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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。台風１６号も温帯低気圧になってほっとしているところでございま

す。今、秋の体育大会が各校行われております。私も数校伺わせていただきましたが、

子どもたちは応援合戦とか一丸となって頑張っておりました。高学年になりますと、体

格もしっかりしてきますし、非常にしっかりした走りをしておりました。北山東部小に

も行きましたけれども、そこは１年生、２年生がおりませんので、３年生以上、留学生

含めて１２名の子どもたちの体育大会でした。入場行進のときは地区の方々が見えてお

りましたので、１２人だけではなくて、一緒に入場行進されていて、非常に温かみを持

ったといいますか、非常に工夫されたものがありました。子どもたちは、それぞれが責

任を持って一生懸命運動会に励んでおりましたし、地域の方も一生懸命になっていらっ

しゃるなと感じたところです。まだ１０月も運動会、体育大会が残っておりますので、

皆さんどうぞ足を運んでいただければと思っております。 

 これより佐賀市教育委員会９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。お願いします。 

 

（大松教育総務課参事兼副課長兼総務係長） 

 ８月２６日に開催されました定例教育委員会の会議録につきましては、先日９月１９

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が、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〕 

 異議がないようですので、会議録は報告のとおり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。 

 

（東島教育長） 

 きょうは口頭で報告をさせていただきます。現在、議会中でございまして、一般質問

がきょうでやっと終わったところです。報告事項、５点ご報告いたします。 

 １つは、佐賀市の学校業務改善提案審査会、これは学校の業務改善、つまり多忙化解

消のための知恵を、学校と教育委員会とが一緒になって出し合って、改善に向けて努力

をしているわけですが、本年度も１３校から１８本提案がございました。これを９人の

審査員で審査をいたしまして、優秀賞の２本、佳良賞の８本が決定いたしました。特に

有効な業務改善策につきましては、広く市内の小・中学校に広めて実践をしていただい
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て業務改善を図っていただきたいという思いでやっております。本年度は２年目になり

ますけれども、先生方にも、この業務改善についての意識が芽生えてきていることを実

感しております。 

 ２点目です。佐賀県の臨時の市町教育長会が８月２９日にございました。臨時という

ことはどうしてかといいますと、全国学力・学習状況調査の結果が公表されました。マ

スコミ等でも多くの話題が出たところでございますけれども、結果的に見て、本県の場

合には小・中学校ともあまり振るわなかった。特に中学校はかなり厳しい状況の中にあ

ったということで、県も国の平均以上を目指すということを掲げてもう３年目になりま

すが、なかなか成果として現れてきていないということが思われます。しかしながら、

私どもはやはり日々の授業の積み上げ、日々の授業を大切にする。そして子どもたちは

きちんと１時間の目標を持って、１時間の手応えをきっちり感じて授業に臨む。そうい

う教師と子どもの姿を求めながら継続して徹底して当たる必要があると。今後新しい策

を講じるよりも、今取り組んで１年弱になりますが、成果を見るまで徹底して継続して

やりましょうというのが県の方針でもございますし、私もまさにそのとおりであると思

っております。後で佐賀市の結果についての説明がございますけれども、このことにつ

いてはしっかり受けとめて、これからの歩みにつなげていきたいと考えたところでござ

います。 

 ３点目、「ワールド・シビック・オーケストラコンサート」が９月４日にございまし

た。ご存じのように、アメリカのグレンズフォールズ市と佐賀市は姉妹都市提携を結ん

でおります。その関係で、子どもたち同士の交流が図られておりますけれども、音楽を

通しての交流ということが初めての試みでございました。最初は人が集まるのだろうか

という思いもございましたが、結果的にはあの文化会館の１，８００人近く入る大ホー

ルに、私が見たところ１，４００人ぐらいは入っていただろうと思います。特に意義深

かったのは、向こうから来られた演奏家の方のみならず、佐賀市内の演奏家、あるいは

そういう団体、また子どもたちを含めてジョイントもなされたということで、非常に意

義があったと感じました。姉妹都市交流としての交流のあり方の１つの形にもなったの

ではないかなと思いながら、成功に終わったことをお聞きしたところでございました。 

 ４点目は、これはなかなかＰＲがうまくいっていなかったのかもしれませんが、「わ

たしと地球の環境展」佐賀展が文化会館で９月１５日まで行われました。私も開場式の

ときに行ってまいりましたが、地球環境をあらゆる角度から科学的に分析をして展示が

なされておりました。私はこれはもったいないなと思いまして、そのまま展示が終わっ

ておしまいではなくて、ぜひこれを資料としてペーパー化してくださいと申し上げてま

いったわけですが、非常に地球環境を考えるいい機会になったと捉えております。私ど

もも学校では、学校版環境ＩＳＯに取り組んでおります。かれこれもう十数年になりま

すけれども、各学校には生徒会、環境委員会、あるいはボランティア委員会等があって、

各小・中学校それぞれ自分の地域にあわせた身の回りの取り組みから環境について、実

践を通して学んでいるというのが定着してきておりますので、今後とも地球の環境につ

いては、学校教育の中でも遵守してまいりたいと思ったところでございました。 

 ５点目が、９月１４日に美術館ホールで、鍋島直正公の銅像再建についてのシンポジ

ウムがございました。私も行ってまいりましたが、改めて幕末維新期の、日本の近代化

を支えた佐賀の誇り・自負というのを感じたところでございました。当然ながら、学校

教育の中でもふるさとを誇りに思い、愛着を持つ子どもを育てるという目標を掲げてお

ります。佐賀城の今駐車場になっている広場のところに、この直正公の銅像が建立され

る運びになる予定でございますので、今後の佐賀を学ぶ学習の出発点になるのではない

かなという思いで参加をしたところでございました。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 ありがとうございました。 
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 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〕 

 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 報告事項 

 

（山下委員長） 

 引き続き日程４の報告事項に入ります。 

 報告事項１「さが桜マラソン２０１５の募集について」のご説明を、スポーツ振興課

からお願いいたします。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 それでは、資料１ページ目をごらんください。 

 今回、３回目になる「さが桜マラソン２０１５」の募集が開始されます。大会概要は

そこに掲げてあるとおりで、１回目、２回目と大きな変化はありません。開催期日が、

２０１５年の４月の第１日曜日であります５日で、９時スタートとなっております。 

 次のランナー募集についてですが、実際プレスリリースをされるのが今月の２６日と

いうことで、その資料を今回は提供できないという状況です。募集の開始は１０月２８

日火曜日の２０時からということで、先着順ですので、インターネット等を通して申し

込みを受け付けますので、朝の時間よりも平等性を考慮して、夜８時に募集を開始する

ことにしております。例年の状況からすると、おそらく早い期日で定員に達するのでは

ないかなと思っております。 

 次のボランティア募集についてです。 

 今回、新しくつくりましたのがファミリーボランティアという区分です。ボランティ

アは、今までは高校生以上ということで募集をしておりました。一人一人がきちんと自

分の役割を果たせるようにと考えてはいたのですが、もっと小さいころから桜マラソン

に親しむ機会があってもいいのではないかということで、議会の一般質問等では中学生

のボランティアが検討できないかというお話もあっておりました。 

 ただ、かかわり方として、責任を持ってやっていただくところを担保するのが難しい

ということで、家族単位でボランティアをしていただけるように、小学５年生以上で家

族２名から５名まで、先着８０名を新たに募集することにしております。全体の募集人

員は３，０００人で、これについてもなるべく早くこの人数を確保した上で大会をスム

ーズに運営するために、いろんな形でボランティアの育成をしていきたいと考えている

ところです。 

 ９月２６日のプレスリリースの際は、もう少し詳しい内容も含めてあるかとは思いま

すが、きょうの教育委員会では、その内容を含めて情報提供という形での報告をさせて

いただいたところです。 

 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か。 

 

（伊東委員） 

 今日程が４月５日とありましたが、自治会等で、日程についてアンケートを取ってい

るとか、神埼市がこの日にちはまずいという話を聞いていますので、この日程はまだ流

動的ではないのですか、それとも決定ですか。 
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（山口スポーツ振興課長） 

 なるべく桜がたくさん咲いている時期にということで、３月下旬に日程を変更できな

いかと実行委員会で検討はさせていただいております。ただ、今すぐにというわけでは

なく、この３月下旬の検討というのは２０１６以降の大会に向けて検討を始めたところ

です。 

 ４月よりも３月のほうが気候的にもマラソンにとってはいいだろうし、桜もたくさん

咲いているだろうというメリットはあるんですが、やはり３月の下旬は、引っ越しのシ

ーズンでもありますし、対応していただく県警の異動の関係もあって対応が難しいとい

うハードルの高さもありますので、そういったメリット、デメリットを考えながら検討

を進めているところです。地域にもどれだけ迷惑がかかるかわからない状況なので、自

治会にアンケートをとって、３月下旬でも可能かどうかを２０１６以降に向けての１つ

の判断材料にさせていただきたいということで、今回アンケートをとっているところで

す。 

 

（伊東委員） 

 聞くところによると、神埼市がこの日程では厳しいということを聞きましたが。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 神埼市はちょうど４月の第１日曜日に地域のお祭りがありまして、地元の協力を得る

ためにも３月の下旬にしていただきたいというのは、当初から要請としてあっておりま

した。陸上競技協会が、ほかの競技も含めてなかなか難しいのではないかと、難色は示

していたんですが、陸協の中でもいろいろ検討をして、早く日にちがわかればそれにあ

わせてほかの行事等も変更できるので、検討をしていきたいという申し入れがありまし

たので、それを受けて今のような状況になっているところです。 

 

（伊東委員） 

 はい、ありがとうございました。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かございませんか。 

 

（東島教育長） 

 このファミリーボランティアは、定員を８０名としていますが、組では言えないので

すか。要するに２人であろうと３人であろうとワンセットですよね。そうであれば、フ

ァミリーボランティアを何人までという言い方が非常に違和感を覚えます。ファミリー

ボランティアは５０組なら５０組としたほうが自然ではないかなという思いがするの

ですが、そこら辺は検討されたのですか。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 家族といっても２名から５名と数に流動性がありますので、組としたときに、例えば、

２人の家族が多かったら足らなくなって困るということもありますし、ファミリーボラ

ンティア自体の役割ということで、担ってもらう役割や、いてもらう場所を検討した際

に、具体的には８０名ぐらいだったら何とか対応できるのではないかという話がありま

したので、今回は人数で募集させていただくことになりました。 

 ただ、最後８０名になるときに、５人申し込まれて８３人になったとしても、それは

対応をするかと思います。 

 

（東島教育長） 

 ８０名程度ですからね。 



  5 

（山口スポーツ振興課長） 

 はい。 

 

（山下委員長） 

 １つ教えていただきたいのですが、マラソンの参加資格は「１８歳以上の男女」とな

っていますけど、「高校生除く」と書いてありますね。高校生は、どうして参加できな

いのでしょうか。これは体力的に無理なのですか。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 すみません、ちょっと明確な答えができないところではありますが、大会参加の場合

は個人で申し込みをするし、個人で参加するという場合があるし、全国から来てもらう

というのを考えたときには、やはり自立した状況、保護者が一緒でなくても大丈夫とい

うことで、「高校生を除く」という制限をかけたと解釈しております。 

 

（山下委員長） 

 はい、わかりました。 

 

（東島教育長） 

 募集をかけて、大体どれくらいで定員いっぱいになるのですか。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 ２０１４年が３日間でした。 

 

（東島教育長） 

 ３日間ですか。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 はい、人気のある大会になると、例えば、下関マラソンだと５時間ぐらいとか、一日

もかからずに申し込みいっぱいになるという状況があります。今回もかなり早く申し込

み定員に達するだろうと思っております。ただ、振替用紙による申し込みが、期間的に

は、手続上の問題で少し長くはなるかと思います。 

 

（東島教育長） 

 その辺りでトラブルはありませんか。例えば、お金を振り込んだけれども、枠外にな

ってしまったというふうなことなど。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 申し込みの時点でのトラブルというのは、今までも特になかったと思います。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 お天気がいいことを願いたいと思います。 

 ほかにご質問がないようですので、次に参ります。 

 報告事項２「平成２６年度全国学力・学習状況調査における佐賀市の結果について」

のご説明を、学校教育課からお願いいたします。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 若干修正がありましたので、きょうカラー刷りのものを後で配らせていただいており



  6 

ますので、そちらでご説明させていただきます。 

 ことしの４月にありました全国学力・学習状況調査の結果を、佐賀市の状況というこ

とでお知らせするようにしています。昨年度までの文章による表現から数値やグラフを

使いまして、よりわかりやすく報告をさせていただくということで、これは概要版です。

詳細版については、今、目指す子ども像分析検討委員会で検討をしているところですけ

れども、そこに出ていた内容も含めて、こちらで概要版を出させていただいております。 

 １枚目は調査の概要です。それから実施日等、それからこれはあくまでも「学力の特

定の一部分である」ということの説明です。 

 めくっていただいて、左側のページの上のほうが、各教科についての結果になります。

国語Ａ、Ｂ、算数Ａ、Ｂ、中学校が国語Ａ、Ｂ、数学Ａ、Ｂの結果を載せております。 

 先ほど教育長から話がありましたけれども、小学校のほうは幾らか全国平均を上回っ

ているところがあります。国語Ｂについてが若干下回っておりましたけれども、おおむ

ね全国平均程度の力量を結果として出すことができたのではないかなと思います。中学

校のほうが、全ての項目について全国平均を下回った結果になってしまいました。これ

については、今後分析をしながら、どのような手立てをとっていくか検討する必要があ

ると考えております。 

 それから、その下は、質問紙調査の結果です。生活習慣や学習習慣に対する結果を出

しておりますけれども、昨年度、めあてを持って授業を進めるとか、最後に振り返る活

動を行うというところで十分できていない部分がありましたので、それを徹底しようと

昨年度から取り組ませていただいております。生徒の意識についてはかなり改善が図ら

れてきておりますので、これを今後も継続徹底していきたいと考えております。 

 それから、右側のページにつきましてはインターネットと、ノートの記入のこと、話

し合う活動を行っているかということ。それから実際に自分の意見を発表するかを出さ

せていただいておりますけれども、インターネット等のニュース、テレビのニュースな

どについては、全国に比べて佐賀市は若干少ない状況があります。それからノートにつ

いては、佐賀市のほうが全国よりも上回っておりますので、ノートの使い方等について

も主体的な学びを育成していきたいと考えております。それから話し合う活動について

は、全国に比べて佐賀市の中学生のほうがかなりよくなってきております。ただ、発表

することについては、やや苦手意識を持っている生徒がおりますので、今後話し合いの

やり方とか、自信を持って子どもたちが発表できるような取り組みについて各学校で進

めていきたいと考えております。 

 それから、質問紙調査で気になった点は、インターネットのゲーム等は含まれません

けど、スマホや携帯電話の時間について、全国よりも低い状況ではありますけれども、

やはり若干増えてきている傾向があります。これは持っていないとか、時間が短い子ど

もほど正答率が高い傾向にあります。佐賀市の状況を見ても、ネット依存まではいきま

せんけれども、かなりの時間そういうものを使っている子どもがおりますので、生徒指

導という面も含めて取り組んでいきたいと考えております。 

 それから、もう１つ気になったのが学習規律です。学習規律がきちんとできていると、

やはり学力は高い傾向にあります。これは中学校だけの問題ではないので、小学校低学

年から取り組んでいけるように、発達段階に応じて指導を徹底していきたいと考えてお

ります。まだ十分な成果を出していない部分がありますけれども、取り組みとしては効

果的な部分があらわれている部分もありますで、これは継続徹底を図っていくことが伸

びにつながるということで、こういう形で進めていきたいと考えています。詳細版につ

いては、この内容も含めて詳しく載せるとともに、各学校では学校ごとの実態に応じた

取り組みについて、ホームページ等で示したり、学校だより等で保護者に通知したりし

ながら、学校の手立てをさらに高めていくようにしていきたいと思っております。 

 以上です。 
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（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。 

 

（福島委員） 

 中学校の平均が全国を下回っているということなんですが、これは何ででしょうか。

何か分析はされているのですか。 

 

（橋口学校教育課指導主事） 

 分布図から見ると、中学校が全国よりも二極化が進んでいるなどということではない

です。ただ、上位層が若干少ないという傾向は出てきます。それは、私立や県立の中学

校へ流れた分の影響もあるかもしれませんが、それは置いておいて、佐賀市の中学校の

学習のＰＤＣＡサイクルがまだ不十分だと事務局では見ています。授業がまだ教授型や

一方的であったり、子どもたちの活動は意識調査から見ると話し合い活動とかふえては

きていたり、目当ても提示をされ、振り返りをしているという回答が教師も児童・生徒

も多くなっていますが、それがまだうまく機能して成果には出ていないのかなという分

析をしています。点数で追いつくまでにもう少し時間をいただければと思います。 

 以上です。 

 

（岸川委員） 

 何度か学校訪問に同行させていただいて、指導主事の先生たちの講評を聞いています

と、橋口指導主事が言われたように、目当てと振り返りの重要性をずっと言われており

ますけど、やはり実態としては徹底されている学校とされていない学校の差が如実にあ

りますよね。いろいろ通達等で周知をしているということですけど、やはりこれだけ学

校によって差があるというのはどうしてなのかなと思います。先生方が納得されていな

いということなのでしょうか。 

 それと、きょうの学校訪問の際にちょうど係長が言われましたが、大和での成果がこ

ういうふうに出ていたと。それであれば、もっと各学校にそういったいい面をどんどん

伝えていく、それがどうしてできていかないのかなと、もどかしさを感じるときがある

のですがけれど、いかがなものでしょうか。 

 

（橋口学校教育課指導主事） 

 昨年度、佐賀市の児童・生徒の質問紙の回答状況を見ますと、ねらいにしましても振

り返りにしましても、全国よりも佐賀県が低い、さらに佐賀県よりも佐賀市が低いとい

う状況でした。先生のほうは、学校回答を見ますと、全国よりも佐賀県よりも佐賀市の

先生たちがやっていますという回答が出されていました。これだけの意識の開きがあり

ますと、先生方はやっているつもりでも、児童・生徒はそのようには受け取っておりま

せんということで、昨年の１０月に校長会でも研修をしまして、それから研究主任会で

もその事実を周知しまして、それから学校訪問等の機会ごと、また研究の場に指導主事

を呼んでいただいた中でも確認と指導をしてきたところです。 

 今回、このように意識が変わってきたというのは、これだけの子どもたちの回答が影

響をしているので、かなり進んできているとは思います。ただ、授業を見ていただいて

わかるように、さあ目当ては立てました。ただし、その目当ての質はどうかというとこ

ろはまだ不十分なところがあったり、学校によってみんなで取り組もうという意識がま

だ１つになっていないなというところもあります。今年度も引き続き、時には厳しく、

校長先生、教頭先生にほかの学校の例も挙げながらお伝えをしているところです。必要

なところは研究主任にも連絡をして、きょうの学校訪問の結果こういうことが気になり

ましたということで、管理職だけではなく、研究の責任者にも、先生の学校はこうです

と厳しいこともお伝えしている状況なので、今後よくなってくれるのではないかなとは
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思っております。 

 

（東島教育長） 

 今の件ですが、とにかくめあて、振り返りは本当に基本的な大事な部分ですから徹底

したいと。徹底するためには、管理職の本気度だと思います。教職員一人一人までその

思いが伝わるような管理職の姿勢、あるいは研修会のあり方、こういうところを徹底し

たいと、そして継続したいと思います。 

 それから、県立とか国立とか私立とかに流れますという話がありましたが、現状では

１６．７ぐらいのパーセンテージで流れています。これは佐賀市内に限らず、長崎、福

岡などの県外にも行っています。１６．７％ぐらいと言いますと、大体３５０人弱が流

れているということです。小学校でこのレベルに達しているのに、中学校でどうしてか

といつも言われます。私どももそれを原因にはしたくないのですが、現実的に１６．７％

あることは頭に置いておいて中学校を何とかしたいという思いでおりますので、学校訪

問等を見られてここが課題ですというところは、ぜひ教えていただいて、指導する材料

にしたいと思っています。教育委員さん方のほうが見える部分が多いのかもしれません

ので、よろしくお願いいたします。 

 

（山下委員長） 

 本当に中学校は、特に数学でマイナスが多いですので、ちょっと危機的状況にあるの

かなと私も思いました。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 ２点あるのですが、１点は、今までほぼ全国に近いレベルだった基礎のＡ問題が、今

回、全国に比べて低い数値になってしまっているというところは、もう一回見直すべき

かなと思います。活用部分のＢ問題は、確かに今までもあまりよくなかったのですけど、

Ａ問題はそれほどでもなかったのです。ですから、Ａ問題が厳しいということは、やは

り基礎の部分をもう少ししっかりと各学校で取り組む必要があるということ、これが１

点。それから、先ほど教育長がお話されましたが、いろいろな手立てをとっていくとい

うよりも、授業をまず改善する、やはり授業が一番大切ではないかなと考えております

ので、授業を変えていくということが大切だと考えています。これは全教職員が共通理

解をして同じ方向に進まなければいけないと思っています。ですから、熱心な先生もい

れば、いや、自分はこのやり方でずっとやってきたから変えないということであれば、

学校の総意として同じ方向にいくように、校長先生方にももう少しリーダーシップを発

揮していただきたいと考えております。 

 それから、同じ授業についてですけれども、今教育委員会では若手教員セミナーをさ

せていただいております。８月から始めたもので、私は中学校部会に行ったのですが、

中学校の若手の先生方が、本当にこの授業でいいのだろうかと、授業の仕方に悩みを持

っている方がたくさんいらっしゃいました。あした２回目があるのですけれども、授業

のやり方ということで研修を積むようにしていますので、若手からそうやって授業を改

善していく姿勢を見せていただければ、それが多くの先生方にもまた広がっていくと思

いますので、そういう中で、私どもも積極的に授業改善について手立てをとっていこう

と考えております。 

 また来年はもっといい成果が見られるように頑張っていきたいと思います。 

 

（山下委員長） 

 去年でしたか、秋田、福井に派遣された先生がいらっしゃいましたけれども、そうい

う先生たちのノウハウとかは、あまり生かされていないのですか。 
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（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 一応県で研修会がありまして、派遣された先生方からの説明も何回もあっておりま

す。特に秋田や福井が高い理由は、幾つもあったのですけど、そのうちの１つに、家庭

学習の協力というのもありますので、家庭との連携等について佐賀市なりにどういう手

立てをとったほうがいいのか、また、各学校の実態に応じてどのようなて手立てをとっ

たら家庭の協力も得られるかも含めて今後検討していきたいと考えております。 

 

（山下委員長） 

 携帯電話とかスマートフォンを持っていないと回答した児童・生徒は、佐賀県、佐賀

市は少ないようですが、原則として持たせないとしています。まだそれは貫かれている

と思いますが、やはり保護者さんにしてみれば、「誰でも持っている」と子どもが言っ

たら買ってやるというのがあるようですが、それもＰＴＡなどと連携して、なるべく持

たせないという方向を貫ければいいかなと思います。ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質問がなければ次に移ります。 

 

（山口スポーツ振興課長） 

 １番目の桜マラソンについて、参加資格の「高校生を除く」の点を確認しましたとこ

ろ、佐賀県の規定の中に、競技会に参加するのは高校生は１０キロまでという制限を設

けているということでした。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは、次に参ります。 

 報告事項３「佐賀市いじめ防止基本方針（案）に係るパブリックコメントの実施につ

いて」のご説明を学校教育課からお願いいたします。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 パブリックコメントの実施についてという資料をごらんください。 

 昨年、いじめ防止対策推進法が施行されたことを踏まえて、佐賀県でもいじめ防止対

策の基本方針をつくって７月にパブリックコメントをとられています。佐賀市でもそれ

にのっとり基本方針をつくることになりまして、その案を示させていただいておりま

す。 

 ５ページをごらんください。 

 この基本方針については、今、案の段階でございますので、これについてパブリック

コメントをとるということで、１カ月間、１０月１０日から１１月１０日までさせてい

ただいて、その意見を集約した上で、教育委員会の勉強会等に報告をさせていただきた

いと考えております。そして１２月の議会の文教福祉委員会で報告をさせていただい

て、教育委員会の１２月の定例委員会に議案として提出させていただきます。そして１

月に基本方針を施行という形で取り組んでいきたいと思っております。 

 関係資料の１ページ目をごらんください。基本方針の概要です。 

 これは法にのっとって教育委員会が取り組んできたこれまでのいじめ防止とか、早期

発見、対処等について、効果的に推進を図るために行っていく方針になります。各学校

は、いじめ等があった場合に、その解決に向けて対応していったり、それからいじめを

防止するためにいろんな手立てをとっていくという形になります。２番目の「いじめ防

止等のための組織」の３番に「いじめ防止対策委員会（２２条委員会）」とありますが、

これが各学校で行います委員会になります。スクールカウンセラーや学校評議員、ＰＴ

Ａの代表、そして管理職等が入った委員会で、各学校でもしいじめ事案が起きたときに

対応したり内容について協議をしたりする委員会です。これはすでに各学校に設置して
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委員会も開いていただいております。各学校では、例えば、実際に子どもからいじめら

れたとか、一人で悩んでいるとか、保護者から子どもがいじめられているようだとか、

アンケート等からでも連絡があった場合に、その内容について協議をして、そういう事

実があれば、教育委員会に覚知ということで報告をしてもらいます。そして、その覚知

した事案については具体的に手立てをとりまして、解決に向けて取り組んでいくわけで

すけれども、解決がすぐにできないような場合には、今度は認知ということで報告をし

ていただいて、教育委員会も入りながら、その解決に向けて取り組んでいくことになり

ます。学校だけで解決が難しい場合には、教育委員会に学校問題解決サポート専門チー

ムがありますので、そちらで対応していくことになります。これが２８条委員会、弁護

士や警察も入った専門チームになりますけれども、十分ではない場合に改めて調査をし

たり、対応を協議したりというものでございます。それでいじめを解決していくわけで

すけれども、もしそれでも解決が難しいような重大な事態になった場合には、次のペー

ジをごらんいただけますでしょうか、ローマ数字のⅣにありますが、「重大事態への対

処」ということになります。この専門チームによる調査を実施した上で、教育委員会は

今度は市長に報告をしまして、その結果が十分ではないということになりましたら、ま

た再調査をするという形で進めていくことになります。この内容に基づいて、各学校、

教育委員会、そして市として対応をしていくということが今回のいじめ防止対策の基本

方針になります。 

 具体的な方針については、３ページ以降に書いておりますが、これについては量があ

りますので、今回は割愛させていただきます。この内容をパブリックコメントで進めさ

せていただくということについて、ご意見等がありましたら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。何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（伊東委員） 

 児童いじめ相談ダイヤルというのはあるのですか。児童虐待防止はありますよね、今、

３桁でやろうという検討をなされていますよね。いじめについてはそういうご検討され

ているとか、既にこういうのがあるとかいうのはわかりますか。 

 

（青柳学校教育課指導主事） 

 いじめに特化したといいますか、いろいろな悩み相談ということで、例えば、佐賀市

においては「教育相談テレホン」というのが教育委員会学校教育課内にあります。それ

から、「佐賀市子ども電話・メール相談」というのが佐賀市の少年センターにあります。

それから、佐賀県全体で「佐賀いのちの電話」や「心のテレホン」が、３６５日２４時

間受付であります。こういうものを学校へも周知をしているところでございます。 

 以上です。 

 

（伊東委員） 

 児童虐待防止の相談ダイヤルの場合、以前から、０９５２の何番と、長くて覚えにく

いからかかってこないのだよという話もありましたよね。ですから、例えば、１１０番

とか１１９番とか、３桁にすると気軽に電話を覚えてかけられるとか、そういうご検討

はないのですか。 

 

（青柳学校教育課指導主事） 

 「心のテレホン」については、４９８９（よく育む）という語呂合わせで、ポスター

や小さいカードを子どもたちに配るような取り組みはされていますけど、３桁まではま

だ検討していません。 
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（伊東委員） 

 わかりました。 

 

（東島教育長） 

 今、いじめ防止のパンフレットを子どもたちに配っていますよね。 

 

（青柳学校教育課指導主事） 

 はい。昨年度までは毎年、中学１年生と、小学１年生向けに、佐賀市でつくっている

パンフレットを配布しておりました。今年度については、この方針とか、法律が出され

ましたので、今改定中であります。 

 

（東島教育長） 

 その中に、相談先は一覧で載せることにしていますよね。 

 

（青柳学校教育課指導主事） 

 はい、検討をしています。 

 

（伊東委員） 

 さっきの学力向上も含めてですけど、９月２０日の週間東洋経済の見出しに「先生が

教室からいなくなる」と、それから「ブラック化する職場」というような、ショッキン

グなタイトルが入っていました。やはり、学力の問題しかり、いじめ防止対策しかり、

法的な縛りはできるでしょうけど、現実的には、現場からしかそういう問題点は出てこ

ないですよね。ですから、こういう法規制ができたのでやっていこうねと、手を挙げる

のはいいですけど、それでは現場で誰がやるんですかというところが一番問題だと思い

ます。ですから、その辺りを具体的にもっと中に入ってやっていかなければいけません

し、学校教育のトップの校長先生が、そういういじめとか学力向上に対してどういうプ

ランを持ってやられているのかということが僕は一番知りたいのです。この法律はデス

クワークの中でできますから。学力の問題も、以前私申し上げましたが、佐賀県が独自

のやり方をとらないとよくなりません。問題は誰がイニシアチブをとってやるのかとい

うことですから、その辺りをもっと突っ込んだ論議をしていただきたいなと思います。 

 

（青柳学校教育課指導主事） 

 今言われましたように、法律が施行されまして、いわゆる組織をつくる、または方針

をつくることもとても大事なことですけれども、やはり私たちとしましては未然防止、

それから早期発見・早期対応ということで、これまでも対応をしておりました。その中

でも、特に未然防止に力を入れましょうということで、佐賀市立の小・中学校５３校で、

毎月１日に「いじめ・いのちを考える日」の取り組みとして、各学校が年間計画を立て

まして、その中で月１回はいじめ・いのちにかかわる取り組みを行っております。これ

は例えば、人権集会であったり人権作文の発表であったり、先生による講話であったり、

また子どもたちのいじめに関するいじめ未然防止にかかわる話し合い活動であったり、

さまざまな取り組みをやっております。 

 また、これまで佐賀市では、小学校では「いじめ０（ゼロ）の約束」、それから中学

校では「いじめゼロ宣言」というのが、子どもたちを中心としてつくり上げたものがあ

りまして、この改定作業として、８月の終わりに中学校の生徒会が集まりまして話し合

いを行いました。今ネットにかかわるいじめ等もありますので、今のいじめに関する内

容で話し合いを行いまして、新たにつけ加えたりしましょうということで、２月に一部

持ち越しになりましたけれども、そういう子どもたちが主体的に考えて、いじめの未然

防止につなげるような取り組みもしております。 

 それから、学校としましても、まずはやはりいじめは絶対に許されない行為であると
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いう考えを年度初めにしっかり伝えていくということ。それから、先ほど言いました「い

じめゼロ宣言」、「いじめ０（ゼロ）の約束」についても、毎学期の始業式に必ず全校で

唱和を行って、いじめ防止対策の意識を高める、そういう手立てもとっております。 

 以上です。 

 

（伊東委員） 

 それから、パブリックコメントは非常にいいことだと思います。私の記憶では、県が

恐らく７月ぐらいから受け付けたと思います。県と同時スタートではないのかなと思っ

ていましたけど、佐賀がなぜこれだけ遅れたのかという、何か理由があるのですか。 

 

（青柳学校教育課指導主事） 

 県の基本方針案がおりてきたのが７月だったと思います。今回の法律については、国

の方針、県の方針、これを参酌して市の方針、そして学校は必ずつくらなくてはいけま

せん。学校は既にもうつくっているところがほとんどですが、地方公共団体については、

いわゆる国がつくって、それを受けて県がつくって、そして市がつくるという形になっ

ておりまして、その案が出たのが７月でしたので、その前から準備はしておりましたけ

ども、それを受けて準備をしたところがありますので、このような今時期になっており

ます。 

 

（福島委員） 

 パブコメを募集するときに、ほかの審議会の委員もしていると、パブコメの回答が少

ないととてももったいないなと思うので、子育てにかかわる活動をしていただいている

団体とか、校長会とかいろいろなところに、この基本方針と、パブコメをくださいとい

う連絡をすると、読んで意見をいただけるかなと思います。結構分厚い資料なので、わ

ざわざ読んで意見を出してくれる人はなかなかいらっしゃらないので、ぜひいろいろな

ところに積極的に投げかけていただくと、貴重な意見が聞けてよいのではないかなと思

います。また関心も集まりますから。 

 それから、いじめ防止の取り組みについてですが、少し関係がずれるかもしれません

けど、佐賀市は不登校の対策を一生懸命とられていたと思うので、あれは結構いじめの

減少にも役立っていたのではないかなと思います。いじめの未然防止というところで

は、例えば、不登校の子どもがなぜ学校に来られないのかというところの取り組みも今

されていると思いますので、いじめ防止の意味もつけ加えて、そしてできるだけそれを

恒常的に続けるという形にしていただくと佐賀市らしくなるのではないかなと思いま

す。こういう取り組みの指針は大体どこもあまり変わらないところなので、不登校対策

はすごく効果が上がっていたと思うので、そこに少し佐賀市らしさをどこか入れていた

だくと、よいのではないかと思ったところです。 

 以上です。 

 

（青柳学校教育課指導主事） 

 パブリックコメントについては、市報での掲載、ホームページ、学校教育課の閲覧、

それから各支所。それから公民館、情報公開のコーナーのところで行います。校長会等

でも説明をする予定にしております。 

 それから、不登校の対策の取り組みに、佐賀市独自の取り組みをということでしたけ

ども、不登校の理由としまして、いじめにかかわることは実は少なくて、いじめ以外の

人間関係にかかわることが原因でというのが結構多いものがあります。 

 ですから、先ほど言いましたように、いじめの未然防止に取り組んでおりますけれど

も、そういう効果としては出ている部分もあるのかなと思っております。 

 ただ、今委員さんが言われましたように、佐賀市らしさも今後検討をしたいと思って

おります。 
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 以上です。 

 

（山下委員長） 

 ほかに何かご質問ございませんか。 

    〔「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でしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これで９月の定例教育委員会を閉会いたします。 

 

 


