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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。これより佐賀市教育委員会５月定例会を開きます。 

 今月、私は幼保小接続機期プログラム「わくわく」の学校訪問をさせていただきまし

た。５校ほど訪問させていただきました。子どもたちの様子を見ますと、すっかり学校

に慣れていまして、学ぶ姿勢がもうできておりました。発表する態度、発表の仕方もき

ちんとできておりまして、係の仕事もちゃんとできておりました。幼稚園の先生とか保

育園の先生方もいっぱいお見えになって、子どもたちは２カ月ぶりに会う喜びといいま

すか、ほっとしたような感じで喜んで抱き合ったり、お友達を先生に紹介したりと、ほ

ほ笑ましい姿が見られました。 

 全般的に見ますと、小学校の先生方もゲーム性を取り入れた指導の仕方で、接続期の

教育が非常にうまくいっていると私は感じました。学校の先生によれば、指導要録を非

常に細かく書いていただいているので、指導の面でそれが生きているとおっしゃってお

りました。 

 そして、「えがお」「わくわく」の本が非常にためになっていると。これは本当にいい

テキストだという評価を受けました。私もうまくいっているということがうれしくて、

やはり佐賀市は一歩も二歩も先を行っているのではないかと感じてまいりました。 

 それでは、委員会に入ってまいります。 

 本日は福島委員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の会議録について、お願いします。 

 

（大松教育総務課参事兼総務係長） 

 ４月２１日の４月定例教育委員会の会議録につきましては、５月２３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） 

 資料をお渡ししておりますので、これに沿って報告いたします。 

 まず１点目、本年度のコミュニティースクールの辞令交付を４月１５日に、赤松小、

北川副小、城南中で行いました。国が目指している“地域とともにある学校”というこ
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とで、地域の期待や願い、また、地域の力を取り入れて学校経営をしていくというコミ

ュニティースクールの理念がございますが、これはもともと平成１３年から佐賀市で一

斉導入しました学校評議員制度をかなり進めた形ということになりまして、基本的には

開かれた学校、特色ある学校を目指しているわけでございます。本年度からは小中一貫

校の松梅校をコミュニティースクールに指定する予定にしているところです。少なくと

もコミュニティースクールの理念というのは、各学校が当然前提とすべきだろうと思っ

ております。これが１点目です。 

 それから２点目、平成２６年度の佐賀市少年少女発明クラブの開講式が４月２６日

に、クラブの活動拠点になっております勧興小学校でございました。年々子どもたちの

応募が多くなってきていると聞いておりますし、長い期間をかけて毎年地道に積み上げ

られてきているということで、子どもたちが物をつくるということに興味・関心が高ま

っていることは非常にいいことだなという思いで参加させていただきました。 

 ３点目は、学校経営ヒアリングです。もちろん、教育課程ヒアリングも行っておりま

すけれども、各小・中学校の校長、５２名おりますが、市教育委員会との共通理解のた

め、あるいは双方から意見を出し合って、よりよい学校経営ができるようにという願い

の中で学校経営に対しましてのヒアリングを行っております。特に本年度は、いじめ防

止対策推進法が施行されて、本格的に動き出す年度になります。各学校は、いじめ防止

基本方針を策定して、いわゆる校内委員会、拡大委員会、俗に２２条委員会と言ってお

りますけれども、いじめの防止ないしは、いじめがあったときの調査等を図って、的確

に対応していく、そういう組織が新たに各学校に要求されておりますので、その動きが

今年から始まることになります。 

 各学校、教育経営方針をスローガン的に示して終わるのではなくて、具体的に何をど

うするということが特徴的に組み込まれておりましたので、各学校の学校経営にはこの

１年間、期待できるものと考えております。特に、委員長がいつも言っております学力

向上という視点には、各学校、力点を置いておりまして、校内での学力向上委員会、あ

るいは家庭学習との連動をどう図っていくのか、こういうものも具体的に経営方針の中

に示されておりました。そういう意味で、これは今後に期待したいと思っているところ

です。 

 それから、春日北コミュニティーセンターの開所式がございました。これは特徴的に

は、佐賀県の「森林整備加速化・林業再生事業」の補助を受けているということで、随

所に木のぬくもりがある建物であり、しかも、災害時の避難防災拠点という機能もあわ

せ持っているということで、今後はこういう形で公民館ないしはコミュニティーセンタ

ーの改築が行われていくことになろうかと思います。 

 ５点目、ＩＣＴ利活用教育についての県と市町教育委員会の協議会が行われました。

資料を幾らかつけております。資料１の、平成２５年度末、つまり昨年度末の電子黒板

の整備状況を見ていただきますとおわかりのように、かなりばらばらになっています。

佐賀市は６５％で、中ほどのところにあるわけでございますけれども、昨年度、どの市

町も計画を新たにつくり上げまして、２７年度までにはどの市町も完了する予定になっ

ております。ですから、２７年度以降は佐賀県内の小・中学校は全て電子黒板を使った

学習指導が行われるようになるだろうと思います。 

 それから、次の４、５ページには、各市町のＩＣＴ環境整備に向けての課題、あるい

は現状について、各市町ごとに意見が付されておりますので、これは後もってお読みい

ただきたいと思います。いずれにしても、２０市町ともにＩＣＴ環境整備に向けた整備

計画を立てて、今後整備をしていくということに間違いないと思います。 

 それから、６点目は今年度の博愛フェスタ実行委員会が５月２０日に行われました。

これは例年のことでございますけれども、資料２で抜粋してつけておりますが、本年度

の取組みというのが昨年度と随分と違っております。７ページを見ていただきますと、

１２月７日から１２月２１日までの計画がここに掲げられておりますので、もし時間が

許せば、のぞいていただければと思います。 
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 なお、８ページには佐野常民記念館の関係事業が示されております。これは開館１０

周年ということで企画展、世界遺産登録に向けた事業、あるいは佐野常民記念館の開館

１０周年記念事業など、これまでにない企画が準備をされております。そういう意味で、

ぜひ今年度はお運びいただければと思うところでございます。 

 最後になります。第６６回全国都市教育長協議会総会、それから研究大会が鹿児島市

で行われました。この資料を本当はつけたかったのですが、昨日の今日ということで資

料の整理ができませんでした。要点のみ申し上げますと、文部科学省の説明、そして私

たち教育長会との協議がございましたが、教育委員会制度、それから土曜の教育活動に

ついての２つが大きな話題になりまして、ここに全てが集中をいたしました。そのほか

にもいろいろな説明がございましたが、もうこの２点に絞られて集中的な議論がなされ

ました。 

 教育委員会制度は、ご存じのように平成２７年度から新制度に移る予定でございま

す。ただ、一部混乱を招いておりまして、なかなかその部分が文科省に聞かないことに

はわからない。その混乱は何かといいましたら、２７年度から新制度になりますと、教

育委員長と教育長との関係が一本化されていくことになりますが、その反面、附帯事項

の中に、今の任期の間は現行制度で行くとなっています。ある県では、県の教育長が平

成２７年度から新制度になると、教育長は一応辞表を出すことになり、そして新制度に

切り替わりますという説明があったそうでございます。教育長間では、そういう思いで

はなくて、旧制度と新制度が混在した形で移っていくと思っていたものですから、非常

にその辺りのインパクトがありまして、文科省に確認をしていただきましたら、やはり

当初言っていたように、新制度と旧制度は混在した形で、教育長が今の任期を終えるま

では教育委員長と教育長は２人体制の旧制度で行くと。教育長の任期が切れたところ

で、新制度に切り替わっていくという説明が第１部会のほうであったそうでございま

す。そういうことで非常に混乱を招いたようでございました。 

 ２点目の土曜の教育活動についてですが、これまた二転三転しておりまして、国は土

曜日の授業について全面的に推進を図ろうとしておりますが、「土曜授業」と言ったり、

「土曜学習」と言ったり、全児童・生徒を対象に教育課程内で行うものも可、子どもた

ちの興味関心に応じて来たい者が来ることも可、指導者が教員であっても地元の部外の

講師であっても可というふうに、いろいろな形の土曜の教育活動の取組みがございまし

て、いささか整理がつきにくい混乱した状況の中でとうとう終わってしまいました。た

だ言えるのは、学校週５日制度の趣旨に基づいて、学校、家庭、地域のそれぞれの役割

を責任を持って果たすと同時に、地域で連携をして子どもを育てるという理念が根底に

あるということだけは明確でございました。今後、佐賀市がどういう方向で土曜の教育

活動を進めていくのか、考えていく必要があるだろうと思っております。 

 以上、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の提出議案であります。 

 まず、第６号議案『佐賀市就学指導委員会規則の一部を改正する規則』について、説

明をお願いします。 
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（米倉学校教育課指導主事） 

 第６号議案『佐賀市就学指導委員会規則の一部を改正する規則』について説明させて

いただきます。 

 後ろについております資料の１ページ目をもとに説明させていただきます。 

 学校教育法施行令の一部改正に伴いまして、子どもたちの就学のあり方について定め

ております就学指導委員会規則を改正させていただきたいと思っております。 

 その変更内容につきましては、まず、学校教育法施行規則の変更につきましてご説明

させていただきます。 

 まず、これまでは、学校教育法施行令２２条の３の規則によりまして、障害の程度に

ついて、地域の小学校に行くのか、特別支援学校に行くのかは、市町が開きます就学指

導委員会において決定されて、特別な理由がない限り、判定に従って就学することにこ

れまではなっておりました。 

 それが、今回規則が改正されまして、市町が開きます委員会に基づきまして、どちら

がふさわしいかについては話し合うけれども、それはこれまで実線であったものが点線

のように絶対的なものではなくなりまして、障害の状況、本人の教育的ニーズ、学校の

状況、本人、保護者の意見、専門家の意見などを勘案しまして、地域の学校がいいのか、

特別支援学校がいいのかを決めていくというふうに変わりました。 

 それに伴いまして、これまでは年度途中での特別支援学校と市町の学校の行き来はな

かなか難しかったのですが、今後は、年度途中、または１年から９年の義務教育の間に

も転出入することができるというふうに改正されましたので、９年間を見越した教育の

場を考えるということになりました。 

 そこで、これまでは就学指導委員会という就学の時期に限った委員会でございました

ので、それを９年間、子どもたちに合った環境を考えるということで、名称を「佐賀市

就学指導委員会」から「佐賀市教育支援委員会」に変更させていただきます。 

 また、その規則の中に盛り込まれていました「就学」という言葉を「教育支援」に変

えさせていただいております。大きな変更についてはそのような内容です。新旧対照表

をつけておりますので、ごらんください。よろしくお願いします。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 

（岸川委員） 

 ちょっと見えなかったから、その資料をコピーしてもらえませんか。 

 

（米倉学校教育課指導主事） 

 はい。 

 

（山下委員長） 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 最終的には、教育委員会で決定するとなっていますね。 

 

（米倉学校教育課指導主事） 

 最終判断は教育委員会となっています。 

 

（東島教育長） 

 その辺りでの課題は残らないですか。 
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（米倉学校教育課指導主事） 

 もしかすると、学校と保護者の考え方が食い違うこともあるかなと思いますが、そこ

は丁寧に話し合いをして、できるだけ納得の上、進めさせていただこうと思っています。 

 また、入学してからも変更がきくように、３年に一度、必ず今の就学場所が適正かど

うかについても話し合わせていただきまして、特定の意見で就学が決定されることのな

いようにということを配慮しながら、丁寧な就学、また子どもたちの環境を考えていこ

うと思っております。 

 

（東島教育長） 

 その３年に一度というのは、法令上のことですか。 

 

（米倉学校教育課指導主事） 

 いえ、佐賀市で決めたことです。 

 

（東島教育長） 

 教育委員会事務局が決めているのですね。３年という期間でいいですか。 

 

（米倉学校教育課指導主事） 

 もちろん、それよりも早めることは可能ですので、長くても３年というふうにしてお

ります。 

 

（岸川委員） 

 これは、「「学校教育課」の次に「及び保育幼稚園課」を加える。」ということは、公

立の保育所、幼稚園等も入園前に考えるということですか。 

 

（米倉学校教育課指導主事） 

 はい。入学時から就学について考えるということもありますし、特別支援教育がふさ

わしい子どもたちを掘り起こすということもありまして、保育幼稚園課には加わってい

ただいております。 

 

（岸川委員） 

 それは、園に入るときもですか。 

 

（米倉学校教育課指導主事） 

 園に入るときはございません。 

 

（岸川委員） 

 あくまで小学校に入るときですね。 

 

（米倉学校教育課指導主事） 

 はい。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんか。 

 この判定というのは何人で行っているのですか。例えばこの委員会に何人かいらっし

ゃるのでしょうか。 

 

（米倉学校教育課指導主事） 

 進路指導員の先生方は今期から教育支援員になりますけれども、各専門分野の医師
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と、特別支援学校、また大学の先生等で現在は２０名おられます。 

 

（山下委員長） 

 ２０名ですね。 

 

（岸川委員） 

 例えば、今、学校現場で医師の認定は受けていないけど発達障害的な要素を持った生

徒さんがおられて、しかし認定されていないと補助教員などをつけられないというジレ

ンマが結構どこの学校でもあると聞きますけど、それはここで改善を図るということは

あるのでしょうか。 

 

（米倉学校教育課指導主事） 

 基本的には、特別支援学校に行くためには医師の診断書が必要となっておりますの

で、診断書がない場合には市町の、地域の学校に就学することになります。 

 

（岸川委員） 

 例えば、そのときにサポートする補助教員さんを配置するとか、こういった委員会を

活用できるように配慮するということはないですか。 

 

（米倉学校教育課指導主事） 

 生活指導員の配置につきまして、この委員会が提案するということはございません。 

 

（岸川委員） 

 ないわけですね。 

 

（米倉学校教育課指導主事） 

 就学場所についての判断となっています。 

 

（岸川委員） 

 できたら、そこまで踏み込んでいければと思いますが。 

 

（米倉学校教育課指導主事） 

 ただ、就学指導委員会と別に就学相談というのも設けておりまして、保護者の相談を

受けて、どのような就学先がいいか、どこの環境で勉強したほうがいいか相談に乗るよ

うな機会も年に２回実施しておりますので、その点についても保護者のニーズに合わせ

てとり行っているところでございます。 

 

（山下委員長） 

 ほかに、何かございませんか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第６号議案『佐賀市就学指導委員会規則の一部を改正する

規則』については、原案のとおり承認します。 

 次に、第７号議案『佐賀市スポーツ推進審議会補欠委員の任命について』について、

説明をお願いします。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 スポーツ振興課から説明させていただきます。 

 資料は、２ページ、３ページをごらんください。 

 今回は、現在の委員であります原敏朗氏が３月末で退職されましたので、その後任の
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方を任命するということでの提案です。 

 後任の委員は、東与賀中学校校長先生である宮地洋州氏です。前任者の残任期間とい

うことで、２６年７月２３日までとなっております。 

 この選出母体は、佐賀市小中学校校長会です。 

 別添の資料、議案関係資料の３ページをごらんください。 

 全体の委員は１２名いらっしゃって、今回はそのうち、４番目の小中学校校長会から

の選出委員の変更についての議案ですが、この１２名の委員は、２６年７月２３日まで

の任期となっておりますので、次回、７月の教育委員会で改めて２６年７月２４日から

の委員の任命について、新たに議案を提案させていただく予定です。今回は、１名の退

任に伴う残任期間の委員ということで提案させていただきます。 

 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。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 補足ですが、今日４時からこの推進審議会が開催されますので、そのときに任命書、

辞令書は交付することになります。 

 

（山下委員長） 

 よろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第７号議案『佐賀市スポーツ推進審議会補欠委員の任命に

ついて』については、原案のとおり承認します。 

 

日程５ 報告事項 

 

 続きまして、日程５、報告事項に移ります。 

 まず、報告事項１「全国学力・学習状況調査における佐賀市全体の結果公表のあり方

について」について、ご説明をお願いします。 

 

（橋口学校教育課指導主事） 

 平成２５年１１月２９日に、文部科学省から、平成26年度全国学力テストの実施要領

が出されました。そこで初めて、市町の教育委員会において、それぞれの判断で実施要

領に定める配慮事項に基づき、個々の学校名を明らかにした調査結果の公表を行うこと

が可能になるなど、新しい考え方が示されました。 

 それを受けて、昨年１２月の教育委員会勉強会から今年度４月の勉強会まで、全国学

力テストの公表については、教育委員の皆様に熱心にご審議をいただきました。ありが

とうございます。 

 今日の定例教育委員会では、佐賀市全体の結果をどのように公表するのかについて、

事務局の提案をご説明いたします。 

 まず、平成２５年までの公表をどのように行ってきたか説明します。 

 本日の資料４ページをごらんください。 

 ４ページは、全国学力テストの目的、調査対象、人数、概要を。また、佐賀市全体の

概要も記載をしています。これは５ページから８ページをもとに、市教育委員会事務局

で作成したものです。 

 ５ページから８ページについては、佐賀市内の小学校、中学校の代表の先生方による

目指す子ども像分析検討委員の皆さんに、結果分析をしていただいたものを、順に小学
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校国語、算数、中学校国語、中学校数学とシートに分けて、それぞれの結果とその分析

を記載しております。 

 結果の表現といたしましては、全国平均と比較して、０から３ポイント以内の値を、

文言で「ほぼ同じ」と表現をしています。３から５ポイントを「やや低い」または「や

や高い」、５ポイント以上の差については、「低い」「高い」、また、「大幅に高い」「大幅

に低い」という表現をしています。 

 これらの表現につきまして、これまでの勉強会で教育委員の皆様から、わかりづらい、

佐賀市全体の水準を明確にすることは、市民の協力を得るという意味からも、とても必

要なことである。わかりやすい具体的な数値も必要ではないかとご意見をいただきまし

た。 

 そこで、９ページをごらんください。 

 これは８月末に文部科学省から示される結果です。今、挙げておりますのは平成２５

年度の結果です。そこには、児童数や平均正答数、平均正答率、中央値、標準偏差とい

う言葉と数値、それから、グラフがあります。児童数や平均正答数、正答率はお分かり

かと思いますが、中央値は集団のデータを大きさの順に並べたときに、ちょうど真ん中

に値する代表値といわれるものです。 

 それから、標準偏差とは、散らばりぐあいを示すもので、より０に近いと、その集団

は散らばりが少ないということが言えます。 

 これをご覧いただくと、例えば１２ページの算数Ｂの結果ですが、算数Ｂの問題は活

用力といわれるところです。佐賀市は、国語も算数もＡの主として知識といわれるとこ

ろよりも、この活用が弱いといわれますが、それがグラフでもわかるかと思います。中

央値よりも低い、３問、４問、５問の正答者が多く、７問、８問、９問、それから１０

問、１１問に至っては、全国平均や県の平均よりも少なくなっています。ここに佐賀市

の課題が見られると思います。 

 平成２６年度の公表に当たりましては、これら平均正答数、平均正答率、中央値、標

準偏差について、地域、学校、保護者が、佐賀市の子どもたちの学力向上に協力し合う

ということでご理解いただけるような、わかりやすい公表を目指し、数字を挙げてお伝

えしたいと考えています。 

 また、１３ページは、結果をチャートにして示したものです。 

 ちょっとわかりづらいですが、佐賀市の結果を載せておりまして、これは学校の結果

になりますと非常にでこぼこが大きくなって、特色ある取組みや、また、力を入れなけ

ればならないところが見えてきます。これは学校質問紙、児童質問紙の結果をカテゴリ

ー別に分けて、全国平均と比べて、でこぼこをチャートによって示しています。下のほ

うも県と比較して示しています。 

 ここから見えるところとしましては、学校質問紙、左上のチャートからは、学校は、

家庭学習の強化に力を入れていると回答していることがわかります。 

 また、国語Ａ、Ｂ、算数Ａ、Ｂのところは点線を少し下回っていますので、ここは点

数の記載になっていますので、わずかに力が足りていないということを示していること

になります。 

 このチャートにつきましても、顕著な例が見られた場合は、説明として補足の資料と

して上げたいと思っています。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 ご質問はございませんか。 

 

（東島教育長） 

 これを見ておわかりになりましたでしょうか。対象が市民だということですね。結局、
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専門家だったらわかるのですよ。でも、市民に知らせるためには、簡潔で明快でないと

だめです。専門的なもの、中央値とか標準偏差とか、こういうのは私たち教育者に向け

ては必要ですけれども、市民に向けては必要ないですね。だから、市民が見て、すぐ理

解できる出し方はどうあるべきかというのを検討していただかなければなりません。対

象が教員ではなく市民であるということで、考え方はわかりましたけれども、出し方に

ついては、どういうふうに考えていますか。 

 

（橋口学校教育課指導主事） 

 済みません、説明が足りませんでした。 

 平成２５年度までの文書がたくさんあるところを少なくしようと思っています。それ

も一目瞭然とするためにグラフを用いたいと思います。ただ、グラフだけを出すのでは

なく、今まで文字で説明をしていたところを、表やグラフで説明したいと思います。 

 そのときに使う値としましては、「ばらつきが大きい。（2.6）」とかいう使い方で、今

ここに出ている値を使おうかなと思います。 

 

（伊東委員） 

 こういう結果を踏まえて、課題に対する改善のアドバイスということでよくまとめら

れて非常にいいデータだと思いますけれども、その次のステップで、その結果がどこで

どう出るかというのは今度いつの時期にチェックされるのですか。こういうアドバイス

の結果、実践的にこうされて結果がどうだったというような、次のステップとしてはど

ういうプランを立てているのですか。 

 

（橋口学校教育課指導主事） 

 これまでは、４月に学力テストの実施、８月に文科省から結果のデータ送付、それか

ら、１０月ぐらいに佐賀市の公表をしていました。翌年度４月の実施が、そのＰＤＣＡ

の検証にあたるのですが、今年度は１２月に県主催の学力調査があります。４年生、５

年生、６年生、中学校１年生、２年生については４教科のテスト、中学校は５教科のテ

ストがありますので、そこで検証ができると思います。 

 

（伊東委員） 

 昨年の４月かに県から出された答申では、１１月か１２月にそのチェックをやろうと

いうことだったと思いますが、その結果はどこかで報告されましたか。 

 

（橋口学校教育課指導主事） 

 今年度が初めての実施になります。 

 

（伊東委員） 

 ことしから。そしたら、ことしの１２月に分析結果がわかるのですか。 

 

（橋口学校教育課指導主事） 

 はい、そうです。１２月の結果についても、学校の負担がかなり大きくなりはします

が、佐賀市教育委員会からモデルを示して、示すべき水準については学校にお伝えして

いこうと思っています。 

 

（伊東委員） 

 これだけの膨大な資料ですから、結果オーライではなくて、やはりきちんとした過程

が大事だと思います。短い期間で一気に上がることはないと思うんですよ。ですから、

それを今年、来年と地道に上がっていくように、学校現場のご指導もあわせて改善して

いくことが、僕は一番大事だと思いますね。その辺りよろしくお願いしたいと思います。 
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（橋口学校教育課指導主事） 

 はい、わかりました。 

 

（岸川委員） 

 直接学力に関係ないところで、２の意識調査とかについても言及されていますけど、

ネット等のメディアに接する時間が全国に比べて短いですとか、効果が出ているという

ふうに書いてありますけど、こういうのは具体的に何％と表現してもらってもいいと思

うんですよね。なおかつ、このメディアの問題は、佐賀市ＰＴＡと協議したときに、い

つも問題になるじゃないですか。ここで見る限りは、もう普段の取組みの効果が出てい

て、心配ないようなニュアンスに感じるのですが、ここは例えば学力にもつながってく

る部分もあると思うし、もっと多めに割いてでも、いろいろ研究すべきではないかなと

思うのですが。 

 

（橋口学校教育課指導主事） 

 はい、ありがとうございます。 

 

（山下委員長） 

 この試験をやって、例えば、すぐには低い、どこが子どもたちがわかっていないとい

うのは出ないと思うのですけれども、復習的なのは学校では取り組まれないのですか。

カリキュラムが多くて、そこまで行けない部分もあると思いますが、例えば、活用は毎

年低いじゃないですか。だから、その分だけでも復習的なものを学校でしていただけた

ら何か違うのかなと思いましたけれども、どうお考えでしょうか。 

 

（橋口学校教育課指導主事） 

 今、すくすくテストといって、県が指導して行っている事業ですけれども、各学校で、

国語と算数を隔週実施をしていまして、それについては、学校それぞれのやり方で補充

学習を位置づけています。それは、対象を５、６年としたり、４、５、６年としたり、

また中学校の１、２、３年としたり、２、３年としたり、取組み方はさまざまではあり

ますが、小テストを実施して、不足部分については、その週の中で補充の時間を確保し

て、ほぼ全職員で指導にあたる学校がほとんどです。そのことについては教育課程の中

でも教務主任のヒアリングで確認をしているので、実際、実践されていると思います。

そのすくすくテストと補充学習については、平成２５年度の年度途中から実践をされて

います。まだちょっと検証の部分はなされてはいないのですが、学力の低い子どもたち

の補充学習の場は確保しているところです。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 

（伊東委員） 

 そういう向上の一つのツールとして、あるいは組織として、改善対策委員会とか、向

上対策委員会とか、そういう組織は存在するのですか。 

 

（橋口学校教育課指導主事） 

 校内ですか。佐賀市ですか。 

 

（伊東委員） 

 佐賀市として。 
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（橋口学校教育課指導主事） 

 佐賀市では、目指す子ども像分析検討委員会の中で、学力テストの結果については分

析検討をします。そこで、公表までのお手伝いをしていただいていますが、その後、継

続した分析についは、研究所委員会の課題研究部のほうで学校の代表の、小学校、中学

校の先生方に実践研究をしていただいています。その結果については、２月に全職員に

向けての研究発表会という形で行っています。各学校にはＣＤ－ＲＯＭで配付をしてい

ます。 

 

（伊東委員） 

 研究委員会と改善委員会とでは、ニュアンス的に改善委員会のほうがもっと積極的に

取り組んでいるように感じます。研究委員会では結果を見て考えるだけのようにもとら

えられますので、恐らくその中にも改善的な要素は含まれていると思いますけれども、

例えば、組織の中で、改善委員会的な、もっと積極的にどんどんやっていくという形が

とれませんかね。 

 

（橋口学校教育課指導主事） 

 先ほど申し上げたように、チャートを見ると本当にそれぞれの学校で課題が大きく違

うんですね。学校の中の学力向上対策委員会というのは組織立って行われていて、シー

トできちんと表現をされているのは私たちも確認をして、お手伝いに入ってもいます。

その学校ごとの学力向上対策委員会は課題に応じたものなので、即、力につながりやす

いと私は思っています。佐賀市の課題として、例年、活用力が弱いので、先ほど申し上

げた研究所委員会は活用力が課題だということでスタートしているので、伊東委員がお

っしゃるような解決型ではないかと私は見ています。 

 

（伊東委員） 

 それが課題解決型、現場実践型になっていれば私の取り越し苦労だと思いますので、

そういう視点からチェック機能を十分発揮してほしいなと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

（山下委員長） 

 私もことしの小学校６年生の算数をしてみましたが、本当にいい問題だなと思いまし

た。日本の学力はどういうふうにつけたらいいかとか、どういう力が必要なのかという

のは、問題を見て非常に私もわかりました。中学校はしませんでしたけれども、皆さん

もぜひやってみられたらいいかと思います。 

 

（岸川委員） 

 さっきの児童意識調査の上に無回答率が書いてありますよね。これも参考までに全国

と佐賀の場合、何％ぐらい無回答率があるか分かりますか。 

 

（橋口学校教育課指導主事） 

 活用力のほうがやはり無回答率は高いのですが、設問によって大きく異なります。た

だ、経年で見ていくと、本当は子どもたちが違うので比較はできないところなのですが、

佐賀市の場合は無回答率は少なくはなってきています。 

 

（岸川委員） 

 ちなみに何％ぐらいですか。 

 

（橋口学校教育課指導主事） 

 設問によって大きく異なりますので、全くないものもあれば、かなり高いものもあり
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ます。 

 

（岸川委員） 

 そうですね、設問によって違いますね。 

 

（橋口学校教育課指導主事） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 教育委員会の結果公表の方針、各学校の結果公表の方針、これは出しますよね。 

 

（橋口学校教育課指導主事） 

 はい、出します。 

ちなみに、無回答率は、Ａだったら大体０．１から０．３ぐらいで、全国との開きは

ほとんどありません。Ｂのほうは、設問による開きがあるので何とも申し上げにくいの

ですが、中学校においては全国より高いです。小学校はＢ問題もあまり変わりません。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 今の関連で何かございませんか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質問がなければ、次の報告事項(2)「嬉野家の門の保存について」について、ご説

明をお願いします。 

 

（福田文化振興課長） 

 １４ページをお願いします。 

 嬉野家の門の保存についてでございます。松原二丁目、バルーンミュージアム駐車場

予定地の南東隅にございまして、この嬉野家というのは、古くは平安時代に杵島・藤津

郡に本拠地がございまして、当初白石氏を名乗っておりました。蒙古襲来のころ、竹崎

季長を助けて活躍して、その後、嬉野氏を名乗っております。 

 当初は佐賀城南堀のちょっと南、宝琳院付近に住んでいたという記録がありまして、

ある時期にマルキョウ建物の東側に屋敷替えがなされております。その門が１対残って

おりますけれども、暫定調査で１７世紀の建物と考えられる武家門でございまして、平

成７年に概略調査をされました『城下町佐賀の環境遺産Ⅲ』では歴史的建造物として評

価されているところでございます。 

 写真左下のとおり、屋根が崩壊しておりますが、実際専門の方にこれを見ていただい

たら、非常に格式もあり、保存に耐え得るということでございますので、教育委員会と

してはこれを保存するという方向で考えております。 

 課題で書いておりますとおり、やはり調査設計費とか保存修理経費でかなりお金がか

かります。正式な数字ではございませんが、水ヶ江にあります旧空閑歯科の武家門保存

のときに１，８００万円程度かかりましたので、この前後ではないかと思っております。 

 保存修理の進め方でございますけれども、実際現地でそのまま建てかえるのか、全部

解体して、よそに持っていって保存するのかで期間とお金もまた違ってきますので、そ

のあたりも今後の検討課題でございます。調査設計費及び保存修理経費の算出につきま

しては、今後やっていきますが、国交省の補助事業申請で通れば、国から補助として経

費の３分の１が出るというような状況でございます。 

 文化財審議会への報告審議事項ですが、具体的には５月１６日に先生方に現地踏査を

していただきました。 
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 今後の予定でございますが、２回目に正式な調査報告を審議会でいたしまして、３回

目、年明けになると思いますが、正式な諮問答申、そして告示まで持っていければいい

なと思っております。 

 工事期間につきましては、材料調達に左右されますけども、おおむね６カ月を見込ん

でおります。 

 経済部のバルーンミュージアムの施工ですけれども、駐車場が１０月ぐらいから着手

ということですので、お互いに調整をしながら協議をしているところでございます。 

 経費につきましては、具体的には９月補正で調査設計費を計上いたしまして、年内に

２７年度当初予算計上の作業をしたいと思っております。 

 一番右下の写真でございますが、藪内写真館がございまして、その向こうに武家門が

ございまして、またその向こうに、新しい時期のものではございますけれども、塀があ

ります。要するに、景観の連続性を保っているわけでございますので、観光振興課には、

門の保存もそうですけれども、それ以外の緑とか、景観の連続性といった面でも極力配

慮をしていただけませんかということで協議を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。 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 これは現在私物ですか。 

 

（福田文化振興課長） 

 前は民有地だったものなんですけど、佐賀市が取得いたしました。 

 

（岸川委員） 

 そうですか。 

 

（東島教育長） 

 景観を大事にしているというのは、藪内写真館とあの辺りもろもろの景観との連続性

ということですか。 

 

（福田文化振興課長） 

 藪内写真館と門と塀とつながっておりまして、時代的にはちょっとでこぼこですけれ

ども、薮内写真館はビジュアル的に非常に歴史的な風致がありますから、観光振興課が

施工されるに当たっては、その辺も配慮していただきたいとお願いをしているところで

す。 

 

（東島教育長） 

 時間差的には１００年ぐらいあるでしょう。 

 

（福田文化振興課長） 

 そうです。解体のときに詳細、検討を専門家にしてもらいまして、実際の門の建築年

代が１７世紀なのか１８世紀なのか、ある程度確定できると思います。 

 

（山下委員長） 

 ほかに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〕 
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 ご質問がなければ、報告事項３「「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」

の世界遺産登録に向けて」について、ご説明をお願いします。 

 

（福田文化振興課長） 

 引き続き説明させていただきます。１５ページでございます。 

 「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」の世界遺産登録に向けてという

ことで、これまで何回か報告しておりますけども、今後の展開ということで少し詳細に

説明をしたいと思います。 

 推薦書提出後の経過と今後のスケジュールでございますが、この◆の３つ目までが今

までのところでございまして、１月末に推薦書の正式版をユネスコに提出しておりま

す。 

 ユネスコはその正式版推薦書を受けまして、２月末までに内容審査をしまして、推薦

書を正式に受理をしております。その受理をした後に、ユネスコの世界遺産委員会から

国際記念物遺跡会議（イコモス）に推薦書が送付されまして、書類審査が開始されてい

るという状況でございます。 

 今後、２６年の夏から秋にかけて、イコモスによる構成資産の現地調査が行われます。

おおむね９月ごろと見込んでおりますが、まだはっきりいたしません。現地に調査委員

が来まして、その後、２７年５月ごろ、イコモスによる評価結果及び勧告の通知という

ことで、２７年の夏ごろには世界遺産委員会による世界遺産一覧表表記掲載の可否につ

いて審議されることになります。 

 今後、イコモスの調査団が来る前までの予定としましては、グルーピングをすると資

産が８県１１市にわたって２３資産ございますが、イコモス対策シミュレーションとい

うことで、世界遺産調査室長が、この８県１１市に出向きまして、実際来たときにはど

うするかというシミュレーションを全資産でいたします。 

 そして、市自体の準備としては、佐野常民記念館の３階部分に、ガイダンス施設を整

備しようとしております。それと当日の資料作成。それと、実際現地を歩かれるわけで

すから、記念公園の草刈りも必要な業務であります。 

 これ以外に市民啓発として、今まで行政がシンポジウムをやってきておりますが、６

月１４日に世界遺産登録に向けたシンポジウムということで、経済同友会、商工会議所

主催で、市民啓発事業のシンポジウムが予定されております。 

 イコモス調査の概要としましては、書類審査と現地調査ということでございますが、

書類審査というのは現地ではなくて、イコモスの本部で１０人程度でなされるというこ

とでございます。提出された申請書に基づいて顕著な普遍的価値や保護管理について、

適正なのかという審査がなされます。そして、実際現地調査は今のところ１人おいでに

なるということで、誰がおいでになるかということもわかっておりません。経験を有す

る専門家による現地調査を行われまして、市として資産の範囲や保護管理の状況確認を

中心に行われるということでございます。 

 今回、イコモスからおいでになるということは、厳正な審査でございますので、平成

２１年度に世界遺産に推薦してくれるお手伝いをしてくださいということで、海外委員

を迎えたときには、地元総出で横断幕を張って、ようこそいらっしゃいましたと歓迎い

たしましたけれども、今度は審査でございますので、マスコミでさえも近寄れないとい

う状況でございます。半日なのか、１日かかるのか、２時間で済むのかがわかりません

が、恐らく私どもも遠巻きに見守りながらやっていくことになるかと思っております。 

 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。 

 何かご質問はございませんでしょうか。 
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（岸川委員） 

 あそこの沿岸道路の工事と結構近い場所ですよね。工事が始まった場合、それとの不

都合等はないかなと心配なのですが。 

 

（福田文化振興課長） 

 世界遺産の登録に関しては、当然イコモスからいいとか悪いとかまだ言われている前

の段階でございますけども、海外のほかの事例もいろいろご存じの方からのアドバイス

では、すぐそばに道路が走りますけれども、世界遺産登録に関しては特段の支障になら

ないというコメントはいただいておるところです。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よい結果が出ることを期待しています。 

 ご質問がなければ、次の報告事項４「児童福祉施設入所者費用徴収規則及び佐賀市児

童館条例施行規則の改正について」について、ご説明をお願いします。 

 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 保育幼稚園課から報告させていただきます。 

 児童福祉施設入所者費用徴収規則及び佐賀市児童館条例施行規則の改正についてで

あります。 

 児童福祉施設入所者費用徴収規則で定める保育所の保育料につきまして、保護者の所

得税に応じた保育料額を決めております。今回、租税特別措置法の一部改正がなされた

ことにより条項のずれが生じたため、引用している条項を改正するものであります。 

 新旧対照表の２の(2)の黄色のマーカーのところであります。左が現行、右が改正後

の条項であります。 

 同様に児童館条例施行規則では、松梅児童館で行われます保育の利用料を定めており

まして、その算定は認可保育所に準じて、所得税額に応じて決めております。条文につ

いても児童福祉施設入所者費用の徴収規則の条文と同じものになっておりまして、同様

に条項ずれを改正するものであります。 

 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。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質問がないようですので、次の報告事項５番「平成２６年度６月補正予算について」

について、ご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） 

 資料１７ページをごらんください。 

 今度６月議会に提出します教育委員会の補正予算でございます。教育委員会総額で歳

入が２億７，０００万円、歳出で３億２，０００万円を議案として提出をしております。 

 その中で、まず、教育総務課部分を私から説明をさせていただきます。 

 教育総務課分については、歳入で２億４，０００万円、歳出で２億８，０００万円で

す。２月に教育委員さん方にご説明したように、３０年度までに小・中学校の普通教室

と特別支援教室のエアコンの整備をしていきます。その時点では、当初予算の要求も既

に終わっておりまして、今年度の予算にエアコン分の予算が計上されておりませんでし
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たので、その分を今回補正予算として上げております。 

 まず最初に、上４つがエアコン関係の設計関係の費用でございます。これについては

今年度設計をいたしまして、２７年度の工事で整備をしていく分でございます。勧興、

巨勢、高木瀬、鍋島小です。 

 その次の３つの久保泉小学校、循誘小学校、川上小学校については、今年度設計を見

直し、エアコンの設計を含めて行いまして、工事も今年度発注をしたいと思っておりま

す。２６年から工事を実施して、２７年９月から供用ができるのではないかと予定をし

ております。 

 最後、下２つの赤松小学校、北川副小学校については、２５年度から既に工事を始め

ておりまして、一応２６年度中に工事は終わる予定です。ただ、エアコン関係の設計等、

工事費等を組んでおりませんでしたので、今回その分を組ませていただきます。 

 本年度中に工事関係まで終わりまして、２７年の夏から供用開始ができる見込みでご

ざいます。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございます。次、学校教育課お願いします。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 学校教育課からは２点上げさせていただいております。 

 １点目は、放課後等補充学習支援事業の補助金についてです。これは先ほど教育長か

らありました土曜授業とは別で、学校内の放課後または長期休業中に学力差等が大きく

て補充学習が必要な生徒に対しまして、地域のボランティア、それから学生さん等を活

用しながら、補充学習をするという取組みです。昨年度末に希望についての調査があり

まして、調査対象で上がった学校等にもう一度確認をしまして、今のところ７校がぜひ

それに取組みたいということでした。これはほかの学校もいろいろな取組みをされてい

ますけれども、特にそういう地域ボランティアを活用して行いたいという７校で今年度

はさせていただくということで、予算が国が５分の１、県が５分の２、市が５分の２と

いう事業でしたので、今回、補正予算として上げさせていただいております。これが通

りましたら７月から早速地域ボランティア等に入っていただいて、放課後等で指導をし

ていただくようにしています。 

 それからもう１点は、研究委嘱事業についてですけれども、グローバル人材の育成に

資するための佐賀メソッドによる４技能総合活用の研究ということで、北山校で特に英

語を中心とした教育を進める研究をしていただいております。これについても昨年度当

初予算算定後に研究委嘱の予定が入りましたので、委託事業ですけれども、補正予算に

上げさせていただいております。この２点、学校教育課から補正予算として出させてい

ただきました。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。次、学事課お願いします。 

 

（梅﨑学事課長） 

 学事課の分です。実践的防災教育総合支援事業です。これは県からの委託事業でござ

いまして、歳入６３万３，０００円、丸々歳出も６３万３，０００円となっております。

この取組み事業の目的としましては、東日本大震災を踏まえまして、教職員や児童・生

徒の防災に対する意識の向上を図り、防災に関する指導方法等の開発、普及のための支

援をする事業です。 

 この事業に手を挙げられているのは松梅中学校です。事業の中身としましては２点ご
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ざいます。１つが、災害ボランティア活動の推進支援です。実際に福島県の仮設住宅を

子供たちが訪問し、被災者と話をしまして、ボランティア活動の意義を学んで、実際に

ボランティア活動ができる人材を育てるというものでございます。 

 もう１点が、生徒たちが松梅地区の現状や防災対策について学習することにより、緊

急時の対策体制や地域との防災協力などの意識を高め、それから過去の国内で起きた災

害について学び、災害時に主体的に行動できる体制をつくるための事業を行うものでご

ざいます。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。最後に保育幼稚園課お願いします。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 私立保育園整備助成経費１，７００万円の補正であります。この経費につきましては、

私立保育園の高木保育園、あかつき保育園、嘉瀬保育園の３園に対します園舎改築の補

助であります。国の平成２５年度補正予算の成立に伴いまして、消費税の増税や、資材

費や労務単価の動向を踏まえて、交付基準額が約９．５％増えております。それに伴い

ます所要額の補正であります。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 こども教育部で何か質問ありませんか。 

 

（岸川委員） 

 学校教育課の分で、この放課後等補充学習支援事業を実施する７校を教えていただけ

ますか。 

 

（杉町学校教育課参事兼副課長兼教職員係長） 

 私からお答えします。 

 中学校ですけれども、成章、城南、金泉、思斉、富士、三瀬、川副です。 

 

（岸川委員） 

 ありがとうございました。 

 

（山下委員長） 

 ほかにご質問はございませんでしょうか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、こども教育部は終わりまして、次、社会教育部お願いします。 

 

（中島社会教育部副部長） 

 社会教育部につきましては、６月補正は社会教育課１件のみで、１，５１０万円の補

正の計上を予定しております。 

 内容につきましては、コミュニティ助成事業でございまして、これは財団法人自治総

合センターの宝くじの収益金を原資としました助成金の交付決定に伴う補正でござい

まして、毎年６月補正で、交付決定後で予算措置をお願いしています。 

 内容につきましては、コミュニティセンターの建設助成としまして１件、１，２６０

万円、それと自治公民館等の備品等の整備に対する補助で、一般コミュニティ助成が１

件で２５０万円、合計１，５１０万円の補助金の予算計上をお願いします。 
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 なお、歳入につきましては、財団法人自治総合宝くじセンターからの助成金としてコ

ミュニティー事業助成金１，５１０万円を計上しています。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 

 何かご質問はございませんでしょうか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質問がなければ、報告事項については終わります。 

 

日程６ その他 

 

（山下委員長） 

 その他で何かございませんでしょうか。 

 私からお願いですが、５月に小・中学校の体育大会をする学校が増えてきました。小

学校も秋にする学校が多かったのですけれども、５月にする学校も増えております。私

たちは教育委員の活動の一環としまして体育大会の巡回というのがあるかと思います。

それで、もしよかったら、５月はもう終わりましたので、６月の体育大会の日程を教え

てほしいなと思います。よろしくお願いします。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 一応今度、６月１日もあります。次回から確実に事前に配付します。 

 

（山下委員長） 

 小学校は、３分の１ぐらい春にやっているのですね。情報がわからなかったので、自

分がゲットした情報の中学校へ行ってまいりました。もし小学校もわかっていたら、そ

ういうところにも足を伸ばして巡回ができたのではないかと思います。 

 

（中島社会教育部副部長） 

 今、お手元に薄い青色の冊子「子ども・若者白書」をお配りしています。昨年、青少

年教育のあり方検討委員会で青少年教育の今後のあり方ということで検討しておりま

した。そのベースとして、２４年度に「佐賀市版子ども・若者白書」というのを作成し

て、その時点では手刷りのペーパーでお渡しをしておりましたが、２月等の議会の中で

活用を図るために冊子としてつくるべきではないかという意見がございまして、２５年

度中に予算を確保いたしまして、どうにか作成をいたしまして、今、学校関係とか青少

年関係団体等々にお配りしております。教育委員の皆様にも、遅くなりましたが、本日

お配りしまして、ご活用していただければと思っています。 

 

（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でしょうか。 

 

（伊東委員） 

 タブレット端末の授業が開始されて、いろいろトラブルも起きていますよね。これは

一過性のものではないでしょうけど、非常に時間的にロスが発生していると思うんです

よね。ですから、佐賀市として何か対応とか対策をとっているという具体例があれば教

えてほしいですが。 
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（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 今、問題になっているのは県立学校で、佐賀市はしていないです。 

 

（岸川委員） 

 高等学校ですね。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 県立学校で高校１年生に全員配布されたものですね。ソフトの関係で不具合が生じ

て、今度ソフトを入れてやっと動くようになったということで問題になっていたのです

が、佐賀市は先進校の３校だけ子ども用のタブレット端末を入れておりまして、そうい

う状況は今のところないです。 

 

（伊東委員） 

 その３校ではまだ発生していないですね。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、そういう発生はしておりません。 

 

（東島教育長） 

 もうかれこれ５年ぐらいになりますかね。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、今年が５年目になります。 

 

（岸川委員） 

 あれは結局、ソフトのダウンロードが一遍に集中したためになっているのですよ。で

すから、ずれた学校は正常に作動しているようです。だから、そういったところはやは

り他山の石としてというか、参考にすべきだと思います。 

 

（伊東委員） 

 ただ、予防保全はしておかないと、そこで突然ロスが出ることもありますから、発生

してから事後対策じゃなくて、予防保全をしておかないといけないと思います。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、わかりました。ありがとうございました。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんか。 

 

（岸川委員） 

 それと巡回計画もですけれども、学校訪問の日程も早目に連絡をお願いします。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい、わかりました。 

 

（山下委員長） 

 ６月１日が残っておりますので、近くとか、あるいは興味あるところにぜひ行かれて

ください。秋もありますので。 

 ほかにございませんでしょうか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかにないようでしたら、これで５月の定例教育委員会を閉会いたします。 

 引き続きまして、１０分間の休憩の後、勉強会に移ります。 

 関係者以外はご退席をお願いします。 

 


