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日程１ 開会の宣告 

 

（東島教育長） 

 それでは皆さんこんにちは。これより佐賀市教育委員会９月定例会を開きます。 

 いま市議会の真っ最中でございまして、一般質問はあしたまでとなっております。教

育委員会は非常に人気がございまして、私と部長が、ほとんど毎日のように答弁に立っ

ております。そういうことで頑張っております。ただ、改めて教育問題の奥深さ、ある

いは気づかないところを気づかされるという面も多々ございました。こういうことは議

会が終わってから、また整理をしてお話を差し上げたいと思っております。 

 各学校は、もう２学期が始まってひと月が過ぎようとしておりますが、実りの２学期

にいろんな恒例の行事があります。今盛んに運動会、体育大会の放送があちこちで聞こ

えてまいりますけれども、季節的には、今年はそんなに残暑も厳しくなかったのかなと

いう思いをしております。北海道地震もありましたし、７月豪雨もありましたし、本当

に災害続きで、しかも、その災害が大きなものになってきているということで、非常に

憂いております。今議会でも７月豪雨の佐賀市の対応、教育委員会の対応、これには多

くの議員から質問がございました。教育委員会としても、この対応策については、いま

一度見直す、点検をする時期に来ているなということを思ったところです。 

 それでは、委員会に入ってまいります。 

 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〕 

 それでは早速ですが、本日の日程に入ります。 

 

日程２ 会議録の承認 

 

（東島教育長） 

 日程２、会議録の報告を求めます。 

 

（志波教育総務課副課長兼総務係長） 

 ８月２８日の定例教育委員会の会議録につきましては、９月２１日に配付いたしまし

たとおりでございます。よろしくお願いします。 

 

（東島教育長） 

 報告は終わりましたけれども、報告内容に質疑はございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようでございますので、会議録は報告のとおり承認することにいたしま

す。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（東島教育長） 

 次に、日程３、教育長報告となっておりますけれども、８月の定例会から今日まで議

会のほうに没頭しておりましたので、ほとんど報告するような中身はございません。 

 ただ、先日９月２２日・２３日―土曜日、日曜日でしたが、三瀬校におきまして神代

勝利公顕彰第６回三瀬旗尐年剣道大会が行われました。小さな学校でございますが、村

を挙げて剣道に取り組まれておりまして、村に住んでいる大人の大半が有段者であると

いうこともお聞きしました。そういう中で、土曜日が小学生の部、これが５４チーム、
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それから、日曜日が中学生の部４８チーム、遠いところは広島県、それから近くで──

近くと言いながらも九州では福岡、宮崎、大分、熊本からも来ておりました。小さな村

の大きな大会ということで、実行委員の皆さん方は、大いに成功に向けて努力をされて

いたところでございました。 

 今年から三瀬中学校は、佐賀市のスポーツ山村留学をやっております。三瀬中学校の

剣道部に所属して三瀬中学校で学ぶと。そのため宿舎を用意して現在８人来ておりま

す。三瀬中学校のチームの中に留学生はいるのと聞いたら、２年生の子が三瀬中学校の

チームの一員として頑張ってくれておりました。そういうことで、山村留学のほうも非

常に円滑に行っているのかなと、そういう思いをしたところでございました。 

 以上でございます。 

 今回は特別質問ないでしょうから、これで終わりにしたいと思います。 

 

日程４ 報告事項 

 

（東島教育長） 

 それでは、日程４の報告事項に移ります。 

 「適応指導教室「くすの実」移転整備事業について」、学校教育課のほうから説明を

お願いします。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 適応指導教室「くすの実」の移転整備事業でございます。これは昨年度一度ここで説

明をさせていただいたかと思いますが、改めてご説明させていただきます。 

 １番、事業概要、佐賀市青尐年センターが平成２８年１０月１日に移転したことに伴

い、青尐年センター内に設置していた適応指導教室「くすの実」、これは不登校児童・

生徒の通級指導の教室でございます。この移転先を「（旧）休日夜間こども診療所」に

決定いたしまして、設計業務を平成２９年１２月に行い、平成３０年７月から改修工事

に着手をいたしております。一部の外構工事を除き９月末に改修工事が完了したため

に、平成３０年１０月１日から新教室での運用を開始するというものでございます。 

 「くすの実」について改めて概要をお話させていただきますと、ここにありますよう

に適応指導教室という言い方をしておりますが、心理的要因により登校できない状況に

ある児童・生徒に対して、社会的自立を促し、集団生活に適応する力を育むことを目的

とし、学校生活への早期復帰を支援するところとして、平成７年１月に開設された通級

制の教室でございます。現在、不登校児童・生徒への支援の対策拠点として、学校との

連携を密にしながら、常に児童・生徒や保護者に寄り添い、児童・生徒の自立に向けた

指導支援を行っております。整備内容といたしまして、裏面のほうに図面等も載せてお

ります。改修前と改修後ということで、非常に手狭でもございましたので、今回非常に

広くなるのではないかなと思っているところでございます。それから内部の改修、それ

から外部、それから外構等を行うところでございます。旧青尐年センターからの既設の

備品の運搬、備品購入、こういったものも含めまして、事業費としまして、設計工事費

が１，５４４万３，０００円、外構工事を追加予定でございます。既設備品運搬と備品

購入で１２５万６，０００円ということになります。スケジュールといたしましては、

そこに記載している表のとおりでございます。運用開始としまして、引っ越し作業を平

成３０年９月２９日の土曜日に、土曜日だけで終わらなければ日曜日もということでご

ざいまして、１０月１日からは運用を開始する予定でございます。 

 以上でございます。 

 

（東島教育長） 

 適応指導教室「くすの実」の移転についての説明がありましたけれども、質問ござい

ませんでしょうか。はい、山口委員さん。 



 3 

 

（山口委員） 

 今現在、この「くすの実」に通っているお子さんの数がわかれば教えていただきたい

んですけれども。 

 

（東島教育長） 

 課長、わかりますか。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 すみません、そういった資料が手元にないものですから。 

 

（東島教育長） 

 それでは後で回答をさせるということで、ほかにございませんでしょうか。 

 

（山口委員） 

 もう一ついいですか。例えば、不登校のお子さんというのは、全員が全員多分「くす

の実」に行っていらっしゃらないと思うんですけれども、そのほかに佐賀市内だったら、

別のところに通っているところはどういったところがありますか。 

 

（東島教育長） 

 「くすの実」以外で通っているところですね。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

市の施設ではございませんけれども、県の教育センター内に「しいの木」という適応

指導教室がございます。あれは県教育委員会が運営をしているところでございます。そ

れと、その他民間のフリースクール等がいくつかございます。そのフリースクールがき

ちんと運営がなされているかどうかという判断も非常に難しいんですが、３校ほどは、

こちらのほうでも把握をしているところがあると思います。 

 

（山口委員） 

 その民間のフリースクールの３校にも通っている子どもがいるということですね。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 そうですね、はい。 

 

（山口委員） 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 重複で通っている子はいないでしょう。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 重複については把握をしておりませんが。 

 

（東島教育長） 

 多分、県立と市立は重複では通えないから通っていない。市立、県立に来れない子ど

もはフリースクールに行っているということで、重複はないと思います。 

 

（山口委員） 
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 それは、教育委員会では把握をしていませんけれども、各学校単位の学校長は把握を

されていらっしゃるわけですね。はい、ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 ほかに。はい、どうぞ。 

 

（伊東委員） 

 適応指導教室というのは、不登校の子どもさんが主体ですか。例えば、発達障害の子

どもさんとかは全然関係ないんですか。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 発達障害のお子さんにつきましては、もう一つ「ひまわり相談室」というのが東与賀

支所に設置されておりますので、基本的にはそちらのほうでの対応になります。 

 

（東島教育長） 

 発達障害的な子どもで不登校に陥って、そして「くすの実」に来ている子はいないで

しょうか。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 そうですね、基本的には心理的要因ということで、発達障害というよりも、どちらか

というと心因性のものがこちらのほうの対象になりますので。そうですね、完全にここ

をまた分けるのは非常に難しいところがございますけれども。 

 

（東島教育長） 

 もしよければ、昔はいなかったけれども、ひょっとすると発達障害ぎみの子が不登校

に陥って、ここだったら行けると言って通っている子どもさんがいる可能性はなきにし

もあらずなので、状況を確認をしておいてください。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 わかりました。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんか。 

 

（伊東委員） 

 問題は、子どもに合った教育ということでしょうけど、不登校になった原因のいわば

改善というか、再発防止というか、その辺までの機能はあるんですか。ただ指導教室の

中で教育を、通常の子どもたちと一緒の教育をするということだけなのか、何でこうい

うことになったのというところの追求をして──追求と言うと言葉が悪いですけど、そ

の辺の対応までできるんですか。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 基本的には通ってこられたお子さんに、もちろん学習も教えるんですが、この中でい

ろいろ活動を、キャンプをしたりとかそういった活動をして、学校に通う、戻すために、

基本的に心のエネルギーをためると言うんでしょうか、そういった指導を行います。室

長がおりまして指導員もおります。そういうところでございまして、保護者への、もち

ろん相談には乗りますが、基本的に保護者の方へのご対応というのは、ここでは専門的

に行っているというものではなくて、子どもたちの指導ということですね。 
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（伊東委員） 

 それでは、経過がよくて通常の教育に戻すというのはあり得るんでしょうか。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 もちろんそちらを目指して行いますので。 

 

（伊東委員） 

 できましたら、今のじゃなくていいですから、そういう流れが分かる数字があれば教

えてほしいんですけど。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 何人こちらに入所して、実際に学校に戻れたというような。 

 

（伊東委員） 

 そうですね。そして、例えば、半年で通常の学校に戻したとか、そして、その子ども

が元気になじんでいるとか、そういう追跡をしたものが何かあれば、研修会のときでも

いいですから教えてほしいなと思いますけど。 

 

（東島教育長） 

 学校復帰した子どもはすぐわかると思いますし、その後、中学校を卒業して高校に行

った子どもの率もわかると思いますから、そこら辺を資料として出していただいていい

ですか。 

 

 それでは、先ほどの「くすの実」に通っているお子さんの人数をお願いします。 

 

（吉田学校教育課参事兼副課長兼教職員係長） 

 今現在２０名ですけど、ほぼ毎日来ているというのが、そのうちの半分の１０名です。 

 

（東島教育長） 

 毎日１０名も来ているの。 

 

（吉田学校教育課参事兼副課長兼教職員係長） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 対応はできているの。 

 

（吉田学校教育課参事兼副課長兼教職員係長） 

 対応はできていると思います。 

 

（山口委員） 

 職員は何人ぐらいいらっしゃるんですか。 

 

（吉田学校教育課参事兼副課長兼教職員係長） 

 ３名です。 

 

（東島教育長） 

 ほかに質問ないでしょうか。どうぞ。 
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（堤委員） 

 すでに話し合われたことかなとは思うんですが、移転によって場所が随分変わります

けど、通学と言えばいいんでしょうか、通所と言えばいいのか、それについてご家庭の

ほうから何かご意見とかあっていないでしょうか。 

 

（東島教育長） 

 移転に関して、今まで向こうまで通っていたのがこちらに来るということで、何か情

報が入っていますか。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 特にご意見は伺っていないですね。今までのところが非常に駐車場等も狭うございま

したので、逆に保護者の方の送り迎えについてはしやすくなるのかなという気はしてお

ります。 

 

（東島教育長） 

 子どもたちが自転車で来たりとか徒歩で来たりとか、車で送迎があったりとかいろい

ろ通所手段がありそうですが。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 基本的には保護者の送迎だと思っています。 

 

（東島教育長） 

 よろしゅうございますかね。 

 

（堤委員） 

 はい。 

 

（東島教育長） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 今回の議案は報告事項だけでございましたが、行事の案内があります。説明をどうぞ。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 すみません、せっかくの機会なので。今日２つチラシを置かせていただきました。 

 １つは、東名遺跡の保存活用イベントということで、チラシを見ていただければ一番

おわかりいただけると思いますが、１０月４日から早速佐賀市立図書館のほうで企画展

を行うこととしております。その後、東名縄文館、吉野ケ里遺跡の展示式というふうに

回っていきます。 

 ２番目に、シンポジウムが１０月６日土曜日、市立図書館の多目的ホールで、今回は

有明海をテーマとした内容となっております。 

 ３番目に、講演会として１２月８日、これも佐賀市立図書館の多目的ホールとなって

おります。貝塚のことについての講演でございます。よろしくお願いします。 

 もう一点、肥前国庁南門ライトアップ＆芸能祭の開催ということで、これが今年で第

４回となります。１０月２０日の土曜日夜７時から９時までということで、南門前の広

場で行います。今年は薩摩琵琶の北原香菜子さん、揚琴の趙勇さん、趙勇さんは去年も

来ていただきました。それと、初めてなんですけれども、打楽器協会のほうから打楽器

アンサンブルの演奏をしていただくというふうになります。お天気がよければいいんで

すけれども、万が一雨の場合は春日北小学校の体育館で行うこととしております。１０

月はいろいろ行事も多くて、教育委員さんたちもお忙しいとは思いますが、もしお時間
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がおありでしたらぜひお越しください。 

 以上です。 

 

（東島教育長） 

 肥前国庁芸能祭の駐車場はどちらのほうになりますか。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 早い者勝ちで、早く来られた方は国庁跡の公園内ですけど、それでも入らなくなった

ら大和支所などになります。やっぱり歩いて１０分ぐらいはかかりますので、いらっし

ゃるようでしたらお早目にお越しください。 

 

（東島教育長） 

 ２つの行事のご案内でございました。時間の都合がつかれればどうぞ。特に肥前国庁

の南門ライトアップ＆芸能祭は非常に楽しいですね、夜の時間帯で。それから東名遺跡

の保存活用イベント、どうぞよろしければご参加いただきたいと思います。 

 ほかにありませんでしょうか。どうぞ。 

 

（松島教育部副理事兼学校教育課長） 

 前回の勉強会のとき、教員の年次休暇の取得状況をということで、伊東委員さんから

言われたかと思いますが、本当にこれがなぜかというのは、分析もまだ全然していない

んですけれども、昨年、平成２９年の教員１人当たりの年休の平均取得日数が、小学校

が９．９日、中学校が８．４日というふうになっています。 

 その前年の平成２８年につきましては、小学校が１１．２日、中学校が８．３日とい

うことで、小学校が昨年はちょっと年休の取得日数が尐なくなっているという状況がご

ざいます。そのまた前年、おととしの平成２７年につきましては、ほぼ２８年と変わら

ず、小学校が１１．４日、中学校が８．７日ということになっております。 

 以上、報告でございます。 

 

（東島教育長） 

 伊東委員さん、よろしゅうございますか。 

 

（伊東委員） 

 はい、あまり多くないですね。 

 

（東島教育長） 

 なかなか学校は年休とれないんですね、子どもたちの目の前にいるもんですから。だ

から、こちらの願望も２０日ぐらい取れよと言いたいんですが、授業がある日はまずも

って取れませんし。なかなか難しいところです。 

 

 これで本当に定例会を終わりたいと思います。お疲れさまでした。 

 

 終了時間 午後３時５１分 

 

 


