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議事録 
日時 

平成３０年１０月２３日（火） 

１３時３０分～１４時３０分 

場所 佐賀市役所本庁舎 南棟２階 庁議室 

題目 平成３０年度佐賀市総合教育会議 

出席者 【市長部局】秀島 市長、御厨 副市長 

【教育委員会】東島 教育長、伊東 委員（教育長職務代理者）、山口 委員、 

片岡 委員、堤 委員、小川 委員 

次第 発言者 内容(発言・手順) 

１．開会 池田総務部長 皆さんこんにちは。定刻となりましたので、ただいまより、

平成３０年度の佐賀市総合教育会議を始めさせていただきま

す。本日の司会進行を務めさせていただきます、私、佐賀市総

務部長の池田と申します。よろしくお願いいたします。座って

進行をさせていただきます。 

まず、お手元の資料の確認をさせていただきます。式次第が

まずございます。そのあと、資料１、資料２、式次第まで入れ

て３部でございます。よろしいでしょうか。 

それでは、あらためまして、次第に沿いまして進行をさせて

いただきます。 

２．教育委員の

異動（紹介） 

池田総務部長 議事に入らせていただきますけれども、その前に本年７月１

日付けで教育委員の異動があっております。新しく小川鮎子委

員が就任されておりますので、ここでご紹介いたします。 

３．議事 池田総務部長 それでは議事に入らせていただきます。 

本日の総合教育会議の議題につきましては、教育委員会から

の提案議題となっております。それでは、まず一つ目の議題、

「新学習指導要領実施に向けた学習指導の充実について」、学

校教育課から説明をお願いします。 

（１）新学習指

導要領実施に向

けた学習指導の

充実について 

松島学校教育課長 はい、それでは失礼いたします。 

まず、一つ目の議題といたしまして、「新学習指導要領実施

に向けた学習指導の充実」というのをあげさせていただいてお

ります。 

 

１ 概要 

現在、国の学校教育の方針を示します学習指導要領が、小学

校が平成３２年度、中学校は平成３３年度から、新しい学習指

導要領が全面実施されるということで、今年度からは移行期間

ということに入っております。この新学習指導要領が、非常に

大きく変わっているところにつきまして、今回ご紹介させてい

ただきまして、話題としていただけたらと思います。 
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まず、一つ目が、グローバル化が非常に進展している中、外

国語によるコミュニケーション能力の重要性ということが言わ

れておりまして、小学校中学年で「外国語活動」、それから、

高学年で「外国語科」というものが導入されるということにな

ります。現在の小学校では、高学年の５・６年生で外国語活動

というものがあっておりますが、それが中学年の方に前倒しに

なって、高学年では新しく教科としての外国語が入ってくると

いうことになります。そのため、その充実にあたって、新教材

の整備、研修及び専科指導の充実、それから外部人材の活用な

どの条件整備をすること、というように新学習指導要領に謳わ

れております。 

 

もう一点といたしまして、情報活用能力でございます。情報

活用能力を言語能力と同様に、「学習の基盤となる資質・能

力」というふうに位置づけまして、教科等横断的に育成を図る

こととされています。 

そのため、各教科等の特性に応じて、「児童がプログラミン

グを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるた

めに必要な論理的思考力を身につけるための学習活動」、一般

的にプログラミング教育と申しますが、これを計画的に実施す

ることとしまして、３２年度の全面実施に伴いまして、小学校

段階でプログラミング教育を導入することとされております。 

 

２ 外国語教育の充実について 

まず、一つ目の「外国語教育の充実について」、ご説明させ

ていただきます。 

 

これまでの外国語活動としましては、平成２３年度から高学

年において導入をされてまいりました。これは、外国語を通し

て、コミュニケーション能力の素地を養うというものでござい

まして、その成果としましては、児童の高い学習意欲、それか

ら、中学生の外国語教育に対する積極性の向上が認められてお

ります。 

ただ一方で、学年が上がるにつれまして、児童生徒の学習意

欲に課題が生じる、それから、学校種間の接続が十分とは言え

ない、という課題も挙げられておりました。 

 

そこで、今回の学習指導要領の改訂に伴いましては、小・

中・高等学校で一貫した外国語教育、５領域ございます、「聞
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くこと」、「読むこと」、「話すこと」、話すことの中で一つ

が「やり取り」、もう一つが「発表すること」、プレゼンテー

ションですね。それと、５番目の「書くこと」ということで、

それぞれ目標設定が行われております。 

それらの成果と課題を踏まえまして、小学校中学年から外国

語活動を導入し、「聞くこと」「話すこと」を中心に活動を行

います。それと、高学年からは発達の段階に応じまして、段階

的に文字を「読むこと」「書くこと」を加えて、総合的・系統

的に扱う教科学習を行いまして、中学校への接続を図ることが

重視されております。 

 

そこで、外国語教育の出発点を担うことになります、小学校

中学年におきましては、特に、外国語による「聞くこと」「話

すこと」の言語活動を通しまして、コミュニケーションを図る

素地となる資質・能力を育成したり、異文化に触れて、その理

解を促進したりするために、ＡＬＴの存在が必要不可欠である

というふうに思っております。 

そのため、教育委員会としましては、これまで高学年に配置

をしてきましたＡＬＴを、中学年にも必要な時間配置したいと

いうふうに考えているところでございます。 

 

もう一点目の大きな政策でございます、「プログラミング教

育」でございます。次のページに移らせていただきます。 

 

３ 「プログラミング教育」を含む「情報活用能力」の育成に

ついて 

これの新学習指導要領での位置づけとしましては、先ほど申

しましたように、「読み・書き」と並ぶ重要な資質・能力とし

て、「情報活用能力」を位置づけております。これが外国語科

と違うのは、新たに「プログラミング」という教科が新設され

るわけではございません。現在ある教科や、総合的な学習の時

間の中で取り組んでいくということになります。 

学校での学びの不易の部分、これを大切にしながら、学年や

発達段階に応じて、様々な教科の中でコンピュータを活用した

授業を行いまして、子供たちの情報活用能力を育んでいくこ

と、というのが求められております。 

 

プログラミング教育のねらいとしまして、３つそこ（資料）

に挙げさせていただいております。 
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一つ目は、我々の生活が、すでにコンピュータを抜きにして

は考えられないものになってきているということですけれど

も、これからの時代を生きる子供たちは、このコンピュータを

どう使っていくことが、より人間らしく生きていくことにつな

がっていくかを知っておかねばならないと。その中において、

小学校では文字入力とかデータ保存などに関する技術の確実な

習得を図ると共に、どのような職業に就くとしても、時代を越

えて普遍的に求められる「プログラミング的思考」を育むこと

が重視されております。 

 

２番目として、プログラムの働きやよさ、情報社会がコンピ

ュータ等の情報技術によって支えられていることに気付くとい

うことができるようにすると共に、コンピュータ等を上手に活

用して、身近な問題を解決したり、よりよい社会を築いたりし

ようとする態度を育むこと。決して、小学校段階で難解なコン

ピュータ言語を学習するとか、そういうものではございませ

ん。 

 

その中で、３つ目の「めあて」としまして、各教科での学び

をより確実なものにすること。そこに例として挙げさせていた

だいておりますのが、５年生で学習する算数で、「多角形」と

いうのがございます。 

 

多角形について学習した後に、パソコンを使いまして、発展

的に三角形や四角形、五角形などの多角形を描く活動を取り入

れたりします。その中で、単元で学んだ図形についての知識を

駆使しながら、長さや角度、繰り返しなど、コンピュータに意

図した処理を行うよう指示することができることを体験いたし

ます。その一つ一つの動きに対応した記号をどのように組み合

わせたら良いのか、記号の組み合わせをどのように改善してい

けばより意図した活動に近づくのか、といったことを試行錯誤

しながら論理的に考えていくということでございます。 

 

例えば、三角形を描画する場合ですね。三角形の内角の和が

１８０度であるというのを学習したりします。そうすると、一

つの角度が６０度だというふうに大体覚えているのですが、こ

の場合、プログラムを作って三角形を描かせる場合、直線で進

んだあと、６０度曲がると書いても上手に描けません。実は外

角の方ですね、１２０度というふうに書かなければ、正しく描
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けないと。そういった試行錯誤を繰り返すことによって、子供

たちがプログラミングを体験して、「プログラミング的思

考」、言い換えれば、「子供たちが自分のやりたいことやアイ

ディアを実現するための考え方」、こういったものを学んでい

くということになります。 

 

今後に向けましては、各学校で過不足なく、こういった学習

が行われるよう、それが可能となる環境整備、これについて

も、新学習指導要領では求められているところでございます。

そのためにも、各学校においてのＩＣＴ機器の整備についても

計画的に進めていく必要があるというふうに考えております。

説明は以上でございます。 

 池田総務部長 はい、ありがとうございます。この議題につきまして、ご質

問・ご意見がございましたら、お願いをいたします。 

 秀島市長 質問ですが、新学習指導要領というのは、どこで決めて、ど

の程度の強制力というのがあるのか。 

 東島教育長 これは法的拘束力がございまして、学校教育法の中に「別

途、定める」というふうにありまして、この目標・内容に沿っ

て、教科書が作成されております。その教科書に盛られている

ことを、私どもが各学校で必ず指導しなければならないという

ふうに位置づけられております。 

 秀島市長 そうしたら、学校教育の経費の負担の問題ですね。義務教育

ということで、市町村の、いわゆる自治体の役割の部分と、国

の役割とあるのですが、この部分でいくと、国の役割はどうい

うものなのか。 

 東島教育長 非常に難しいところでございまして、義務教育は基本的に

は、その基本的整備は、私は国がすべきものだろうと思ってい

るんです。ただ、なかなか、何て言うんでしょうかね・・・、

各市町、自治体の財力の差によって、環境がかなりまちまちに

なってきて温度差が生じてきていると。これも間違いないよう

でございます。ですから、基本的には国が、学習指導要領に盛

られていることが学習できる最低限の環境保障は、国がすべき

だろうというふうには、基本的には思っています。ただ、現実

的には、なかなかそうはなっていないと捉えているところでご

ざいます。 

 秀島市長 ちょっと堅苦しい話から入ったところですが、この頃、市長

会等もあって、いろいろこういう問題点が提起されて、どこで

も困っているわけですね。他所もするならうちもせんばやろう

というような感じでいると、一体誰が負担するのだろうかと。 
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今、子育て関係、特に学校関係では放課後児童クラブ、それ

から発達障がい等、これもどんどん増えている、待機児童も出

している。それから、気温が高くなってきている部分に対応す

るために、クーラーとかそういったものを優先的にして、耐震

もやった、あれもしたということで、やっと先が見えてきたと

ころに、次がポンとくると。それで、一回、施設設備を導入す

れば、もうそれで１０年２０年は大丈夫というならばいいけれ

ども、特に、ＩＣＴ関係は５年おきにとかですね。 

それと、今の学校の先生方は大変だと。だから、そういった

部分については、サポーターでそれなりの人を配置しないとい

けない、これは英語の場合も一緒だと。先生も、たまったもの

じゃないだろうなと思うぐらいに負荷がかかっている。そうい

ったものがありながら、私に言わせると、平気でと言うんです

かね、先を見て必要だということでされているのか分からない

けれども、こういったものをどんどん持ってきて、上乗せして

くると。こうやって、学校の先生たちの勤務時間等に少し余裕

を持たせるべきではないかというような中に、こういったもの

まで課すとなると、余程、サポーターに代わる人たちを雇わな

いといけないとなってきて、それを国がこういう形で保障しま

すということであればいいけれども、それは具体的には示さな

い。それでいいのかというのを、やはり、どこかで議論しなけ

ればいけないかなというふうに思います。 

まあ、どんどん行けばいいと、そして、市町村もそれに付い

てくるはずだというような感じでするのも、いかがなものかな

とも思う気持ちがあるから、こういうことを言っているわけで

す。学校現場のことを本当に中央は分かっているのだろうかと

いった感じで考えていますので、そういうことを言わせていた

だいたわけであります。 

 それと、もう一つ、私の教育的な考え方で、１０年前、ある

いは２０年前、それと我々が育った時と比べると、かなりの密

度の濃いものを組み込まれて、昔のカットされた部分もいくら

かあるかも分からないけれども、本当にこれでいいのだろうか

なと。あれもしなさい、これもしなさいと、人間の情操教育と

か、あるいは何もないところで生きていく力、自分で工夫して

いく力、そういったものを体験的に学ばせる部分が無くなって

しまっているのではないだろうか。 

だから、本当に教育関係者の人たちが、小学校の一年の時か

ら英語を学ばせる、あるいはプログラミングの何か走りの部分

にタッチさせるのでいいのだろうか。そういったものを本当に
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考えてあるのか、そういう疑問を私は感じるぐらいの学校現場

になってしまっているのではないだろうか。 

片方、それに付いていけない人、あるいは、潜在的に病気と

いうことで、少し離れたところで歩まなければならない人たち

が増えている。この実態もどうなっているのか、そこら辺が、

中央段階で議論されているのか、その辺の情報がもし分かれば

教えてほしいなと思っています。 

 東島教育長 今、市長がおっしゃったとおりでありまして、どんどん付加

されるばかりで、新しい内容、新しい内容、あるいは新しい指

導方法、これがどんどん付加されて、削られているものは、正

直言って何一つないと言った方がいいのかもしれません。 

ということは、やはり、今の子供たちの学習指導要領は、非

常にいびつなものになっております。だから、逆に言えば、先

生方にとっては非常に負荷が多くて、新しいものを学んでいか

なければならない。そんな状況になっていますので、確かにカ

リキュラムそのものは、かなりいびつになってきていると。時

間的に足りない、あるいは新しい学習をしなければならないの

で、さらに精力がいりますので、本当は人的な補助が必要なわ

けですけれども、そこがないというのも間違いないですね。 

と同時に、やはり、中央教育審議会で議論されておりますけ

れども、確かに、将来社会を見込んで学習指導要領の話がなさ

れますが、なかなか全国津々浦々の状況、教育現場、そこを本

当に知って改革なさっているのかという疑問はあります。 

従いまして、なかなか難しいことですけれども、私どもは、

国のこの学習指導要領に沿って、指導していかなければならな

いという現実論に立っていますので、いかに工夫をしながら、

あるいは、いかに学習指導要領を身に付けさせるような配慮を

していくかという、これは、私どもは努力しなければいけない

だろうというふうには思っています。 

 池田総務部長 他の委員の皆さんは、何かお考えは。 

 伊東委員（教育長

職務代理者） 

今、市長がおっしゃったように私も同じような考えでして、

本当にこれでいいのかなと。そして一方では、働き方改革とい

うことを謳われています。正直、今市長がおっしゃったような

ことを考えると、働き方改革が独り歩きをしていると。教職員

の皆さん方のどこを、働き方改革の名の下に改善をしていくの

か。むしろ、改善というよりも、改革ですよね。イノベーショ

ン的な。学校の先生方はむしろ、働き方改革どころではないよ

ということになると思いますよね。そうなると、やはり、例え

ば外国語の教育だって、ＩＣＴの教育だって、外部の民間をど
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ううまく使いこなすか。そして、予算的なものを削減しなが

ら、外部の力を使うということをいろいろ考えないと、現場の

先生たちが非常に困るのではないかなと。 

逆に、もっと働き方改革どころか、むしろ時間的に増えるの

ではないかなという心配をしていますので、今教育長がおっし

ゃったように、やはりこの辺については、いろいろな論議をし

ながら、学校現場が自分たち自身でどう改善していくのか、と

いうことを、今も真剣に考えられているでしょうけれども、さ

らに突っ込んだ論議と実践が必要だと思いますね。 

 秀島市長 いじめの問題ですね。佐賀市も全然ゼロではないですから

ね。そういうところを抱えている人たち、それに近いようなこ

とで、収められる。それも、結構時間をかけて諭したり、収め

られたりしていると思いますよね。そういう部分とか、あるい

は、モンスターペアレント的なものもまだ、ずっと昔に比べる

と、もの凄くひどくなっている部分もあるというふうに聞いて

おります。もちろん、幼稚園とか保育所なんかでも、そういっ

たものが出てくると、これは親の責任の部分もあるわけです

が、そういう中でどうかなと。 

だから、そういった部分について、我々も組織的には市長会

とかあります。教育長も教育長会とか持っておられますので、

そこでやっぱり生の声を出しても良いのではないかなと、理想

的な姿で出される方針、それが、現実的に地方でどれだけ苦労

をされているかということを、出してもいいのではないだろう

かと。 

それともう一つは、経費の問題ですね。経費の問題、具体的

にちょっと試算した表等を見させていただくと、それだけ別に

お金が来ないと、今度は枠内で収めないといけないので、どこ

かを削らないといけないと。削る場所がもうないような形にな

るぐらいのお金が必要だと。それで、先ほど申しましたよう

に、設備器具等については、かなり早めに更新をしないといけ

ないということで、私に言わせると、悪い言い方をすると、こ

れは業者が裏に回って、交換させるために、買わせるために、

しているのではないだろうかと思われるぐらいに、やっぱり経

費がかかるわけですよね。 

だから、そういうところでサポーターとして働くのも、雇用

のうちかも分からないけれども、それを学校現場でどんどん押

し付けることというのが、本来の学校のあり方で本当にいいの

か、子どもたちにとって将来的に幸せなのか、少子高齢化で、

皆で固まって、そして、社会保障等を支えていかないといけな
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いこの日本の国にあって、それがプラスに働くかどうか、そこ

ら辺を含めて考えてほしいなという部分は、これは今日の場で

言うことではないけれども、私がそういう思いを持っていると

いうことを、心配をしているということで、ちょっと吐露いた

しましたところでございます。 

具体的には、（平成）３２年ということですよね。ＡＬＴに

ついても、一定の補強といいますか、プラス補充をしていかな

ければいけないのでしょう。あの人達の人件費も高いですの

で、そんなにアルバイト的な仕事じゃないから、それなりの補

償をやっぱりされているから、こちらの方の、ＩＣＴ関係のサ

ポーターの部分についても、多分そういうふうになってくると

思います。 

どこか他所で良い事例が、先進的にうまくやっているという

ことを何か聞いたことがありますか。 

 東島教育長 先進的に良い事例というのは確かにございますけれども、や

はり、お金がかかっておりますので、お金がかからなくて良い

事例がないかというのを探しております。できるだけ少ない費

用で大きな効果、これを前提にしないと、お金さえかければい

いということではないですから、やはり、少ないお金で最大の

効果をあげるためにはどうするかという問題で、ただ、必要最

小限の環境整備はしてあげないといけないのかなという思いは

持っております。 

従いまして、小学校の「外国語科」「外国語活動」にして

も、現在、２週間に一時間ですかね、５・６年生は。これを、

仮に、３・４年生にも一時間をプラスするとなると、いくらか

の人的な配置が必要になってくるということになりますし、ど

の程度までがいいのかというのは、どの市も手探り状態であり

ます。 

ただ、ＩＣＴにつきましては、相対的な整備は佐賀県が一番

進んでおりますけれども、国は国としての一つの指標を出して

きておりますし、その指標に則りますと、佐賀市はまだまだ、

個別のＩＣＴは整っていないという現状になりますので、そこ

ら辺の兼ね合いを、どういうところで落としていって最大の効

果を上げるか、これはやっぱり、佐賀市の検討課題かなと思っ

ております。 

 秀島市長 予算の付け方等については、また今後、協議させていただく

ということですね。 

 池田部総務長 他に意見等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 伊東委員（教育長 二つとも非常に重要な問題で、日本そのものが遅れています
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職務代理者） よね、両方とも。ただ、私が常日頃思うのは、社会人になって

役立つ教育ということで、この英語教育だって、ＩＣＴだっ

て、小中高でやっぱりベクトルを合わせていないと、英語は学

んだけれども、コンピュータは習ったけれども、社会人になっ

て使い物にならないねという状況では、お金を捨てるようなも

のですから、今後の教育というのは、そこを見定めないと。も

うご存知のように１５年先、２０年先は、今の仕事の６割はな

くなると言われています。そういう意味では、ぜひ、こういう

コンピュータ関係、プログラミング教育だって、非常に必要な

ことですからね。やっぱり、しっかりとした生涯教育というの

を基点に置いた教育をしないといけないのかなと思っていま

す。以上です。 

 片岡委員 先程お話しに出ていた費用の点は、確かに、義務教育は全て

の国民が平等に受けるべきものですので、現状の制度からする

と、結局、財力のある市町村に生まれたか、そうではないかに

よって、その子供たちが受けられる教育に差が出てくるという

のは望ましくはないと思いますので、そこは、国に対しての大

きな働きかけをしていく必要があると、私も思っています。 

ただ、現実的に、今の子供たちを見ると、私が高校生とか、

小学生だった時と大きく、それよりも前からするともっと大き

く変わっていて、時代が複雑になっていて、学校で身に付ける

べき最低限のスキルというものが、以前と今とでは全く違うこ

とになっていると思うんですよね。 

例えば、義務教育が終わって社会に子供が出た時に、以前は

プログラミングのスキルだったり、その情報化についての能力

が不十分でも、何とか生き抜いていけたと思うのですけれど

も、例えば、今の子供たちが何もそれを知らないまま、今国際

化していて情報化している社会に放り出されてしまった時に、

自分の身を守って自立していくという最低限のスキルがない

と、現実として困るという状況もあるので、やはり今の時代に

あった、昔とやはり学習しなければならないことが莫大に増え

ていて、先生方の負担もとても大変だと思うのですけれども、

その必要なスキルというものが、また違った方向で増えていっ

ているので、それに合わせて、その子供たちが社会に出た時に

自立できるような能力を、今のうちから付けさせておくという

のは、とても重要なことではないかなと思うので、その費用の

面ももちろん、いろいろ問題もありますし、義務教育なので、

どこの市町村でも平等に、財力に関係なく受けられるべきじゃ

ないかなと本当にそうは思うのですけれども、現実問題として



11 

 

子供たちの環境整備も、出来ることから進めていければなとは

考えています。以上です。 

 山口委員 私の方から、保護者としての意見を少しお願いしたいなと思

います。先ほどからＡＬＴの話が出ていますけれども、実際

に、入試のやり方や就職活動でも、英会話ができない子は、も

う合格ではありませんとか、そういう話を多々聞きます。 

大学の入試も変わってくるという状況なので、授業の中で、

ＡＬＴの先生と話した経験があるかないかというので、実際、

ネイティブの先生に会った時の子供の反応というものがすごく

違うと思うんですよね。特に、やっぱり慣れていないと、そこ

に恐怖感や怖がりが出て、頭の中では勉強をしているから分か

っているのだけれども、言葉が出ないというお子さんが、すご

くたくさん多いです。 

保護者の中でもいつも言っていることが、日本の英語教育

は、書いたり読んだりするのはとっても上手だけれども、実際

に、じゃあ英語が話せるかというと、この先進国の中で、日本

人だけが英語が話せない。韓国や中国に行くと、皆さんペラペ

ラ話していらっしゃるし、海外からこちらに来られた方も、す

ごく上手に話されます。 

特に、佐賀市はちょっと田舎ですので、バルーンフェスタが

ある時期だけ、海外の方々がたくさんいらっしゃっています。

だから、接する機会もないので、ぜひ、なるべく経費がかから

ない方法で、ネイティブの先生の、生の生きた英語を子供たち

が耳で聞けて、怖がらずに英語で話せる環境が作れればいいな

と。そして、インターナショナルバルーンフェスタで、佐賀市

の中高生や小学生がボランティアができて、そういう子供が活

躍できる佐賀市になればいいなと思って、お話ししました。 

 池田総務部長 ありがとうございました。もうそろそろ、３０分ぐらいここ

で経ちました。予算の件につきましては、情報共有しながら、

教育委員会と今後とも進めていきたいと思っています。 

（２）個別に支

援が必要な子ど

もの現状につい

て 

池田総務部長 それでは、すみません、次の議題の方に入らせていただきま

す。２番目は、「個別に支援が必要な子どもの現状について」

でございます。それでは、説明をお願いいたします。 

 松島学校教育課長 ２つ目の議題としまして、「個別に支援が必要な子どもの現

状について」、ということで挙げさせていただいております。 

 

１ 概要 

佐賀市の小中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒数
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が、年々増加傾向にございます。平成２４年は３００名でござ

いましたけれども、今年度、平成３０年度は６３２名と、約

２．１倍ということになっております。この児童生徒数の推移

につきましては、別表をご覧ください。 

 

また、特別支援学級の設置障がい種に着目しますと、自閉

症・情緒障がい学級の在籍数の増加が大変顕著でございます。

学級数も、平成２４年度の３６学級から、平成３０年度は７２

学級というふうに、大幅に増加をしております。 

 

その他の障がい種におきましても、１クラスに在籍する児童

数は少ないですけれども、学級数そのものは大幅に増加してお

りまして、それぞれの障がい種に応じた指導及び支援が求めら

れるところでございます。 

 

また、その他、通常学級に在籍する発達障がい児の方も、

年々増加をしておりまして、平成２２年は６０４名ということ

でしたが、今年度は１，４７４名ということで約２．４倍とい

うふうに増加をしております。 

 

２ 特別支援学級での教育内容 

この特別支援学級で、どのような教育が行われているのかと

申しますと、障がいのある児童生徒に対しまして、その一人一

人の教育的ニーズを把握しまして、その持てる力を高めるよ

う、必要な指導を行っております。障がいに由来する、様々な

困難を改善・克服することを目的としました「自立活動」や、

例えば、知的障がいのある児童生徒には領域・教科を合わせて

指導する「生活単元学習」などが行われております。 

 

例えば、算数は算数、国語は国語として学ぶのではなくて、

例えば、買い物に行こうとかいうような単元を組みまして、そ

の中で、店員に扮しました教師とのやり取りで国語的な学び、

それから、買い物をすることで算数的な学びを併せて行ったり

するような指導でございます。 

 

また、タブレットパソコンを活用しての指導が、障がいのあ

る児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応して、教育的効果を

高めやすいという観点から、平成２９年度からは、モデル校４

校を指定しまして、その教育効果の検証を行っております。 
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例えば、読字障がい、ディスレクシアといいますが、文字を

読むことに困難さのある児童生徒には、文章のその部分を強調

して表示しながら、読み上げを行うソフトウェアが大変効果的

でございます。 

また、視覚や指先の緻密な動作が不得意な場合は、指先を使

って文字等をなぞる練習ができるソフトウェアが利用されてお

ります。アンケート調査によりますと、現在のところ、児童生

徒および教師や保護者共に、十分な教育的効果があるという回

答を得ております。 

 

３ 特別支援学級支援員の配置状況 

３番としまして、特別支援学級支援員の配置状況でございま

す。特別支援学級に在籍する児童生徒数が増加していること

と、就学支援委員会で特別支援学校への就学が「適」と判定さ

れ、一対一対応が必要な児童生徒が、特別支援学級に就学する

ケースが増えております。 

平成３０年度、今年度は小中合わせて４５名。特別支援学級

在籍児童生徒の約７％が、特別支援学校「適」と判定されたお

子様でございます。 

そのため、特別支援学級において、児童生徒のトイレ・食

事・衣服の着脱等の介助等の支援を行う特別支援学級支援員の

配置を、平成２７年度から開始しております。現在は、２０校

に２０名を配置しまして、必要な児童の介助等を行っておりま

す。 

 

４ 生活指導員の配置状況 

それから、もう一つ、生活指導員の配置状況でございます。

生活指導員は、通常学級において支援の必要な児童生徒に対し

まして、ニーズに即した支援を行うものでございますが、現在

は６５名を３７校に配置しております。 

 

５ 今後について 

今後につきましては、特別支援学級に在籍する児童生徒、そ

れから、発達障がい児の増加傾向は当面続くと思われておりま

す。このため、タブレットパソコンの配備を含めた、よりよい

指導や支援の在り方とともに、支援員や生活指導員の適正な人

数についても検討していく必要があるのではないかというふう

に思っております。説明は以上です。 

 池田総務部長 はい、ありがとうございました。それでは、この件につい
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て、ご質問、ご意見をお願いいたします。 

 秀島市長 これは、もう佐賀市は前から心配していたこと。少子化、高

齢化、そういう中で、将来、高齢者を支えてくれる若者がどれ

だけ健全に育つかという部分で、ただでさえ、支える側の人数

が減る中で、支える側の中に支えられる人たちが増えている、

この実態ですね。これを、やはり社会問題化するということ

を、私も、県内の知事と市町長との会議の中でも、グラフ等を

使って説明したことがありますが、なかなか、その原因ではな

いけれども、元になる部分、理由が分からないと、増えている

理由ですね。身体とか、精神とか、そういった一般的な障がい

は、以前と変わらないと。 

ところが、この「発達障がい」としてくくられる障がいの部

分については、毎年増えていると。私が知り得た情報でも、去

年に比べて、小学校で１％近く増えているということで、一年

に１％ですよね。クラスに何人と。それが、やっぱり医者に認

知を受けたものと、そうでないものとおられますが、学校の先

生たちでどうも気になるなという児童が、この中でどこの数値

に出てくるのか分からないけれども、一応、結果的に特別支援

学級の在籍児童生徒数とか、特別支援学級数の推移、そういっ

たものを見ると、減る要素がないと。 

 

それで、話が少し横道に逸れるかもしれないけれども、ある

産婦人科の、福岡で開業されていた先生は、お産の時に問題が

あると。ここ２０年ぐらいで急に増えてきていますから、その

頃から、お産の仕方が、２０年、あるいは約１０何年前から大

きく変わったと。その時の見落とした部分がこれだというよう

な形で、今情報発信されていて、インターネットで（検索した

ら）、必ずそこに（載っていて）、読んだら繋がるというよう

な先生がおられますが、私は、市議会でも答弁したように、そ

れが一番納得できると。そういったものでも、やっぱり注意を

して、そういう子供を、せっかく生まれた子供たちですので、

防げるものなら防ぎたいと。 

先天的なものであればしょうがない部分もあるかもしれない

けれども、そうでなければ、注意でよくなれば、そうしたいと

いう思いで訴えていますが、なかなか国も動こうとしないと。

「市長さん、そういうことはあんまり言わない方がいいですよ

と。」そういうような感じで、ところが、やっぱり納得のいく

対応がされないと、そういう中で、佐賀市でも頑張っていただ

いております。 
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そういう子供たちが、できるだけ早く、症状が出ても療育を

することによって症状が和らいだり、あるいは他の子供たちと

一緒に、会話ができて生活ができると、そういうものにするた

めにタブレット等の設置というものは、やっぱりこれは有効で

あると聞いておりますので、こういった部分については重点的

にさせていただきたいというふうに思っているので、先ほどの

話と、ちょっと矛盾するところが出てくるわけですね。 

何でもかんでもかというような感じで、こういったものを、

私は優先して、そして支える側の人たちが、将来、支えられな

くていいように、そして、逆に支える側に回ってくれるよう

な、そういう子育てをしていかなければならないと、それは学

校だけでは大変な部分があるから、かなりのやっぱりサポート

といいますか、ほかの面からのサポートが必要だと思いますの

で、この部分については異論がないところでありますし、この

現状を、やっぱり広く訴えていかないといけないのではないだ

ろうかと思います。誰かがどうかするだろうという感じで、今

黙って傍観視するといいますか、そういうふうにしか私には見

えないといいますか、これがやっぱり大事だと思います。 

やがて、１割、１０％以上になったら大変な数になってくる

と。一番つらいのは本人であるし、その家族ですよね。そうい

う病気で、障がいを持っているということになれば、家族の不

安というものが、ものすごく高まると。そういった不安を少し

でも取り除けたらなと、その取り除くための市の予算の組み方

については、私は、優先させていただいても許していただける

のではなかろうかというふうに思っております。 

 山口委員 今教育委員会の方では、学校訪問を行っていまして、先日、

私もある小学校に行かせていただいたときに、ちょうど特別支

援学級の見学をさせていただきました。 

その時にちょうど、大きな画面で朝の会をやっていらっしゃ

ったんですけれども、朝の会をやる順番が書かれてあって、子

供たちと一緒にそれを読み上げて、読み上げた文字が消えて、

そして、次の文字が上にあがってくると。また、終わったら消

えて、次の文字が上がってくると。とても良い使い方をされて

いるなと思って、私も初めて見させていただいたのですけれど

も、子供たちもすごく黙って聞いていて、みんな大きな声を出

していましたので、こういうやり方がどんどんもっと広まって

いけばいいなと、つい先日思ったところでした。 

 池田総務部長 はい、他に意見はございませんでしょうか。 

 伊東委員（教育長 発達障がいの子供さんに対しての市長の方針が、前回のこの
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職務代理者） 会議の中でも強く示されて、全国でも佐賀市の場合は、非常に

幸せな方じゃないかなというふうに判断していましたけれど

も、先だってのある記事によると、これは佐賀県ということで

はなくて全国では、ゲームを３時間以上する子供が、発達障が

いの子供で８０％いると。その原因は、学校でのストレスとい

うことらしいですね。 

ですから、そこをどうするかですね。やはり、せっかく今、

市長の主体的な方針で、発達障がい児を何とかしようというこ

とを言ってもらっていますので、やはり学校教育の立場として

も、その子供たちのストレスというものをどう解消してやる

か、その辺が非常に大事でしょうね。難しい問題ですけれど

も、これも、先ほどの話と一緒なように、非常にお金がかかる

案件ですよね。 

例えば、インクルーシブを構築した施設の整備になると、車

椅子が使用できる校舎であったり、あるいは段差がないとか、

あるいはエレベータを設置するとか、そういうのがついて回り

ますので、非常に経費上はかさむ内容ですからね。これはもう

地道に、一人の障がい児でも立派な社会人にしていくと。 

それと私が一つ心配するのは、その発達障がい児以外でも、

今日、ある中学校を訪問して来ましたけれども、やはり全校で

２６人の不登校生がいるんですね。その中で貧困家庭の子ども

が８人。それから、やはりちょっとした事件に巻き込まれた

り、事件を起こしたりですね。 

ぜひ、発達障がいのお子さんたちの救済も含めて、そういう

貧困家庭の子供たちにどうやって立派な教育を受けさせるのか

ということも、あわせてご検討いただければなと考えていま

す。以上です。 

 秀島市長 貧困ですね。それから親の不仲とか、いろいろな要素が入っ

て、子供たちが悩んでいると。そういう中で、発達障がいで、

今ひとくくりにしている部分の中にですね。 

やっぱり我々が、保育所や幼稚園に行っても、大体分かりま

すからね。あの子変わっていると、それが特性かも分からない

ですよ。良いことかも分からないけれども、一般的には、やが

て、引きこもりとかになってしまうと。そういう中で、さっき

言った発達障がい、早く療育すればそれなりに回復できるとい

う、そういう例があるので、それに頼っているわけですが、い

ろいろな要素をやはり持っているわけですね。 

できれば、原因で先ほど言いましたのが、お産のことなのか

どうか分からないけれども、他に思い当たる節がなくて、学校
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に行き始めてから症状が出るのではなくて、もう大体一歳半か

ら三歳の時に、それなりの症状が出て分かるといいますから

ね。 

それで、認知を受けようとお医者さんに相談しに行っても、

行列ができて、なかなか診てもらえないというのが実態です。

そして、そこでやっぱり今、どこかの施設で療育を始めた方が

いいですよと。そのどこかの施設が少ないものですから、佐賀

市が直営で、とにかく学校に行くまでの部分をということで始

めたんですね。そういった部分での光がなかなか見えないと。 

だから、私は、保健師とか、産婦人科の先生たち、小児科の

先生たち、それぞれ近くの学校に行って、そういう子供を扱っ

ている教室を見てもらうと、「えっ」と思われる（はず）。 

私も初めてこれは何ですかという部分を見て、そういう子供

たちがいるのかと、私の子育ての時とか、我々の小さい時とか

学校に行っていた時分は、そういうのはなかったのが、今ある

という現実ですね。 

そこで、クールダウンするとか、落ち着くとか、そういう部

分をいかに救うかという、救えるならばやろうと。救えると、

あるいは症状を抑えることができるというような部分があった

ものであれ（始めたの）ですが。 

他に、伊東委員が言われるように、まだまだ、学校ですね。

親が喧嘩している姿を見ると、子供もいびつになってくると

か、ひとり親とかですね。いろいろな事情があって、そういう

ことになっているとは思いますが、子供たちの環境というの

は、やっぱり我々大人が、できるだけ平穏に育つような状況を

作ってやらないといけないというのは間違いないことですね。

そういう中で、どんどんどんどん、さっき言ったように、先の

先の、というような形で求められるから、それでやっていかな

いといけないとしたら、現場は大変だなと思っています。 

 小川委員 失礼します。今、保育現場でも、気になる子供たちが多くな

っていると言われています。それで、その保育現場での関わり

というのも、気にならない子供といっていいのでしょうか、健

常児とその気になる子供と一緒のお部屋で関わりを持つという

ことで、その子供が少しずつ、いろいろなことに対しての発達

がよく見られてくるという傾向にあるということを聞きます。 

そして、保育環境もそれの一つじゃないかなと思うのですけ

れども、保育施設の中の、発達障がい児と言われる、気になる

子供さん達の居場所づくりとか、そういう工夫をされている園

も、確かにたくさん増えてきている状況であると聞いておりま
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す。 

そこで、保幼小連携をされていると思うのですけれども、そ

この中での３つの連携というんですか、ある子供がこういう関

わりをして、子供同士の関わりの中で成長がみられるというよ

うな姿を、保幼小の連携の中で密にお伝えされていきながら、

小学校への手立て、保育も教育になりますね、その手立てが、

少しずつ見えていくんじゃないかなという思いもしています。 

その中でも、私も学校訪問をさせていただいた中で、特別支

援学級の先生方の一人一人の関わりというのは、すごく密にさ

れていて、でもやっぱり大変だろうなということもあり、先生

方の負担というのを考えると、そこに、先生のサポートをする

二人体制でいくとか、そういうところの人員増加の点とかも、

今後、また見直しをされていくのではなかろうかという考えが

あります。以上です。 

 東島教育長 先ほど、市長がおっしゃられましたように、九州の教育長会

の中でも、この話を持ち出しました。 

ところが、やはり教育の視点と医療の視点では、やっぱり、

そこで非常に難しい部分がございまして、私どもは、そういう

子どもさんに対してどうすべきかを考えることであって、そこ

がどこからきているかは、医療の分野だということで、そこで

議論したことがございますけれども、確かに、国の方も、この

パーセントを出して、これだけ増えてきていますよと言いま

す。そして、これに対して対応してくださいと言いますけれど

も、これがどこからきているというのは、一切言いません。 

ですから、やはり教育の視点からと医療の視点からと、両方

からこれを見ていく必要があるだろうと思います。そういう意

味では、やはり市長さんが今、問題提起をされていることを大

変心強く思っているところです。 

ただ、インクルーシブ教育が今非常に進められていく中で、

各市町には合理的配慮ということで、できるだけ合理的配慮を

してくださいというふうになされておりますけれども、本来で

あれば、これも大体、国が基本的にしてやらなければいけな

い。 

子供たちの中には、もう現実論として、特別支援学校に行っ

た方が望ましい子供が、一般の普通の学校に、地元の学校に来

ている。その子供には、一対一で介助をしてやらなければいけ

ないという現状があるんですね。 

そういうことを考えますと、看護師とか、理学療法士とか、

そういういろいろな専門的分野の人が、各学校にこれから必要
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になってくるんですよ。これを、市町でどうかしてくださいと

いうことであったら、やはり、義務教育の段階としては非常に

状況的にはおかしいと。この基本的な整備というのは、やはり

国がすべきであって、インクルーシブ教育を進めるためには、

国が必要最小限の環境整備をしてほしいなという思いがあっ

て、それは、全国の教育長会としても国の方に要望していきた

いと考えているところです。 

 池田総務部長 はい、ありがとうございました。他に委員さん方、どうぞ。 

 片岡委員 すみません、発達障がいの原因など、私もちょっと分からな

いのですけれど、以前の社会と比べて、社会全体の認識として

「発達障がい」ということに、認知というか認識するようにな

ったこともあって、今まで見過ごされていた子供に気付くとい

うことができるようになっている面も、増加の一つの理由には

あるのではないかと思います。 

そうやって見過ごされてきた子を、早めに気付いて、そして

効果的な、その子の能力であったり、特性を活かせるような、

伸ばしてあげられるような、適切な指導をすることによって、

その子の能力を最大限引き出すということができるので、そう

やって気付いて、たくさん拾い上げられるようになっていると

いうことは、ある意味ではすごく良いことなのではないかなと

は思います。 

先ほど、お話に出ていたタブレットですけれども、実際に、

教育委員会の会議の時にも、持ってきていただいて、見せてい

ただいたり、私たちも触らせていただいたんですけれど、ハー

ドカバーみたいな頑丈なケースに入っていて、思わず落として

も少しぐらいならば壊れない工夫がなされていたりですとか、

外部に接続ができて、何かウイルスに感染したりする危険性を

ちょっと感じて質問をしたら、そういったことがないように、

配慮をされてセキュリティも入れているということ。 

あとは、アプリも何種類もたくさんありまして、例えば、先

ほど上がっていた識字障がいのディスレクシアの子だったら、

読んでいるところの色が変わって、何回も同じ行を読んでしま

う子も、ちゃんと読めるですとか、あとは、例えば、書くのは

苦手だけれども、計算するのがすごく早い子だったら、ゲーム

みたいな形で早く計算ができて、スピードを競うみたいなよう

なもので、いつもよりも計算が早くできるというようなことで

達成感を感じたり、様々な障がいがあると思うのですけれど

も、それに応じたアプリというか、システム、ゲームなどを選

ぶということもできるので、とても効果的だなと。 
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私も、もっと見せていただきたいぐらいのたくさんの種類が

あったので、これを導入していただけるのであれば、すごく学

習に役立つのではないかと思います。以上です。 

（３）その他 池田総務部長 はい、ありがとうございました。他にございますでしょう

か。もうそろそろ、予定時間がこようとしております。 

非常に短くて申し訳ありません。まだまだ、言い足らない部

分があるかと思いますけれども、この２件を受けて、情報交

換・情報共有ができたことと思っております。 

次は、（３）その他という議事になりますけれども、本日の

二つの議題以外で何かございましたら、お願いをいたします。 

 伊東委員（教育長

職務代理者） 

議題以外で、いつも学校訪問の時に、私も安全安心の観点で

学校を見るんですけれど、やはりこれもお金のかかることです

が、学校施設の安全対策、それから環境整備をもう一度見直し

てもらって、学校の中から災害が起きないようにしたいです

ね。 

それから今、学校の設備というのは、やはり何かあった時の

地域の人の待機場所ですよね。ですから、そういう点にも目を

おいて、学校の立場ということも含めながら、やっぱり地域の

こととタイアップした対応をしていただければなと思っていま

す。以上です。 

 秀島市長 そうですね。災害等はどういう形であろうと、今、ある程度

区域が特定しても、避難指示を出すと、結構、対象者が増える

わけですね。そうしたら、公民館ぐらいじゃどうしようもない

と。それじゃあ体育館、体育館は大体冷房をしていない、空調

がないと。そうなってくると、体育館が次の避難場所としてい

いのかどうかですね。それは、もう空調等ができたら、教室棟

を一時空けて、次までつなぐための、やっぱり避難場所にしな

いとならないくらいの状況が出てくると思います。 

だから、どこでもということではなくて、こことここは、そ

ういう特別な場所にするという部分で整備をしてこなければな

らない時代になりつつあると思いますね。 

４．閉会 池田総務部長 はい、他によろしかったでしょうか。はい、それでは本日の

議事、これで終了させていただきたいと思います。 

今後も引き続き、各種の教育課題については、協議を行って

いきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いした

いと思います。 

以上をもちまして、平成３０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。 


