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議事録 
日時 

平成２８年１０月２５日（火） 
１３時３０分～１４時３５分 

場所 本庁舎２階庁議室 
題目 平成２８年度佐賀市総合教育会議 
出席者 秀島 市長 

岸川 教育委員長、伊東 教育委員、福島 委員、山口 委員、東島 教育長   
【欠席】田口 委員 
御厨 副市長 

次第 発言者 内容(発言・手順) 
１．開会 畑瀬部長 定刻となりましたので、ただいまより平成２８年度佐賀市総

合教育会議を始めさせていただきます。 
本日の議事進行を努めさせていただきます、佐賀市総務部長

の畑瀬でございます。よろしくお願いしたします。 
まず議事に入ります前に、資料の確認をさせていただきたい

と思います。 
式次第がまずございます。そのあと資料１と資料２と資料

３、それぞれ報告事項、いじめ問題の実態と対策、教育委員の

定数について、３つの資料を用意しておりますが、お揃いでし

ょうか。 
それぞれの資料がお手元にございましたら、始めさせていた

だきたいと思います。 
それでは、あらためましてお手元の次第に従いまして、進行

させていただきます。 
まず議事に入る前に前回の総合教育会議後の取組につきまし

て学校教育課長に説明をお願いいたします。 
２．報告事項 
前回総合教育

会議後の取組に

ついての報告 

中村学校教育課長 皆さんこんにちは。学校教育課長の中村でございます。  
それでは前回の総合教育会議で議題となりました内容につい

て御報告をさせていただきます。 
まずは資料にはありませんけれども、前回の中でＬＩＮＥ・

スマートフォンの使用に関するルール化についてということで

お話があっていたと思っております。 
それについては、ＰＴＡと協議したり、それから各学校と生

徒会を中心に自分達でＳＮＳの使用について協議させたりとい

うようなことで教育委員会としての取組もありますが、現在、

市のＰＴＡのほうでアンケートをとられております。 
これについては、各保護者が、ルール化が必要なのかどう

か、必要としたらどのようなルールが必要なのかということを

保護者対象にアンケートをとって、それを基にルール化につい

ての約束事を取りまとめたいということでした。 
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そして、その内容が出ましたら、また教育委員会と一緒に協

議しながら、こういうものを佐賀市全体として各家庭で守って

いきましょうというような形のまとめをして、それをパンフレ

ットにして全保護者に配るという、そういう形で進めていきた

いということで市のＰＴＡの会長さんのほうからご報告があり

ましたので、今後また、そういう内容がはっきりしましたら御

報告させていただきたいと思います。 
それでは、資料１のほうをご覧ください。もう一つの議題で

ありました特別支援教育のあり方についてということです。 
特に発達障がいの子ども達が増えている状況があって、教育

委員会としてどのように取り組んでいったほうがいいかのとい

うことで、前回いろいろと協議をしていただいております。 
現在、佐賀市では年々、発達障がいの傾向の子どもたちが増

えております。 
これは、きちんと医療機関から発達障がいというふうに診断

を受けている場合と、それから担任等の気付きによって、複数

の教員が、その子が発達障がいではないかと考えた、それを合

わせた数なんですけれども、年々数値が増えておりまして、平

成２４年に国が全国調査を行いまして、その時にマスコミ等に

も公表されました、６．５％という数値、推定値があるんです

けれども、佐賀市も小中合わせてその数値にほぼ等しいくらい

の数になっております。  
佐賀市全体でも全国的傾向と同じように、発達障がいの子ど

もたちが増えているという状況があると思っています。 
これは小学校のほうが特に顕著でして、中学校ぐらいになる

と少し精神的に落ち着いているところもあって、そんなに小学

校に比べて大きな数字はあがっておりませんが、それでも合わ

せて６．４％というような数字になっておりまして、ほぼ全国

と同じ傾向になっております。 
それに基づいて資料１のように取組みをさせていただいてお

ります。 
まず、インクルーシブ教育を進める上で、きめ細かな対応と

いうのが必要になっております。それで、今年度から学校教育

課の中に特別支援教育係というのを新設していただきまして、

その係を中心に対応をしております。 
平成２８年の７月末現在ですけれども、１１８件の相談が上

がっておりまして、それぞれについて個別の相談業務を行って

おります。昨年の同期は５０件だったのですが、倍以上の形で

増えております。これは係ができたおかげで、きめ細かく対応
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できるというところも大きいのではないかと考えております。 
発達障がい等も含めた特別支援教育ということで、まずは通

常学級において発達障がい等の傾向のある子どもたちのために

７２名の生活指導員を配置していただいております。 
これを各学校の状況にあわせて、大体１名から３名配置させ

ていただいて、子どもたちの支援に当たっております。 
それから昨年度から特別支援学級支援員を１３名配置してい

ただいておりますので、特別支援学級において配慮の必要な子

どもが複数いる場合や、やや重度の子どもがいて担任だけでは

対応が難しいような学校に配置をさせていただいております。 
これも各学校の対応に非常に効果があがっていると聞いてお

ります。 
それから通級指導教室もございます。ひとつは「ことばの通

級指導教室」なんですけれども、これは小学校３校５教室で行

っております。それから発達障がい等の子どもたちのための

「まなびの通級指導教室」は昨年度から１校増えまして、小中

学校６校８教室で行っております。 
この通級指導教室にもたくさんの子どもたちがかよっており

まして、まなびの通級を受けさせたいという要望もかなり増え

てきている状況であります。 
こういう特別支援学級や通級指導教室については、教育支援

委員会で判断をさせていただいて、そしてそれが必要だという

子どもたちに通っていただいているという状況がございます。 
それから相談業務につきましては、ひまわり相談室のほうで

相談業務を行っておりまして、スーパーバイザーも４名配置さ

せていただいて、保護者や学校などの要望に答えながら、この

ような形で支援をしていったほうがいいというアドバイスを行

っている次第でございます。 
そのほかにも４から１０のほうにそれぞれきめ細かい対応を

させていただいておりますが、特別支援教育係の担当の職員、

それから嘱託指導員等でそれぞれの業務にあたって保護者から

の要望にこたえているところでございます。 
今年度から特に対応しているのが、大きな２番と３番でござ

います。一つは今年度４月１日から「障害者差別解消法」が施

行されました。これは障がいをもった方々に差別のある対応を

しないということが義務付けられたものでございますが、県の

要領に従いまして、佐賀市でも「佐賀市立学校職員における障

害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定い

たしまして、全学校にお伝えするとともに、この内容について
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研修等もしていただきながら、各学校で障がいをもった方にき

ちんと対応ができるように進めているところでございます。 
それから特別支援学級用のタブレットの整備については、若

干配置が遅れておりますけれども、モデル校４校、これにつき

ましては小学校のほうは、大規模校であります鍋島小学校、そ

れから中規模校の東与賀小学校、中学校のほうは、大規模校で

あります城東中学校、中規模校の思斉中学校の４校にタブレッ

トを配置させていただいて、これを子ども達のために活用する

ことで障がいを少しでも克服できるように、また、通常の生活

の中で活かせるようにということで配置する計画を立てており

ます。 
先ほど申しましたようにちょっと配備が遅れておりますけれ

ども、今学期中には配備をして、３学期にはそれぞれの学校で

活用できるように進めているところでございます。 
私のほうからは以上でございます。 

 畑瀬部長 ありがとうございます。この件につきまして、御質問、御意

見ございましたらお願いいたします。 
 秀島市長 この場でも何回も議論してきた発達障がいの件で、正式に病

院の診断を受けた場合と、学校の先生が見て、この子はひょっ

としたら、というような感じで、いわゆる気になる子どもを含

めたところの数字が１０年前、５年前、そして今年とどのよう

に変わっているのかをちょっと教えていただきたい。 
 中村学校教育課長 １０年前、平成１８年度は小中あわせて２～３％でした。 

それから５年後の平成２３年度になりますと、小中学校とも

に０．５％～０．６％増えているような状況になりました。 
そして先ほど申しましたように、今年度は全国平均と同じよ

うな状況で、１０年前に比べると倍を超えるような増加を見せ

ております。 
 秀島市長 いつも問題にしますように、例えば３０人学級であれば２人

ぐらい、そういった子どもたちがいるということですが、私も

学校を見させていただいた時には、大体それぐらいの数を気付

きます。 
これがどうして伸びているのかという部分で、教育現場では

なかなか難しいでしょうが、教育委員会、全国の教育者の会議

の中で、そういった子たちの人数の伸びがどの辺で落ち着くか

というのをですね・・・。 
知り合いの教育経験者に聞いてみますと、以前はそんなに気

付かない程度だったということですね。それがずっと伸びて、

ここ１０年でさっき言ったような形になっていると。 
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つい先日も発達障がい者向けの、特別の入試関係の取扱いな

ど問題となっていましたが、やはりこういった子ども達を将来

どうするのかと、学校教育から離れた場合、社会がどういうと

ころで、それなりの対応を、受入れをできるのかですね、ほっ

たらかしにされたら大変なことになるというような部分での危

機感を私は持っているので、教育に関係する場でそういったも

のが議論をされているのかどうかですね。 
 東島教育長 今市長がおっしゃられたように特別支援教育、特に発達障が

い、これについては毎回、教育長会議の中でも、全国、九州で

議論はいたします。 
ただ問題は増えているからどうするかということが議論の中

心でありまして、何故増えているのかというところの追究は、

私どもではできていないですね。 
ですからこの間市長から提案を受けました出生時の問題、あ

の件についても私申し上げました。そしたら皆さん方がその本

の所在を確認して、その本をちょっと読んでみると。そういう

ところまでは高まっているんですが、何故なのかというところ

はいかんせん私達教育者の中では議論の対象とはなりえていな

いですね。 
 秀島市長 そういう症状を見せる子どもに学校現場で対応することは、

非常に大変だなと思います。 
佐賀市でも、単独で支援をしている部分、これをどんどんま

た増やしていかなければならない。 
学校のそういった施設も不足してくるため、大変な問題だと

いうことで、市長会でもやっと問題にして、この前有志の会の

ようなものでこの問題を研究しております。 
私も現場を見て大変だなと思いますが、なかなか原因がつか

めないということで、今後我々としても横ばい、あるいは減る

といった形にもっていく努力をしていかなければならないと思

いますが、特別支援等を必要とする、いわゆる障害者差別解消

法の障がい者には、医師の認定を受けた発達障がい者は該当す

るのでしょうか。 
（該当するという発言を聴き） 
該当するのならいいです。 
該当するとなると、特別支援学級のタブレットの整備という

ことでございますが、これは 終的にはモデル４校については

４７台ということですが、タブレットを１人１台与えたとする

と、 終的にはどれぐらいの数になりそうですか。 
 中村学校教育課長 この４７台というのは、１人１台ではなくて予備機も含めて



6 
 

ということで考えております。 
子どもたちはやはりどうしても障害がありますので壊してし

まったりする場合もあります。特別支援学級の子ども達は、ま

るまる１日ずっと特別支援学級にいる子どもはそんなに多くあ

りませんので、大体３人に１台ぐらいの割合で考えて配置をす

るようにしています。 
ですから、もし全学校に広げた場合については、おそらく数

百台程度と考えております。 
 東島教育長 今特別支援学級には何人いますか 
 中村学校教育課長 今のところ小中学校あわせて４９０人です。 

おそらく２００台程度というような、もし全校に広げた場合

にはですね。予備機を含めたらもうちょっと増えるかもしれま

せんが。 
３．議事 
（１）いじめの

実態と対策につ

いて 

畑瀬部長 よろしいでしょうか。 
本日の総合教育会議の議題につきまして、教育委員会のほう

あら提案がありました「いじめ問題の実態と対策について」と

市長部局が提案しました「教育委員の定数について」の２点の

議題がございます。 
それではまず一つ目の議題、「いじめ問題の実態と対策につ

いて」、学校教育課より説明をお願いします。 
 中村学校教育課長 それでは資料２をご覧いただければと思います。 

まず、いじめの定義というのがございまして、この定義が変

わりまして、それまでは、ある特定の子どもがずっと継続して

いじめを受けていたものというようなことだったんですけど、

具体的には本人がいじめと感じたら、それはいじめというよう

な方向に定義が変わっております。 
ですから、そういうことでいじめの認知件数もここ数年かな

り増えているんですけれども、２番目のいじめ問題の実態とい

うところをご覧いただければ、２５年度が２６件、それから２

６年度が５５件、そして、２７年度が８２件というようにどん

どん増えてきております。 
９月２６日現在では、今年度小学校が１１件、中学校が２４

件というような形になっております。このかっこ書きは、既に

解消したものの数でございます。 
いじめについては、ここに「覚知」というのが書いてありま

すが、佐賀県の場合は、まず、いじめ問題を気付いた時点で覚

知ということで報告するようになっております。この覚知は、

例えばアンケート調査などにそのいじめを受けたと書いてあっ

た場合、また、本人が直接訴えたもの、それから保護者の訴え
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など、それを分かって管理職に報告した時点で、それが実際に

いじめであったかどうかは別にして既に覚知ということで市教

委に報告していただくことになっています。 
いじめの対応についてはここにあげているような状況でござ

います。 
そして、それを校内のほうで検討しまして、すぐ対応してい

ただいて、これはいじめだと校内委員会で認定した場合に「認

知」という形になりますが、これを各学校で解消に向けて対応

をしているわけでございます。 
そして３０日以内に解決できなかった場合には、報告書もあ

げていただくようにして、具体的な内容、それから学校の取

組、そして今後の対応等について報告をさせていただいており

ます。 
それから、いじめの重大事態というように、ここに２点あげ

ておりますが、これについては、いじめが原因と考えられ、不

登校が３０日以上となった場合にはこの重大事態というように

とらえておりまして、これについては市長まで報告をさせてい

ただいております。 
この２件については、現在継続支援中ですけれども、それぞ

れ良い方向には向かっているというように思っております。 
裏面を見てください。具体的な各学校の取組でございます

が、未然防止については、いじめは絶対許されない行為という

ことを強く指導しております。 
そして、佐賀市では、毎月１日を「いじめ・いのちを考える

日」というように設定しておりますので、全ての学校で「いじ

めゼロ宣言」を行ったり、「いじめ０の約束」を行ったり、そ

れから具体的な講話とか人権作文、人権集会、命の教育などを

取り組んでもらっています。 
それから道徳教育や人権教育等にも配慮した活動を行ってい

ますし、保護者にもそれを理解していただくために授業参観等

で取り組んでいただくようなことも進めております。  
それからいじめについては、先ほどＳＮＳのところで申し上

げましたけれども、生徒会のリーダー研修会等でも取り上げて

子どもたち自身の問題として考えるというような取組をさせて

いただいております。 
早期発見については、毎月各学校でアンケートを行ったり、

それから定期的な教育相談週間を行って直接子どもたちから聞

き取ったりするような手立てもとっております。特に小学校の

場合は連絡帳等で保護者といつも連絡を取り合っていますの
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で、その中でそういう情報があった場合には、すぐに対応する

という形をとらせていただいております。 
それから早期対応については各学校にいじめ防止対策委員会

というのがございます。 
これは管理職等が入る校内委員会と学校評議員やスクールカ

ウンセラーが入る拡大委員会というのがございます。 
拡大委員会は定期的に行っているとともに重大事態が発生し

たときには緊急に集まっていただいてその内容、対応等につい

て協議するという形をとらせていただいております。 
それからサポート相談員というのが中学校におりますので、

その担当者が不登校等の子ども、それからいじめを受けた子ど

も等について深く関わるような形で相談にのる対応をさせてい

ただいております。 
 この取組に対する成果と課題ですけれども、成果としては３

点あげさせていただいておりますが、 
この学校いじめ防止対策委員会というのを設置しております

ので、そこに外部の方も入っていただくことで、具体的な意見

が非常に役立っていただいております。それからアンケート調

査等も定期的に行うことで、これまでなかなか見過ごされがち

だったいじめの問題についてもきめ細かく把握できるような形

になっています。 
それから教職員一人ひとりの意識が変わったということが大

きいのではないかなと思っております。これまで、これぐらい

大したことがないというようなものについても、やっぱり子ど

もの立場に立って考えるということで、小さなものに対しても

目を向けて解決を図れるようになりました。 
 課題としてはちょっと学校間にやや温度差があるということ

があります。 
いじめの事案について、それぞれ学校できめ細かく取り組ん

でいるんですけれども、加害の保護者、それから被害の保護者

等の理解がなかなか得られないケースもあって、その場合はケ

ース会議を行ったり、対応について検討したりしているところ

でございます。 
相談を受けた担任が自分で抱え込んでしまって管理職等への

連絡が遅くなったケースもありまして、とにかく管理職にはす

ぐ連絡するということを徹底させているところでございます。 
重大事態の対応が難しいというのは、被害児童に直接聞き取

りができない場合があります。ちょっと精神的な問題もあって

ですね、そうするとその子の気持ちとか具体的な内容等がわか
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らない部分があって、これについては病院等との連携等も図っ

ていかなければいけないと考えております。 
 今後については、市教委が主体的に指導助言を行ったり、生

徒指導研修会等で迅速に対応したりしていくような形をとらせ

ていただきたいと思いますし、緊急カウンセラーということで

市独自でカウンセラーを配置する取組も行っておりますけれど

も、カウンセラー等、また、関係機関とも連携しながら継続的

に取組を進めていきながら、大きくならないように少しでも解

消につながるように取り組んでいこうと思っております。以上

でございます。 
 畑瀬部長 ありがとうございます。この議題につきまして御質問、御意

見ございましたら、よろしくお願いいたします。 
 秀島市長 教育委員会には、よく対応してもらっていますからね。大変

ですね、現場は。ちょっとしたけんかもあろうし、それから根

っこにいじめの本質が入っていたとすれば・・・・ 
 東島教育長 いじめの定義がこういうふうに今回変わったことによって、

いじめという認知が細やかになってきています。これまでは特

定の子どもを継続的にとなっていましたが、自分がそういうふ

うにいじめを受けていると感じた場合には、いじめになります

ので、なかなかそこら辺の微妙なところがございます。 
これまで市長のほうにはいじめの重大事態で２件ほどあげた

と思いますけれども、いじめの重大事態というのは２つ条件ご

ざいます。 
一つはいじめによって３０日以上不登校に陥っていると、そ

れからもう一つは自分の生命とか財産とか、そういうものに甚

大な被害をこうむると、そういう場合にいじめの重大事態とい

うことで、市長に報告いたしますし、もちろん教育委員会の中

でもこれについては報告を受けて議論をいたします。 
 秀島市長 特に、以前は全然なかったかというとそうではなくて、今日

の新聞にも載っていたように、６５歳ぐらいの方が、小さいと

き水俣病の症状でいじめられていたと、そういういじめもある

けれども、 近では陰湿ないじめですね。 
特に私が心配しているのはＬＩＮＥの件ですね、大人になる

と必要以上の返事はしないようになると思いますが、学校生活

の頃については、返事を出さなかったために、いじめにあった

り、出さないといじめにあうんじゃないだろうかという気持ち

が先にいって、無理してお互いにそういう気持ちでどんどんエ

スカレートして、使用する時間が長くなったりとかそういう部

分があるから、今の子どもたちも大変だなと思うし、指導する
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先生や教育委員会のほうも大変だなと思いますね。 
 岸川教育委員長 発達障がいの要素をもった子は、やはりコミュニケーション

能力が原因でいじめられているというふうに思ったりすること

も、あるようですね。 
発達障がい対策等も含めたところで取組んでいく必要がある

と思います。 
 福島委員 いじめの事件になるケースを時々扱うんですけれども、多い

のが中学生になってからで、１年で 初友達になって、友達と

思って関わっている間に、だんだん相手が嫌な事を受け入れて

くれるうちにどんどんエスカレートしていって、それが集団に

なってしまって、あっという間にひどくなって、１学期の 初

お友達だったのが、ゴールデンウィーク明けにくらいに急速に

悪化していじめの様相になってしまっています。 
やはり早期発見という意識が大切で、本当に１ヶ月ぐらいの

間に関係が変わってしまう。 初お友達と思って遊んでいたの

が、そこから逃げられないいじめの関係にすぐ変わってしまっ

て、先生が気付いた頃は２学期も終わってしまっていたという

ような状況で、嫌だということを相手にはっきり示せないと、

そういう歯止めがなかなか利かないんですよね、子どもは。 
そこはやはり大人が、学校の先生とかが相当注意しないと危

ないなと、コミュニケーションで相手が嫌がっていたらやっち

ゃいけないというのがどうしても分からない子がいて、ＳＮＳ

とかでもずっと連絡して返事くれないと会ってなぐったりとか

ですね、やっているほうは女の子と付き合っているという、俺

の彼女みたいな感じで振舞っていますが、やられている方はす

ごく嫌で、逃げたいけれどＳＮＳでクラス中、学校中に彼女み

たいに言われていて、自分から何を発信しても聞いてもらえな

いとかですね。 
 やはりＳＮＳのマナーとかも本当に被害のケースがこういう

のがあるんだというのを分かった上で指導していかないとなか

なか見過ごしちゃう、危ないなと思います。 
 秀島市長 （携帯・スマホを）何割ぐらいもってるんですかね。 
 中村学校教育課長 一応アンケート調査では、小学校で３０数パーセント、中学

校で７０％近く、６０％の後半ぐらいでは・・・ 
 秀島市長 それはほとんどスマホ？ 
 中村学校教育課長 中学校はほとんどスマホです。 
 東島教育長 いじめの問題はですね。私達はよく加害と被害というふうな

見方をしますが、一番大事なのは周りにいる無関心層と観衆層

ですね、はやしたてる、やれやれと、そして見て見ぬふり、こ
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れが大半なんですよ。 
ですから、いじめをするしないというその子たちもですが、

周りの子どもたちの無関心と観衆層をやはり醸成していかない

と情報が入らないということになります。 
ですから早期発見のためには、全体のやはり子どもたちの人

間関係づくりが大事だというふうに今学校教育課がやっており

ます。 
 伊東委員（委員長

職務代理者） 
数年前よりも非常に行動が具体的に特に定義づけをされたと

いうことですが、以前ならその定義付けがあいまいで、早期発

見というのができなかったと思うんですよね。 
ただ私が懸念するのはここにもあるようにＰＴＡ役員あるい

は現場では学校、あるいは教員に温度差があるというのが非常

に気がかりなんです。 
 温度差があったために、実際にいじめが発生して自殺までい

ったよというのは大変ですから、温度差が生じないように情報

の共有化が必要ですね。情報の共有化ができなくて何かが発生

した場合は、ある程度強い懲罰的な事を決めておかないといけ

ないのではないかと思います。 
 これは先だっての青森の黒石市で発生したような事件につい

て地域住民をどう巻き込んで共有化していくか。 
今後はやっぱり地域を巻き込まないと、その辺が解決しない

んじゃないかなと思うんですよね。 
例えば学校審議会とか、我々の事言うと大変申し訳ないんで

すけれども実際に自治会のＯＢ会でそういう子どもたちの悩み

相談とかその辺を具体的に展開しようと住んでいる小学校区で

今やったところです。 
もう一つは温度差の大きな理由に、学校の先生達が忙しすぎ

ることが挙げられると思います。 
文科省あたりは人口、生徒数によって学校の定員数そのもの

を削減しようという動きがあるんですね。 
本当にそれでいいのかなと、やっぱり現場に密着した定員数

というのを確保してやらないと情報の共有化あるいは温度差の

解消はできないのじゃあないかなというふうに思います。 
 非常に難しい問題だと思いますけれども、やはりこの条項の

２番の課題というところの温度差があるというのは非常にひっ

かかりますので、それと自分で抱え込む。学校の先生がです

ね。そういう対応策というのもこれから進めていく必要がある

と。 
 先程懲罰という悪い言葉を使いましたけれども、そういう温
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度差が発生しないような歯止めをどうやって工面していくのか

ですね、そういうことをちょっとこの文面の中であるいは発表

の中で感じたところです。 
 秀島市長 相対的に、言い方は悪いかもしれませんが、都市化されたと

ころと、いわゆる都市化されていない、田舎的な風情が残って

いる区域、そういう地域によっていじめの差がありますか？ 
 中村学校教育課長 私どもは、いじめはどこでも誰にでも起こるものというふう

に考えております 
実際に山間部の小規模校でもいじめの問題はあっておりま

す。かなり長期間時間をかけて対応したところもありますの

で、市の中心部の大規模校だから起こりやすい、小規模校だか

ら起こらないという状況はないと思っております。 
 秀島市長 ちょっと考えたら、山間部などはのどかで、そういうところ

は比較的に（いじめが）ないんじゃないだろうかと感じ

て・・・・ 
 福島委員 逆にクラス替えがないので、同じ人間関係がずっと続いてし

まうので、ずっと苦しんでいるというケースもあるというふう

に聞いています。 
 東島教育長 それは間違いなくあります。といいますのは、生まれてから

義務教育卒業するまで、みんな同じ仲間同士でいくので、自然

に序列が決まります。これが小さな学校の大きなマイナスです

ね。いい面に使えばいいんですが、やはり暗黙のそういう序列

ができてしまいます。 
 岸川教育委員長 異質なものを日本人の特性で嫌うような、やはり国民性

が・・・さっきの発達障がいについても、地域からそのような

個性を認め合うというような気持ちが、いじめをなくすことに

もつながっていくんじゃないかと思うんですよね。 
やはり転校してきた子がちょっと打ち解けられなかったりする

こともあると聞いています。 
 伊東委員（委員長

職務代理者） 
現状は、学校運営審議会の中でいじめとかいう問題がどうも

提起されていない感じがするんですよね。 
これからは運営審議会の中でいじめがこういう状況だよと、

地域の学校なので、論議しながら地域に下ろしていくというこ

とも必要じゃないでしょうかね。 
今ほとんどそういうマイナス的な要素については審議会の中

ではあまり触れられていないんですよね。 
 秀島市長 それともう一つは、我々大人はそういう議論をしているけれ

ども、自分たちの事は大丈夫かということですね。 
職場などでは、まだパワハラの声もですね、パワハラも一つ
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のいじめの部分もあるし、単なる発奮させるためにではなく、

いじめ的な要素でパワハラに繋がってるということも結構ある

し・・  
それと、男と女の中で差があるのかどうかは分かりません

が、よく聞くのが保護者の中で、つまはじきというんですか

ね、着ていく洋服や、ネックレスなど派手なことをするとすぐ

いやみとか影でこそこそ言われてというのがありますので、そ

ういうものがどこか人間の心の中に潜んでいると、それをいか

に抑えるのが大事になってくるのかなと思います。 
子どもに何かを言う前に、親がしっかりしないといけないの

ではないかと。そういう意味からすると、子どもにだけ目を向

けるのではなくて、一緒に考えるということが・・・ 
 中村学校教育課長 先ほどお配りしましたカラーの両面が、文部科学省が平成２

８年３月に通知をしました内容で、各学校に配布しましてこれ

を元に教職員に指導をしてほしいということでお願いしている

ところでございます。 
これはいじめの認知について差が大きいのでこういうところ

に気をつけるようにということで文部科学省がその大切さにつ

いて示したものでございます。 
緑色の真ん中のところがあると思いますが、いじめの認知を

正確に行うことは極めて重要ですということで、今までこれぐ

らいよかさというようなそういう感覚ではだめですよというこ

とを、いじめの捉え方をもう１回考え直してくださいというこ

とを示したものでございます。 
それから裏面には具体的な事例、それからいじめの芽です

ね、小さいところでその兆候になっていると、それは単なる兆

候ではなくて、その時点でいじめですよというようなことも含

めてされていますし、文部科学省の考え方ということで、この

文書の中に示してこれをもとに校内で研修していただいて、教

職員の意識を変えるようにということでございます。 
これについては先ほど伊東委員からもお話がありましたよう

に、全校で共通理解をして佐賀市はこの方針で全部いきますと

改めて校長会等も通じながら周知していきたいと思っておりま

す。 
（２）教育委員

の定数について 
畑瀬部長 ありがとうございます。 

いじめ問題につきましては、市長事務部局も引き続き教育委

員会と協力しながら、防止策等に取り組んでいただきたいと思

っております。引き続きこの会議等で議題になると思いますの

でよろしくお願いいたします。 
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続きまして、議題 2 につきましては、市長事務部局の方から

ご提案させていただきます。 
 池田総務部副部長 事務局のほうから、「教育委員の定数について」、ご提案をさ

せていただきます。 
提案理由といたしましては、教育委員の定数につきまして

は、佐賀市では、平成２０年にそれまでの５名から６名という

ことで１名増員されまして、教育関係者、保護者代表、あるい

は法曹界の方々など、様々な立場の方により構成されておりま

して、幅広い見地から多様な分野の住民の意見が教育行政に反

映されているところでございます。 
一方で、近年の教育現場におきましては、発達障がい、ひと

り親家庭の問題など、広範囲の問題が山積しているという現状

があろうかと思います。 
こうした中で、先日の８月議会で、ある議員から一般質問

で、教育委員の定数増についての質問がございました。発達障

がいやひとり親家庭の意見を汲み上げるために、それぞれの分

野の増員をすべきではないかというご意見でございました。 
対応のために教育委員の増員が必要ということであれば検討

を行っていくという必要がございますけれども、教育委員会の

意見を十分に尊重しながら行う必要がありますので、今回、こ

の総合教育会議に議題として提案させていただいたところでご

ざいます。 
資料を何点かつけております。まず、資料３でございます

が、その教育委員の定数を決めている法律でございます。ちょ

っとアンダーラインを引いておりますけれども、第３条のとこ

ろで、「教育委員会は、教育長及び４人の委員をもつて組織す

る」とされており、基本的には、定数５となっておりますけれ

ども、そのあとで書いております、条例で定めれば、５人以上

の委員にすることが可能とされておりまして、これを受けて、

本市も平成２０年に、６人にしているところでございます。 
その次のページをご覧になってください。現在の教育委員の

皆さまについての記載でございます。任期等については、記載

のとおりでございます。 
それと、下の枠囲みのところでございます。これは、平成２

７年４月に、教育委員会制度改正があっておりますけれども、

それに伴う経過措置についての記載でございます。 
それから、３ページ目、これが他都市の状況でございます。

県内、九州各県の県庁所在都市の状況でございます。5 名、も
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しくは佐賀と同じように 1 名増員して 6 名のところが多くござ

います。武雄市だけが 10 名という形となっております。 
このように、定数としては、５人、もしくは条例で１名増員

して６名というのが多いような状況でございます。説明は、以

上でございます。 
 畑瀬部長 これにつきましては、ぜひ、教育委員の皆様方のご意見を聞

かせていただければと思います、岸川委員長。 
 岸川教育委員長 以前、私もお話を聞いたんですけれども、一人親の家庭、あ

るいは発達障がい児の保護者、その方を入れることによって、

その方の意見を汲み取るといいますけれども、それはあくまで

も、その方の家庭だけの話であって、そういったことすべて

を、その方が代表して意見を言えるということは難しいんじゃ

ないかと思いますね。ですから、現状でも、保護者代表といっ

たら大体ＰＴＡ会長経験者ですので学校の中の包括した意見

を、かなり多種多様な意見を聞いた上で、教育委員になっても

らっていますので、特に、そういった限定した形での保護者と

いう意見には、私はちょっと賛同しかねるという部分がありま

す。例えば、保護者代表の山口さんに聞いてもらえれば。 
 山口委員 はい、そうですね、今委員長がおっしゃったように、今本当

に一人親のご家庭がとっても多いです。学校現場でも、5 人が

集まれば半数以上が一人親ではないかと思うぐらい、やはり、

とても多いんですが、先ほどおっしゃったように、どうして

も、偏った意見が出てしまいがちになるのかなというのと、や

はり、教育のことを考えるにあたっては、全体的なことを考え

られる方のほうが、より適任なのではないのかなというのは、

私の個人的な意見ですけれども。 
 東島教育長 定数を増やすことで、いろんな角度から意見が頂けるのは間

違いないです。ですから、多いほど良いという訳ではないです

が、多い方がいろいろな意見が聞けるという利点はあります。 
ただ、学校教育の問題というのは、今多種多様になっており

ますので、例えば、一人親家庭の問題とか、発達障がいの問題

とか、そこに特化した形での実情ということであれば、それ

は、教育委員と語る会などでも、その実態は捉えられるんです

よね。ですから、教育課題がいろいろ生まれてきたときには、

その方面の、言うなれば、当事者の方たちと一緒になって話を

して実情を掴む。それを教育行政に活かしていく、その形はい

つでも取れるわけですから、委員長が言われたように、特化し

た形での教育委員さんというのはいかがなものかなと。むし

ろ、教育委員としての識見、ここら辺が非常に大切な部分であ
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りますので、現状からいきますと、数を増やすことに対して

は、私もやぶさかではないのですが、どこかに特化してこうい

う方たちをということになりますと、果たして、教育委員さん

の識見の面からやっぱり判断しなければいけないだろうと思っ

ております。 
ただ、議会で出たことは、私ども、意見を聴取する、あるい

は、語る会を設けて、状況は把握していきたいと、それに対し

て、対応策については協議してみたいというふうに思っており

ます。 
 伊東委員（委員長

職務代理者） 
私も両方のご意見と一緒ですけれど、逆に言うと、我々がも

っと、現場に入って情報をよく収集する。やはり、現場にしか

そういう宝はありませんから、そういう面では、一つの反省的

な提案かなと。いくら人数を多くしたからといって、現場に密

着した情報収集をしないと同じことですね。ある面では、烏合

の衆で意見がまとまらないと。ですから、増やすのはどういう

形で、例えば、ＰＴＡの一番情報の入る人を増やすとか、そう

いうのは考えられないこともないでしょうけれども、やみくも

に、そういう保護者を増やすことそのものがプラスになるのか

な、というのは疑問でございますね。以上です。 
 福島委員 私は、どちらかというと、母子家庭の問題とか、そういうの

によく関わる人間なので、こういうお話を頂くと、もっと積極

的にその方面から教育委員会で発言すべきだったなと、ちょっ

と反省したところですけれど、教育委員にその方面の方を加え

るとなると、ちょっと何とも意見は言えないのですけれど、そ

こを代表する、活動されている方の意見を聞くとか、そういう

ことは非常に大事かなと思います。 
やはり、一人親家庭の問題というのは、すごく大変でして、

特に、そこでいうと、ちょっと予算が絡んでくるので、なかな

か私も遠慮しがちであまり言ってなかったですけれど、例え

ば、今の離婚の状況等をみると、やはり、扶養したくないとい

うのが根底にあるのだろうなという離婚のケースが多くて、奥

さんも子供も扶養したくないから、基本的に別れたい、出て行

って母子手当を貰え、生活保護を貰えというようなことを、裁

判所でも平気で言うような父親、夫というのが結構多いです

ね。法律的には、本当は養育費とか生活費とかいうのは、絶対

に払わなければいけないものと定められて、破産しても免責さ

れないとなっているのですけれども、やっぱり、自分自身が苦

しくなると、まず、自分が扶養している人を切ってしまおうと

いう、そういうふうにどうしても弱いほうに向いてしまうとい
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うのが、現実としてあります。だから、社会全体として、子供

を育てる、子供を扶養する人を支えようという、メッセージを

送り続けないと、もう子育ては自己責任とそういうふうにして

しまうと、どんどん弱いほうにしわ寄せがいってしまうという

そういう現実があります。 
一つ言うと、離婚するまでの間が長くて、そこで夫からの生

活費というのも非常に限られて、離婚しろ、離婚しろと言われ

て、それで弁護士のところに来て、離婚が成立するまでに一年

とかかかるんですけれど、その間に母子家庭と同じような給付

があると落ち着いて生活ができますが、それがないと、弁護士

のところに来るまでの間にやむを得ず離婚して、母子家庭にな

ってしまっているケースのほうが多いと思います。実際、母子

手当はそんなにたくさん貰えないので、離婚してみて初めて大

変さに気が付いて、貧困になってしまっていくからですね。そ

ういういろいろな弁護士に繋ぐとか、本当に夫から扶養を絶た

れている人には、その段階で母子家庭と認めるとか、保育園の

お金を、全然扶養していない夫の年収が結構あるせいで、保育

園に入れたくても保育園の園費がすごく高いとか、保育園にも

預けられないとか、結構いろんなジレンマがたくさんあるの

で、そういうところをきめ細やかにケアしてあげると、そうい

うのも実際、本当はぜひやってほしいなと思っています。 
 畑瀬総務部長 教育委員の定数については、当分の間、現行のままという形

でよろしゅうございますか。また、問題があれば教育会議で。 
 秀島市長 私も今の話を聞いていて、多いのを嫌うわけではないけれど

も、やっぱり、委員さんというのはそれなりの見識を持って、

それで、全般的に教育行政を見渡せる部分がないと、何かこう

一つの部門だけ精通して、そのことだけが王道を行くというよ

うな形になると、やっぱり、そういう意味では、そういう問題

点のある部分については、教育委員会で、現状等をより身近に

キャッチしていただくことでカバーしてもらって、当面増やさ

なくても、佐賀市の場合は何とかやっていただけるのではない

かというような感じを、今お聞きしながら判断したところで

す。 
 畑瀬総務部長 そういうことでよろしゅうございますか。 
 一同 はい。 
４．その他 畑瀬総務部長 議題（２）につきましては、この議事は終了させていただき

ます。もうしばらくお時間がございますので、何か他にご意見

ございましたら、先ほどの母子の話ではないのですが、せっか

く市長がおりますので。 
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 福島委員 すみません、ちょっと続きといいますか。 
 秀島市長 あの、学校によって、特に、その一人親家庭が多いと、それ

も圧倒的に女性の一人親が多いというようなことで、そういう

話を聞くと、一人親になるというのはほとんどが離婚をされて

いるというような形ですね。だから、親が男も女も両方ともで

すが、やっぱり、一回喧嘩をしてすぐそれが別れにつながるの

ではなくて、しばらく、気まずい思いをしながらも生活をし

て、どうしてもということであれば、やむを得ない場合もある

かも分からないが、あまりにも安易すぎやしないかなと。結婚

しない人も多いのに、逆に結婚してもすぐにそうして別れてし

まうならば、というような感じもしますが、そういう部分で、

別れられないような方たちのことを、行政の方でも何かこうし

ないといけないかなと思うけれども、具体的に手を出すという

のはありえないので、それがやっぱり教育的なものの要素とい

うものですね。それと、やむを得ずあれ（離婚）した場合、そ

ういう部分とさっきのいじめと、何から何までつながっていき

そうな感じですね。負の連鎖じゃないけれども、だからそうい

ったものを断ち切ると。本来ならば、昔はというと、昔の話を

すべきではないかも分からないけれど、いろいろな意味で、親

の背中を見て育って、それで、親の苦労している姿を見ている

と、子供が意外としっかり者になって、やっぱり評判の子供に

なっていくというようなことが、これは多々あるわけでござい

ますが、 近ではそうでもないと、負の連鎖でどんどん落ち込

んでいくというようなことで、本来ならば、私がいつも言いま

すように、いろいろなものが前に立ちはだかっても、それをや

っぱり、知恵とか何とかで乗り越えて、気力でも乗り越えてい

って、そういうような打たれ強いではないけれども、生活力の

生きる力を養うというような意味からすると、そういう荒波に

さらされるのもいいでしょうけれども、 近の荒波が大きすぎ

て、その前にまいってしまうというような状況で、ちょっと困

ったものだなと思っております。考え方としては、やっぱり、

少々の荒波を乗り越えて、そして、学力よりも生きる力を蓄え

ていただく、育てていただくと、そういうふうな学校教育、あ

るいは社会教育であってほしいなと思います。 
 福島委員 すみません。じゃあ、短時間で。扶養したくないということ

でも、離婚して出て行かないとお金をあげない、というような

スタンスで迫られているお母さんと子供というのが結構多いの

で、やはり、そこで困られているんですよね。わざわざ離婚し

ても困るんですけれども。 
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 秀島市長 生活費をやらないということですか？ 
 福島委員 はい。ＤＶとかで出て行って、そこで、とりあえず離婚しな

いと、母子手当がもらえないということで離婚してしまうとい

うパターンが多いですね。自分自身があまり考えずに、出て行

ってしまうという方もいらっしゃるのですけれど、そこは、扶

養したくないというところで追いやられているというパターン

が、弁護士の所に来るときにはすごく多いので、その離婚成立

までの間に、離婚後の扶養をきちんと決めないと離婚できない

ように、離婚調停とかして、訴訟して一年二年とかかかったり

するので、別居して離婚調停しているようなときには、できれ

ば、母子家庭と同じような認定をしていただけると、ある程

度、自分の収入とわずかな夫からの裁判所が決めた生活費で生

活しても、事実上の離婚とあまり変わらないですよね。そうい

うところは、ある程度離婚と同じように見ていただいた方が、

現実に即しているのかなと思います。 
後は、佐賀市の方で「子ども・家庭法律相談」を作っていた

だいて、市役所の中で、離婚についての相談とかを受けられる

ようにしていただいてありがたいのですけれども、やはり、専

門家のアドバイスを受けて、ここで離婚という場合に何を決め

るべきなのかというものを、ただ、夫に言われるがまま、判子

を押して出るというものじゃないというものを、ある程度、弁

護士につながるようにしていただくというのも、ひとつしてい

ただいたらいいのではないかなと思います。協議離婚が日本は

多いのですが、協議離婚は養育費を決めなくても、ただ親権者

だけ決めれば受理されるからですね。何のお金の扶養も、お金

を貰うというのも決まらずに、ただ籍だけ抜けてしまうので、

それだと、結局、扶養義務のある人が扶養義務をしないまま、

離婚して籍を外してしまうという、ただそれだけになってしま

うので、きちんと法律的に請求できるものはちゃんと請求しま

しょうね、というのを市役所から弁護士に繋いでもらうという

か、ちゃんとやってもらった方が子供のためには良いと思うの

で、ぜひお願いします。 
 畑瀬部長 この件、ちょっと要望で、回答はまた後ほどということで、

他にございませんか。 
 伊東委員（委員長

職務代理者） 
議事以外で？ 

 畑瀬部長 時間も大体過ぎておりますので、では、 後にお願いしま

す。 
 伊東委員（委員長 つい先だっても、電通で過労死の事件がありました。私、現
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職務代理者） 場でいつも心配するのは、先ほども「有効定数」という表現を

しましたけれども、学校の先生たちを見ていると、特に、教頭

先生クラスの管理者は非常に多忙すぎるというか。私も中学校

の外部指導で部活を５年ほど見ていましたが、ほとんどそうい

う状況が手に取るように見えるんですね。ですから、やっぱり

過労に対してのおそらくそういう、ストレスチェックだとか義

務付けられていますので、現場でされていると思いますが、そ

ういう全面的な、例えば、家に持ち帰って仕事するとか、そう

いうのが目に見えない過労に繋がっていくと思います。ですか

ら、今の状況を見ると、学校の先生方もそういう過労死と、あ

るいは、その面での自殺というものも考えられなくもないと思

いますね。ですから、行政をあげて、あるいは学校現場をあげ

て、そういう指導、「過労死防止白書」的な、そういうことも

今後必要ではないのかなというふうに思いますけどね。この

辺、何かいろいろな資料ありましたら。 
 畑瀬総務部長 また、次回の会議の、さっきの法律相談とかそういうものに

ついても、また、事務局同士で話し合いをさせていただいて、

議題等であげさせていただければと思います。 
 東島教育長 教育委員の会議の中でも、今の多忙化の問題は議題にしてみ

たいと思います。 
 秀島市長 これぐらいしなさいとか、これぐらいしていた、ということ

ではなくて、今やっぱり、かなり学校に何でもしなさいと、議

会の質問項目を見ていたら、それと答弁の回数を見ていたら、

３分の１ぐらいがもう教育委員会のように私は思えます。誰で

も、やっぱり教育問題は物が言えるということですね。ああし

なさい、こうしなさいと。そういう中で、建設的にこうしたら

いいのではないかと、負担の軽減策も言っていただくといいけ

れども、あれもしなさい、これもしなさいと、何でも引き受け

ろというか、学校でしなさいという感じのものの発言というの

が結構目立つようになってきましたね。だから、そういったと

ころは、議会も含めて、学校現場がこうですよと、だから、そ

の中でのお願い事項とか何とかを考えておかないと、学校の先

生は堪ったものではないなと。特に、部活までして、部活の世

話だけではなくて、それで勝たないとぼろくそに言われますか

ら、やはり、そこに勝利至上主義が入ってきたりなんかして、

父兄が黙っていないと。子供達はそんなにないのだが、そうい

う部分での責任感まで押し付けられると堪ったものじゃないな

と思ったりもしています。 
５．閉会 畑瀬部長 今日は時間が来ましたので、また今後も引き続き、問題がご
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ざいましたら協議を行いたいと思っております。以上をもちま

して、平成２８年度の佐賀市総合教育会議を終わらせていただ

きます。ご協力ありがとうございました。 
 一同 ありがとうございました。 
 


