
 

（委員長） 
 この議案につきましても承認ということにさせていただきます。 
 では、この後、報告事項に移りたいと思います。 
 まず第１番目。佐賀市の教育基本計画平成１８年度の重点プロジェクト実施計画につ
いて、ということでお願いいたします。 
 
（教育総務課長） 
 この重点プロジェクトは４つの重点プロジェクトを定めておりまして、１８年度から
実際事業を実施して行くわけですけども、単年度ごとにこの事業計画を策定いたしまし
て、年度ごとに目標を設定いたしまして、実施をしていくことといたしております。個々
の内容につきましては各プロジェクトリーダーの方からご説明をいたします。 
 
（学校教育課長） 
 それでは、プロジェクト１の「高めよう、幼・保・小・中の「教育の質」向上プロジ
ェクト」ですが、一つは、子どもに確かな学力を学んで喜びを身につけさせるために、
来年度の具体的な取り組みと目標ということで、４点ございますが、 
一つは、目指す子ども像というのを各学校の教育課程の中に明記しますということで、

展開しようと思っております。 
二つ目が、この目指す子ども像を評価するその評価の方法につきまして、評価委員会

を立ち上げまして、達成状況を図るための調査方法を検討しております。 
三点目が、子ども像の達成状況を一つのモデル校で実施をして行こうということです。 
四点目が、豊かな自然体験とキャリア教育について、全小中学校に広めていきたいの

ですが、現状では、いわゆる重点校を決めて広めているのが現状でございます。特に豊
かな自然体験につきましては、来年度から松梅小中学校を核にしながら進めていこうと
思っております。 
キャリア教育につきましては本年度３校、それから職場体験研修２校ということで、

来年度はさらに拡充を図りながら進めて参ろうと思っております。 
２件目です。教育ネットワークの強化。これにつきましては、６点ほど書かれており

ます。 
一つは、幼・保・小連携会議。これは従来各小学校校区で行っておりますけども、従

来行っております幼・保・小連携会議を充実したものにしていこうと、具体的には教育
保育内容の理解を十分に進めていこうというのを一つの柱に掲げております。 
二つ目はこれまでにも説明がありました、プレスタディーとソフトプログラムを検証

してまいるということで、早速来年度各学校でソフトプログラムがどのように展開され
ているのかというのが検証されていきます。 
三点目、食に関する指導の手引書、これを改善していきます。 
四点目。そのプレスタディーの中に食育の視点を充実させようという事で、幼・保・

小の連携を図った食教育の推進ということです。 
五点目ですが、小中一貫校芙蓉校、これ９カ年間の学びを検証していくことになりま

す。 
六点目が、これは特に現状では地域教育推進会議というのがベースになっております

けども、単純に生徒指導面だけでなくていわゆる小学校中学校の教育活動そのものの理
解そのもののつなぎというのを、十分理解をしながら、進めてまいりましょうというも
のです。教科等部会の年間計画の中にも小中が連携して、あるいは小中がお互いに理解
をする為の授業研究会というものも開催してまいりたいと思います。 
６ページは地域との連携ということで、特に地域学校運営協議会、これが赤松小学校

を中心に試行をやっておりますけども、来年度試行を検証していったことがさらに広が
っていくような考えでおります。 
それから新市になりまして、４５校の学校図書館、市立図書館とのデーターベース化
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という事で統合に向けて１８年度の計画を立てて行くことになります。７ページです。
学校の組織力、教師の資質の向上という事でここは特に教育研究所が主体になったとい
う風に考えております。そして、同じ教育研究所の中でも色々研修を行っておりますけ
ども、指導主事が分担をして、そいう中で、一つ目の柱は管理職の経営力の向上という
視点、二つ目は校長会そのものが教育課題を持ちながら、１年間を通して研究をすると
いう、この研究につきましては教育委員会も一緒に理解をしながら歩みをともにしなが
ら支援をするということです。 
三点目ですが、教務主任クラス、あるいは学年主任クラス、こういうクラス、いわゆ

るミドルリーダー研修を充実させてその力量を高めていく必要があります。 
四点目ですが、現在、教職員の研究、あるいは研修というふうになりますと、個人研

究が中心でございます。従いまして、個人研究に幅を持たせる意味でも教職間のグルー
プ研究を取り入れて、研究助成を図っていきたいと思います。 
五点目ですが、これまでに色々研修を行っておりますがもろもろの職の研修につきま

しては、研修の質を高めると同時にそこで蓄積された成果についてはデータベースにし
て各学校で図れるようにしたいということです。 
六点目ですが、佐賀市内の配置換えに限っての事でございますけどれども、やはり佐

賀市内の小中学校にそれぞれに特色が出てきております。その特色をさらに引き出す意
味での教職員の適正な配置、これにつきましては、校長会と十分に話を進めながら、人
事配置に努めていきたいと思います。以上です。 

 
（教育副理事） 
まず、青少年健全育成運動につきましては、従来から家庭、学校、地域、行政等がさ

まざまな取り組みを進めてきたところでございます。それぞれの団体等の取り組みにつ
きましては大変に貴重なものであり、効果のあるものでございますが、市民全体の運動
としての広がり、あるいは機運の高まりという観点からは望む成果を上げ得ていないと
いう現状にあると認識をいたしております。その原因につきましては、それぞれの団体
の活動を点から線さらには面へと一つにまとめていく調整力が不足をしているのではな
いかと、また現在の各団体には一生懸命に取り組んでもらっていますが、今ひとつ自分
も佐賀の子どもたちを育てていこうと思いに欠けている所があるのではないかという風
に考えているところでございます。 
そこで今回の教育基本計画におきましては、従来の家庭、学校、地域、行政に加えま

して、企業や事業所等にもより一層参画をしていただき、市民全体の運動を盛り上げて
いくことといたしております。これらの事を踏まえまして、１８年度の実施計画につい
てですが、１８年度はこの運動を推進していく準備期間という位置付けをいたし、周到
な計画を練り上げていきたいと思っています。 
まずは、市長部局を含めた準備検討会議を年４回開催し、運動理念推進体制を確立し

たいということについてでございますが、さらには既存の青少年健全育成を目的とする
組織のさらに推進体制を確立し、新たな団体の参加を促していきますということでござ
います。ここで市長部局を含めた準備検討会議、この構成といたしましては大学の先生、
小中学校及び高等学校の先生、地域子ども教室のコーディネータの経験者、商工会議所
の代表、さらには公募をお二人、それに市長部局から助役と教育委員会から教育長とい
うことで総数９人のメンバーをもって、この準備検討会議を構成をして５，７、１０、
１２月これぐらいの間で４回の会合を持ちたいと考えております。また、この検討を進
めるにあたりましては運動の継続性、つまり無理のない、疲れの来ない、息の長い運動
の推進をどう図って行くのかということ、さらにはどこかの組織を中心とするのではな
くて、既存の団体や地域、事業所等を円として緩やかに繋いで行く、緩やかに繋ぐとい
うことはそれぞれの団体の個性とか特長を生かしながら、同じ理念に向かうためにどう
すればいいのかということを重要な課題と考えております。 
続きまして、関連して教育委員会が行う事業についてでございますが、最初は７つの

テーマを想定いたしておりましたが、１８年度の実施計画におきましては運動に参加す
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る団体、市民の学習の機会の提供と支援というテーマ、それから子供の居場所つくりと
いう二つのテーマにつきましては、まだ先行き不透明な部分もございますので、とりあ
えず１８年度の実施計画からは省いております。 
残り５つのテーマでございますが、まず、地域子供教室については、意見交換会や研

修会を年３回開催し、地域が自主的主体的に行う事業として、どう定着を図っていくの
か、これまでの実績等評価も踏まえて検討を行い、１９年度から実際の子供教室の実施
を図っていきたいと考えております。 
それから学校開放事業でございますが、現在実施中の事業でございます。ただ、今ひ

とつ利用者が少ない現状にありますことからＰＲ体制の強化をいたしまして、利用者の
増加を図る為の方策を実施をしていく考えでございます。 
山間部での体験活動の充実でございますけども、これには児童生徒を含めた学校関係、

それからＰＴＡ、地域、こういうところの意見を十分汲み取りながら年３回ぐらいの検
討会議を開催しまして、事業メニューと実施方法等の制度化を図っていきたいというふ
うに考えております。また、この分野につきましては、相互交流を通じまして青少年健
全育成分野のことのみならず山間部の特色ある学校作りにも繋げていきたいと考えてお
ります。 
それから、ＰＴＡとの連携につきましては運動に参加をしていただく団体の活動、こ

れを強化をするということを目的といたしまして、年３回の検討会議を開催しながら連
携策を策定していきたいと考えておリます。最後にＮＰＯとの連携についてでございま
すけども、市民団体も含めて意見交換を行い連携と共同事業を探りたいというふうに考
えをいたしております。いずれにいたしましても関連して教育委員会が行う事業につき
ましては、すでに通学合宿授業等の良いメニューを持っておりますので、これらの既存
事業の統廃合、あるいは手直しを含めまして目的に合致する有効な事業メニューを構成
できればというふうに考えているところでございます。以上でございます。 

 
（生涯学習課長） 
続きまして、重点プロジェクト３、踏み出そう社会参画教育推進プロジェクト。社会

教育牽引力の強化ということで、３つのプロジェクトを計画しております。これは、旧
佐賀市１９公民館を地域運営に任せていこうという動きが進んでおります。また、一方
は合併して佐賀市の社会教育、或いは公民館が増えておりまして、その為に中央公民館
の機能強化をしていく必要があると考えております。具体的には、中央公民館の機能を
強化して社会教育の方向性、あるいは生涯学習活動の方向性を決めていくというふうに
考えておりますし、それらが将来的には学習成果が街づくりあるいは地域の活性化に役
立つ方向に最終的に目指すものでございます。その為に１８年度から佐賀の良さを再確
認する郷土学、「さが学」というものを取り組もうと考えております。 
それから家庭地域の教育力、子どもに対する「市民性を育む教育」というものを今の

「中央公民館の機能充実」と「さが学」の創設と合わせて進めていこうと考えておりま
す。 
まずは中央公民館の機能の強化という事で１８年度の具体的な取り組みにつきまして

は、６項目ほど挙げておりますが、まずは社会教育の指針、方針の策定をしていきたい。
当然合併後公民館の数も多くなってますし中央公民館の機能の大きな役割であろうと思
っております。それから、合わせて公民館、および生涯学習センターの運営方針、ある
いは委託をしない直営の公民館については評価制度の実行を図って行く必要があると考
えております。 
それから３点目は全部と大きく関係しますが、生涯計画実施計画を策定し、先ほど申

しましたが学習の成果を社会に還元できる仕組み作りを検討していくことにしておりま
す。それから４，５番目につきましては、公民館の運営を地域に任せる事に伴いまして、
まずは公民館運営協議会の役員に対する研修を行っていきたいと思っています。それか
ら地域が雇用する公民館職員に対しましても、同様に研修会を実施し公民館の職員とし
て地域の活性化のコーディネータ役、その能力の向上を図って行くことにしております。
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それから地域委託が進みますと公民館の支援係を各公民館に指導助言あるいは支援を行
うために、職員を配置し、これから公民館がスムーズな運営に行くように支援をしてい
く、このように中央公民館の機能の強化を予定しております。 
次２番目に、市民性を育む教育の充実ということで、現在、子どもたちについて各方

面から色んな支援をされているわけですが、地域の構成員として生活規範あるいは社会
のルールを身につけさせる、社会参加の意識を持つ大人へ支援をして行こうということ
で市民性を育む教育の充実を掲げております。１８年度につきましては、まずはどうい
うカリキュラムが策定していこうかということで教育会議を開いて検討をしていくこと
にしております。また特に教育関係者の方々への市民性を育む教育はどういうものかと
いう啓発講演会等を行うようにしております。 
それから３点目ですけども、地域教育推進コーディネータを配置して学校教育あるい

は社会教育の連携配合、市民性を育む教育でどのような事業活用が出来るのかというこ
とで、カリキュラム達成まで進めていく予定にしております。 
３点目の事業として「さが学」、郷土学を創設していくことにしております。地域の連

携が希薄になっているといわれているし、郷土への愛着心を養っていく必要があるので
はないかと、地域のことを知るということが一つのステップになるのではないかという
ことで「さが学」を取り組んでいくこととしております。１８年度はプログラムの分野
をどんな分野でどのような形で「さが学」を構築するかと、分野は幅が広いんですけれ
ども、色々な研究者と連携を図りながらこれから構築する、将来像について検討をして
行く予定にしております。 
２点目は、現在色んな名称で事業が学校なり公民館なり図書館等で開催されておりま

す。これらを佐賀にまつわる講座を「さが学」として、再構築するために既存の事業を
把握整理、体系化をしようというふうに考えております。 
それから３点目は学校教育の副読本「わたしたちの佐賀市」、４月1 日から新しく合併

後の佐賀市として副読本が作られており、４月１日から活用されることになっておりま
すが、有効な活用を学校教育分野で進めていくという目標を掲げております。以上プロ
ジェクト３つの事業でございます。 

 
（教育総務課長） 
続きまして、プロジェクト４です。市民の意見を取り入れる教育行政の展開というこ

とで、内容といたしましては今年度実施いたしました教育委員と語る会とかあるいはア
ンケートによって教育に関する市民ニーズを把握して今後の教育政策に反映していくこ
とと、もう一つは保育所とか幼稚園の評価の充実を図っていこうと思っております。具
体的な取り組みといたしましては、教育委員と語る会。城東中学校の校区、それから鍋
島中学校の校区、それから金泉中学校の校区で開催したいと考えております。 
次に５月に１０歳から７０歳までの年齢の方々を対象として一般市民３，０００人か

らアンケートを頂いて市民満足度の調査をしようと、そして先ほど申しました教育政策
に反映させていこうと言う風な事でございます。 
その次が、学校評議員の研修会を年２回開催いたしまして評議員の方々の学校運営へ

の参画の意欲を高めていただこうということでございます。それからもう一つは現行の
学校評価制度がございますが、これを佐賀市の教育方針に応じた、幼保小の連携とか小
中の連携とか、社会体験活動といったものをこの評価制度の項目に追加をいたしまして、
評価制度の強化を図っていきたいということと、学校集金ですね、これを取扱の標準マ
ニュアルを作成いたしましていろいろなミスが無いようにしていきたいというようなこ
とでございます。 
それからもう一つは公立の幼稚園、保育所、所長による評価研修会を３回ほど実施い

たしまして、保育園、幼稚園の自己評価の外務評価の制度の確立をしていこうというよ
うなことでございます。 
それから、教育現場の意見を取り入れる教育行政の展開なというふうなことで、教育

長と教育現場の先生方のミーティングの開催とか、あるいは学校と教育委員会との職員
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の相互交流というようなことです。具体的な取り組みですけども教育長と語る会という
事で学校、保育所のミーティングを考えております。これは北山中学校区、城東中学校
区、諸富中学校区、城東保育所で職員を対象に開催して現場の意見を聴取したいという
ことです。 
それからその次に、４月に新一年生の給食指導、あるいは１１月に就学時検診という

ようなものがありますけども、教育委員会の職員を学校現場に派遣いたしまして現場の
実態の把握というようなことで、教育委員会に来て１，２年の職員が対象になろうかと
思います。それから学校事務改善会議を年に２回ほど開催いたしまして学校事務の効率
化を図っていこうというようなことでございます。 
次に教育行政の広報・公聴機能の強化ということで色々な情報マガジンとかホームペ

ージとか、そういう風なものによって教育情報を提供いたしまして市民の方々に教育へ
の関心を感じていただこうと、もう一つは経済団体、町作り団体の共同した事業展開で
ございます。具体的な取り組みといたしましては教育情報メールマガジンを４月から各
週で配信したい、この目標といたしまして１８年度は５００名ぐらいの加入者を出来る
ようにと目標を設定しております。もう一つは、佐賀市のホームページとか市報で学校
情報を掲載いたしまして市民の方々に広く公表したいということでございます。その次
が学校ガイドブックの作成ですけども、これは今年も行っております。公民館のように
人の集まる所に配布して学校のことを知ってもらおうということでございます。その次
は４月から中学生２０名程度を対象に地域を題材に「こども映像塾」を開催したいと、
青年会議所の５０周年記念というようなことで青年会議所と共同で実施する予定をして
おります。 
それからその次に１０月頃から佐賀市の家庭教育手帳というようなものを作成いたし

まして、佐賀商工会議所にお願いいたしまして、市内の企業・事業所等に配布いたしま
してこれを朝礼のときに読み上げていただくと、そして家庭教育の向上を図っていただ
くとでございます。以上でございますけども、この各事業の進捗状況につきましては年
に４回、進捗状況のチェックをいたしたいと考えております。そしてこの結果を教育長
に報告するというふうな予定をいたしております。以上です。 

 
（委員長） 
ありがとうございました。重点プロジェクトの実施計画につきまして今ご説明を頂き

ました。これにつきまして皆さんのご意見を頂きたいと思います。 
 

（Ａ委員） 
非常に具体的に取り組むというのが一つの大きな方向性というか出てきているから、

とてもいいことじゃないかと私は思いました。是非本当にどういう経過の中でどういう
成果がおきてくるのか、あるいは足らない面は何なのかということを確実に市民の方に
伝えてまた意見を聞きながら是非より良い佐賀をというふうな取り組みになっていけば
なあというような意見をもちました。これまで何回も説明聞いてまして具体的に４月か
ら動くというようなことを期待しています。 

 
（委員長） 
古賀委員さんが言われたように確かにボリュームがすごいですね。今まで従来の事業

に加えて考え方も含めてボリュームが多いわけですけども、それぞれの発表者が違う、
それぞれのプロジェクトのリーダーが発表されたという事で、基本計画の中でもプロジ
ェクトチームを作ってこれを遂行していくということになるかと思うんですけども、大
きなところの事業につきましては４課にまたがると事業ということもあるようですし、
この辺の連携も大変大事だろうなあと思うわけですけども、例えばプロジェクトチーム
を作る場合に４課にまたがるということはそれぞれの担当者をたとえば一つの事業で４
課にまたがった場合には、それぞれの課から出てこられて具体的なプロジェクトチーム
を作ってこれを遂行されるというようなことになるのか、この辺のところはそれぞれの
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色んな事業で、例えば課は一つ、連携が無いところは一人でだれか一人とか二人で担当
者を決められておるのか、４月近くなっていよいよスタートということになると学校教
育課だけでも凄い量があると、今までの行事を進めながらこれをしなければいけないと
いうことは、どのような遂行体制になっているかということを聞かせていただきたいと
いうことが一つ、それと予算ですね、そういうなプロジェクトチームを作った場合にお
互いの予算の取り方、どのような予算でされるか、このようなところも合わせてお答え
いただければと思います。 

 
（教育部長） 
プロジェクトというのは各分野つまり大きく４つに分けておりますけども、それぞれ

に関係する各課の担当係長なりがプロジェクトのメンバーとして入って、先ほどいろい
ろ説明いたしましたのがリーダーということでやっております。ですからほんとに一つ
の課が二つのプロジェクトにまたがったり、逆の場合もありえるということでちょっと
複雑に科目が分かれていることになります。そのなかでやっていくようになるわけです
が、もう一つは予算面に対して実施計画が今出来た段階ですので、実際の所それぞれに
来年の予算がこれに合わせて計上いたしておりません。ですから既決の予算の中ですで
にやっている分との取り合いをやったり、このようなことで動いていくというようなこ
とになります。特に基本計画の１年度という事でやりますので、検討会などが多くなっ
てきております。また、はっきりとした道筋がまだ見えてない部分もありますので、そ
ういう意味では既決予算をうまく使いながらと考えています。 

 
（委員長） 
分かりました。それとプロジェクト２の、市民総参加での青少年健全育成運動、この

へんのところは、まだまだ運動理念とか推進体制の確立とか概念のところできちっとし
たいと、最初からそういう風な考え方で、私自身も青少年の云々を見ておりますと、私
が教育委員になってからそんなに大きく内容が変わってない、どっちかというとややマ
ンネリ化している行事遂行型の青少年活動になっているような気がしています。参加し
ている人も同じようなメンバーが常にご参加されていると言うようなところがございま
すから、是非、準備検討会議というところを幅広く色んな意見を入れて、もう一回その
辺のところをきちっと考えるということでございますから、宜しくお願いをします。期
待をしています。 
他に何かございませんでしょうか？ 

 
（教育長） 
 プロジェクト実施計画を見ると、１８年度はこれをやると思いますよね。そうすると、例
えばこの中で不登校の問題とかそういう問題はどうするのかと、この中には不登校の不の字
も書かれていないわけですね。こちらの、お配りしたこの中には基本政策体系の中の基本事
業として入っているんですね。私どもは何回も論議しているわけですから重点プロジェクト
としてのこの実施の問題と基本政策として底流でしっかりやっていくものとあると、この構
造を理解して頂きませんと、こちらだけ見ましてね、心の問題とかそれはどうするんですか
とか、不登校が２００人近くいるのに１８年度手を付けないんですか、ってこういう誤解を
頂けてしまうとちょっと本意じゃないなあと思うんです。まあそんなところも私ども事務局
としても少し配慮しながらアピールに努めたいと思っております。 
 
（委員長） 
 これはこの前説明しましたよね。 
 
（教育長） 
 ええ、はい。 
 
（委員長） 
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 それからもう一つ、教育現場の意見云々という所で、学校事務の問題で前年だったですか、
一昨年だったですか、学校の事務の具体的な今やっていることに対して調査されましたよね。
その後、具体的な報告を我々委員としては受けてなくてどのような方向に行くのかどうか、
それが今の学校事務改善の年２回開催云々というのにはちょっと別だなと、まあそれを含ん
で言われているのかと、その辺のところの今の進捗情報といわゆる今回の重点プロジェクト
の中のその辺の考え方がどのようになっているかどうかを教えていただきたい。 
 政策の中に入っているのですか、逆に言えば。 
 
（教育部長） 
 これの重点プロジェクトの中に入っております事務改善会議とその平成１５年に全体の事
務用の調査が学校に入っております。その部分とちょっと連動しない部分があるんですが、
１５年に調査をした分についてはその後に中身を分析いたしまして、結果的に正規の職員で
はなくて嘱託の職員の勤務時間程度で処理が出来るということで、１６，１７，１８年度末
までの３ヵ年で２８校からすべて正規の職員を引き上げる、嘱託に切り替えるということで
すでに２年目になっているわけですが、それと別に現在行っている事務というのが事務職員
の分、県費でやる部分、市の嘱託でやる部分、それから先生がやられている事務の分という
のがありますので、そこらへんについて改善を図っていって事務の効率化を図っていく、ま
たは教育に集中出来る環境を作るということで年に２回ほど開催をして効率化を図りたいと
いうふうに考えております。これをまた合併した学校にも広げていくということになります
ので、ちょっとかなり難しい部分になるかと思うのですけども。 
 
（教育長） 
 １４年度に調査したのをうけて学校支援係というのを作ったのですよね。一元的にこちら
でやれるものはやりましょうと、それでもっと学校がマネジメントに関われるように教員が
校長が、そして事務職員としての持っているマネジメント能力をもっと学校運営の中にも活
かしましょうということの流れはあります。 
 
（委員長） 
 分かりました。他にございませんか。 
 
（Ｂ委員） 
 佐賀市版家庭教育手帳というのは運用が出来ると思いますけども、私が今、保護者という
ことで一番対象者の保護者なんですよね。ですから、費用面とかもあると思いますけどもＰ
ＴＡの会長さんに１冊ぐらいとかそういう風にそこら辺の一番関係するところにもですね、
出来ないかなあというのが希望です。それと子どもたちに期待するばっかり、叱るばっかり
とかではなくて保護者が意識を改革しなければいけないと私も思っております。ですからそ
ういうマニュアル的なものになると思いますのでこういうものが出来ましたよとお知らせし
ていただいて、例えば頒布出来ますよとかいうようなお知らせをしたらどうかなとも思いま
す。 
 
（委員長） 
 これについてもう少し詳しくお願いいたします。 
 
（教育総務課長） 
 これは一回、文科省が作った冊子があるんですよ。家庭教育手帳というのが、小学校に入
るときにその親御さんに渡しています。 
 
（青少年課長） 
 小学校と中学校の入学説明会を利用して家庭教育を見つめ直してもらうということで家庭
教育講座を開催しております。 
 
（委員長） 
 全佐賀市ですか。 
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（教育長） 
 日本中です。 
 
（青少年課長） 
 これは文部科学省が作った分です。 
 
（委員長） 
 それと同じような佐賀市版を別に作ると。これを商工会議所ということですから職場にと
いうことですか。 
 
（教育総務課長） 
 商工会議所を通じて職場に渡して朝の朝礼の時にでも皆さんで読んでもらおうということ
です。だから、今、ＰＴＡの方にも欲しいと言われましたけれども、出来たときには、そう
いった方にも渡していきたいと思います。 
 
（教育部長） 
 ひとつはお父さんにもこれを見ていただきたいという。職場にということで。特色ある学
校運営懇話会の中で商工会議所の方からお話がありまして、ちょっとこれが厚くて複雑にな
っていますのでもう少し簡略化してということを考えています。 
 
（委員長） 
 佐賀県版という感じですね。 

 
（青少年課長） 
 後ろの辺の資料が佐賀県関係の資料が付いておりますので。これ、もう始まって５年目で
すのでかなりの保護者の方には行き渡っているとは思います。ただ、どのような活用をされ
ているのかがちょっとそこが一番問題なんですけど。 
 
（Ｃ委員） 
 非常にこれまでとても大変だったと思いますけど、一番最後を見たところ地域を題材とし
ていい映像作品を作ろう「こども映像塾」ですが、それを作った後の発表とかなんとかまで
はあるわけですか。 
 
（委員長） 
 青年会議所の分ですね。 
 
（教育総務課長） 
 これはですね、発表の機会は予定されております。 
 
（教育政策係長） 
 古湯映画祭で出来が良ければ。青年会議所のイベントとしては秋に１２月のプサン映画祭
に出すような作品を作りたいというようなことを考えております。 
 
（委員長） 
 ほぼ青年会議所の予算でですか。佐賀市の予算も出すんですか。 
 
（教育政策係長） 
 講師派遣とかは青年会議所からプロの人を連れてきたりとか機材も提供してくれます。教
育委員会の支出としてはビデオテープとか消耗品です。 
 
（委員長） 
 分かりました。次に進ませていただきたいと思います。次は平成１８年度の佐賀市特色あ
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る学校運営推進事業計画についてということでよろしくお願いします。 

 


