
議長／休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続けます。 

次に、23 番 江原議員の質問を許可いたします。 

ご登壇を求めます。 

23 番 江原議員 

 

江原議員／議長より許可をいただきましたので、23 番江原一雄でございます、よろしくお

願いします。 

まず、１に教育行政についてお尋ねします。 

先の４月６日、市長選挙、市議会議員選挙が終わりました。 

翌日、私ども、当選証書をいただき、市民の皆さんの、付託に答える決意を新たにいたし

たところでございます。 

それもつかの間、４月 17 日、市長は東京の文部科学省記者会見場で、官民一体型学校、民

間の花まる学習会を武雄市教育に取り入れると発表されました。 

まさかと思ったのは、私 1 人ではないようです。 

本来この件は、教育委員会の権限に属する案件ではないでしょうか。 

しかし、武雄市教育委員会がほとんどみえてきません。 

まさに市長の威光に飲み込まれているようではないでしょうか。 

今回も先の３月議会で、私は一般質問に、教育委員会の責任者である教育委員長に本武雄

議会に出席を求めましたが、出席されませんでした。 

この運営に３月議会のなかでも、議長に意義を主張しました。 

今回も出席を求めましたけど、出席をされていません。 

この件につきましては、武雄市議会のあり方が問われているのではありませんか。 

佐賀県議会では、教育委員長責任者は最初から参加をされていただいております。 

そこで質問の第一に教育長にお尋ねします。 

この花まる学習会の導入に、教育委員会としてどう関わってこられたのかお尋ねをします。 

 

議長／ちょっと待って下さい。 

先ほど、江原議員が、３月の議会の中で、教育委員長の出席がなかったとありましたが、

私も見解を申し上げます。 

平成 24 年 11 月 26 日、武雄市議会運営委員会においての決定事項をお知らせします。 

議会改革調査特別委員会報告の中の１つの項目として、行政委員長等への出席予定の一定

基準ということで協議をしていただいております。 

一般質問の質問内容で、担当部長、あるいは、市長、教育長、これら答弁できないという

ことではなくて、答弁に専門的なことが必要な場合のみ、出席委員長の要請を求めると、

諮問に対する答申をいただいています。 



議会運営の手引きですが、この中で、質問議員が各答弁と求めるのは議員の希望で、議長

はこれを尊重して執行機関への出席を要求することになります。 

市長等、最高責任者が質問の全部に答弁するのではあれば、仮に〇〇部長、〇〇委員長、

と指定があっても、これらに拘束されません、誰が答弁するかは執行部が判断することと

なっています。 

これは３月議会でも申し上げております。 

先の選挙でも議長が教育委員長に答弁をさせなかったということを言っておられました。 

これは議会のルールを完全に無視しておられます。 

全国市議会議長会にも確認をしています。 

武雄市がとっている、この運営、議会の運営は正当なものだという結果も全国議長会から

いただいております。 

もっと議会のルールにしたがって、協力いただきたいと思います。 

樋渡市長。 

 

樋渡市長／申し訳ございません。 

先ほど議長からもありましたように、どの人が答弁するかは、基本的には私の判断です。 

これは統括権を持っている私の権限ですので、ルールにのっとってまず、私から答弁しま

す。 

記者会見、唐突にとありましたが、議会で信用を受けるグループには、何度とわたって、

去年の夏から話をしております。 

正副委員長には、数度に渡ってアドバイスを賜っています。 

したがって、議会の判断抜きにやってるという認識はありません。 

その一方で、なぜ、あなたに言わなかったか、あなたを信用していないからです。 

ですのでこれは分けて考えてほしいなと思います。 

盗撮をされるような議員さんに誰がそんなできますか。 

しかも花まる学習会という相手のある話なので、信頼のおける議員さん、グループに話を

して、そこで一定の了解を得るということは、なんら私は良心に呵責はありません。 

私が中心として、とありますが、ほとんど話をされたのは、横にいた教育長と代田教育監

です。 

私はそのきっかけを作ったにすぎません。 

教育長ならびに、教育監が説明されていた、質疑に応答されていたと、これはインターネ

ットやテレビに出ているので、もう一回ご覧になれば、頭を冷やしてご覧になれば、それ

はただちに了解をされると認識しております。 

 

議長／浦郷教育長 

 



浦郷教育長／まず、２点申し上げます。 

１つは、非常に大きな改革で、全国の注目を集める改革なので、私ども異論がないように、

きちんとした方向にという思いでやっているので、文科省の発表がありましたが、即日文

科省も、県知事におかれても期待を持って認めるというコメントを出されるぐらいの、プ

ラス方向への改革だと思います。 

もう一つは、これだけの大きな改革なので、いち教育委員会でできない部分がかなりあり

ます。 

そういう面で、市長自ら、されたほうが早いんですが、ここは教育委員会の仕事だとのこ

とで、そのへん厳しく分けて考えています。 

この２点申し上げたいと思います。 

花まる学習会、学習塾とは言っていませんので、花まる学習会でありますが、この関係の

前に、私どもは３年間にわたり、公と民のありかたについて考えて参りました。 

これは形は違いますが、英語、中学三年生のもっと英語を勉強したい子どもたちに、塾の

先生から指導してもらいまして、極めて好評で、保護者にとっても、子どもたちにとって

も好評でした。 

また中体連あとの土曜日学習会をしていますが、これにも塾の先生が自ら申し出て、させ

てくれと。 

实はこれは好評だったのですが、特にもう、ここまでわからんのか、ということで、自ら

黒板に字を書いて、問題を書いて、指導してくれる方もいました。 

そういう状況の中で、確かに、学校の先生も忙しいこともありますし、一緒にすれば、さ

らに一から子どもたち、力(ちから)がつくのではないかと。 

子どもたち、保護者、そして先生方の好評を背景にして、３年前から連携の在り方を求め

ていました。 

その中で花まる学習会は、受験、進学とかくしますけど、午前中にもありましたように、

教育の根幹を支える物だと。 

今スマイル学習でやっております、武雄の子どもたちの、家庭学習と学校をつなぐ。 

お母さんたちの幸せになってほしいというような教育の根幹から、課題解消に向かうとい

うそういう改正が、武雄市教育委員会の方針に合致する、という判断をしていただきまし

て、花まる学習会との連携につなげた、ということでございます。 

 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／教育長が、２点言われました。 

教育委員会として、どう関わられたか、という私の質問に対して、改革ですので、異論の

ないように、そして会見後、県も、県当局、教育長でしょうか、認めると。 

２つめには、いち教育委員会でできない、これは、武雄市教育の官民一体型の教育を導入



するという意味からして、武雄市教育委員会が本当に、その説明の先頭に立つんだ、とい

うのでなければ、保護者や教育関係者、市民の皆さんは納得いかないと思います。 

そこで、平成 26 年度の武雄市の教育の方針についてお尋ねをします。 

平成 26 年度の武雄市の教育の方針に、これが平成 26 年度の武雄市の教育。 

平成 26 年度。 

私、総務文教委員会に籍を置きましたので、さっそく資料が届きました。 

議員に届けられたと思いますが、この中に、武雄市の教育方針の第１章。 

知・徳・体の調和の取れた子どもを育む、学校教育の推進の重点事項第６に社会の進展に

対応した教育の推進。 

情報化、国際化など、社会の進展に的確に対応できる基礎的な力(ちから)を育み、時代が必

要とする人材の育成に努めます。 

平成 25 年度のこの学校の、武雄市の教育には、時代が必要とする人材の育成に努める、と

いうものはありません。 

25 年度と 26 年度の違いですが、新たな学校づくりの推進で、時代が必要とする人材の育成

に努めますという文言が入りましたが、その意味について、教育長にお尋ねします。 

 

議長／浦郷教育長 

 

浦郷教育長／先ほども、いち教育委員会でうんぬんのことを話題にされましたが、私はも

うちょっと広く取っております。 

これだけの改革を、議会でこれだけ話題にして、区長さん方までお力をお借りして、とい

うことでありますので、いち教育委員会でできないを狭く取って頂かないで、武雄市全体

でということなので、誤解がないようにお願いしたいと思っています。 

重点事項６についてです。 

これはまさに午前中の論議であります。 

時代が求める人材の育成に努めます、というのは、単なる、今、質問される意図がどのあ

たりかわかりませんが、これからの時代に必要な力(ちから)というのを、私ども午前中述べ

ましたように、しっかり考えています。 

そういう力(ちから)を、時代の、社会の進展に的確に対応できる基礎的な力(ちから)、それ

を鍛えて、力(ちから)を付けて、時代が必要とする人材、言葉が悪ければ、人間ということ

になりますが、そういう思いです。 

 

議長／樋渡市長 

 

樋渡市長／すいません。 

私どもは、的外れな答弁をそのままにしておくと、誤解がそのまま伝わって、それが、場



合によっては肯定力を有することになりかねないので、答弁をさせていただければと思い

ます。 

上から目線で求めてないって言ったら、こんなに寂しいことはありません。 

教育委員会が中心になることについては、現代の行政の制度から説明したいと思いますが、

一番権限を持っているのは、県の教育委員会です。 

人事権を持っているんです。 

県の職員という、教職員ということで、人事権を持っている。 

県知事はそれを受けて、予算の提案権が議会にあります。 

従って県知事も権限があります。 

文部科学省におかれては、学習指導要領の大元締めであることと、さまざまな政策の補助

金権限もある。 

市の教育委員会は、实際学校を設置して、それを運営する責任者ですが、私は知事と同じ

で、その予算を議会に提案する権限がありますので、そうすれば、それぞれの議会を足し

合わせれば、文部科学省、知事、県の教育委員会、県議会、武雄市長、市の教育委員会、

市の市議会となっていくんです。 

そういうことを持って、武雄市の教育委員会だけではできない。 

私だけではできないというのは、制度上そういう仕組みになっているということは、ご覧

になられている方々は理解してほしいなと、このよう思っております。 

 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／４月 17 日の記者会見の席で、こういう市長、５人ですか、文部科学省の会見室

で、公立学校と民間学習塾による、官民一体型学校の創設について、という説明をされた

中に、平成 26年３月議会の臨時議教育委員会において、提携先企業についての協議を行い、

合意至り決定した、と申し述べておられますが、教育委員会として、この中身についてご

説明を頂きたいと思います。 

 

議長／浦郷教育長 

 

浦郷教育長／先ほど申したように、ここ数年にわたって、公と民のあり方、塾、並びにそ

ういう学習会の在り方等をいろいろ話し合い、あるいは話題にし、進めて参りまして、最

終的に、教育委員会としては、それまでもそう反対意見は出てなかったんでありますが、

よくよく理解して、３月 20 日の、今おっしゃったところで、最終的な合意ということに一

致したわけであります。 

 

議長／23 番 江原議員 



 

江原議員／これが、３月、臨時教育委員会の会議録であります。 

出席は、委員長、職務代理者、教育長、１人教育委員さんは欠席。 

欠席が１人ありますので、实質 3 人で参加されて、何を議論されたか。 

第 54 号議案、武雄市立小中学校教職員の選出による内申について。 

この件につきまして委員長、人事案件なので非公開にしたいと思います、ということで、

非公開になり、よろしいでしょうか、異議なしと認めます、これで臨時教育委員会の議事

が終わっています。 

そのあと、議事録では、古賀参事、樋渡市教育総務係長入室、という記事がありまして、

教育長の来年度事業についての説明、そして、教育監の官民一体となった教育の推進につ

いて、別冊資料により説明。 

古賀参事、官民一体となった教育の推進について、別冊資料により説明、委員長何かご質

問等ございませんかということで、一人の委員の質問がありまして、結論は、これで臨時

の教育委員会を終わります。 

議論じゃないです。 

報告であります。 

私は、市民に教育委員会として、本当に責任を持ってですね、これだけの大きな、教育委

員長自身言われる、大改革だと。 

それにふさわしい教育委員会としての教育関係者や市民、保護者への説明をされているん

でしょうか。 

まして、議事録を見ましても、何ら協議されている姿ではありません。 

なぜ市民に事前に公表しなかったのかというのが、多くの市民の皆さんの思いではないで

しょうか。 

保護者の皆さんの不安がそういう形で、耳にするわけであります。 

この件について、教育長、真摯な答弁を求めたいと思います。 

 

議長／浦郷教育長 

 

浦郷教育長／いつも真摯に応えているつもりであります。 

 

先ほどより申してますように、最終的な合意は確かに、3 月 20 日です。 

その前に、いろんな場でいろんな話をしてきてるわけであります。 

特に、夏休みの授業とか、英語の授業とか、あるいはアンケートの保護者の意見とか、そ

ういうのも含めまして、また、花まる学習会と連携することの意義とかですね。 

ですから、３月はご存じのとおり、人事の時期でありまして、人事の委員会を頻繁にやる

わけであります。 



その中でも、それ以前も、議論をやっておりまして、協議しておりまして、そういう中で、

3 月 20 日のそこの部分だけとると、短いかわかりませんけれども、そういう話合いをして

きた、ということであります。 

 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／この３月臨時教育委員会の議事であります、54 号議案が３月 20 日に協議されて、

３月 24 日の定例教育委員会の会議録を見ますと、議案がひっくり返りまして、41 号から

53 号まで議事議案になっています。 

３月臨時議会が４日前に開かれて、54 号議案が議題となって、議案となって審議されてい

るわけですが、これはどうして、たった４日後に定例の教育委員会があるわけであります

が、これ、どういう関係でしょうか。 

 

議長／浦郷教育長 

 

浦郷教育長／54 号、それまでは、私は把握してませんので確認いたします。 

 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／説明だめですか。 

教育部長わかりますか。 

教育部長まだ担当いらっしゃらないですか、そのときは。 

 

議長／浦郷教育長 

 

浦郷教育長／正確には把握してませんが、普通に考えますとですね、定例の教育委員会の

案件は、先に決まっているわけでありますので、そのあとですね、数日前にその定例の教

育委員会の議案は皆さん方にいっているだろうと、いうふうに思うんですね。 

その後、臨時でありますので、臨時議会で議案が入ってきたと。 

今私が考えるのはそういう形かなと。 

 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／正確にはあとで、報告してください。 

私は教育長が、この間、その前に、私の事前に市民に公表しなかったのかをお尋ねしまし

た。 



教育委員会としては、その前にいろいろ議論をしてきたと申されました。 

そこで、４月１日の県教育委員会の権限に属する教職員の異動発表が新聞で報道されまし

た。 

武内小学校に校長に教育監が任命されておりました。 

きょうも、この本会議、一般質問始まりまして、本来武内小学校の校長職にあられる教育

監が、この本会議に出席をされて、一般質問に対する答弁をされております。 

本来、学校長として、現場に最大の責任をもっている学校長として、一瞬疑義を感じまし

た。 

私はそれでいいのかなと、言わざるを得ません。 

そこでですね、教育長にお尋ねしますが、市民にですね、いろいろ説明をしなかったので

はないかと、事前に内部で言われました。 

いろいろ協議してきたと。 

しかし、これだけ大きな大問題を教育関係者や、保護者や市民に事前に知らせない、公表

しない。 

知らせないというのは撤回します。 

公表しない。 

これは、私は、学校教育法に照らしても、また、地方自治法でいう、住民自治とか、団体

自治とか、そういうものは…。 

黙っとってください。 

私は、住民自治というのは、その地方に住んでいる住民の手により、自律的に行われるこ

と、団体自治とともに地方政治に不可欠な要素なんですよ。 

私は、この間、武雄市教育委員会がとってこられた、本当に市民に公表していない姿は、

それでいいのかと言わざるをえませんし、今年の教育長が、11 月 28 日、こういう資料を県

に配置希望を出されています。 

佐賀県教育委員会 教育長 カワサキトシヒロ様。 

武雄市教育委員会 教育長 浦郷 究。 

平成 26 年度佐賀県市町立小中学校校長任期つく職員の配置について、と。 

表記のことについて下記の通り、配置を希望しますので、後者を推薦の上、申請します。 

配置予定各校武雄市立…。 

 

議長／そういうこと、公表できるんですかね。 

人事案件じゃないですかね。 

 

江原議員／だから、ちゃんと。 

ちゃんと聞いてますよ。 

プロ(？)が聞いてますよ。 



それをですね、これはちゃんと。 

 

議長／質問を続けてください。 

質問は。 

 

江原議員／公開されている質問です。 

公開質問で回答されてる資料ですから。 

 

議長／人事案件です。 

 

江原議員／だからちゃんと黒ついてますよ。 

 

議長／私たちは黒ついてますよ、黒は。 

あなたには、ついてるだけで。 

 

江原議員／議長もらっているわけですか。 

 

議長／もらってませんよ。 

あなたには黒が塗ってある、とあなたが言ってますけど、みんなわからないんですよね。 

 

江原議員／いや、だからこれは私が質問のために取り寄せた資料ですから。 

ちゃんと注意して黒はつけてますよ。 

私はですね、これについて、今度の平成 26 年度の当初予算の予算計上に、教育監の平成 26

年度の予算費をいくら計上されていますか。 

 

議長／溝上教育部長 

 

溝上教育部長／給料といたしまして、教育監の給料、その時点ではまだ 26 年度も教育監と

してお願いしたいということで、当初予算の編成段階で、給与のほうを当初予算のほうに

お願いしていました。 

 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／教育長お尋ねしますが、一方でですね、任期的校長への希望を出しながらです

ね、平成 26 年度、当初予算３月議会提案されました。 

予算計上さております。 



二重ですよね。 

この件についての認識をお尋ねします。 

 

議長／ちょっと江原議員、その人事案件ですよ、教育長をだれだれ推進したというとか、

その文書を書類をどこから入手されているんですかね。 

 

江原議員／県の教育委員会です。 

 

議長／私も疑義を感じますので、質問はですね、慎重にお願いします。 

教育長答弁いいですか。 

浦郷教育長 

 

浦郷教育長／ですから、それは人事案件でしょう、と言ったわけですよ。 

11 月確かに申請しています。 

しかし、３月までのうちに、代田さん校長になってもらいますとは言えないわけですよね。 

ですから、県のほうも实際に校長にする、しないという判断されるわけですから、うちと

しては、私としては、教育監としてお願いしたいという予算を計上するという形でござい

ます。 

 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／私はこの教育監のですね、予算について、支出をされるわけですか。 

 

議長／溝上教育部長 

 

溝上教育部長／４月からは校長ということで、給料のほうは県費で支出されることになり

ます。 

 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／私は本当にですね、教育長に質問しているわけですけれど、この重大の改革だ

と言われる中で、事前にほんとに関係者への公表、市民への公表、されない中で、こうい

うことが進められてきた。 

これは、インターネット上で流れている写真であります。 

TBS メディアが、４月 17 日放映をされて以降、佐賀県教育委員会、教育長、当時話された

ことをこう書かれています。 



先ほど教育長が言われたことと一緒でしょうか。 

ある種の可能性を探ることは敬意をもっている。 

全国初の構想、その裏側というタイトルで報道をされております。 

その、ここに、多分知事の来賓室でしょうか、知事と教育長、それに市長とタカハマ氏と、

それにフジワラ氏と代田氏の顔写真と同時に、市の教育部局でしょうか、のお二人でしょ

うか。 

が、いらっしゃるわけですけど、この日付が大体、昨年の６月であります。 

そして、もう一つは、これも全国初の構想、その裏側として、2003 年 6 月と日付が入って

います。 

で、ここに市長と教育長と、当時の部長と、教育部長と、教育監ではありませんが、まだ

記者発表する前、６月でありますから、代田氏がここに写った写真が、報道されました。 

私は、４月 17 日以降、市民に東京で記者会見されて、初めて花まる学習会という学習塾が

あるということを聞いたのは多くの市民が初めてだと思います。 

それと合わせて、この教育長の人事について、４月 28 日、カワラソウイチロウ氏の司会す

る朝まで生テレビで、フジワラカズヒロ特別顧問、市長は４月 17 日付けで就任していただ

いたと言われた、フジワラ氏が、武雄市の小学校長は、私が派遣したと、言い切られまし

た。 

教育長ご存知でしょうか。 

 

議長／樋渡市長 

 

樋渡市長／その前に隠し撮りをするような方に答弁するのはどうかと思いますが、まず、

去年の遡ること６月に、知事と当時の教育長に、私、何人かでご説明したのは事实です。 

これは施策をするときに、先ほど答弁したように、武雄市並びに教育委員会では対応でき

ない事については、ご説明に上がるのが筋だと思ってるので、これは行政的には何ら問題

はありませんし、文科科学省にも前後にきちんと説明をしております。 

むしろ唐突にこれを出すこと自体が、責任を放棄したものと思っております。 

そして、繰り返し答えますけれども、市議会の皆さんには、再三に渡って、ご説明を申し

上げております。 

そのたびにアドバイスを賜っています。 

それを踏まえた上で私どもとしては、制度設計にあたりつつ４月 17 日の会見に臨んでいま

す。 

当然のことながら、教育委員会並びに、私どもの市長部局で、協議に協議を重ね、話して

いるので誰か１人が唐突にしているものではありません。 

慎重に慎重に、その手続きを踏まえて公表しています。 

これは、答弁をたびたびしていますが、その制度上にのっとって、これからの構想に乗っ



かって、申し上げていますし、意見を承ってさらに良いものにしようと思っています。 

ですので、私たちが唐突に行ったとかはありえない、ありえない、ファンタジーの世界な

ので、現实の世界に戻ってほしいです。 

派遣については、私は聞きましたが、これはフジワラさんの特有の発言でありして、決め

るのは発言は自由です。 

決めるのは県の教育委員会が決める話なので、それについては、派遣うんぬんは事实です

が、实際の決定権利は県の教育委員会にあると、そこもあわせて申し上げたいとこのよう

に考えております。 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／市長が自ら、すべて認められました。 

私は今言ったことは、認められました。 

私は、次の市長の政治姿勢のところで、お尋ねしますから、しますけど、教育長に対して、

教育委員会が、本当に先ほども申しましたけど、教育の目的、先ほども質問がありまして、

答弁されました。 

教育は人格の完成を目指し、今平成 18 年で教育基本法が変わりまして、教育長は変わる前

の文言を見せられました。 

教育長が言われたことは、いくつか文言が消えている。 

なぜかありますが、現在の教育基本法の目的、変わらないところは変わらないことは、人

格の完成であります、目的は。 

本来、すべての子どもたち、生涯学習の中で、本当に人格を磨きながら、生涯人格の完成

を目指していくのが、心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない、と

いうのが、教育の目的だと。 

さらに前の教育基本法は、削られた部分、以前も言いました。 

平和的な国家、及び社会の形成者として、真理と正義と愛し、個人の価値を＊＊＊し、勤

労と責任を重んじ、自主的な精神に則ったとありますが、これだけ言われることを、市民

と一緒になって、地域の皆さんと一緒に力を合わせて進めるのが教育だと思います。 

なのに、これだけ重要なことが東京で、記者発表されるんですか？ 

まして昨年の７月１日、市長のブログでは、教育長は武雄で発表すると書いていました。 

教育長も東京に行かれた発表されました。 

市民の皆さんは、図書館問題のときとまさに一緒です。 

あのときも指摘をしました。 

先ほど言いました住民自治というのは、地方政治に不可欠な要素。 

その地方に住んでいる住民の手により、自律的に行われること、団体自治とともに地方政

治に不可欠の要素であり、住民の皆さんが主役です。 

市長は、市民は主役と思っていません。 



政策は商品だ、スピードだ、と言われます。 

まさに、再三ブログに出てるじゃないですか。 

そういうヤジは、飛ばしなさんな。 

 

議長／ヤジには応酬しないでください。 

 

江原議員／まさにこの間、教育関係者、保護者は蚊帳の外ではありませんか。 

今言われた人は、信頼されている議員ですから、よくよく聞いているからそういうことを

言うのでしょう。 

私は、武雄市議会が、市民の付託に答える議会でなければなりません。 

 

議長／静かに。 

 

江原議員／私は、教育長に求めておきたいのは、もう１つあるのは、どうして花まる学習

会なのか、言われました。 

一致したと。 

根幹に関わること、合致したと言われました。 

その中身について、なぜ花まる学習会なのか求めます。 

 

議長／浦郷教育長 

 

浦郷教育長／朝長議員のご質問に答えた義務教育の目的でありますが、改正後の第５条第

２項が義務教育の目的なので、私は前の基本法ではなくて、改正したものをいたしており

ますので、先ほどのは訂正をお願いしたいと思います。 

なぜ花まる学習会ということは、かなり、何回も聞かれたことですが、きちんともちろん

合致することはありません。 

しかし、武雄市教育委員会が考える、教育の方向に非常に合致することが多い、という言

い方をしております。 

それから、公表、記者発表をもって初めて知ったということでいきさつを言われるわけで

すが、ご存知のように、何回となく、今説明を、詳しく説明をしているわけです。 

武内小学校をモデル校として、どうなるのかというのを、实際にやっているわけで、今が

検討していただく時間で、そういう意味で、時間の若干の動きはあろうと思いますが、私

たちもそのつもりで、その方向で徹底してやっているつもりであります。 

 

議長／樋渡市長 

 



樋渡市長／私の答弁を修正をしたいと思います。 

というのは、フジワラカズヒロさんが、朝まで生テレビで言ったことは、校長を派遣した、

とはおっしゃっていないんですね。 

代田を派遣したと。 

代田と派遣したということで、呼び捨てでもわかるように、この２人は、愛の師弟関係で、

私は彼がおっしゃったことについては、紹介をしていただきました。 

NEWS２３の舞台裏で出てましたが、教育長にお会いをして、当時の教育部長にも会って

いただいた、という段取りになっています。 

校長については、県の教育委員会に人事権がありますので、いずれにしてもあなたがおっ

しゃることは、断じてないということです。 

いずれにしてもそいうことです。 

 

議長／先ほど教育長が、江原議員の答弁が間違っていると、訂正してくださいと言ってい

ましたが、どうですかね江原議員。 

23 番 江原議員。 

 

江原議員／指摘を受けて修正します。 

私の勘違いかもわかりませんので、私もあとで確認します。 

教育長の答弁を受けておきます。 

 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／私は、教育長に言われました。 

記者会見で、市民への問いかけではなく、官民一体型学校づくりのスケジュール案を発表

して、すべて、ここまで進めていきますよ、という提案をされている。 

 

今教育長は、今がその説明している時間だから、今が時間ですと。 

だから今意見を言ってくれ、という意味ですか？ 

 

議長／浦郷教育長 

 

浦郷教育長／当日、公にしたスケジュールともかなり変更したところもありますし、私ど

もも考えを深めたり、修正したりすることもあります。 

代田校長をモデル校として、こういった状況を探ってくれているわけです。 

そういう意味では、今、議論頂いている部分も、教育委員会として、検討して進めて行く

部分であります。 



 

議長／樋渡市長 

 

樋渡市長／まず１回も、地域の説明会などで、江原議員を見かけたこともありません。 

来たこともない人が、説明を聞いてないとか言うのは、論理矛盾だと思う。 

そこに多くの議員さんたちもこられて、話を聞かれるというのは、議員の仕事ではないか

と、この説明会のこの部分がおかしいとか、何も説明がないとかは、それは論理矛盾とい

うことと、具体的に申しますと、４月の発表の際には、花まる学習会の連携協定は２者で

結ぼうと。 

教育委員会と結ぶ予定でしたが、６月にしようと思いましたが、武内の保護者説明会だっ

たと思うが、いろんな保護者であったり、地域の皆さんの意見を聞いた上で、環境が整っ

た段階で、協定を結ぶべきではないかと、ご指摘を受けたのでこの議会でも議論している

とおり、秋に、10 月でしたっけ、協定を結ぶ。 

しかもこれは、予算を伴う話なので、市長も入ったほうが良いだろということで、中で議

論がありますので、武雄市、教育委員会、および花まる学習会という三者協定を結ぶって

いうのは、議会からも指摘があったので、いい方向に修正をしながら、こうして。 

ただし、どこから始めるか。 

すなわち、来年の４月から始めると議論にならない。 

その部分についても、おかしいというのならそれはぜひおっしゃっていただきたいが、未

だ地域の皆さん、保護者のみなさんからして４月が早いのではないかというのは、聞くが、

多くの意見は自分のところで始めてほしいということですので、それは大筋の元、修正す

べきところは修正して進めて参りたいと思っていますのでぜひ、こんど、江原議員、武内

小学校へぜひお越しください。 

その上で、人の話を聞いて、批判をするなら批判をするというスタンスが求められている

のではないかとこのように考えております。 

 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／私は４月 27日に発表されて、初めて花まる学習会という団体を知りましたので、

ネットで見ますと、今教育長が言われた、目的が花まる学習会では、数理的思考力、読書

と作文を中心として国語力に加え、野外体験を３本柱として、将来飯が食えるような大人、

魅力的な人を育てるため、こういうのがあります。 

私はこの間、市長が発信している、資料や、昨年の 12 月議会で自分は、命をかけて教育に

かかわると、そういうことを演告で申されました。 

するとあわせて、花まる学習会の飯を食える大人、そして、４月 17 日に飯が食える大人、

この花まる学習会の記者発表のとき、そういう武雄市の教育の目的に合致するから導入し



たということを、記者発表しました。 

飯が食える大人と表現してるが、新聞にも書かれてたが、意味がよくわからないという意

見も寄せられました。 

再度この件について、教育長にお尋ねしておきたいと思います。 

 

議長／浦郷教育長 

 

浦郷教育長／よく引き合いに出されるのは、どうして日本人はこれだけの引きこもりやニ

ートを量産してきたのかという厳しい発言であり、これは私どもにしますと、学校にこれ

ない子どもはなぜかという反省にもつながる。 

したがって飯が食えない、飯が食える大人と、言葉の使い方は過激かもしれませんが、意

味するところは、今の日本の教育課題そのものだと。 

そのために、幼児期に何をどうするのかということをつながるのかということは、まだ難

しい部分はありますが、尐なくともそれを目指した教育ということで、合致することが多

いと、判断してます。 

 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／私は、今教育長言われましたが、それはあくまでも内部で話し合ったことでの

教育委員会、教育長としての結論でしょ。 

しかし、それは、多くの市民や保護者、教育関係者が一致したことではない。 

ですから、私はせっそくに導入しようとしてる、官民一体型の学校はストップするべきだ

というべきを申し述べ、問題の順序の間違いは、最初からやり直さなければ、さらなる間

違いを積み重ねることになるので、スケジュールを止めるべきだということを申し述べた

いと思いますので、教育長として受け止めていただきたい。 

次に、図書館行政についてお尋ねします。 

この間、図書館がオープンして１年過ぎました。 

その間、8760 点の廃棄処分がされた件について、お尋ねします。 

この図書の廃棄処分については、一般書が 1610 点。 

児童書が 707 点。 

雑誌 2180 点。 

ビデオ 1468 点。 

CD1322 点 

DVD464 点。 

合計 8760 点です。 

これが、8760 点の全ての廃棄された資料であります。 



本当にですね、膨大な資料であります。 

一般書、児童書、雑誌、ビデオ、CD、DVD、8760 点であります。 

この廃棄された基準について、除籍理由がありますが、その除籍理由について、御答弁い

ただけますか。 

 

議長／溝上教育部長 

 

溝上教育部長／武雄市の図書館には図書館部門の資料の保存並び除籍の基準がございます。 

読み上げると、市民の多用な要求に応えるため、蔵書構成に配慮する、資料の新陳代謝を

促進するとともに、将来にわたり資料の保存に努める。 

そのための保存、除籍の基準を定めるということで、先ほど申しました、除籍の基準が定

められてる。 

その中で主なものを申しますと、除籍の基準の１点目が、蔵書の点検から、３年以上経過

して、その後も発見できなかった資料。 

あるいは、利用者による汚損などのための务化が進み、利用できない資料。 

あとは、盗難、紛失などで回収ができない管理している資料の内、ここ数年間、貸出实績

がない、極めて利用が尐なく务化が激しいもの。 

５点目として保存期限を制限しているもの。 

雑誌や新聞など、そういう主なものを申し上げましたが、決まりに基づきまして、除籍の

処分をいたしたものです。 

 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／私はその中で、郷土資料の廃棄があります。 

なぜ、郷土資料を廃棄されたんでしょうか。 

 

議長／溝上教育部長 

 

溝上教育部長／郷土資料のようになんといいますか、資料価値の高いものについては廃棄

しておりません。 

 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／では廃棄したのは資料価値がないから廃棄したのですか。 

 

議長／溝上教育部長 



 

溝上教育部長／規準に基づいて廃棄したものです。 

 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／規準の最後にですね、その他諸般、勘案して決めますというのがあるんですよ。 

教育長お尋ねしますが、諸般勘案して決める中にそうしたものが含まれていたのではない

ですか。 

 

議長／溝上教育部長 

 

溝上教育部長／正式な基準の中には、そういう文言はございませんで、考え方としては、

その他利用がなく、将来にわたり不要と判断されるものという項目に基づいて廃棄しまし

た。 

 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／私は基準があるが、なきがごとしじゃないかと。 

将来不要、それを判断するのは、最終決定するのは誰でしょうか。 

 

議長／溝上教育部長 

 

溝上教育部長／図書館司書さんのそういう意見を聞きまして、図書館長並びに教育委員会

と判断するようにしています。 

 

議長／樋渡市長 

 

樋渡市長／不毛な議論だなと思っているのは、郷土資料はカテゴリがあって、ほんとの意

味での郷土資料とは、議員がおっしゃる郷土資料が、手元にペーパー持ってないので、カ

テゴリがあって、部長が言ったように、保存する価値がないものというのが相当分入って

いると思います。 

その上でお尋ねしたいのは、手元に資料があると思いますので、どの資料が保存すべきな

のか、タイトル見たらだいたいわかるので、それを示さないと、単に郷土資料だからうん

ぬんというのは、空中戦にもならないので、言いがかりやいちゃもんじゃないと信じてい

ますので、この本が、タイトルからして廃棄すべきじゃなかったとお示しをしていただか

ないと議論が 1 歩も前に進まないので、そういう意味で私からのお尋ねとしてはどの資料



が保存すべきなのか、お示しをしていただきたい。 

 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／最終決定するのが図書館長、あるいは教育委員会でといわれましたが教育長い

かがですか。 

 

議長／浦郷教育長 

 

浦郷教育長／立場上そうなると思います。 

 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／私は今回の、除籍がこれまで、この間５年の間に、2007 年 130 冊、227 冊、80

冊、1286 冊、1814 冊、2012 年はゼロ、オープン前に 8760 冊という除籍であります。 

この除籍して、除籍したこれは、廃棄、いわゆる廃棄処分の形態はどういう形態で廃棄し

たのですか。 

 

議長／浦郷教育長 

 

浦郷教育長／直接な答えは頂戴しますが、皆さんにご理解いただきたいのは、図書館の本

を全部一回出したんですね。 

普通の家でいうと大掃除です。 

その中で今までは廃棄しないといけないけど、そのままにした置いた本などがあります。 

不明だったけれども、２年、３年以上経過して、不明だったけども大きな整理する、昨年

までなかなかこの作業ができなかったということで、図書館の皆さんからの声を聞きます

と、これまでできなかった蔵書の整理が大幅にできたととらえ方ができるわけです。 

特にタグ付け作業で１点１点手にとってできた、これまでできなかったことがあると理解

されています。 

一昨年、そのまえ、その前、何点と比べると膨大に多いという論議になると思いますけど、

昨年度の機会に大幅に整理ができた面もあると、ご理解いただきたいと。 

 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／私が聞いているのは廃棄してその先はどこかということです。 

 



議長／溝上教育部長 

 

溝上教育部長／廃棄の方法等、今のところ存じ上げておりませんので、また報告したいと

思います。 

 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／４月１日から新任で教育部長なられて、おわかりにならないようですが、教育

長ご存知にないでしょうか。 

廃棄の件について…。 

出しとる、事務局に。 

 

議長／静かに。 

浦郷教育長 

 

浦郷教育長／書籍、DVD、ビデオ等多岐にわたっていまして、つぶさには私も把握してま

せん。 

 

議長／樋渡市長 

 

樋渡市長／いちゃもんのたぐい。 

これしかも教育長ですよ、あるいは教育部長ですよ、ぜひ委員会っていうよね、もう尐し

下のところで聞いてほしいと思います。 

一般質問で答えるような話ではないと私自身は判断しています。 

 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／私は一般質問でちゃんと教育長に対して、図書館行政について廃棄図書の件に

ついて、お尋ねを出しています。 

私は、図書の廃棄の件について、行き先を聞いているわけですが、近隣の図書館行政の中

で個人来館者への皆さまへということで、会場から持ちかえられる際に、氏名と地区名、

持ちかえる図書、冊子の冊数など、持ち帰ることのできる冊数 30 冊までという形で、リア

ル市民に、いろんな近隣の図書館のやり方、いろいろあります。 

本当に务化したとか、理由言われましたが、市民に本当に廃棄するのも、ほしい人には、

取っていただく、近隣のほとんどではないでしょうか、図書館。 

こういう形で、サービスをされているわけです。最終的にまでも。 



そのことを考えますと、今回の武雄市の図書の 8760 冊の廃棄は、そのやり方は私は異常だ

と。 

＊＊＊があったのではないかと言わざるを得ませんし、この件について、廃棄の先につい

て、ちゃんと説明をしていただくよう、あとでお願いいたします。 

 

議長／暫時休憩いたします。 

 

＊ 休憩中 15:52＊ 

 

議長／休憩前に引き続き再会をいたします。 

ただいまの暫時休憩にいたしましては、先ほど江原議員の質問の中で、＊＊＊を図ったと、

卑下するような言葉であったので、職員と担当者の方を。 

適当な発言ではないということで、江原議員、どのようにお考えですか。 

23 番 江原議員 

 

江原議員／私はそれは、許される範囲の文言だと思います。 

新聞等でも出ています。 

それは明らかに、言葉を指摘をしたことは、だからそういう理由を私は、その他諸般、勘

案して決めております、諸般、勘案について、そういう＊＊＊があったんじゃないかとい

うことを言っています。 

 

議長／私は、先ほどの発言に対しては、適切な発言ではないんじゃないですかと、江原議

員に聞いておりますので。 

江原議員、＊＊＊を図ったというのであれば、どこに＊＊＊を図ったのか。 

23 番 江原議員。 

 

江原議員／私は郷土資料をなぜ廃棄したのかと言っている。 

 

議長／静かに。 

江原議員、言葉を使って言い言葉と、使ってはいけない言葉があるんです。 

静かに。 

いかにも関係者の方を疑うような。＊＊＊を図ったのではないか、ですから、どこに＊＊

＊を図ったのですかと。 

それがなかったら、今の発言を撤回するとか。 

静かに。 

そしたら、先ほどの発言は不適切だったということで、謝罪か取り消しをしてくださいよ。 



23 番 江原議員 

 

江原議員／私は今まで質問した、除籍の理由についてお尋ねをしました。 

中身について、諸般の勘案して決めております、という中の問題、一般論として言ったわ

けですから、そういう形で、議長が言うことが、私は理解できませんので。 

 

議長／静かに。 

江原議員、どこかに＊＊＊を図ったのではないか、という趣旨の話をあなたはしているん

ですよね。 

議員からもそういう意見が出ているんですよ。 

静かに、江原議員と私と。 

江原議員に対しての質問に答えられますか。 

＊＊＊を、特定のどこに図ったかという趣旨の発言をされているんですよ。 

関係者の皆さんを、誰か何か疑いの目で見られるような発言をしているんですよ。 

不適切なので、取り消して訂正をと。 

23 番 江原議員 

 

江原議員／表現の仕方がまずかったかもしれませんが、私は基準に照らし合わせて、その

他諸般、勘案の問題について、正しくなかったということを指摘しておきたいと思います。 

以上です。 

 

議長／それは特定の方に、＊＊＊を図ったのではないかということで、私が理解して取り

消しを求めていますので。 

取り消しか訂正か、謝罪か。 

別に、やはりこういう発言は、議事を正していきたいと。 

23 番 江原議員 

静かに。 

 

江原議員／私は、２つあるんですよ。 

精神込めて、現場では頑張っておられますよ。 

だけど、今回大幅な指定管理者導入のものとで、先ほどいいました、毎年の廃棄処分の冊

数と、今回廃棄された冊数が、あまりにも違うじゃないですか。 

だから、いろいろ理由はありますよ。 

でも廃棄する基準はいろいろあるんです、今答弁されました。 

除籍する基準の理由は言われました。 

今回、廃棄された、8760 冊、今までの冊数とあまりにも違います。 



現場のいろんな問題があって、ネット上で、TSUTAYA 側への＊＊＊があったのではという、

疑問の声があがっている、という新聞掲載がありました。 

これに対して当局は、配慮はしていないし、批判にはあたらないという文言で報道されま

した。 

私は、それは言いません、それはこの間の、この経緯を私は正しているわけですから、本

当に郷土資料の廃棄の問題にしても、結局不要だから、将来不要だからということで廃棄

されていると。 

郷土資料というのは、もう廃棄したら一生ないんですよ。 

地域にしか、武雄市にしかないんですから。 

あるいは県内にしかないんです。 

そういう意味で、私は今回の除籍の仕方について、問題があったと言わざるを得ませんし、

今後、こういう形での対応はしないように、申し入れておきます。 

 

議長／ちょっと待って下さい。 

江原議員に言っているんですよ。 

静かにしてくださいね。 

江原議員、近隣の図書館では、限定 30 冊持っていっていいとありますが、武雄は云々と言

われて、＊＊＊を図ったと言われた。 

＊＊＊を図ったとか、なんとかは、不適切な発言ではないかということで、謝罪か取り消

しをしてくださいということを私は。 

取り消したら私も進めます。 

23 番 江原議員 

 

江原議員／議長が、私はそういう趣旨で言っているわけですから、議事を進めませんので、

取り消さざるをえません。 

 

議長／そうしたら、取り消しということで議事を進めます。 

 

江原議員／２つ目の改修の件についてお尋ねしますが、一昨年、市の負担４億 5000 万円投

入して改修されました。 

指定管理者である CCC が３億円出すということで、７億 5000 万円で改修されます。 

市報にも、教材にも大きく掲載をされてます。 

昨年度、「グッドデザイン賞」を市はいただいたということで、市の広報に載りました。 

「グッドデザイン賞」の件について、最近告発をされてるようでありますがどうして告発

されるようなことが起こってるのかをお尋ねします。 

 



議長／浦郷教育長 

 

浦郷教育長／グッドデザインをあとにして、先ほどの件は、私の立場からも非常に不愉快

な思いをしております。 

昨年の開館前の司書さんをはじめ、図書館の皆さんの努力は並々ならぬもので、お手伝い

をいただいた議員さんも含め、本当に真剣にされた上で、今のような言葉で言われますと、

本当に心が痛むわけです。 

ぜひそこは市民の皆さんにご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

議長／溝上教育部長 

 

溝上教育部長／それでは、廃棄の件、先ほどお尋ねになられましたが、そのあとどうした

かとお答えを申します。 

まず、郷土資料については、うちのものは廃棄をしておりません。 

何度となく廃棄をしたとおっしゃっていますが、それはしておりません。 

どれだっていうのがあれば教えてください。 

本のそのあとの処分ですが、本は回収業者に出してます。 

破損したりしたものを人に売るということはないので、CD、DVD についても破損してお

りますので、処分をしています。 

 

議長／樋渡市長 

 

樋渡市長／あわせて近隣図書館で、いらない本とか雑誌を市民に持って帰るっていうのは、

それは私もいろんな図書館を使わせていただくにあたって、拝見してます。 

武雄市図書館も、以前直営のときはやってました。 

そのとき議員はご存じかもしれませんが、实際持って帰られる方というのは、数％です。 

やっぱり汚くて、しかも、全体の本の中の出せない本がほとんどなんです。 

その中で、出したにしても、私が当時の図書館長からレクを受けた限り、どのくらい持っ

て帰るのかと聞いたら、10％満たない。 

だから、われわれいたずらに廃棄をしてるとか、市民に贈与しているわけではない。 

その間、八千数百種類の廃棄をして、何も本をそこで購入してないといえば、批判は甘受

しないといけないが、さらにわれわれは本を買い足してます。 

貴重な本を市民の皆さまに読んでいただくよう買い増しをしているので、全体としての貯

蔵数は増えてる。 

二重、三重にわたって、議員の指摘はあたらないと思っています。 

 



議長／溝上教育部長 

 

溝上教育部長／先ほどの分については私は詳細は存じてません。 

 

議長／23 番 江原議員 

 

江原議員／グッドデザイン賞について、告発された経緯があるのでこの件について、質問

していますので、あとで御答弁…。 

私は今回武雄市図書館の指定管理者の元でこの１年間、どういう利用の推移が行われてき

たか、３月末でお尋ねしました。 

カードを作って登録されている方が、市内で１万 2048 人、市外で１万 2611 人、県外が 9690

名、あわせて３万 4349 人です。 

これが新しく武雄市図書館平成 25 年度オープンしてからカードを登録された方が３万

4349 人、このうちＴカードで登録されたのが３万 2013 人。 

従来の図書館カードで利用、登録された方が、2336 名、同じくあわせて３万 4349 人。 

前のカード登録者を照会するが亡くなったり、移転をされた方もいますので、トータルで 

２万 4985 名、市内で。市外が１万 2125 名で、３万 7110 名。 

今回の１年間の推移を見まして、本当に市民の皆さんに利用してほしい、そのためにＣＣ

Ｃへの指定管理者の委託と併せて取り組みを、市長が先頭になってされたわけですが、市

民にとって親しまれる図書館を作るべきではないかという数字ではないかと思います。 

ですので、今回図書館の蔵書の廃棄の問題、あるいは改修の問題、特にグッドデザイン賞

のこの件について、指摘をしたが、本当に現場も全部職員の皆さん、CCC の職員というこ

とで館長以外は全部委託になってるので、私たちの領域ではありませんけど、現場の皆さ

んは、市民でこれまで嘱託でされてた人がほとんど嘱託でされているわけであります。 

それは、教育長が先ほど答弁されましたが、現場で働いている人はそういう意味では、一

生懸命頑張ってると思っていますので、問題をすり替えているわけではなくて、苦労され

てるのはわかっているつもりです。 

实際この１年間の経過がこういう経過だったと、指摘を受けざるをえませんし、今後本当

に市民に親しまれる図書館にならなければならない、訴えざるをえません。 

時間もきます。 

私最後、ほかにもありますが、市長の政治姿勢で、この昨年７月１日ブログで市長は官民

一体型の教育を導入することを、中身聞きましたが、答弁ないまま翌日６月 11 日に延期す

るという形で今回４月 11 日、官民一体型の教育導入を発表されました。 

時間がきました。 

私はこの件については、また９月議会、議決議案も出るようでございます。 

それもふまえて質問したいと思います。 



以上で終わります。 

ありがとうございました。 

 

議長／以上で、23 番 江原議員の質問を終了させていただきます。 

 

 

 

 

 

 




