
1 

 

佐賀市総合計画審議会第２回子育て教育分科会 会議録 

日時 平成 26 年 8 月 5 日（火） 14 時 57 分～16時 52 分 

場所 アイスクエアビル５階 大会議室 

出席者（委員） 金子 信二、小林 有加、小森 京子、角 和博、千手 正秋、 

田中 咲千子、馬場 佳菜子、林 正博 

※敬称略、50音順 

出席者（事務局） 佐賀市（貞富こども教育部長、西川社会教育部長、古田こども教育副部長、

中島社会教育副部長、梅崎学事課長、百崎こども家庭課長、藤田保育幼稚

園課長、福田文化振興課長、棚町図書館長、山口スポーツ振興課長、喜多

協働推進課長、成富福祉総務課長、岡義務教育指導係長、古賀庶務係長、

中島サービス１係長、久富管理係長、森母子福祉係長、西企画係長、横田

行政評価係長、嘉村主査） 

パシフィックコンサルタンツ（竹谷） 

会議の公開又は 

非公開の別 

公開 

傍聴者 無 

担当部署 佐賀市 企画調整部 行政管理課 

行政評価係 担当：嘉村、片山（企画政策課） 

℡：０９５２－４０－７０２９ 

E-mail：gyoseikanri@city.saga.lg.jp 

１．開会 

 

２．議事 

・佐賀市総合計画 第５章（案）について 

 

（１）「5-1 安心して子育てできる環境の充実」について 

 

○事務局（こども教育部長） 

（意見１）課題の「子育てに対する経済的負担感が大きく、子育て家庭への負担の軽減が求めら

れています」は、誰が求めているかを明確にすべきではないかとのご意見を踏まえ、「子育てに

対する経済的負担感が大きく、子育て家庭への負担の軽減が社会的に求められています」と修正

する。 

 

○角会長 

事務局の修正案において意見はないか。 

特に意見がないということで、事務局の修正案を承認する。 

 

--------- 
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○事務局（こども教育部長） 

（意見２）「5-1-3 子育て環境の整備」における概要には、日頃感じている内容が書かれていな

いと感じた。公民館を活動の拠点とすることで、地域での見守り活動にもつながる。0～3 歳ま

でに母親同士の結びつきが強くなると、地域の力につながっていくと思うため、母親が一番孤立

しやすい新生児期からの支援づくりが必要なため、「家庭保育の子ども（保育園、幼稚園に就園

前の子ども）の環境作りが必要」という内容を含めてはどうか。 

（意見３）「5-1-3 子育て環境の整備」では、学童保育の不充分さを改善する方向性や待機児童

（小１のカベ）問題への対策が弱いのではないか。 

（意見４）「5-1-3 子育て環境の整備」の概要に「待機児童解消に向けた施設整備等とともに、・・・」

とあるが、待機児童が、どこの待機児童かということを明確にした方がよいため「「放課後児童

クラブへの待機児童解消に向けた施設整備等とともに、・・・」とした方がよいのではないか。 

 

上記のご意見を踏まえ、「5-1-1 子育てと両立の支援」と「5-1-3 子育て環境の整備」の記載内容

を合わせて整理した。 

但し、「放課後児童クラブ」は、「保育サービスの充実」という一括りの中に包括して表現してい

るため、あえて表記はしないこととした。 

「5-1-1 子育てと両立の支援」は、「働きながら子育てをしている家庭の負担を軽減するため、

待機児童解消のための環境整備を含めた保育サービスの充実など、子育て家庭のニーズに対応し

た支援を行います。また、子育てと仕事の両立に対する事業主の理解の促進を図ります。」 

「5-1-3 子育て環境の整備」は、「子育て家庭からの気軽な相談や、児童虐待など専門性と長期

的対応が必要な相談にも対応できる体制の整備を図ります。また、乳幼児の早い時期から親の子

育てに対する不安を解消するために、親同士の交流の場づくり、学ぶ機会の提供などに取組みま

す。あわせて、子育てサークルや地域の子育て支援に関わる団体等の育成を図り、地域で見守り

支え合う子育て・親育ちを支援します。」と修正する。 

 

○角会長 

「5-1-1 子育てと両立の支援」の概要「子育てと仕事の両立に対する事業主の理解の促進を図り

ます」とあるが、担当部局はどこになるのか。 

 

○事務局（こども教育部長） 

男女共同参画課と商業振興課が担当となる。 

 

○角会長 

具体的に事業主への指導というのはできるものなのか。マタニティハラスメントなど問題になっ

ているが、かなりの事業所で改善はされているのだろうが、実際にチェック機構があるのか。 

 

○事務局（企画政策課） 

直接指導は権限が無くできないが、男女共同推進の観点から協賛事業所を募っており、事業主を

訪問し主旨を説明したうえで、了解を得られれば協賛事業所としている。その際に、子育てと仕

事の両立に対する事業主の理解についてもお願いさせていただいている状況である。 



3 

 

 

○角会長 

具体的な場面で、働きながら子育てをされている女性が男女共同参画を推進している部署に相談

に来られたら、そのような形で対応をしていただけるという事なのか。 

 

○事務局（企画政策課） 

個別の対応がどこまでできるかについては、担当課に確認し、次回回答させていただきたい。 

 

○角会長 

次回、回答をお願いする。 

 

○角会長 

その他「5-1 安心して子育てできる環境の充実」について追加意見はないか。 

先程、「放課後児童クラブ」は、「保育サービスの充実」という言葉のなかに包含するとの説明で

あったが、確かに背景（Ｐ81）に「保育所（園）や放課後児童クラブ等の・・・」と記載されて

おり、ここと対応するということだろう。このようなものを包含して「保育サービスの充実」と

いうことだろう。 

 

○委員 

特に意見なし。 

 

（２）「5-2 就学前からの教育の充実」について 

 

○角会長 

意見 5～7 については、第１回分科会の質疑応答の中で解決しており、特に修正するということ

にはなっていない。 

 

○事務局（企画政策課） 

（意見 8）「「食育」が他の章（施策）にも記載されているのであれば、「食育」は福祉の分野に

記載されていることが分かるようにできないか。」とのご意見については、計画素案の参考資料

に用語集を掲載している。この用語集で同じ単語が掲載されている頁を列挙しており、これでど

この頁に記載されているのかは分かるのではないかと思う。見やすく修正する必要はあるが、こ

れをベースにするという考え方でよいかを確認させていただいた上で、整理を進めたいと考えて

いる。 

 

○角会長 

更に見やすくするためには、頁番号の前に章番号を記載すると、どの章に記載されているのかが

分かりやすくなるのではないかと思うが、その辺は事務局に検討を任せたい。 

 

--------- 
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○角会長 

その他「5-2 就学前からの教育の充実」について追加意見はないか。 

 

○小森委員 

第５章のタイトルには「ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち」となって

いる、しかし「ふるさとに愛着と誇りを持ち」というのが、「5-2 就学前からの教育の充実」の

どこにも出てこない。大人達の会話に「佐賀には何もない」とよく出てくるが、それは子どもの

時から育てないといけない。それが「ふるさとに愛着と誇りを持ち」という第 5章のタイトルに

なっているのではないか。ところが、第 5章のタイトルになっている内容が課題にも取組方針の

なかにも記載されていない。 

第１次佐賀市総合計画には、「4-2-2 義務教育の充実」（Ｐ161）で「佐賀を誇り、佐賀に愛着を

持つ心情の育成を図る」と記載されていたが、この文面が今回の計画では消えている。そこが何

故消えたのかを教えていただきたい。 

 

○角会長 

第 5 章のテーマが「ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち」と明確に記載

されており、本当から言えば 5-1 から 5-6 まで全てにそれが含まれていなければいけないのでは

ないか。特に削除された理由があるのだろうか。前回と同様に「義務教育の充実」に記載されれ

ば全体のテーマと合致するのではないか。 

 

○小森委員 

今回の総合計画を１章から通して見て見ると、大人の文化遺産や世界遺産登録の動きなどは反映

されている。「ふるさとを誇りに思う」という文面が入っていることで、小学校の子ども達が「佐

野常民記念館」や「佐賀城本丸」などに巡回してバスで行くなどの予算を教育委員会でつけてい

ただいている。佐賀市は合併し大きくなった事で、旧町単位での意識はあるが佐賀市という意識

が薄い。「佐野常民記念館」や「佐賀城本丸」などに行くことにより、佐賀市全体としての体験

が出来る。総合計画に「ふるさとを誇りに思う」という文言が記載されることにより、子ども達

の体験学習の予算に繋がるのではないかと思う。大人より子どもに投資することがより大切であ

ると考えるため、「ふるさとを誇りに思う」がタイトルにはなっていても、具体的な取組方針の

中に是非記載すべきではないか。 

 

○千手委員 

愛着を持つ取組として、市では今後どのような取組を想定されているのか。 

 

○事務局（学校教育課） 

小学４・６年生を対象に社会科の授業、もしくは総合学習授業の時間に活用していただくために、

佐賀市内の歴史的な史跡や旧所、もしくは現在働いている警察署や消防署、浄水場などを見学す

るバス代を支援している。 
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○千手委員 

市内の各公民館でも様々な取組を行っている。 

高木瀬公民館は高木瀬小学校と連携し、自治公民館巡りを行っている。14箇所の自治公民館を、

5 年生の時に東部の 7 箇所、6 年生の時に西部の 7 箇所を巡る。各自治公民館では、自治公民館

長、自治会長、ボランティアの方など 7～8 名が待っており、子ども達が事前に提出した質問に

対し、大人が勉強し、小学生にも分かりやすく回答している。 

佐賀市内には「佐賀城本丸」など有名なものがあるが、各小学校単位でもいろんなものがある。 

他にも高木瀬には江戸時代から続く「餅相撲」や市の重要無形文化財である「ねじり浮立」など

の伝統行事が残っている。高木瀬のみでなく、他地区でもいろんな取組を工夫して行っている。

このような実態を事務局でどの程度把握しているのか、把握していないのであれば公民館や小学

校等を調査してみるのもよいのではないか。 

「ふるさとへの誇り」というのは、市民は佐賀には何も無いというが、都会の人は、何もない田

舎に渋滞してまでも行く。そのような点に、佐賀市民は気付くべきである。福岡だけが良いので

はなく、博多の町よりもっと佐賀の方が良いという事に我々が気付きＰＲしていく事も必要では

ないかと感じる。 

 

○角会長 

千手委員のご意見の重要なところは、各学校区の中での様々な活動や学校とどのような連携が行

われているかという点である。確かに、郷土の民俗芸能等は、地域の方々のボランティアによっ

て支えられていく。そのためには、就学期から素養を身につけておく事が、地域の民俗芸能を若

い世代が引き継いでいく基礎をつくることになるが、その辺が組織的になされているかという意

見であろう。 

 

○小森委員 

知ることから始まる。知らないと経験しないと何もわからないまま上滑りで染み込むことなく進

んでいく。知る事が出来る場が多くなっていくことが必要であり、特に義務教育では意識的にで

も行っていく事が重要である。 

 

○角会長 

地域の文化財や無形文化財に関して、何らかの形でカリキュラムや学校行事に取り入れていくこ

とにより、子ども自身もそれを意識化していくことになるのではないかとは思う。その辺まで記

載した方がよいのだろうか。 

 

○林委員 

北川副では、まちづくり委員会の「守り育てる部会」で、昨年、地域にある史跡や神社等をマッ

プにして作り、学校にも配布している。今年は、マップづくりの際に撮影したビデオのＣＤ化を

検討している。 

 

○事務局（企画政策課） 

「5-2-2 義務教育の充実」の概要は、元々「・・・社会の一員として心豊かでたくましく、ふる
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さと佐賀に誇りと愛着を持った、児童生徒の育成を図ります。・・・」としていた。 

今回提示している計画素案を訂正する際に、事務局の手違いで「ふるさと佐賀に誇りと愛着を持

った」という文言を削除してしまっていた。 

 

○角会長 

おそらくワープロミスであろう。取組の基本事業の中の概要としては、この程度にとどめて、具

体的な施策については、具体的な計画で検討いただくということでよろしいか。 

 

○委員 

特に意見なし。 

 

○田中委員 

背景（Ｐ83）に「国際化や情報化など、社会が目覚ましく進展していく中で、子どもたちがその

変化に適切に対応し」とあり、「5-2-2 義務教育の充実」の概要には「小中学校におけるＩＣＴ

環境を整備し、その特性を活かした教育の充実を図ります」とある。コンピューターを使った授

業が、これから増えていくと思うが、自身の子どもが、ＩＴ授業ではコミュニケーションがほと

んど無かったという話をしていた。現在、携帯やパソコンでＳＮＳが主流であるが、子ども達が

人と会話をする機会、子供同士が会話をする機会が減っている中で、コミュニケーション能力を

育む事が重要ではないか。 

子どもが、海外でホームステイした経験の中で、コミュニケーションが成り立たないと外国の人

は相手にしてくれない、自分から話しかけることの重要性を感じたと言っていた。 

「5-2-2 義務教育の充実」の概要に「コミュニケーションの能力を図る」という言葉があればあ

りがたいと感じる。 

 

○角会長 

確かに背景には「国際化や情報化」と記載しているが、「5-2-2 義務教育の充実」の概要には、

ＩＣＴ環境の整備としか記載されていない。 

国際化というと、英語教育と短絡的にいうが、今述べられたように「まずは、コミュニケーショ

ン能力」その 1つとして英語が話せるなど必要ではないか。確かにＩＣＴ環境の整備だけでは不

十分と感じる。 

 

○事務局（こども教育部長） 

確かに、人と人との対話が大切である。 

そのような中で、子ども達の「生き抜く力」を育てていく必要があると思う。その中のひとつが、

コミュニケーション能力であると捉えており、「5-2-2 義務教育の充実」の概要「社会の一員と

して心豊かでたくましい児童生徒の育成を図ります」という中に含めている。今後の潮流として

ＩＣＴ環境の整備は避けて通れない。但し、ＩＣＴのみで進めていくのではなく、環境整備が無

ければ、潮流にのった対応とならない。ＩＣＴは、あくまでもツールであり、どのような使い方

をするのかを考えながら進めていく必要はあるが、環境整備は行っていく必要があるため、記載

している。 
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具体の計画である、教育情報化の計画の中で、ＩＣＴの負の部分の教育も図っていくということ

は考えている。 

 

○角会長 

背景の最後「自分らしさを発揮して未来を切り開いていくための「生きる力」を身につけること

が求められています」と明確に子ども達の未来像を記載しているが、そこを受けて「5-2-2 義務

教育の充実」の概要「社会の一員として心豊かでたくましい児童生徒の育成を図ります」だけで

対応関係が明確だろうか。もう少し、佐賀市らしさを感じられる表現ができないか。例えば「国

際化に対応できるコミュニケーション能力の育成を図り」などの文言を追記すると、背景に対し

て具体的な施策を行うというのが対応するような感じがする。 

 

○事務局（こども教育部長） 

「5-2-2 義務教育の充実」の概要の文章の流れとして 3行目までは子どものイメージ、後半は、

各学校の主な取組という構成になっており、この中に「コミュニケーション能力」というのは記

載しづらい。「コミュニケーション能力」は、ＩＣＴ環境の整備の所に追記するということなの

だろうか。 

 

○田中委員 

ＩＣＴ環境とは別の話であると感じる。子育てしている中で、今の子ども達に「コミュニケーシ

ョン能力」があるのかと非常に感じる。大人も同様ではある。「社会の一員として心豊かでたく

ましい」というのは漠然としている。 

 

○事務局（こども教育部長） 

「5-2-2 義務教育の充実」の概要前段の子どもの将来像の部分を「コミュニケーション能力」を

含めた記載を事務局で検討する。 

 

--------- 

 

○小森委員 

「5-2-3 いじめ、不登校等対策と特別支援教育の充実」の概要に「いじめ、不登校、問題行動等

の予防策の研究」と記載されており、書きようがなくこのような表現になるのだろう。市全体で

は相談体制というのがあるのだろうが、教育を行う者として見た時には「心の教育」という言葉

が必要ではないかと感じる。 

ほんの小さな言葉かもしれないが、具体的に下りていく時に「心の教育」等の文言が必要ではな

いか。 

 

○事務局（こども教育部長） 

個別計画の「教育基本計画」では、「豊かな心の育成」等の大項目を掲げている。そのため、総

合計画の中にも入れるような形で検討させていただきたい。 
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○角会長 

いじめをしない教育は多いが、いじめが起こった時にそれを回避するような教育も必要ではない

か。そのようなものも含めて検討していただきたい。 

 

--------- 

 

○小森委員 

「5-2-5 安全な給食の提供と食育の推進」の概要に記載されている「国の衛生管理基準」とはど

のようなものなのかが分かりにくい。総合計画は誰に分かりやすい表現とすべきなのか。表現が

少し分かりにくいのではないかと感じた。 

 

○角会長 

用語集で「国の衛生管理基準」を説明すればよいのでは。 

 

 

（３）「5-3 家庭・地域・企業等の教育力の向上」について 

 

○角会長 

意見 9についても、第１回分科会の質疑応答の中で解決しており、特に修正するということには

なっていない。 

その他「5-3 家庭・地域・企業等の教育力の向上」について追加意見はないか。 

 

○林委員 

子どもへのまなざし運動は、どの程度地域に浸透しているのか。 

北川副では、子ども達に「まなざしカード」を配布し、行事に参加したら判を押し、満杯になっ

たら、冬祭り時に地域連携協議会の会長名で賞状と記念品を渡している。 

他の地域の取組をあまり聞かないため、「まなざし運動」と言って随分経つが、どの程度浸透し

ているのかが疑問である。 

 

○事務局（社会教育副部長） 

「まなざし運動」は、平成 20 年度から初めて 7 年目となる。基本的に地域を含めて、家庭、企

業全てが、そういう気持ちで取組んでいくということで、実際にどの程度「まなざし運動」の気

運が広がっているかというのは、成果指標で確認している。平成 25年度の基準値では、「地域の

行事や活動に参加している家庭の割合」は 37％、「「子どもへのまなざし運動」の市民の認知度」

は 34％であり、目標としては、市民の半分の方に認知して欲しいと考えており、啓蒙・啓発活

動に取組んでいる。また、地域祭りなどを子ども達が企画するなど、地域の中で子どもの出番を

作っていく取組を推奨している。 

先程の北川副など、いろんな取組に対しては、事例として「まなざしキラリ賞」として募集し、

表彰した上で、次の年のカレンダーに取組の事例を含めた写真を掲載し配布している。 

ている。また、平成 25 年度からはＦＭ佐賀で、そのような取組をしている参加者や地域の方に
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出演をしていただき、啓発していく等の取組を行っている。 

地域と学校とを結ぶコーディネーター等を配置するなど、まなざしの認知度をあげて地域での取

組をお願いしている。 

また、まなざしへの参加企業を毎年募っており、平成 25 年度は 740 社程となっている。 

 

○金子委員 

具体的に企業は、どのような形で「まなざし運動」に参加しているのか。 

 

○事務局（社会教育副部長） 

一番わかりやすいのは、建設会社が工事現場等で通学時の子どもの見守り等を行っている。 

企業の中では、子どもへまなざしが向けられるように、水曜日の「ノー残業デー」に協力してい

ただく等している。また、商業振興課等と連携した低利な融資資金の事業を行って参加している。 

 

○金子委員 

そのようなものが「まなざし運動」となるのか。 

企業が 740 社も参加しているのであれば、いろんな取組があるのではないかと思うが、定時に親

が帰り一緒に食事をする事等が「まなざし運動」といえるのか。 

 

○事務局（社会教育部長） 

親が、どうしても時間をつくる時間がないという事で、大人のあるべき姿のなかに、家庭を大事

にして欲しいというのがあり、そのためには、企業の経営陣を含めて、そのような姿勢を従業員

に示していくことは非常に大事ではないかと考えている。親が早く帰り子どもと食事すること

は、大きな意味での「まなざし運動」ではないかと捉えている。 

 

○角会長 

「まなざし運動」は、先程の「ふるさとに愛着を持つ」というのとも関係があるのだろう。結局

は、お互いのまなざしなのだろう。そのためには、コミュニケーション能力も大事なのだろう。 

 

○金子委員 

先程、地域のまつりを子ども達が自分たちで企画する等の話であったが、以前は、子ども達が主

体となった行事が多くあった。今は、父兄が全てにおいて世話をしすぎており、子ども達は参加

するのみとなっているのが、現状ではないか。 

 

○事務局（社会教育副部長） 

そのようなことが多く、地域の祭りなどを子ども達が取り組み、誉めてもらうなどの流れをつく

るなど、地域で子ども達の出番をつくることも、「まなざし運動」のひとつではないかと思って

いる。 

 

○千手委員 

企業の取組としては、スーパーの「アルタ」で、子ども達が植えた大豆で納豆を作り、その納豆
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を売っている。そのような取組も非常に良いアイデアではないか。 

 

○事務局（社会教育副部長） 

企業の取組で紹介し忘れていたが、「アルタ」はまなざし運動の参加企業であり、大豆の豆から

販売までを子ども達が行い、売上の一部を学校の図書費に寄付する「大豆 100 粒運動」を行って

いる。このような企業の取組もある。 

 

（４）「5-4 自ら学ぶ生涯学習の推進」について 

 

○角会長 

「5-4 自ら学ぶ生涯学習の推進」について追加意見はないか。 

 

○金子委員 

成果指標と目標値「市立公民館及び生涯学習センターの年度利用者数」の、基準値 70 万 5 千人

は、公民館の教室等の延べ人数が全て入っているのか。 

 

○事務局（社会教育副部長） 

毎年度、公民館から報告された人数であり、サークルや教室の延べ人数である。 

 

○金子委員 

生涯学習センターとは、どこが含まれているのか。 

 

○事務局（社会教育副部長） 

大和と富士になる。合併時に生涯学習センターとなっていたため、そのまま引き継いでいる。ま

た、この人数の中にはコミュニティセンターも含まれている。 

 

○千手委員 

それぞれの公民館でいろんな取組を行っている。高木瀬公民館は、子どもの声が聞こえる公民館

というのがモットーである。公民館は、高齢者が利用するところというイメージがあるが、地域

で子ども達を育てるためには、子ども達が参加できるような番組が必要である。高木瀬公民館で

は、生涯学習セミナーに大人の会員が 100 名程登録しており、１回に 60～70 名程が参加する。

そこに高木瀬小学校の 4～6 年生が学年毎に参加している。音楽や小話、落語など子どもにも充

分理解できるような番組などを開催している。それぞれの公民館でいろんな取組を行っているた

め、子ども達の数もこの指標には入っていると思われる。 

 

○小森委員 

佐賀にいると、公民館があって当たり前と思うが、これだけ公民館が校区全てにあるという事は、

佐賀県が誇る大きな財産である。「5-4 自ら学ぶ生涯学習の推進」に公民館のセミナーのような

事がもう少し書かれてもよいのではないか。公民館の活性化のためにも、公民館に関する記載は

もっとあってもよいのではないか。 
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また、今後高齢者が増えていく事を考えると、「元気な高齢者」や「元気な大人」という文言が

あってもよいのではないか。 

 

○角会長 

「5-4 自ら学ぶ生涯学習の推進」は、どちらかというと、成人教育や高齢者教育に重きを置きす

ぎており、就学前や就学期の児童・生徒からの連続性が弱いかもしれない。公民館教育は日本が

世界に誇る教育であり、もう少し力強く記載して欲しい。 

 

○事務局（社会教育部長） 

「5-4-1 多様な学習機会の提供」と「5-4-2 生涯学習施設の整備・運営」に、公民館という内容

を盛り込んだ表現を検討したい。 

 

（５）「5-5 誰もが親しめる市民スポーツの充実」について 

 

○角会長 

意見 10 についても、第１回分科会の質疑応答の中で解決しており、特に修正するということに

はなっていない。 

その他「5-5 誰もが親しめる市民スポーツの充実」について追加意見はないか。 

 

○委員 

特に意見なし 

 

（６）「5-6 未来につなげる文化の振興」について 

 

○角会長 

意見 11・12 についても、第１回分科会の質疑応答の中で解決しており、特に修正するというこ

とにはなっていない。 

その他「5-6 未来につなげる文化の振興」について追加意見はないか。 

 

○金子委員 

前回の意見は具体的になってしまうため、ここでの表現的には、このような表現にせざるを得な

いと思うが、背景にも記載されているように佐賀市には沢山の遺跡をはじめ、近代化遺産等も沢

山あるが、そのような所を紹介できるような施設がない。 

 

○角会長 

時々、「佐野常民記念館」でロボット工作等を行っているが、施設は立派であるが、来場者が少

ないみたいである。地の利が悪いのかもしれないが、子ども達が佐賀の賢人の足跡などが学べ、

人間が学ぶ姿なども見える。そのようなことも含めて記載されてはいる。 

 

○事務局（社会教育部長） 
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文化遺産は多いが、紹介する施設が少ないというのは議会の方からも意見があるが、厳しい財政

状況の中では、既存の施設を活用して何とかできないかという事で検討している。 

「佐野常民記念館」は、三重津海軍所跡の世界遺産登録に向けた、来館者へのプレゼン等を行っ

ている。また、赤十字関係の学習も行っている。駅から離れていることなどもあるが、来館者増

加に向けたＰＲを行っていきたいとは考えている。 

 

○林委員 

有明海沿岸道路が出来れば、交通アクセスもよくなり、うまくＰＲすれば集客も期待できるので

はないか。 

 

○小森委員 

「5-6 未来につなげる文化の振興」ということであれば、子どもの時からという文言が必要では

ないかと思う。子どもの時から、歴史的遺産を見たり聞いたりすることが必要である。 

課題には、「市内にある歴史遺産や伝統芸能について、その存在や重要性を多くの市民が知り」

と記載されている。“市民”とした時のイメージは大人である。子どもの頃からその存在を見て・

知ってという段取り的にも、文章に子ども達が入らないといけないのではないか。 

 

○事務局（社会教育部長） 

例えば、東名遺跡については、ずっと定期的に出前授業を行っており、子ども達も非常に関心を

持ってくれる。ご意見のように、子どもの頃から地域に愛着を持つや佐賀市に愛着を持つという

ことも、当然歴史文化に触れることもある。 

 

○角会長 

たとえば、めざす姿（成果目標）の文頭に「市民が子どもの頃から」と追記してはどうか。 

そうすると、5章の「ふるさとに誇りと愛着を持ち」というテーマを支える事になるのではない

か。 

 

○小森委員 

「子どもの頃から」が明記してあることによって、既存の文化施設も、子どもを巻き込んで親と

一緒に何かしましょうとかいう方向につながっていくのではないか。 

 

○金子委員 

東名遺跡の出前授業は非常に素晴らしい。今後も積極的に取組んでいただきたい。例えば大和町

の「国庁跡」や東名の資料館、歴史資料館などがあるが、なかなか人が行かないのではないか。

人を呼べるような工夫をしないと施設があっても勿体無いのではないか。 

 

○角会長 

総合計画では盛り込めないが、小学校の社会科の授業で「国庁」を取り上げ、見学するなど、子

ども達が歴史や地理を知り、興味を持つような取組が必要だろう。 

佐賀は、市全体が文化財そのものといってもいい。小中連携で整備が進んでいるスクールバスを
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活用して見学する等のアイデアが出てくるとよい。 

「5-6 未来につなげる文化の振興」では、子ども目線も含めた表現にすると、5 章全体がまとま

るのではないか。次回までに事務局で検討してほしい。 

 

○事務局（社会教育副部長） 

めざす姿（成果目標）の中で、記載を検討する。 

 

○千手委員 

三重津海軍所跡は、劣化を避けるため埋め戻している。世界遺産の調査団が来る時には掘り起こ

すのか。 

また、日新小学校の給食室下に遺跡があるのではないかと言われているが、校舎を壊して調べる

ということはあるのか。 

 

○事務局（文化振興課長） 

三重津海軍所跡が世界遺産になるためには、実際に保存されているのか、将来も継続して保存で

きるのかがキーポイントである。実際の存在については、発掘調査の報告書や古文書の調査等で

間違いなく存在する。 

ユネスコへの推薦書には、このような手法で未来永劫保存されるということもあわせて記載され

ている。文化財保護法や河川法、都市計画法など様々な法律で守られている。 

ユネスコの調査員は専門家であり、掘り起こさずとも適切な判断をしていただけると考えてい

る。 

日新小学校については、非常に可能性が高いと考えられているが、まずは、校舎が建っていない

所の確認調査を進めたいと考えている。これには数年かかる予定である。 

 

○千手委員 

了解した。 

 

○小森委員 

総合計画全体のテーマ（将来像）は決まっているのか。 

 

○事務局（企画政策課） 

総合政策分科会で検討を進めている。第 3 回目の中で、案を確定する予定である。 

 

 

３．閉会 

 

 

○次回について 

 平成２６年８月２９日（金）１７時～１９時 

 


