
1 

 

令和２年度佐賀市総合教育会議の会議結果について 

 

令和２年１０月１３日に開催しました審議会の概要は下記のとおりです。 

 

記 

 

１  開催日時 

令和２年１０月１３日（火）１４時００分から１５時０５分 

 

２  開催場所 

  佐賀市役所本庁舎南棟２階庁議室 

 

３  出席者 

  市長部局：秀島市長、伊東副市長 

教育委員会：東島教育長、伊東教育長職務代理者、片岡教育委員、堤教育委員、

小川教育委員、吉村教育委員 

 

４  議題 

(1) 教育のICT化に伴う支援の強化について（教育委員会提出議題） 

(2) 日本語指導支援事業について（教育委員会提出議題） 

(3) その他 

 

５  会議の公開又は非公開の別 

  公開 

 

６  傍聴者数 

  ０名 

 

７  議事概要 

（池田総務部長） 

 皆さん、こんにちは。定刻となりましたので、令和２年度の佐賀市総合教育会議

を始めさせていただきます。私、司会進行を務めさせていただきます、佐賀市総務

部長の池田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

まず、お手元の資料の確認をさせていただきます。式次第がございまして、その

あと資料１、資料２を用意しております。お揃いでしょうか。それでは、あらため

ましてお手元の資料に従いまして、進行させていただきます。総合教育会議の議事
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について、教育委員会からの提案議題となっております。一つ目の議題、「教育の

ICT 化に伴う支援の強化について」でございます。それでは学校教育課から説明を

お願いします。 

（松島学校教育課長） 

まず資料１の「教育のICT化に伴う支援の強化について」説明させていただきます。

１ページ目には現在、学校に整備しているICT機器を表にして載せております。現在、

佐賀市立の小中学校に整備しているICT機器は大きく分けて２種類ございます。表

の２番までになりますけれども、一つは教職員や事務職員が業務を円滑に行うため

の校務または事務用パソコン。これは児童生徒の成績処理や通知表の作成、財務会

計システム、教職員の出退勤の管理等を行うものです。表の３番から下は、直接、

児童生徒の学習の指導に使用するもので、各教室に整備している電子黒板、パソコ

ン教室のパソコン、学習指導要領の改訂によって新しく導入されたプログラミング

教育用のパソコン、そして特別支援学級の生徒には障がいの特性に合わせたアプリ

を導入しましたiPad等を配布しております。それぞれの整備台数につきましては、

一覧表のとおりです。これらの現在の学校へのサポート体制ですけれども、これら

の機器を円滑に運用するためのサポート体制といたしましては、まずは学校教育課

内にICT利活用教育係を置いております。機器整備方針の決定や各学校への指導・助

言等を行っております。また、機器の故障や障害への対応をするためのヘルプデス

クを通常３名、年度末や年度初めの繁忙期には４名、緊急時には８名の配置ができ

るようにしております。それと、教師の教材作成支援や電子黒板等の利活用支援等

を行うICT支援員を10名配置しておりまして、それぞれの学校を巡回して支援を行

っております。概ね学校には週に１日巡回をするということになっております。 

 ２ページ目になりますが、今後、GIGAスクールを中心とする事業により増加する

機器としましては、まずテレビ会議用のiPad。これは今回、コロナ禍による学校休

業の際にリモート授業等の必要性が取りざたされましたけれども、実際にテレビ会

議システムを使ってどのようなことができるのかを各学校で調査研究を行ってい

ただくことを目的として整備するものでございます。教職員の研修等もリモートで

行われる場合が最近非常に増えてきましたので、様々な研修会や学校間の会議等に

も利用していただいて、まずは先生方にリモートでの操作に慣れていただこうと思

っているところでございます。２番からがGIGAスクール事業による整備になります

が、まずは教師用の指導用パソコン。これは先ほどの校務用パソコンとは別に教材

の作成や授業で使用するものでございます。校務用と切り離すことで、ある程度自

由にインターネットを使いながら教材の作成等に利用してもらえるものと思って

おります。次が児童生徒用のパソコンですが、佐賀市の全小中学生に一人１台の整

備となります。オンラインドリルや学習動画の閲覧、場合によってはリモート授業

への利用が考えられるところでございます。最後に無線アクセスポイントです。こ
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れは全普通教室、特別教室、職員室等、学校のどこからでもインターネットにアク

セスができる状況をつくるものでございます。 

 それから課題ということで挙げさせていただいておりますが、単純に管理する機

器の増加でございます。パソコンだけで単純に15,520台の増加になります。現在が

約6,900台ですので、管理業務だけでも単純に３倍に増加することになります。また、

GIGAスクールによる児童生徒一人１台パソコンを利用しての新しい指導方法の研

究開発が得られますけれども、文部科学省としましては、一人１台端末による個別

最適化された指導と、新学習指導要領で求められます協働的、対話的で深い学びの

ベストミックスを目指すということですので、先進事例等を研究しながら新しい指

導方法を探っていく必要があるかと思っています。また、情報モラルの教育の強化

も必要になってくると思われますし、それに伴っての教職員の多忙化も避けられな

い大きな課題になるかと思っております。このように課題ばかりを申し上げており

ますけれども、新しい時代が実際にやって来るという、大変わくわくする状況とい

うのも確かでございまして、教職員や学校が前向きにこれらの状況を捉え、取り組

むにはどのような支援が必要なのか御意見をいただければと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

（池田総務部長） 

ありがとうございました。それでは、まずこの議題につきまして御意見、御質問

ございましたら、よろしくお願いいたします。 

（伊東副市長） 

 現在の電子黒板の使い方については、先生たちの板書計画を教育委員会で確認す

るようにされていますか。それとも先生ごとに使い方は異なるものでしょうか。 

（松島学校教育課長） 

  基本的には、それぞれの教員が授業で使用するには、それぞれの考えに基づいて

行っています。通常の黒板にあります板書については、授業中はずっと黒板に残り

ますが、電子黒板は動画を写したり図等形を動かして見せたり等、動きのあるもの

に使ったりとそれぞれ役割がありますので、それぞれの教員が工夫をして使用して

いると思っております。 

（伊東副市長） 

  今度はさらに生徒一台のパソコンが加わり、電子黒板を使いながら何らかのコン

テンツを生徒用のパソコンに映し出して使うということになると、複雑というと語

弊があるかもしれませんが、ある意味では使い勝手が難しくなると思われますが、

初期的な部分の指導については、ICT支援員だけで対応できるのでしょうか。ハード

面については整備されますが、ソフト面についてはどのように整備していくのかを

お尋ねします。 

（松島学校教育課長） 
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  以前、佐賀市では、フューチャースクール事業で西与賀小学校の方で一人１台パ

ソコンの先進事例があります。その時は、それぞれの児童生徒が問題を解いたもの

を電子黒板に映し出し、それを基にみんなで協議する等の使い方をしていました。

現在、いきなり機械が入って、すぐにそういう状況ができるかというと難しいとこ

ろがございますので、研究チーム的なものを立ち上げまして、指導方法を今後研究

していく必要があるかと思います。 

（秀島市長） 

  私もいろんな面から問題点を考えています。中学生くらいで導入するならよいか

と思うが、小学生はどうでしょうか。私の身近にも小学生がいて興味は持っていま

すが、そういうことばかりさせてよいのだろうか。子どもたちがこれから何十年と

生きていく中でこの年代から取り入れると、世の中には自然災害等の自分の意のま

まにならないがことがあるが、なんでも自分の意のままにしようという考えになっ

てしまうのではないでしょうか。そういう疑問点に答えるような研究や検討が全国

的になされているのかと思っています。水を差すようであるけれども否定するもの

ではないが、教育の専門的な立場から見て、これでよいのだろうかと、やり方によ

っては問題が生じて取り返しのつかないことになってしまわないかと思っていま

す。一方では、小学校では発達障がいを持つ児童が１割を超えて、コミュニケーシ

ョンが上手く取れないような子どもが増えつつある中に、これを入れてきたら、ま

すます孤立するような子どもも出てくるのではないでしょうか。また、自然の良い

部分と自然を馬鹿にしたら反動に痛めつけられる部分ということを経験できない

ような人が育ってしまわないかと思っています。人間形成としてこれでよいのかと

いうことが、予算を組む一方でも躊躇するところですが、全国的に子どもにこうい

うのを与えた場合にどうなるかという議論は全国的にはされているのでしょうか。 

（東島教育長） 

確かに市長が言われるとおりでありまして、人間形成でコミュニケーション能力

や実際の体験は必要なことであって、これがないと教育が成り立たないと思ってい

ます。そのため、このパソコンにしてもあくまで道具であって人間形成を弊害する

ような使い方は当然できないと思っています。従いまして、対面というのが一番大

事なことであってベースだろうと思っています。学習の効率的な習得、習熟という

時にこの特性を活かして使うということでやっていきたいと思っております。現在、

特に若者のコミュニケーション能力が非常に落ちているということも言われてお

ります。これは一番大事な対面して話をする、あるいは意見を交わすという実体験

が無いからです。同時に教育のベースは自然体験や社会体験、生活体験にあると思

っていますので、これを整備しても振り回されるような学習、教育ではなくて、有

効に使うということが必要と思っております。パーセントを申し上げるのは難しい

ですが、市長が言われるような人間形成を歪めることはできないと思っております。 
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（秀島市長） 

  私は全国のこのような会にも入っていますが、文科省の言い分は上辺だけのよう

に感じるところです。特に今回はコロナが発生して、学校が休みの時にどうするか

といったところは理解できますが、これがすべてだ、これがファーストだという形

になると恐れるところです。今の詐欺のように悪いことをするには使えるかもしれ

ないけれども、目だけで相手がどう思っているかがある程度分かったり、目を見て

話しをできたりするくらいにしておかないといけないと思います。そして、今、イ

ンターネットを含めて言葉が汚いですね。死ねとかそういうことを平気で言う中に

こういうのが入ってくると、潤いの少ない人間関係ができてしまうのではと懸念し

ます。便利である一方では、使い方の注意が必要なのではないかと思います。佐賀

はどちらかというと今まで遅れていると言われていた中、今回このような形で配置

されますが、子どもにとってどうなのかを第一義的に考えてもらいたいという気持

ちです。 

それと次に先生方の問題。先生方も若い方から年配の方といらっしゃって、得意

とする方とそうでない方といろいろといらっしゃいます。先生方も子どもとの付き

合い方もあるかと思いますので、これが使えないとダメな先生としてレッテルを貼

られないようにしなければなりません。そういう意味でも先生たちの苦労がこれ以

上に増えないように、何かでカバーして負担を減らすことが可能であればよいけれ

ども、そういう使い方をしてほしいと思っています。 

それともう一つはお金の問題です。今回はコロナの影響で多くの予算が付きまし

たけれど、その後は分かりません。文科省の担当課長も言われていましたが、ラン

ドセルが公費で買わず私費で買うのと一緒であって、パソコンやタブレットは私費

という言い方をされます。高額な物であり、使い方によっては壊れやすくもあるか

もしれないため、予算については今後、国に求めていかなければならないかもしれ

ません。ということで心配は様々あります。私のように昔の時代を過ごしてきた者

からすると、ちょっと危ないかなという部分がなかなか払拭できないと、そういう

心配をするところです。 

（伊東教育長職務代理者） 

 市長が言われたように人間性の形成と、ICTのスキルアップの両方が必要です。人

間性の教育と合わせてICTのスキルアップを兼ね備えた教師の育成を現在どのよう

にされているのか、また将来的にどうするのかを事務局にお教え願いたいと思いま

す。 

（松島学校教育課長） 

  委員も御心配されるところだと思います。文科省が言っている今の学習指導要領

が人とのコミュニケーション中心として対話的な学び、そして深い学び、そういう

ものを中心として学習指導要領を求めているところでありまして、それに個別最適
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化されたICT機器を使ったベストミックスを探っていこうという方向性になってお

ります。それに対しての教員の養成の部分につきましては、現在、佐賀市の教育研

究所等でプログラミング教育等について研究をしていますが、ここまでの想定をし

ておりませんでしたので、そこについての研究はこれからということになってくる

かと思います。こういうものに興味のある先生方、中心となって進めていこうとさ

れている先生方、まずはそういった先進的な取組みをされている先生方を中心に養

成を図りまして、それを各学校に広げていくという形でやっていきたいと思ってお

ります。 

（伊東教育長職務代理者） 

  関連にはなりますが、教職員の方は必ずしも給料が高い方ではないと思います。

スキルと給与の関係がイコールとは言えませんが、今後、優秀な教職の人材を育成

していくということになると、教職員の給与の方も併せて検討をしていかないと、

優秀な教員の方が学校の先生にならないという傾向になっていくかもしれません。

こういう財源的なものについては非常に難しいと思いますけれども、市長と副市長

には、そういうことも頭の中に置いてもらって、教職員の方のスキルアップに繋が

る財源確保ということをお願いしておきたいと思います。 

（片岡教育委員） 

  先ほど御指摘されたコミュニケーションが希薄になるのではという懸念につい

ては、確かに使い方を間違えるとそういった弊害を生じる可能性もあると思います

けれども、先ほど教育長も言われたように、あくまでICT機器を使うことが目的では

なくて、よりよい学習をする上での助けとなる道具ということをきちんと理解した

上で使っていけば、よりよい学習の助けになっていくのかと思います。学校訪問の

時に私が感心したのは、数学や社会などで使うことを想定していましたが、美術で

あったり音楽であったりでも、すぐに切り替えていろんな音楽を流せたり、一緒に

楽譜を追っていくような映像が流れたりですとか、美術であったらいろんな画家の

絵を出して画家を当てたりとかいうような学科的なもの以外にも先生方の工夫に

よっていろいろと使われていて、道具として使っていく上では、とても可能性があ

るものであると思います。あとは発達障がいがあるお子さんの支援の点でも、もち

ろんコミュニケーションを取るということが前提でパソコンだけの授業というの

は考え難いと思いますが、発達障がいとか特別支援学級向けのアプリだと、例えば

字を目で追うことが難しい子に対してはそういったアプリで今読んでいるところ

を表示したり、他の特性の子にはそういった特性をカバーするようなアプリも使え

たりするので、道具だということをきちんと理解した上で、いろんな工夫をしてい

けば、より可能性が広がっていくのではないかと思います。あとは先生方の負担は

もちろん御心配のとおりで、先生方も分からないところから勉強というと不安だと

思いますので、今、専門家の派遣等がありますが、その部分についてはより充実し
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て、先生方に負担や不安がないようにしていくシステムが必要ではないかと思いま

す。 

（堤教育委員） 

  市長、副市長が言われていることは、そのとおりだと思っております。そういう

中で私たち教育委員は、先ほど片岡委員からも出ましたが、学校訪問で授業の様子

というのを拝見させていただいていますが、我々の小学校、中学校の時に行ってい

る時と随分様子が変わっております。黒板に向かって一日中座っているのが学校で

の授業の受け方だったのですが、今は事あるごとに集まって、いろんな意見を出し

合い、聴き合うということです。我々の時代だったら、その活動は放課後に上級生

や下級生と一緒にいろんな遊びをしてコミュニケーションを培ってきたのが、今は

それができないということで授業の中でいくらかカバーをされているのではない

かと思います。そのあたりについては、佐賀市の教育委員になって教育の現場、教

育委員会の活動を拝見させていただくのですが、本当よくやられていると感じてい

ます。先ほど言われていたことは教育員会事務局の方々には本当に重い課題という

ことで受け止めていただいて、御心配なさっていることをクリアするためのことを

学校現場に伝えていきながら、この道具というのをより良く活用していくことが重

要かと思います。コンピューターの便利さはもう十二分に分かっています。導入当

初というのは、当然、先生方は多忙になるかもしれませんが、ずっと多忙ではない

のです。その時期を過ぎると本当に便利な道具になると思います。佐賀商業高校で

も珠算の後に電卓が導入されました。電卓になったらどうなるかと心配したのです

が、今や電卓でいろんな計算ができています。この便利な道具を上手く活用しなが

ら、従来のヒューマンスキルの部分に重点を置いた教育へのシフトをこれから図っ

ていかれるところかなと思うところです。このICT化については、切っても切り離せ

ない状況になってしまったのかなと思います。先ほど市長から佐賀市は遅れている

と言われているこということでしたが、私はちょうどよい位置だと思います。あま

りに先に行っても失敗するし、あまりに遅くてもいけないかなという本当にちょう

どよい位置で、まさに今回こういうことになりましたので、先ほど市長が言われた

ことを教育委員会事務局が真摯に受け止めていただいて、心配の部分を解消してい

ただければよいと思ったところです。また、当然、費用的な問題が出てまいります

が、今回入れて５年後、７年後は使うのが当たり前になって、筆記具と同じように

自分で買う、もしくは子どもが手元に持っているICTツールで授業を受けられると

いう環境に変わっていれば更新費用は心配ないのかと思います。そこまで一気に進

むかということは心配ですが、温かく見ていただいて必要な部分には必要な手立て

を考えていただければありがたいと思います。 

（小川教育委員） 

  毎月の教育委員会の定例会で勉強しておりますが、心配事はきりがないところで
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す。まずは、子どもがパソコンを身近に捉えていくことが大事ではないかと思いま

す。デジタル展望に関する世界における日本の課題の中に、日本の教育情報化とい

うのは現状、世界の中でも非常に遅れているという現実があります。人間はどのよ

うに変わって、何を身に付ければよいのかという課題が次々に出てきている中で、

本日も様々な課題が出していただいていますが、それについては佐賀市の方は一つ

ひとつ課題に真摯に対応されていると思います。それと教職員の多忙化というのは、

やはり目に見えるのですが、それに対応するマンパワーの充実というところに関し

てもICTの強化と同じような支援の強化の必要性を感じています。 

（伊東副市長） 

  私が一番期待しているのは、やはり学校教育課でリードを取って、せっかく導入

する道具ですから十分使いこなしてくださいというスタンスであります。普段、

我々は手段の方が先行して目的が見えていないところですが、きちんと目的意識を

持つということが必要と思います。これだけのお金を使いますので、教育委員会か

ら職員の先生方に目的をしっかり与えていただいて、切磋琢磨しながらコンテンツ

をつくっていってほしいと思います。導入すると決めたわけですから有効に使うと

いうこと是非取り組んでいただきたいということです。 

（東島教育長） 

  今、市長と副市長の考えを聞きまして、本当に導入する以上は、教育の不易の部

分をしっかりと持ちながら、今の社会の変化の中でこのパソコンを有効に活用し、

金額以上の使い方ができればと考えているところです。私どももこれについては決

意新たに取り組んでまいりたいと考えています。 

（池田総務部長） 

いろいろな意見いただきました。この意見を参考にICT化の事業を教育委員会事

務局で進めていっていただきたいと思います。ありがとうございました。 

それでは二つ目の議題「日本語指導支援事業について」、学校教育課から説明を

お願いします。 

（松島学校教育課長） 

  現在、佐賀市には外国にルーツがある児童生徒が60名在籍しております。そのう

ち38名が日本語指導を受けています。これを平成29年度と比較しますと、表１、表

２にありますように、どちらも２倍以上になっておりまして、増加傾向にあります。

日本語指導には２種類方法がありまして、一つが日本語指導担当教員を学校に配置

して、特別の教育課程を編成して指導を行うもの。そして、もう一つが非常勤講師

を配置して指導を行う方法です。２つの方法の違いは、２ページ目に詳しく記載し

ています。佐賀市では平成27年度から日本語指導担当を配置しての指導、そして帰

国子女対応非常勤講師については、それ以前、平成11年度から行っております。２

つの指導方法の大きな違いとしましては、表に記載のとおり、帰国子女対応非常勤
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講師がサバイバル日本語、これはあいさつとか体調を伝える言葉、助けを求める言

葉、こういったものや日本語基礎、発音の練習や簡単な文型、学校への適用とか教

科学習に参加するための基礎的なものといった日本語の初期指導のみを行うこと

に対しまして、日本語指導担当教員は技能別日本語、話す、聞く、読む、書くとい

った、まとまった内容を聞いたり話したりするような力、文章を読み取ったり書い

たりする力等に焦点を当てた学習、それから教科の補充学習、在籍学級での学習内

容の補充を行うようなものまで行うというところが違うところです。そのため、日

本語指導担当教員は、教員免許を取得した教員が当たることになります。現在指導

しております対象の児童生徒は表に記載しているとおりです。この事業の課題とい

たしまして、日本語がほとんど話せない児童生徒、保護者についてはコミュニケー

ションに困難さがあるということです。現在は、県の国際交流協会の通訳派遣制度

を活用しておりますが、表に記載していますとおり回数も限られていることもあり

まして、転入直後、期末テストの支援、高校説明会、保護者懇談会などの重要な場

面に限られているというところもあります。また、コミュニケーションの困難さに

よる児童生徒の心の問題、児童生徒のみならず保護者の心の問題といったことも挙

げられます。保護者宛ての文書につきましては、毎年決まった時期に定例的に出さ

れるものについては、市の国際課の方で翻訳したものを準備していただいておりま

すけれども、今回のコロナ関連や豪雨等の非常事態に十分に連絡が取れているかど

うかということも非常に大きな課題と思っております。また、教員の問題になりま

すが、日本語指導を担当する教員の確保や養成も大きな課題になるかと思っており

ます。説明は以上でございます。 

（池田総務部長） 

  それでは、こちらの議題について、御意見、御質問ございましたら、よろしくお

願いいたします。 

（伊東教育長職務代理者） 

  例えば出身国の教育課程との違いから、学年に必要な基礎知識が著しく劣ってい

る場合について、例えば５年生相当ですけれども３年生から行かせる等の配慮が必

要ではないかと思います。もう一つは日本語が苦手な子どもの場合、例えば発達障

がいや知的障がいの有無が分からなくて、そのまま特別支援学級に入るということ

があるかもしれませんので、この取組みについては非常に大事だと思います。また、

私は日本語指導というより、子どもの就学促進と海外の子どもたちが佐賀に来てい

るという意味合いで捉えると、日本語指導の過程において非常に重要と感じます。

教育課程の違いによる学年の問題と、発達障がい等の障がいというものを本当に判

断できるのかという問題、その２点よろしくお願いします。 

（松島学校教育課長） 

  大変申し訳ありませんが、今お答えできるだけの資料がありません。確かに委員
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が言われたように他国から来た子は、今は原則、年齢相当の学年に入るということ

になっていますけれども、下学年に入学することや障がいのあるお子さんについて、

こちらが判断する材料が今は無いと思ったところです。 

（吉村教育委員） 

  質問ですけれども、令和元年度の通訳派遣制度の利用状況について、２回や１回

とありますが、月に１回とか回数の頻度はどのようになっていますか。 

（横地指導主事） 

  この回数については、令和元年度の年間通しての回数です。 

（秀島市長） 

  子どもの数について、１ページ目の表１と表２は関連性があると思いますが、例

えば令和２年の60人に対して、下の方が38人とあるが、38／60人という理解でよい

のでしょうか。 

（松島学校教育課長） 

  そのとおりです。 

（秀島市長） 

そのうちの38人が特別の指導と捉えましたが、小中学校あわせて佐賀市内でこれ

だけの人数ですか。国際課で捉えているのも同じくらいか。前の数値は不明とある

が、集計していなかったのでしょうか。 

（東島教育長） 

  そうです。小学校の半分が中学校とみてもらってよいです。 

  先ほど学校教育課が回答をしました学年を下げるということは、現実にありまし

たけれども、親御さんの反応はどちらかというと同一年齢学年、相当学年を望まれ

ます。学年を下げる場合は出るときに学齢超過になるという問題が残ります。これ

については、十分に教育委員会でも検討しなければいけないと思っています。 

（秀島市長） 

  それは日本籍も外国籍も同じでしょうか。 

（東島教育長） 

  そうです。学年を下げることは子どもにとっては効果がありますが、親御さんは

違います。 

（秀島市長） 

  外国籍の子どもたちは日本にそのまま住み続けるか、やがて自分の母国に戻ると

いう方もいるかもしれませんが、日本籍の子どもはそのまま日本で生活するだろう

から、子どものころにギャップやショックがあると、ずっと引きずっていく可能性

があることを心配しています。長い人生では一年くらい病気で休むこともあります

ので、いっそのこと学年を一つずらして後で追いついていく方がよいこともあるか

もしれません。そのことの相談については教育委員会で受けるのか、それとも国際
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課でもそのような相談を受けることがあるのか。 

（武富国際課長） 

  先ほどの相談については、お母さんと子どもたちを集めて相談事業というのを市

の交際交流協会でやっております。そういったところでは日本語に不慣れな子ども

の相談等は来ています。特に日本語に追いつけない、学校に行っても日本語が喋れ

ないから周りからいじめを受けるというような相談がきて、教育委員会にも繋ぎな

がら対応を考えています。また、実際に全体でいうと外国籍の子どもは60／18,000

人くらいの数字があるものの、この人たちが学校に行って、満足な生活を送るには

どうすればよいかということは、今年、国際課ができたばかりですので、教育委員

会と話しながら、先ほどの通知文書であったり、入学する時の説明会、要は保護者

も日本のしきたりが分からない、例えば運動会が無かったりとか授業参観が無かっ

たりというのが、いきなり学校に行って、これは何だとかなり不安をお持ちですの

で、そういった面からサポートして、真っすぐ学校に入れるように、また学校に入

ったら普通の日本人と同じように授業を受けられるような支援策を考えていかな

ければならないと思っております。 

（伊東副市長） 

  全国的には学齢期にあっても学校に行けないという子どもが多いと聞いていま

すけれども、教育委員が言われたように、佐賀市では転入した子は全員通学してい

るという理解でよいでしょうか。 

（武富国際課長） 

  正確な数字までは把握していませんが、そういった相談の中身からすると登校で

きていない子どもというのはいくらかはいるみたいです。学校に行っていて途中で

学校生活に馴染めなくて行っていない子どもと、どういう生活か分からないから最

初から行かせきれていないというパターンがありますので、それはそれぞれの対応

が必要になってくるのかなと思います。 

（伊東副市長） 

  この数字は把握している分だけということでよいでしょうか。これ以外にも可能

性はあるということであれば、そっちの方も問題かと思います。 

（東島教育長） 

  学校に行っていないけれども日本語学校には行っている子どもはいますか。 

（松島学校教育課長） 

  こちらでは把握できていない状況です。 

（伊東副市長） 

  少なくともここに挙がっていれば何らかの手立てがあるが、これ以外にいれば先

ほど市長が言ったように勉強もできない、言葉も通じないということで疎外感を味

わうような子どもが出てくるのではないかと心配しています。 
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（堤教育委員） 

  日本語教育が必要な子どもたちは、心細い気持ちで異国の地で異国の人に囲まれ

ながら勉強をしていますので、佐賀市では是非手厚く支援をしていただければと思

います。彼らは言葉が分からなかったら聞こえていないのと一緒、また、話す言葉

が相手に通じなかったら話せていないのと一緒であって、肢体とか難聴とか弱視と

かいう障がいと同じような境遇にあるのではないかと思います。その子たちが佐賀

に来て良かった、楽しかったと思ってもらえれば、今、市長が言われたように母国

に帰る子もいますけれども、日本は良いと、佐賀は特に良いと、佐賀と何とかしよ

うとかこれから特にグローバル化となっていく中で、この60名、38名の教育が必要

な人たちに手厚くして満足して巣立っていただければ、この佐賀市にとって、すご

く大きな財産に繋がっていくかと感じるところです。指導体制として、県の予算で

非常勤講師10名や日本語指導担当教員3名が付いていますが、佐賀市としてこうい

うところの手立ても配慮いただければ、外国の子どもたちも本当のびのびと過ごし

てくれるんじゃないかと思いますし、そうすると日本の子どもたちもそういう子が

周りにいると、中国語を勉強したりベトナム語も勉強できたりということで、いろ

んな相乗効果というのがあるかと思いますので、是非ともこの外国人の子どもたち

の教育に対して、御配慮いただければと思ったところです。 

（吉村教育委員） 

  保護者の心の問題というのがありますが、佐賀市にはまなざし運動という素晴ら

しい活動がありますので、保護者の心の問題というところにも目を向けていかなけ

ればいけないかなと思います。子どもたちは学校に行くという手段がありますが、

保護者の方はもしかすると出ていく場所が無いのかもしれないので、やはり地域の

繋がりというのができた方がよいと思います。また、去年、福岡市の東区に視察に

行ったときに、災害時の対応ということで外国の方にも分かるような簡単なイラス

トやいくつかの言語で書くということがなされていました。そういう部分も取り組

んでいった方がよいと思いますし、既にそうした取組みがされているということは

聞いていますが、学校でお便りを出す時になるべく共通の言葉を使って書いていっ

た方がよいと思います。子どもたちはよく略語を使いますが、計算スキルを計スキ

と言ったり、漢字スキルを漢スキと言ったりと分かっている子どもたちはよいです

が、親が聞くと分からないことがあるので、略語でもよいのでなるべく学校の中で

は統一するとか佐賀市の中でこういう言葉遣い、こういう言い方をしていこうとい

う共通のものがあればよいかと思います。 

（片岡教育委員） 

  最近は避難場所での説明を多言語でするというような動きもあると聞いていま

す。私が心配なのは、保護者の方も日本語が得意でなく、在校時に災害が起きて迎

えに来てもらわないといけない場合等、急な対応が生じた時に、日本語が十分では
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ない保護者の方との意思疎通や子どもの避難をどうするかということについても

日本語教育とは別立てで考えて、入学時等にどのような対応を取るかということを

外国にルーツのある保護者の方たちにもきちんと理解してもらえるように整理を

しておかないと、実際に災害が起こった際に、ただでさえ混乱している状況の中で、

言葉が通じない保護者にどう説明するかという問題も出てくると大変なことだと

思いますで、事前準備ができるところは進めていっていただいた方がよいのかなと

思いました。 

（武富国際課長） 

  現在の国際課の取組みといたしまして、学校で定例的に出さなければならない文

書については、６言語でテンプレートの基本形を作って、学校の方で子ども、保護

者の状況に応じて出すように取組みを進めています。また、避難情報についても今

は留学生がベースですけれども全ての留学生に避難所情報を日本語、英語、やさし

い日本語という３種類で流す仕組みをつくっていますし、今後も学校で流すような

場合の定例的なものがあれば国際課で準備をしておりますので、それを活用いただ

ければと思います。また、あわせて共通言語、日本にいたら日本語になりますが、

これはやさしい日本語という日本人にも分かりやすい、外国の人にも分かりやすい、

このやさしい日本語はくだいていますので、高齢者や障がい者にも分かりやすい日

本語で伝えていくということを今後広めていくように進めておりますので、それを

活用いただいて、誰でもが言葉による障害で情報が入らないということがないよう

な形を進めていきたいと思います。 

（伊東教育長職務代理者） 

  ３月時点での外国人の数が1,969人いる中で、この60名というのが本当にすべて

の小中学生が含まれているのかと思っています。外国から佐賀に来て学校に行って

いない子どもについて、もっと掘り下げた調査はできないものでしょうか。 

（武富国際課長） 

  国際課で数を調査する際は、住民基本台帳から５歳刻みで調査をしておりますの

で、その調査方法だと大体数字は合っていますが、先ほど言われましたとおり学齢

期が若干ずれております。また、実際の登録の有無がありますので、そのあたりは

綿密に調査しながら、外国人同士の横のネットワークに入っていって、そういう情

報があれば拾っていくような形で進めていきたいと思っております。 

（池田総務部長） 

  それでは他に御意見、御質問はないでしょうか。それでは、この件についても貴

重な御意見をいただきましたので、今後の事業の参考にさせていただきたいと思っ

ております。それでは２つの議事が終わりました。３つ目の議事「その他」として

挙げておりますけれども、２つの議題以外で何かございましたらお願いいたします。 

（伊東副市長） 
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  ９月に来ました台風10号については、これまでにない台風と報道されておりまし

たので、小学校を避難所として開けさせていただく判断をいたしました。その日は

土曜日で偶然、土曜授業があっていたということで、小学校の教室を避難所として

使うということで、一定の配慮をしていただきました。小学校の中には教頭先生が

泊まっていただいたところもあったということであります。現在、このようなコロ

ナ禍がいつまで続くか分かりませんが、三密を避けるということで、大きな台風が

来れば小学校の教室を使うということが常態化する可能性もあります。これまでは、

学校では学校の防災に取り組んでおられましたけれども、今後は避難所という認識

を持って、教育委員会や市と年度当初に顔合わせをする等の取組みが必要になって

いくのではないかと思っております。このような温暖化による災害も増え、昨年は

佐賀豪雨もありました。なかなか予想しづらいからこそ、日ごろから顔が見える付

き合いをして、何かあった時はお互いに協力し合うことが必要になります。また、

学校は広く、避難所運営者は何の用具がどこにあるかも把握していませんので、学

校側の協力がないと様々な問題が生じます。今回、これまでにないような5,000名以

上の避難があっておりますので、今後の防災においては、小学校の教室を避難所と

するという考えを持っておく必要があると思っています。現場の先生には御負担を

掛けますが、教育委員会との日ごろの連携をさらに高めつつ、市民の安心、安全を

守っていきたいと思います。ただし、ひとつだけ御理解いただきたいのは、市が行

っているのは予防的避難ということで、災害が発生する前の避難であります。実際

に災害が発生しますと、市営住宅や一般のアパート等を仮設住宅として貸し出す等

の方法もありますが、予防的避難ということで小学校の教室を使わせていただく際

には、授業に支障のないように早急に対応したいと考えております。今度の台風で

学校の現場の先生とも協力し合う必要性を再確認しましたので、いつ発生するか分

からない災害対応について、今後も御協力よろしくお願いいたします。 

（伊東教育長職務代理） 

  副市長が言われたとおりだと思いますけれども、前回の災害の時もそうですが、

先生方も災害を潜り抜けて学校に来ますので、到着するのは遅くなります。そのた

め、学校現場と地元にも詳しいPTAの幹部との密な連携を校長先生から学校側にも

御指示をいただければと思います。 

（池田総務部長） 

  他に何かございませんか。無いようでしたら閉会とさせていただきたいと思いま

す。 

（秀島市長） 

  閉会にあたりまして、先の議会で教育長と教育委員の退任、そして新しい方の就

任を予定されているということがありました。佐賀市の教育のために頑張っていた

だいたことに感謝を申し上げます。また、教育委員を辞められた後も、それぞれの
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立場でのアドバイスや地域での御支援をいただければと思います。後任の方にも申

し送りくださいますようお願いいたします。本当に長い間御苦労様でした。 

（池田総務部長） 

それでは、以上をもちまして、令和２年度の「佐賀市総合教育会議」を終わらせ

ていただきます。御協力ありがとうございました。 


