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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。梅雨が明けまして、本格的な夏がやってきました。セミも生きる喜

びを感じるように、しっかりと鳴いております。どうぞ熱中症になられませぬように体

調管理をよろしくお願いします。また、８月３日は栄の国まつりでございますので、し

っかり私たちも盛り上げていきたいと思っております。座らせていただきます。 

 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、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。 

 

（大松教育総務課参事兼総務係長） 

 ６月２４日に開催いたしました６月定例教育委員会の会議録につきましては、７月１

８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。報告内容に質疑はございませんでしょうか。 

 

（光吉委員） 

 １１ページの私の発言の、漢字の間違いなんですけど、上から２行目の「講話」の「話」

の字が「和」となっている。これは「話」という字に書き直してください。１１ページ

の上から２行目の「講和」の「和」の字です。「話」という字に。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 ９ページの私の発言で、「そういう結論が出た場合は、そのときには開かなくても」

と書いていますけども、「そのときに」の意味がわからないので、「臨時委員会を開かな

くても、きょうの定例委員会の議題には少なくとも上げていただきたいなと思いまし

た」に変更をお願いします。 

 

（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〕 

 そしたら、岸川委員さんの９ページと光吉委員さんの１１ページの字句を修正しまし

て、このとおり承認したいと思います。 

 

日程３ 教育長の報告 
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（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） 

 では、お手元の資料をごらんいただきたいと思います。 

 たくさんありましたが、大きく絞り込んで報告を申し上げたいと思います。 

 まず１点目ですが、佐賀市スポーツ少年団大会、これが６月２９日土曜日、勤労者体

育センターで開会式及び大会がこの日とその後にも何種目かあるということで、伊東委

員さんが副本部長でおられましたので、私出向いてまいりました。ここに書いておりま

すように、市内の２６団から４５０人近くの小・中学生が参加をして、８競技で行われ

ました。冒頭、本部長が渕上本部長なんですが、勝つことにこだわることなく、スポー

ツを楽しみ、心も体も健康に育つことが大切というふうな趣旨の挨拶がございまして、

非常にこれには私自身も共鳴をいたしました。昨今の社会体育の過熱化、勝利至上主義

のあり方、こういうふうな中で、やはり精神は、特に子どもたちのスポーツの精神がこ

こにあるというふうに私もこう共鳴をしたところです。 

 そういう中で、スポーツ少年団とはどういうものかというのをちょっとひもといてみ

ましたら、これは昭和３７年に１人でも多くの青少年にスポーツの喜びをということで

創設されたというふうにありました。しかも、スポーツを通して青少年との心と体を育

てる。そういう組織を地域社会の中にぜひつくり上げたいという、そういう趣旨のもと

での創設であったというふうに書いてありました。その意義として、いろいろ書いてお

りましたが、私がアンダーラインを引いておりますように、スポーツを正しく実践する

こと。この正しく実践することというのが今非常に難しい時代になっています。何々大

会、何々大会、それに向けて、勝利に向けた過度な練習と。そういう中で、この精神が

きちんとあると。そしてしかも、子どもたちがみずからの力を育てる場というのは、生

活と結びついた地域社会の中で、子どもたちの集団による社会活動の場以外にはない

と、こうされておりました。こういうことで、まさに子どもの発達過程において、この

スポーツの捉え方の本質ではないだろうかなというふうに捉えたところでございます。 

 そういう意味で、非常に健全なるスポーツの団体であるというふうな捉え方をして帰

ったところでございました。 

 次、２点目でございますが、第３回の全国都市教育長協議会の常任理事会、理事会が

行われました。 

 文部科学省から端的に４点についての説明がございましたが、かいつまんで申し上げ

てみましたら、まず次のページにつけております資料（１）、これはこれまでにも随分

と議題に上って勉強会も開きました。つまり、教育委員会制度の開催に伴うところの法

律の一部改正です。これは端的に教育委員会制度が改正されて、言うならば私どもは、

この運用がどうなるかという部分が非常に議論が集まったところでございました。７月

に施行の通知が出されて、説明会が８月に全国をブロック分けして説明を文科省が直接

するというふうに聞いておりますので、ここのところをお読みいただきたいと思います

が、次にパンフレットを、（１）－３から載せております。ここが端的にポイントが４

点ございましたが、ポイント１、２、これはいいとしても、ポイント３の「すべての地

方公共団体に「総合教育会議」を設置」ということがございました。この中では、１つ

には、この総合教育会議は首長が招集をするということですね。そして、構成メンバー

は、首長と教育委員会委員であるということなんですね。必要に応じては有識者の参加

を要請してもいいというふうになっておりますが、原則首長と教育委員会委員というこ

とで構成されます。協議内容というのは、教育行政の大綱の策定、それから教育条件整

備の中でも特に重点的な施策、私どもとしてみれば、空調の設備とか、給食室の改築の

問題とか、あるいは学校建設の改修の問題とか、こういうものは重点的な条件整備の施

策になろうというふうに思いますが、それからもう１つ３点目が、これがいわゆる引き

金となった子どもたちの生命・身体の保護等に関する緊急的な措置、これが大きな総合
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教育会議の中身であります。 

 ここで文科省といろいろ議論を交わしましたが、大綱を決める、そしてこの総合教育

会議というのは定例的に何回ぐらいすべきかというのが１つ議論になりました。大綱と

いうのは、文科省が言うには、首長は、いわゆる佐賀でいえば総合計画を立てますと、

総合的に佐賀市の方向性を決める総合計画を立てるが、その中に教育関係の分の当然な

がら将来像があると、それが大綱であるというふうに言われました。したがって、大綱

はそうころころ変わるものでないので、恐らく首長が就任をして、最初につくるのが大

綱であろうと。言うならば、佐賀市の総合計画ビジョンであろうと。だから、４年に１

回ぐらいなのかなということで、非常に私たち肩すかしを食ったような思いになりまし

たけれども、それはそれとしても、教育条件整備や、あるいは子どもたちの生命の保護

に関する緊急の場合、こういう場合には総合教育会議を開かなければならないというふ

うになりますので、定例的に行われなくとも首長の要請によって、あるいは教育委員会

と首長との協議の中で開くという状況が生じてくるのではなかろうかというふうに考

えております。 

 この件につきましては、来年度、早速今、私ども第三次教育基本計画をつくっており

ます。当然ながら、ここには大綱を盛らなければいけないであろうということが予測さ

れますので、そこの大綱については市長の考えも受けながら、教育委員会としての考え、

方向性、これを加味してつくる必要があろうというふうに考えているところです。これ

が１つ目です。 

 それから２つ目、２つ目は高校生の修学支援、これが高等学校就学支援金制度という

新制度がことしから行われましたが、この面での説明がありました。これは高校ですか

ら私どもには関係ないような気がいたしますが、当然ながら中学校から高校に行くとき

に、この制度を保護者が知っておかなければ活用できないということになります。 

 そういうことで、幾分変わった部分がございますけれども、今回は授業料補助じゃな

くて、この就学支援金制度という新制度で所得制限が設けられたということがございま

すし、私立高校の場合の加算額というのがございます。そういう面についての説明があ

りました。要するに、中学校から高校に行くときに、こういう制度があるんだというこ

とをぜひ説明をしておいてほしいというのが（２）－１から（２）－４に添付している

資料でございます。 

 それから、３点目が居所不明児童生徒への対応策、これが全国的に調査がありました。

厚労省、それから文科省、両方からの調査がございました。これは子どもたちが就学し

ていないにもかかわらず、これどこでしたかね、厚木市でしたね、結局は亡くなってい

たと、命をとられていたということで、非常に大きな問題になりました。佐賀市のほう

も調査をかけまして、細かいところは市長の指示も受けながら、細かいところを潰して

いったところが、佐賀市の場合には、これは異常がないというふうなことに、１人、全

ての居所不明者も不明じゃなくて、明確になったということでお伝えをしておきます。 

 いずれにしても、今後とも居所不明児童については、これからも私ども気をつけてい

かなければならないことであろうし、全国的に非常に大きな問題になっているというこ

とで、教育委員会だけでなくて、市全体で横断的にこれは考えていくべき中身だろうと

いうふうに思います。 

 それから、４点目に説明があったのが学校規模の適正化、これは私どもは平成何年で

したかね、２１年度末に、つまり２２年の頭に学校の適正配置についての答申を受けま

した。そのことを国として定めたいという旨の説明がありました。 

 この中で見てみますと（４）－１、この基本方針の２０１４の中の（４）－１に斜線

をつけております。「学校規模の適正化に向けて、距離等に基づく学校統廃合の指針に

ついて、地域の実情も踏まえつつ見直しを進める」と。いよいよもって国がここに乗り

出してきたという感じです。非常に危機感を持って国のほうも学校の統廃合については

考えているようでございますので、ただ、いつごろ出るのかということを問い合わせて

質問をいたしましたら、まだはっきりしていないと、出すのははっきりしていないと、
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でも取り組むということでございましたので、そのうち出てくるであろうということを

考えているところです。これが２点目です。 

 次、３点目が県内の市町教育長と人権・同和教育研修会、これがございました。 

 資料の（５）につけておりますが、賤称語発言、あるいは賤称語使用、落書き、特に

学校で生じるのは賤称語の発言と落書きが中心です。平成２２年から２４年までは起こ

っておりません。ところが、平成２５年度につきましては、賤称語落書き事件が中学校

で１件、それから高等学校で賤称語発言、授業中の発言が１件起こっております。また、

小学校に関しては同和地区の問い合わせがあったということが今年度３件差別事象に

関しての事案が発生をしているということでございました。そして、改めて学校の対応

としての第一報のあり方については、資料に載せているとおりでございますので、これ

は（５）－２の中での確認ということで、ここのほうに出させていただいております。

差別事象が発生したときの一報のあり方と。 

 ただ、このときに非常に講師の講話の中で、私が頭の中に強烈に印象に残ったのが、

「失敗は伝わらない」という東日本大震災の前に放映されたもの、これをビデオを見せ

てもらいました。つまり、三陸沖大津波というのが明治２９年に起こって、昭和８年に

起こって、平成２３年に起こりました。ということは、この地震による大津波というの

は、間隔がどうであれ繰り返されているということが１つあります。そうしたときに、

先人は、そういう同じ失敗、被害を繰り返さないために大津波石碑をあちこち建ててい

るそうでございます。私ちょっと知りませんが、その大津波の石碑の中に何と書いてあ

るかと言ったら、この石碑の「此処より下に家を建てるな」と刻んであるそうです。と

ころが、今回の東日本大震災のときに大津波が来たときには、既にその下に家が建って

いて被害に遭った。ところが、「此処より下に家を建てるな」という、此処より上には

被害がなかったということなんですね。そういうことで、失敗は伝わらないと、こう思

ってくれというビデオでした。 

 これを見ておりまして、私どもは失敗は伝えなければいけないのに伝わらないのか

と、じゃあ、伝わるためにはどうすればいいのかということがやはり必要になってくる。

人間というのは、知識ではわかっているが、自分が生きているときにはそういう大災害

は起こらないという安心感があると。そして時間とともに風化をしていってしまうと。

その風化する時間はおおよそ３０年というふうに放映の中であっていました。３０年す

れば全く風化してしまうと。だから、風化をしないための手だてをどう組むかというの

がこれからの防災教育では大事であろうと。まさしく失敗は伝わらないという大津波石

碑、こういうものも使いながら、防災教育をしていかないと風化してしまうということ

ではないかなというふうに、そういうことを感じながら、この研修会を受けたところで

す。 

 その他ということで、佐賀市町教育委員会連合会定期総会、これにつきましては、教

育委員の皆様方もご参加でしたので、説明は割愛します。 

 それから、佐賀市租税教育推進協議会定期総会、これも毎回説明をしておりますので

省かせていただきます。 

 それから、佐賀市民総参加子ども育成運動推進委員会全体会、これもそれぞれ教育委

員さん方も参加をされておりますので割愛します。 

 それから、佐賀市教育委員会評価委員会、これはきょう報告があろうと思います。 

 それから、佐賀県第１回「ＩＣＴ利活用教育推進事業」成果発表会、ここでは具体的

に、先進的に取り組んでおります西与賀、赤松、若楠小学校が事業の提案をしておりま

す。 

 それから、第６７回市民体育大会の開会式、そして、先日つい最近、先週金曜日行わ

れました市Ｐとの協議会、これもご参加でしたが、確認だけさせていただきますと、こ

の市Ｐとの協議会は年々、あるいは回を重ねるごとに内容が充実していって、一歩ずつ

前進をしているというふうに私は実感をしております。その中で、今回いろいろござい

ましたが、特に教育委員会との施策として取り組むための言うならば参考となる中身と
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して、教育の情報化について、あるいは小・中学校のエアコン設置について、土曜開校

について、ニュースポーツの紹介、ネット依存について、社会体育について、こういう

ことをもろもろ協議をいたしました。そういう中でも、それぞれの課がそれぞれ今行っ

ている施策の中にどういう観点を改めて盛り込んでいくべきか、あるいはどういう課題

を解決していくべきかというのは見えたというふうに思っております。 

 そういう意味で、今後はこれを受けながら各課で課題となっていることについては検

討をしていただいて、具体的な歩みの中に生かしていただきたいということを思ってお

ります。 

 それから、やはり私どもは組織として動いていますし、校長・園・所長会、あるいは

幼稚園、保育園、保育所の所長・園長会等を生かしながら、やはりここで議論されたこ

と、課題として残ったようなこと、あるいは報告して十分末端まで浸透させなければな

らない共通理解事項、こういうことについては、ぜひともこういう会を活用して浸透を

図っていく必要があるであろうというふうに思ったところです。 

 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。 

 

（福島委員） 

 つけ加えて私から意見なんですけれど、行方不明児童の件なんですけれど、佐賀では

ほとんどないと思うんですけれど、根本的な原因というか、背景にあるのは極端なネグ

レクトというケースなんですけれど、佐賀ではやっぱりおじいちゃん、おばあちゃんが

いるので、極端なネグレクトというのはほとんどないと思うんですけど、神奈川とか名

古屋とか東京とかのほうで、大阪もそうだった、やっぱりお父さん、お母さんがあちら

で、シングルで子どもを育てていく、すごいネグレクトをしてしまって、子どもを連れ

て実家のある佐賀に帰ってくるというケースは実際にあるんですね。そういうお子さん

に対する対応というのが、多分、担任の先生もわからないんじゃないかなと思うんです

よ。発達障害などのそういう所見は全然出ないんですけど、コミュニケーションがおか

しいと。例えば、トイレに行きたくてもトイレに行きたいと言えないとか、ちょっとネ

グレクトの子に対する問題とか、それに対するかかわりについては、ちょっとこれから

そういう子も出てくると思うので、先生たちもネグレクトというものがあって、それに

ついて何か、私もちょっとどういう対応をしたらいいかというのはわからないんですけ

ど、その子に対する教育というのを、療育ということを考えないと、例えば、通級に通

ってみるとか、そういうかかわりも場合によっては必要だという視点を持って対応して

ほしいなと思うところです。多分、担任の先生も何でそうなのかというのがよくわから

ないと思うんですよね。人に対して攻撃的だったり、自分自身の当然言うべきような基

本的な欲求についても言わない、言えないというような、何を考えているのかよくわか

らないみたいなので、多分困られることがあると思うので、そういうところについて、

そういう子もこれから出てくるということで、ちょっと頭に置いて対応してもらいたい

なと思いました。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 これにつきまして、教育長さん、何かつけ加えてございませんか。よろしいですか。 

 

（東島教育長） 

 やっぱり養育支援をきちんとする児童・生徒ですよね。例えば、出生届すら出ていな

いところもあったというふうにも聞いております。ですから、うちは保健福祉部との連
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携。（「保健福祉部の健康づくり課と……」と呼ぶ者あり） 

 

（福島委員） 

 ゼロ歳から３歳児健診ぐらいまでは都会にいて、おいおい大きくなって育てきれなく

なって連れて帰ってきたと。でも、本当に赤ちゃんの、ゼロ歳のころから寝かせっ放し

で育てたりとかして、３歳ぐらいになるまでずっと寝ていたみたいな子とかいるんです

よね。言葉ももちろん物すごい遅いですし、ただ、一応健常なので、それなりに育てる

んですけど、生まれてから３歳ぐらいまでのかかわりが全然ないので、ちょっとすっぽ

抜けているというか、何でそうなのかって、小学校に入ってきて先生も多分わからない

と思うんですよね。ちょっとそういう背景があるという、そういう問題もあるというこ

とをちょっと知ってもらったほうがいいんじゃないかなと。生まれたころからずっとケ

アしている子はいいんですけど、遠くからぽんと引っ越してきた、都会から来た子なん

かはちょっと注意して見てもらったほうがいいかなと思いました。 

 

（東島教育長） 

 こども家庭課にそういう事例があるの。 

 

（百崎こども家庭課長） 

 転入されている家庭でそういう家庭があるかと思うんですけども、もし転入する前の

ところで要保護児童とかで把握されてあったらうちに連絡がくるようになっています

が……。 

 

 

（福島委員） 

 していないと思う。 

 

（百崎こども家庭課長） 

そういう場合は、行政同士でつないで学校とも連携するということはできるんですけ

ど、全くわからないで転入だけしてこられるという場合もあるんじゃないかということ

はありますので、今回、この調査をきっかけに転入された方に、転入したときにこうい

う手続が必要ですよというのを健康づくり課のほうから新たに出すような形で市民生

活課のほうに要望を出してあるんですね。転入された方にもここまで取り組めるような

体制をつくりたいということは思いました。 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。いろんな各部署で密に連携をとりながら対応していただき

たいと思います。 

 ほかに何か質問はございませんでしょうか。 

 

（伊東委員） 

 質問というよりも、１ついいですかね。今、教育長の報告の中で、私の場合、幼稚園

のところで感じたことなんですけれども、訪問している家庭の中でですね。幼稚園の名

前はちょっとここで控えておきたいんですが、キャパシティが八十数名あるのに３７名

の園児、もうずばり経営は非常に大変です。４名の先生で先生も増やせない。その中で

１人先生がもしこの先生がダウンすると、経営になっていかない。ですから、今後、そ

の辺の現場の事情というのをよく調べられて、経営的な面、資金的な面、経営戦略的な

面、その辺の手助けというのがどうあるべきなのかですね。もうポジションは大きな、

ある企業のそば、企業と言うより行政のそばですよ。ですから、８０名という子どもが

入れるスペース、キャパシティがあるのに３７名ということがあり得るのかなと。待機

児童ゼロという対応をいろいろ施策を必要とするときにですね。ですから、あと５名、
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１０名でも増えれば経営楽ですねというのは率直な話なんですね。 

 ですから、ぜひこの辺も行政の中で、もっとこの辺の実態、もう表面だけ待機児童と

いうのがまかり通っていて、実態は非常に経営が厳しい状況にあるんですね。ですから、

そこの経営者という人がどうなのか、よくわかりませんけども、住職さんと一緒なんで

すね。ですから、ぜひこの辺も、どのポジションでどう対応するのかというのはあるで

しょうけども、民間企業ならもうまさしく早く倒産していますね。ですから、先生が増

やせない。ですから、幼稚園を回ると、その問題が５幼稚園あれば３幼稚園はそういう

実態です。ですから、ぜひこの辺も行政の中で、もっと経営面、それは幼児が減れば１

人先生を減らすと、それは経営的にはなっていくでしょうね。ですから、その１人の先

生が全て経営的な面、ＩＴ的な面、それから資金的な面、全てやられているんですね。

ぜひこの辺の実態もよく調べてもらって、例えば、義務教育化という話もあっています

のでね、５歳児とか。ですから、そういう面での例えば、補助的なもの、補助金的なも

の、助成金的なもの、そういう面を、ただ、そういう資料をつくる時間さえないという

のが実態じゃないでしょうかね、子どもに追われて。 

 ぜひもし調べてみたいということであれば、その幼稚園の名前はもうはっきり申し上

げますので、ぜひその辺のほうも頭に入れてもらって調査をしてほしいなと。もう恐ら

くそのままですと、潰すしかないでしょうね。恐らく広報すれば幼稚園生は増えるポジ

ションなんですね。 

 ですから、ぜひその辺を含めてプロの皆さん方が知恵を絞ってもらって、経営的なご

指導、資金的なご指導をしていただければなと思いましたので、ちょっとこの場を借り

まして発言させていただきました。 

 

（山下委員長） 

 それでは、保育幼稚園課から説明をしてください。 

 

（藤田こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

市全体からしても、定員に対して入所率が６割程度、特に今ご指摘いただいた３割と

かなんとかいう定員、入所率もあります。実際、今回の新制度のほうも当然幼稚園の施

設がかなりキャパがあるという中で、認定こども園の推進を今図っております。要は施

設がそれだけあるんだったら、いわゆる保育所の部分が足りないもので、保育所を増や

す形の認定こども園が推進をされます。端的に平成２７年度からです。今、４２園、私

立の幼稚園３９園のうち、今新制度でどういう形で移行されますかという意向調査をし

ています。特に、今ご指摘いただいた小規模等の園の５園ぐらいが、意向調査の中でも、

いわゆる小規模保育事業で今回新たに新設をされます。幼稚園でも保育園、定員１９名

から６名までの保育園はできます。それは当然公的な給付を保育所と同様出される制度

であります。新制度の中で、小規模の幼稚園の方たちが新たに認可機能を持たれた新た

なこども園とか、あるいはまた小規模保育を今いろいろ考えられている状態でありま

す。ただ、改めて新制度に向けての予算関係もありますので、私どもも個別に各園との

ヒアリングはしていきたいなと思っています。 

 以上です。 

 

（伊東委員） 

 １つは、そういう助成的なものも含めながらですけど、やっぱりトップの姿勢という

のは非常に大事だと思うんですね。ですから、トップの姿勢がどうなのかは、ただ我々

がちょっと行っただけではわかりませんのでね。ですから、ある園はやっぱり非常に将

来性のある経営をされていますし、幾つかの園は、それは非常に厳しい状態であるとい

うことですからね。ですから、行政としてトップの指導までどうするのかというのは非

常に難しい問題ではあるでしょうけど、ですから、今後はそこまで少しずつ入っていか

ないと、せっかくの子どもたちのそういう周辺がマイナス側に走っていくということに
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なりますのでね。 

 今の説明は概略少しはわかりましたので、ぜひ今後もっと短いスパンでご指導をお願

いしたいなと思います。 

 

（山下委員長） 

 ほかに報告の質問ありませんでしょうか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかに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。 

 最初に、第１１号議案『佐賀市報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例』の

ご説明をお願いします。学校教育課。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 第１１号議案についてご説明いたします。佐賀市報酬及び費用弁償支給条例の一部を

改正する条例をこの場で上げさせてもらっております。 

 佐賀市報酬及び費用弁償支給条例（平成１７年佐賀市条例第４２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第６４号中「心身障害児就学指導委員会委員」を「教育支援委員会委員」に改

める。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 上記の議案を提出する。 

 平成２６年７月２２日、佐賀市教育長東島正明。 

 提案理由につきましては、現在あります就学指導委員会を教育支援委員会に名称変更

することに伴い、その必要があるためにこの案を提出するものです。 

 現在の就学指導委員会が国の方針に基づきまして、この教育支援委員会というふうに

変わっておりますので、それでこの条例を提出したいと考えております。 

 以上でございます。 

 

（古田こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 きょうの資料、議案等関係資料の１ページに条例の改正内容が載っております。 

 

（山下委員長） 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第１１号議案『佐賀市報酬及び費用弁償支給条例の一部を

改正する条例』は、原案のとおり承認します。 

 次に、第１２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』、ご説明をお願いします。社会教育課。 

 

（中島社会教育部副部長） 

 資料につきましては、２ページのほうをお願いいたします。１２号議案で、富士生涯

学習センターの運営審議会委員の委嘱についてお願いをしています。 

 これは、佐賀市生涯学習センター条例の第１２条第３項に基づきまして、委員の任期

満了に伴います新たな委員の委嘱についてお願いするものでございます。 

 今回、委嘱をお願いします委員につきましては、３ページのほうに名簿をお示しして
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おります。別紙でございます。９名の委員さんをお願いしたいと考えています。このう

ち、上から通し番号で言いますと、３番目の陣内委員さんにつきましてが新任でござい

まして、残りの委員さんにつきましては再任ということでお願いしています。基本的に

公民館運営審議会の委嘱基準に準じて委嘱を行っておりまして、学校教育、社会教育の

関係者及び家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者の中から委員を委

嘱をお願いしたいと考えております。任期につきましては、平成２６年の８月１日から

２８年７月３１日までの２年間をお願いするものでございます。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議がないようですので、第１２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、原案のとおり承認いたします。 

 次に、第１３号議案『佐賀市少年センター運営協議会委員の委嘱について』のご説明

をお願いします。社会教育課。 

 

（中島社会教育部副部長） 

 同じく委員の委嘱でございまして、資料につきましては、４ページ、５ページをお願

いいたします。１３号議案につきましては、佐賀市少年センター運営協議会委員の委嘱

をお願いするものでございます。 

 これは、青少年センター管理運営規則第１０条第１項の規定に基づきまして、この委

員につきましても、任期満了に伴います新たな委員の委嘱をお願いするものでございま

す。 

 委員の名簿につきましては、５ページでございますけど、１１名の委員の委嘱をお願

いしております。この中で、新任につきましては、上から２つ目の青少年健全育成連合

会の宮﨑委員のほうが新任となっておりまして、あと残り警察関係、民生関係等につき

ましては再任でお願いをしております。任期につきましては、２６年８月１日から２８

年７月３１日までの２年間でお願いをしております。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 あそこは青少年センターね、少年センター。 

 

（中島社会教育部副部長） 

 施設自体は青少年センターと言われる施設ですけど、その中に少年センターという形

で、これは規則のほうで設置規則がございまして、青少年の非行防止関係とか相談業務

等々を行っております。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第１３号議案『佐賀市少年センター運営協議会委員の委嘱

について』は、原案のとおり承認します。 

 次に、第１４号議案『佐賀市スポーツ推進審議会委員の任命について』のご説明をお

願いします。スポーツ振興課。 
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（山口スポーツ振興課長） 

 では、私のほうから資料の６ページと７ページに基づいて説明をさせていただきま

す。 

 今回は、前任のスポーツ推進審議会の委員の任期満了に伴っての改選及び今回新しく

スポーツ推進計画というのを２７年度からの分を作成することにしております。そのた

め、今まで１２名だった委員を１５名に増やして、増員、充実して新たな推進計画をつ

くるということで、今回の任命をすることになっております。これはスポーツ推進審議

会の条例第３条で、学識経験者及び関係行政機関の職員のほうから、教育委員会や市長

の意見を聞いて任命するということで条例に規定されておりますので、この案を提案さ

せていただいて、実際は２５日に第１回審議会を開催しますので、そのときに辞令を交

付する予定です。 

 この７ページの資料に基づいて簡単に説明させていただきますが、１番から１１番ま

でにつきましては再任のメンバーですが、３番につきましては、この赤松スポーツクラ

ブ・シャチというのは総合型の地域スポーツクラブです。それらの代表のクラブで、今

までは別の方でクラブマネジャーという立場の方がいらっしゃったんですが、委員にな

っておられたんですが、今回は会長の徳光氏が新しく推薦されております。また、関係

行政機関、今まで市の健康づくり課の職員だったんですが、やはり同じ行政職員、市の

職員ということで、委員としての意見がなかなか出しにくいというのもありますし、今

回は県のほうのスポーツの推進計画も今年度中に作成する予定ですので、県との連携を

強めるという意味で、佐賀県スポーツ課のほうから推薦いただいて、課長の築地氏を新

しく推薦していただいております。また、学識経験者で、今回障害者スポーツについて

は、厚生労働省から文科省のほうに所管がえがなされておりまして、それに基づいて、

市のほうでも障害者スポーツにもう少し意識を向ける必要があるということで、県の障

害者スポーツ指導者協議会の副会長の嘉村氏を推薦していただいております。また、公

募委員ということで、市民の意見を取り入れるということで、７月１日から公募をしま

した。４名の委員の募集がありました。そのうちの男女各１名を新しく公募委員という

ことで推薦いただいております。 

 なお、市長の意見については、この委員ということで了解したというような意見はい

ただいております。 

 説明は以上です。 

 

（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。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようですので、第１４号議案『佐賀市スポーツ推進審議会委員の任命につ

いて』は、原案のとおり承認します。 

 次に、第１５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。 

 

（大松教育総務課参事兼総務係長） 

 それでは、８ページの第１５号議案『佐賀市教育委員会評価の結果について』、ご報

告をいたします。 

 お手元に配付しております資料といたしまして、評価報告書というのを別紙のほうで

出しております。これを実際に評価報告書ということで、議会のほうに報告をすること

になっております。 

 この概要といたしまして、議案資料の２ページ、３ページを使いまして説明をさせて

いただきたいと思います。議案資料の２ページ、３ページをお開きいただきたいと思い

ます。 
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 この佐賀市教育委員会評価は、ご存じのとおり「地方教育行政組織及び運営に関する

法律」に基づいて、平成２０年度から実施をしているものでございます。平成２５年度

に実施いた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

につきまして、点検と評価を行い、評価書、報告書にまとめたものでございます。 

 資料の２ページをごらんいただきたいと思います。今年度も評価委員５名による評価

を実施した結果としております。委員の構成メンバーにつきましては、報告書の４ペー

ジにもありますが、大学の教授の方、それから一般企業の方、ＮＰＯ法人の方といった

メンバーになっております。評価方法につきましては、教育委員会による自己評価と評

価委員会による第三者評価をしたところでございます。 

 まず、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５月の定例教育委員

会の終了後に自己評価をお願いした部分でございます。それから、２番目の施策ごとの

評価につきましては、事務局で自己評価をいたしまして、６月２５日と７月２日、この

２日間にわたりまして、先ほど申し上げた第三者評価委員会を開きまして、その結果を

まとめたところでございます。 

 それでは、簡単にポイントを説明させていただきたいと思います。 

 報告書の１０ページを開いていただきたいと思います。報告書の１０ページのちょう

ど中ほどでございます。 

 ５月の定例教育委員会の後に、皆さん方に概要を報告いたしまして、そして自己評価

をつけていただきました。その結果といたしまして、２５年度の実績としては、定例教

育委員会や勉強会などを数多く開催したこと、あるいは現場への訪問回数なとが去年よ

りも相当ふえたことなどを踏まえまして、「概ね達成」という自己評価をしたところで

ございます。 

 この評価をもって、その次の１１ページでございますけれども、評価委員さんの評価

を受けたところでございます。１１ページのところで見ていただきますと、評価委員さ

んのからの指摘事項としては３点、そして１１ページの一番下のところで改善策とし

て、その対応策を上げているところでございます。それをまとめたものが、先ほどのま

た資料に戻っていただきまして、資料の３ページ目の一番上の表でございます。３点の

指摘事項に対して、それぞれ改善点を上げております。 

 まず１点目、指摘事項につきましては、「目標にあるように広く住民の意向を反映す

るよう努めることが重要である」という意見に対しまして、改善策といたしましては、

「市民や現場の意見など情報収集に努め、あわせて委員の知識・経験を活かした教育行

政を推進する」ということでしております。 

 指摘事項の２番目、「教育現場の声を聞くなど、情報収集に努めて教育施策に活かし

てほしい」という指摘に対し、改善策といたしましては、「引き続き、教育委員による

小・中学校や幼稚園・保育所等の訪問を行い、現場の意見を聞く機会を設ける。また、

社会教育関係の行事にも参加し、市民の意見を聞く機会を増やす」ということでしてお

ります。 

 指摘事項の３点目、「教育委員会制度がよくわからない市民も多い。制度の周知も必

要である」ということの意見に対しましては、改善策といたしまして、「教育委員会だ

よりの発行やホームページの充実などにより、市民に対して教育委員会制度や取り組み

内容について周知を図る」ということで上げております。 

 簡単ですが、教育委員会の活動に対する評価、それに対する改善策につきましては、

以上のとおりとさせていただいております。 

 続きまして、教育委員会が実施いたしました施策についての評価となりますが、先ほ

どの議案資料の２ページに戻っていただきまして、４段階評価でここのところを説明さ

せていただいております。教育委員会資料の２ページ、下のほうでございます。 

 施策の６つにつきましては、全て一定の成果が見られ、概ね達成という評価をいただ

いております。 

 細かな個々の事業に対する指摘、対策項目、それから改善点などについては、報告書
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のほうに詳細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はご説明いた

しませんが、評価対象事業も多く、限られた時間の中で熱心に議論をいただき、貴重な

ご意見やご助言をいただきました。評価委員会の指摘については、法律の趣旨に従い、

本年度以降の事業に反映する必要がございます。この事業や施策に対する個別具体的な

指摘につきましては、議案資料の３ページに主な改善点の指摘と、その改善点について

対応策を記載しております。 

 簡単でございますが、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。 

 なお、この報告書につきましては、９月の定例市議会に報告いたしまして、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形をとりたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でざいます。 

 

（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。 

 

（岸川委員） 

 この教育委員会制度のよくわからないというのを、市民もさることながら学校の先生

が知っていなかったんですよね。いろいろ学校訪問で。まず学校の先生方にも周知をぜ

ひしていただければなと思っております。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんか。 

 

（東島教育長） 

 教育委員会の活動の中に、市Ｐとの協議会をしていますよね、これ全然載っていない

のよね。（「載っていないです」と呼ぶ者あり）これかなり有効な手段であるから、来年

度はぜひ入れてほしい。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんか。 

 私も市Ｐとの研修会は非常に重要だなと感じておりました。ほかの市に私の知った教

育委員さんがいますけど、そこの市では、そういう市Ｐとはしていないという情報をも

らいましたので、ぜひここは佐賀市としては本当に重要な部分で、市Ｐとやっぱり教育

委員会がしっかりと協議することによって、子ども、教育の質を高めることにつながっ

てくるんじゃないかと思います。 

 ６月２５日はほかの教育委員さんたちもご出席いただきました。ありがとうございま

した。やはり私たち教育委員として、市民に顔の見えるというか、わかるというか、そ

ういうしっかりとした活動をこれからもしていくべきだと私は再認識いたしましたの

で、ほかの委員さんもこれからの活動もよろしくお願いします。 

 ほかに何か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〕 

 異議がないようですので、第１５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。 

 報告事項１「平成２６年度の小・中学校の夏休み以降の主な行事及び学校元気アップ
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事業の予定について」についてですが、この資料は先日の勉強会で説明された行事予定

の最新版と元気アップ事業の放映予定となっておりますので、資料配付のみで説明は省

略させていただきたいと思います。 

 では、次に移ります。 

 報告事項２「佐賀市スポーツ合宿補助金交付要綱の制定について」のご説明をお願い

します。スポーツ振興課。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 では、資料の１３ページをごらんください。それと、別添の議案等関係資料の中では

４ページ、５ページですが、チラシがあれば、そちらのほうを参考に見ていただければ

と思います。 

 では、１３ページのほうで説明をさせていただきます。 

 今回、佐賀市のスポーツ合宿補助金の交付要綱を７月１日から施行ということで制定

して実施することになりましたので、報告をさせていただきます。 

 事業内容は、市内の宿泊施設に泊まって合宿を行う市外のスポーツ活動団体に対して

宿泊費の補助を行うということで、スポーツ合宿が行われることで競技力の高い団体が

来られたら、それを見ることによって市民のスポーツの関心の高まりがふえますし、宿

泊や飲食といった経済効果、また地域活性化、そういったものにもつながるということ

で、この事業については２６年度の新規事業ということで予算化し、２月の定例教育委

員会では概要を説明させていただいておりました。 

 今回、要綱の制定ということでの報告ですが、対象団体、条件等はほとんど変わって

おりません。１つ宿泊の対象の中で、大学生の扱いをいろいろ検討しておったんですが、

一般のほうに含めてなるべく大学生の合宿もたくさん来てもらいたいというのがあり

ます。また、施行が４月１日じゃなくて７月になったのは、いろんな団体のほうとか、

あとは富士の、実際にスポーツ合宿をされている旅館組合とか、そういったところとい

ろいろ話をしながら、より具体的な内容について確認をしていったところです。それと、

あと誘致団体というのがありますが、これについてはかなり一流の団体で佐賀に誘致す

ることによって、より効果があるという団体については、教室などを開催していただい

て、それに対してのプラスの補助を行うというような取り組みをすることにしておりま

す。 

 ホームページ等で７月１日には広報を始めたところです。ただ、市報が市民向けの報

道なので、９月１日号に掲載の予定です。関係団体のところには、この要綱自体をチラ

シとともに配付して、より積極的に周知をしていただけるように話をしているところで

す。 

 説明については以上です。 

 

（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。 

 

（東島教育長） 

 この補助金額は１泊１，０００円ということ、１泊１人当たり１，０００円という意

味ですか。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 はい、そうです。２０泊以上というのが、例えば、１０人だと２泊するということで、

２０人分です。 

 

（東島教育長） 

 １０人で２泊だから……。 
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（山口スポーツ振興課長） 

 ２０泊だから２万円。 

 

（東島教育長） 

 これ泊の１，０００円となると、１人当たり１泊１，０００円という捉え方をすれば

いいわけね。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 ええ、そうです。 

 

（東島教育長） 

 これで、そういう読み取りできるんですよね。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 はい。要綱の中では、そのあたりの条件のところで、２０泊以上というような、②の

ところでですね。それ以上で、大勢来たり長く宿泊した場合には、限度額１０万円で打

ち切りにはなります。 

 

（東島教育長） 

 いや、だから１人当たりというのが読み取れるかと言っている。１泊１，０００円と

いうのを、１人当たりと読んでいいのか、もちろん１泊１，０００円というのは少ない

けれども、この上の条件の中の②で延べ２０泊でしょう。となっているのに、延べ２０

泊ですから、何も１人当たりと書いていないわけね。これで読み取れればよいのだが。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 人数だけに限定ができないので、例えば、２人でとか複数人であればということにな

ります。 

 

（東島教育長） 

 泊当たり１，０００円というのは、泊当たり１人１，０００円ということ。１泊当た

り１人１，０００円。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 そうです、はい。 

 

（東島教育長） 

 だから、その１人という読み取りができるねと言っているだけだから、これで読み取

れるね。泊１，０００円という読み取り方。泊１，０００円でしょう、１泊１，０００

円という読み取りはできるけど、１泊１人当たりという読み取りができまますか。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 １人当たりというカウントの仕方ではなくて、この２０泊以上、３０泊以上という、

そちらのほうでのカウントの仕方になります。 

 

（東島教育長） 

 そしたら、２０人いれば、１日泊まったら２０泊と。 

 

（山口スポーツ振興課長） 
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 はい、そうです。 

 

（東島教育長） 

 そういう読み取りをしなきゃいけないのか。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 そうですね。ちょっとわかりにくいところがあるかもしれません。 

 

（東島教育長） 

 ５人になれば、４泊すればいいわけね。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 そしたら５人いれば、５掛けるの１，０００掛けるの４ということだね。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 人数が多かったら、泊数が少なくても大丈夫です。 

 

（東島教育長） 

 ただし、２０泊以上になる場合があるわけですね、泊数で全部計算し直しと。そうい

うことね。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 はい。 

 

（伊東委員） 

 その辺のバックデータ的な、想像した何か、今嬉野とか鹿島がよくやっていますよね、

箱根駅伝のメンバーを呼んで。ですから、効果はかなりあると思うんですけど。例えば、

佐賀市内ですると、その場所、会場、ポジション、その中の想定した中でシミュレーシ

ョンがされているのか。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 具体的には冒頭でしゃくなげ湖、今、富士のダムのところで実際に合宿等がもう行わ

れておりまして、ボート協会のほうと話をした際には、年間でもかなりの日数宿泊する

団体がいるというようなところがあります。また、誘致する団体につきましては、県が

スポーツコミッションという組織をつくって積極的に取り組んでおり、県内、各いろん

な自治体のほうには該当しそうな団体からの問い合わせがあったときには紹介等もあ

っておりまして、あとは施設の空き状況との兼ね合いの中でどこまでを入れられるかと

いうことを今具体的に個別に協議をさせていだたいているところです。予算化する際に

は、ある程度このぐらいは確保できるだろうという見込みを立てたところです。 

 

（伊東委員） 

 かなり強烈に広報をしないと、集まってこないと思うんですね。嬉野とか、鹿島は競

技場はクロスカントリーコースになっていますしね。ただ、北山は魅力ありますよね。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 そうですね。ほかのスポーツ施設、体育施設は同じような施設が競合しますので、条
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件のいいところに行く可能性はありますが、しゃくなげ湖等につきましては、地理的な

条件のほうから有利かなというふうに考えております。 

 

（東島教育長） 

 大学生、これは在籍校の所在で見るのか。例えば、佐賀大学が合宿とかしたときに、

中には実際の学生の住所は全然ばらばらといったときに、それは所在地の大学の位置で

見るのか。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 大学の場合は、はい、所在地で見ます。 

 

（東島教育長） 

 西九州大学は本部が神埼だから、佐賀市で行ったら補助金が出るのね。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 はい、そうです。 

 

（東島教育長） 

 そしたら、西九州大学の子ども学部は佐賀市内にあるが、本学は神埼市だから、神埼

のほうで申請が出ればオッケーですか。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 短期大学部と大学部と２つの部門が西九州大学のほうはありますので、そのあたりは

ちょっと具体的な部自体がどちらなのかというのは確認をいたします。 

 

（東島教育長） 

 あそこの神野のほうは、短期大学部と子ども学部という４年制と両方ありますね。そ

したら、子ども学部と書かないで、西九州大学の何々部と書いた場合には読み取れない

ですね、神埼だねというふうにして。だから、非常にそこら辺が紛らわしくなりますか

ら、審査の場合ですね。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 はい、要綱の内容に照らして、審査のほうできちんと確認をしたいと思います。 

 

（伊東委員） 

 もう１つよろしいですかね。参考にですけど、これ市外ですよね。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 市外ですね、はい。 

 

（伊東委員） 

 市内の合宿については今後検討されることはないですか。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 これはどちらかというと、経済的効果と地域活性化というところも考えてやっており

ますので、市内は対象としないと。 

 

（伊東委員） 

 はい、わかりました。 
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（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〕 

 では、このほかに何かご報告はございませんでしょうか。 

 ご報告がなければ、これで報告事項は終わります。 

 それでは、これで７月の定例教育委員会を閉会いたします。 

 

 


