場発着で、２回目にな

りますフルマラソンを今回開催させていただきました。 

 主催は、佐賀新聞、陸協、県、佐賀市、神埼市の５者の共催という形をとっておりま

す。 

 種目がマラソンと約１０キロのファンランということで、合計１万人を募集して、３

日ほどでフルマラソンがいっぱいになったという状況でした。ゲストランナーとして急

遽川内選手も来られて、炎の走りを見せていただいて、佐賀県で頑張っている高校生な

どにも刺激になったのではないかと思っております。 

 大会結果はそこに書かれているとおりです。 

 裏のページをごらんください。 

 このコースが平たんで走りやすいと評判になっております。実際フルマラソンを出場

し、完走した人が、完走率９２．７％、全体で９３．８％と、かなりの方が完走をされ

ております。また、この大会を開催するに当たりまして、佐賀市の各職員にもご協力を

いただきました。２２０名ほどの動員で大会運営をスムーズに進行させていただいたと

ころです。庁内の協力体制として、４部２局と教育委員会にご協力いただいて、それぞ

れの立場、分野で大会を下支えしていただいております。 

 大会の評価については、「ｒｕｎｎｅｔ」というポータルサイトがあるのですが、イ

ンターネットを利用されている方はランナーのためのこういうサイトをよくごらんに

なります。これは、それぞれの大会に参加した人しか評価をつけられないのですが、そ

の中で、このさが桜マラソンの参加者からの評価を３ページ目に抜粋で出しております

が、いい評価をいただいています。「ランナーの立場に立って大会を運営していただい

ている」、「沿道の応援」、「ボランティア」、そういった方々からの「力強い応援と励ま

し」、また、「おもてなし」、そういったところが高い評価につながっているかと思いま

す。 

 今回は２回目ということで、１回目よりも改善はしておりますが、３回目以降につき

ましても、いろんな意見をいただきながら、よりよい大会にしていきたいと運営側は考

えているところです。 

 その次のページが、実際の新聞記事でございまして、出てきた評判、いろいろな意見

を踏まえて、おおむね好評だということで記事にしていただいております。カラーで委

員さんにはお配りしていますが、スタート前からゴール後まで、いろいろな形で参加者

も含めて大会の状況がわかるような写真もつけさせていただいております。天気にも恵

まれて、ちょっと風は強かったんですが、比較的走りやすかったと聞いております。 

 見開き、折り畳みのＡ３の資料は、大会のコース図や具体的なイベント、あと応援す
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るためのいろいろな手だてといったものをつけさせていただいております。 

 最後のページも新聞記事ですが、桜マラソンと銘打って、やはりピンクが目立つ大会

だなというのがよくわかるのではないかなと思います。早いランナーからゆっくり楽し

みながら走るランナーまでが一つになって構成されている大会ということで、今後も人

気が出てくるかと思いますので、そういった意味で、佐賀市の体制ももう少し強化した

上で、よりよい大会にしていきたいと感じているところです。 

 なお、コース沿線等も含めて、関係のある自治会、また企業の方々にはお礼を兼ねて

部長も含めて回って、来年に向けての協力のお願い等もしているところです。 

 スポーツ振興課からは以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 何かお尋ねなり、感想なりございませんか。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 補足しますと、学校関係者や委員さんもたくさん走っていただいたみたいです。 

 

（山下委員長） 

 私も応援に行きましたが、すごくわくわくしました。みんな笑顔だなというのがすご

くよかったと思います。ますます盛んになって、一大イベントになっております。また

来年もあるでしょうから、皆さんで応援しましょう。 

 準備から後片づけまでしていただいた皆様方、本当にご苦労さまでした。ありがとう

ございました。 

 

（福島委員） 

 川内選手はゲストランナーだけど、全部本気で走られていたのですか。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 彼は手を抜かないということで有名で、レースが練習の一環だということで、２時間

１３分は運営委員会で想定されたベストタイムでした。 

 

（伊東委員） 

 参考にお聞きしたいのですが、私の提案から、１年前に荒金部長が中学生、小学生の

参加を少し考えてみようとおっしゃっていましたが、その後何も返事もアクションもな

いのですが、何かご検討された経緯があれば教えてほしいなと思います。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 ５者で構成しております大会運営委員会で協議した中にも種目を増やすという協議

内容がありました。ただ、まずはマラソンを定着させたいということで種目を今後増や

していくかというのは、もうしばらく待った上で検討したいと会議上では決定したと聞

いております。 

 

（伊東委員） 

 種目というよりも応援として、例えば学校授業を振り替えるとか、よそはやっている

ところがあるのですよ。高校生の応援は、私も走っていて、佐賀工業の陸上部とか北陵

高校とか、非常に感激しましたけれども、少し欲を言えば、小中学生の参加がもっとあ

ればと思いました。自分たちでおのおの行っている人たちはいたでしょうけれども、学

校の先生たちの指導によって応援しようねとか、ひとつ学校として、全員参加というイ

メージでご検討いただけないかなということです。ちょうど４月という年度がわりの大
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変厳しい時期ではあるでしょうけれども、佐賀県みんなで盛り上げる大会ですから、ご

検討いただけることがあればと思います。 

 

（東島教育長） 

 現状では、中学校の吹奏楽部がそれぞれの場所で応援していますね。大和太鼓も中学

生あたりが出てきて声援を送っていましたが、一番のネックは春休み中であって学校が

開放されていない日、課業日ではないということです。 

 それからもう一つが、日曜日ですので、日曜日に学校を開けますと必ず振り替えをや

らなければいけないというのは、労基法上どうしようもない事実でございますので、学

校統一でやるのかどうか。こういう機運を高めるために、子どもたちにどう指導をして、

どう動くように仕向けていくのか、指導の中でどう生かすのか、この辺りも含めて検討

はしていく必要があると思います。といいますのも、さが桜マラソンは、県と言いなが

らも、佐賀市がメーン会場になっていますので、スポーツに対する関心を高めるという

意味では非常にいい素材でもありますから、少し工夫をしてみたいと思いますし、校長

会にも投げかけてみたいと思います。 

 

（伊東委員） 

 先ほども教育長がスポーツの重要性というのはおっしゃいましたので、スポーツをし

ない子どもたちを生涯スポーツとしてどう巻き込んでいくのか、そういう捉え方でやれ

ばプラスの方向に向くと思いますので、ぜひ来年度は検討してほしいなと思います。あ

りがとうございました。 

 

（光吉委員） 

 大会上位者の中に中国の方が３名ほどいらっしゃるのですが、外国人選手というのは

どのくらいいらっしゃったのか、もしわかれば教えてください。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 現在、手持ちの資料の中では、そこまでは把握をしておりませんので、後ほど確認し

ておきたいと思います。 

 

（東島教育長） 

 中国の方が結構固まっていらっしゃいますよね。あれはお互いに知り合いとか、何か

の関係があるんですか。 

 

（西川社会教育部長） 

 県がスポーツ交流の取り組みで招聘しております。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 韓国、中国は、十数名だったと思います。 

 

（山下委員長） 

 ほかには何かございませんか。 

 それでは、スポーツ振興課の報告は終わりたいと思います。 

 その他で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。 

 引き続きまして、５分間の休憩の後、勉強会に移ります。 

 関係課以外はご退席をお願いします。 

 


