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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 では、定刻でございますから、ただいまより４月の定例会を開催したいと思います。 

 先ほどのニュースの中で、新型のインフルエンザが、レベルが一つ上がったというふ

うなニュースが流れておりました。世界的には、また日本にとってもこれが蔓延すれば

本当に社会問題、今いろいろ騒いでいるところの問題でないというぐらい大変大きな問

題になると思われます。 

 先ほど教育長に話を聞きますと、佐賀市でも、それから、佐賀市教育委員会でもその

対応をどうするかということに対しまして、いろいろ検討し、ほぼそれを遂行すること

で決定をしているということで、後ほどこの委員会のほうには報告という形で皆様方に

お話があるかと思います。よろしくお願いします。 

 そしてまた、きょうは年当初の定例会でございます。新しい新任の皆様にも入ってい

ただいております。ひとつ１年間よろしくお願いいたします。 

 では、本日は６人中、６人の委員が出席をしておりますので、委員会が適法に成立を

いたしております。 

 最初に、もしよかったら自己紹介でも結構ですから、紹介をしていただければありが

たいと思います。 

 

（スポーツ振興課長） 

 今度の４月の異動でスポーツ振興課の課長を拝命いたしました貞富と申します。教育

委員会のほうは初めてでございます。いろいろとご指導をいただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

（諸富出張所教育課長） 

 諸富出張所教育課の真島と申します。４月１日付で、保健福祉課のほうからまいりま

した。よろしくお願いいたします。 

 

（大和出張所教育課長） 

 こんにちは。４月１日付で環境課のほうから教育委員会のほうに配属になりました大

和出張所の教育課長の新郷といいます。よろしくお願いします。 

 

（富士出張所教育課長） 

 私も４月１日付で富士出張所の教育課のほうにお世話になることになりました大坪と

いいます。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 委員長をしております北島でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（Ａ委員） 

 委員長を代行します古賀といいます。よろしくお願いいたします。 

 

（Ｂ委員） 

 委員の山下でございます。よろしくお願いします。 

 

（Ｃ委員） 

 委員の福島和代でございます。よろしくお願いいたします。 
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（Ｄ委員） 

 委員の山本と申します。よろしくお願いします。 

 

日程２ 会議録の承認 

 

（委員長） 

 では、日程２の会議録の報告をお願いいたします。 

 

（教育総務副課長） 

 ３月２４日の教育委員会の会議録につきましては、４月２４日に各委員様のほうに配

付しておりますとおりでございます。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 何か気がついた方、はい、どうぞ。 

 

（Ｂ委員） 

 １６ページの２行目で、「傾斜は配布されるのか」となっておりますけれども、傾斜配

分というふうに、「傾斜配分されるのか」と直していただきたいと思います。 

 

（委員長） 

 よろしいですか、事務局。 

 

（教育総務副課長） 

 はい。 

 

（委員長） 

 ほかにございませんか。なければ、今ので訂正ということで、あとは承認ということ

でよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（委員長） 

 では、日程３教育長の報告ということで田部井教育長よろしくお願いいたします。 

 

（教育長） 

 それでは、前回が３月２４日でございましたので、３月２５日から本日４月２８日ま

での、主に私がかかわった事業、あるいは活動等について報告いたします。 

 １点目につきまして、年度末、年度始めの諸行事につきましては、各委員の皆様にも

ご出席いただきましたので、それにつきましては省略させていただきます。 

 ２点目は、冒頭委員長のお話にもありましたが、豚インフルエンザ対策にかかわって

のことでございます。本日の報告事項で、次第としては載っておりませんが、報告され

ることになっておりますので、そこで詳しく報告することになりますけれども、本日、

佐賀県、佐賀市並びに佐賀市教育委員会に「インフルエンザ対策室」を午前中に設置い

たしました。その中身については後ほど申し上げますが、本日たまたまといいましょう

か、ちょうど小・中学校校長会の定期総会が行われましたので、その席上で簡単なイン

フルエンザ対策のこれまでの経緯と今後の動きにつきまして、申し上げたところでござ

います。 

 以後、地球上でかつてないことが幾つか起きてくるのかなとも考えられますが、正確

な情報のもとに、焦ることなく取り組みをして、不安をあおることがないような情報提
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供を市民にも、あるいは保護者にもしていきたいなと、こんなふうに思っているところ

でございます。詳しくは報告事項のほうでかえさせてもらいたいと思います。 

 ３点目は、中学校の部活動についてでございます。３月末までに数回にわたり、中学

校部活動のあり方について検討し、一度勉強会でも取り上げたかと思いますけれども、

４月２１日に各中学校校長と中学校の部活動担当教諭のもとで、この提言につきまして

協議を行いました。その結果、５項目について確認をいたしました。 

 簡単にちょっと申し上げたいと思いますが、各学校において、この提言、中学校部活

動あり方検討委員会からの提言でございますが、それを全職員で研修会をする。それか

ら、２点目は、部活動保護者会全体会を開き、校長より、この提言の中身について説明

をする。３点目は、各部ごとに部ごとの保護者会の開催もし、そこでもこの提言の中身

について再度説明をしていくと。それから、４点目は、各部活動ごとに、週１回の休み

の日を設定する。これは既に県教育委員会や県の中体連でも言われていることですが、

その確認ということになりますけれども、改めて週１回の部活動休みの日を設定する。

それから、５点目、各学校の部活動終了時刻の設定及び徹底。夕暮れまでにはというこ

とで、日が落ちる前には終えるということ。春先から夏と冬場においては、時間の違い

はございますが、この５項目について、各校長、部活動担当教諭の場で決定をいたしま

した。 

 そのほか、次の２点が検討事項になりました。どんなことかといいますと、月１回、

各学校で一斉に部活動をしない日を設定しようと。月１回学校一斉部活動をしない日の

設定。これはある中学校、城北中学校ですが、その日には生徒会活動等をやる日にする

んだということで一斉休部にしているとのことです。このことについて、各学校でも検

討してほしいということにしました。 

 それからもう一つは、今年度は年２回、６月１日と２月１日、ともに月曜日でござい

ます。この月曜日は、ＰＴＡのほうでも「親子ふれあいデー」ということで取り組んで

おりますが、たまたま、この６月１日と２月１日が月曜日ですので、年２回、この日は

佐賀市の中学校が一斉に部活動をしない日として取り組んでみようじゃないかというこ

とを検討事項として、各学校持ち帰っていただき、まだ集計しきれておりませんが、こ

の検討事項の２項目について、了解が得られるのかどうかということで、今集計をして

いるところでございます。 

 決定事項の５項目につきましては確認ということで、これから私どもも含めまして、

それから、何よりも中体連等々のところからこの徹底を図っていくということで、話し

合いがされたところでございます。 

 以上が中学校部活動についてでございます。 

 あと２点申し出がございます。 

 ４点目は、校長と公民館館長の交流会を４月２４日の日に行いました。校長と館長が

一堂に集まりまして、交流会を持ちました。ここの中身は、教育基本計画、まなざし運

動、市民性をはぐくむ教育について担当より説明をした後、中学校区ごとにグループを

つくりまして、情報交換、それぞれの学校の今年度の方針、公民館の今年度の事業計画

等の交換を行い、相互に協力し合えること、どんなことを協力して取り組もうかという

ような話し合いをしたところです。５月１日までにまだ未提出のグループにつきまして

は、提出してもらって、それを集計することにしております。教育基本計画の中で縦軸

と横軸という構想を持っておりますけれども、その横軸づくりということの一つでござ

いまして、今年度は年２回開催できないかなと。今回やりましたので、また今年度の末

ごろに、今回話し合ったことの進捗状況、成果等について情報交換をしたいなと思って

おります。帰り際、ある館長さんから、いろいろ校長先生方と話し合いをした結果、よ

いアイデアが生まれたと。いろいろ連携していきたいというような声が聞かれたところ

でございます。 

 以上が校長と公民館館長の交流会の内容でございます。 

 最後、九州・山口近代化産業遺産の世界遺産登録を目指した取り組みについてでござ
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います。 

 この間、情報等につきましては、勉強会等でもご案内のところかと思いますが、本日、

長崎で、この専門家委員会、１７名で構成されておりますが、その方々による最終的な

話し合いがされているということになっております。これに先立ちまして、昨日、市長

を含めた三役ヒアが行われました。その結果、幾つかの遺跡に遺産として登録すべきも

のがあるわけですが、佐賀市としては三重津海軍所跡の調査に集中していくということ

で、話し合いがまとまりました。ほかにもあるわけですが、なかなか地中に埋もれ過ぎ

ているために、あるいは民家が建っているために、簡単には調査しきれないでしょうと。

日程等の関係から、一番調査しやすい三重津の海軍所跡に集中して取り組んでみたいと

いうことで、市長のほうの意向もございまして、確認しました。この辺の中身を含めて、

きょう長崎での専門家委員会に市職員が参加しているところでございます。 

 私も２６日の長崎のシンポジウムに参加させてもらったんですけれども、私の印象と

して３つのことがございました。１つは、この世界遺産登録を目指した取り組みでは、

何といっても史実に基づくことが第一なんだと。推測だとか、この図に載っているから

といって、その図自体の出典が明らかになっていないような図をもとに、かつてここに

あったというようなことでやってもだめですと。しっかり事実を取り出すことなんです

というのが強調されていたなと思いました。 

 それからもう一つは、時間がかかることを覚悟しなければならないことがすごく印象

に残った言葉です。簡単に登録が済むなんていうものでもないと。手続がずっとこれか

ら続きます。そのためにも、事実としてどうなっているかをしっかりと現物で物的証拠

で示していくことが必要なのかなというふうなことを思いました。 

 それから、３点目は、地元住民の理解、協力、その盛り上がりが大切だということも

印象深く言葉として残ったところです。何人かの人、行政ですとか、あるいは担当者の

ところが燃えてもだめなんですよと。やっぱり地元の人たちの理解、協力というものが

大切だと。多分、これは登録した後については特にでしょうけれども、いろいろな意味

で協力するには地元の方の理解、協力、あるいは関係施設の理解、協力が必要なのかな

と。言われてみればそのとおりでございますけれども。そのほかにも幾つかありました

けれども、私としてはこのようなことが印象に残ったところでございます。 

 以上が世界遺産登録を目指した取り組みの現況でございます。 

 今回は以上でございます。 

 

（委員長） 

 今、５点にわたりまして、教育長のほうから報告をいただきましたけど、皆様方から

ご質問があればお願いをいたします。よろしいですか。では、次に行きます。 

 

日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

 第１号議案『佐賀市立小中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則』とい

うことで、これは資料の方、別冊になっているかと思いますけど、よろしくお願いしま

す。 

 

（こども教育部副長兼学事課長） 

 まず、第１号議案、それから第２号議案、第３号議案につきましては、法律が関連し

ておりますので、一括して説明をしたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

 

（委員長） 

 はい、どうぞ。 
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（こども教育部副長兼学事課長） 

 それでは、別冊の資料でもって説明をいたします。 

 佐賀市立小中学校の管理運営に関する規則、それから、佐賀市就学援助規則及び佐賀

市学校給食管理運営規則の一部改正でございますけれども、改正理由は、学校保健法等

の一部を改正する法律の施行に伴いまして、所要の改正を行うとともに、あわせて運用

条文等の改正を行うものでございます。 

 今回の学校保健法の改正は、事故、加害行為、災害など、事故等への学校の対応等の

規定を加えるとともに、法律名を「学校保健安全法」に改めまして、「学校保健安全法」

が「学校保健と学校安全に関する法律」であることを明確にしたものでございます。ま

た、学校保健法では、各学校において学校保健安全計画を策定、実施する旨規定してお

りますけれども、学校保健、学校安全、それぞれについて計画を策定、実施することに

しております。 

 それでは、資料に基づいて説明いたしますけれども、新旧対照表をもって説明をいた

します。 

 ４ページをお願いいたします。 

 左のほうは現行で、右のほうが改正分となっておりまして、網かけの分が改正を行っ

たものでございます。 

 まず、佐賀市立小中学校の管理運営に関する規則の改正でございますけれども、目次

の中の第８章目次の改正は、今回の改正に伴いまして、規則内容に合致する名称への変

更を行うものでございます。 

 それから、第１条の改正は、引用条文箇所を明確にしたものでございます。 

 第１条は、この規則の趣旨を策定したものでございまして、小中学校の管理運営に関

し、基本的な事項を定めることとしております。この規定の根拠法令となりますのは、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第３３条第１項の規定でございますけれど

も、第３３条には第２項といたしまして、教科書以外の教材の使用についての定めがあ

り、引用条文箇所を明確にするために改正を行うものでございます。 

 それから、第２０条の改正は、「学校保健法施行規則」が「学校保健安全法施行規則」

に改称されたこと及び第１９条が第１８条に条ずれしたこと、並びに「伝染病」が「感

染症」に改称されたことによる改正でございます。 

 それから、５ページをお願いいたします。第２１条第２項及び同条第３項の改正でご

ざいますけれども、これは法律上は学校保健計画及び学校安全計画は、学校保健安全計

画として一体的に取り扱われてまいりましたけれども、今回の改正により、学校保健計

画と学校安全計画をそれぞれ策定し、実施が義務づけられたことによるものでございま

す。 

 それから、第４８条、第５１条、第５２条及び第５３条の改正は、引用法令名称の変

更及び字句の修正です。 

 第４８条をごらんいただければおわかりのように、「佐賀県市町村立○○条例」が最近

の市町村合併により村がなくなったことから、「佐賀県立市町立○○条例」と、引用法令

名称の変更及び字句の修正によるものでございます。 

 ６ページをお願いします。 

 第８章の名称の変更は、内容に合致した名称への変更を行うものでございます。 

 それから、第７７条の改正は、今回の法改正で学校において、事故等により児童生徒

等が危害を生じた場合、職員がとるべき具体的な内容と手順を定めた対処要領を作成す

ることと定められたことによるものでございます。これによりまして、校長は対処要領

の職員への周知、訓練を行うこととされております。これまでは２０年度まででござい

ますけれども、全校におきまして危機管理マニュアルというものが作成されております。

これを佐賀県のほうにお尋ねいたしましたところ、県のほうではそのまま危機管理マニ

ュアルで結構だということになっております。 

 それから、９ページをお願いいたします。 
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 佐賀市就学援助規則の改正でございますけれども、第１条は引用条文の削除でござい

ます。第１条に規定しております目的の根拠法令は、学校教育法第１９条によるもので

ございまして、内容に合致しない引用条文を削除するものでございます。第４９条でご

ざいますけれども、これは中学校に準用する規定でございます。学校教育法第１９条に

は、学齢児童及び学齢生徒ということで、中学校まで含まれております。４９条の準用

規定はございません。したがいまして、削除を行うものでございます。 

 それから、第３条の改正でございますけれども、「学校保健法施行令」が「学校保健安

全法施行令」に改称されたことと、引用条文箇所の明確化をしたものでございます。 

 それから、１２ページになりますが、佐賀市学校給食管理運営規則の改正でございま

すけれども、これは引用条文の条ずれによるものでございます。学校給食法の一部改正

により、引用条文の条ずれが生じたことによるものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

（委員長） 

 今、第１条から第３条まで説明をしていただきました。いわゆる学校保健安全法の改

正によって、条文が主に変更されるものだということで、ご説明をいただきましたけど、

何かこれにつきまして、皆様方からご質問があればよろしくお願いいたします。 

 

（Ａ委員） 

 条文が変わるのはわかりましたが、条文が変わることによって何か内容的に変わると

いうことがあるんでしょうか。あればそこをひとつ説明を。 

 

（こども教育部副長兼学事課長） 

 ５ページをお願いします。第２１条第２項、第３項関係ですが、 

これまで、法律上は学校保健計画と学校安全計画は学校保健安全計画として、一体的に

取り扱われておりましたが、今回の改正により、学校保健計画と学校安全計画をそれぞ

れ別個に策定し、実施することが義務付けられております。例えば、学校施設であれば、

計画に基づきまして、校長は点検をするということになっております。点検して、施設

の修理ができないものについては、教育委員会に申し出るというふうになっております。

そういうことで、学校長の責任が明確にされているというのが変わっているところでご

ざいます。 

 

（委員長） 

 ほかにございませんでしょうか。特にないようでございますから、第１号議案、第２

号議案、第３号議案は承認ということでよろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、承認ということで進ませていただきます。 

 では、第４号議案『公民館運営審議会委員及び富士生涯学習センター運営審議会委員

の委嘱について』ということでよろしくお願いいたします。 

 

（社会教育課長） 

 『公民館運営審議会委員及び富士生涯学習センター運営審議会委員の委嘱について』

お願いするものですが、これは旧佐賀市１９公民館を除いた旧町村の７公民館と２生涯

学習センターで設置しております公民館運営審議会委員のうち、３公民館、１センター

の役員交代による新たな委員の委嘱をお願いするものでございます。 

 ２ページを開いてください。諸富は中溝会長が宮地さんに自治会の会長が代わられた

こと、三瀬公民館は角校長先生がここの教育委員会にいらっしゃいますので、吉川先生

になられたということ、それからもう一つ、ＰＴＡの会長さんが吉田さんから藤野さん

になられたこと、それから、山本高校生父兄会会長が豆田さんに代わられたこと、東与
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賀公民館は山田さんが、同じ山田さんですが、名前が変わっています。自治会の会長が

代わられたこと、富士生涯学習センターは江口美好校長先生が神野小学校に転任されま

したので、川原田先生に代わっております。役職の交代に伴うものです。 

 具体的な全体委員の名簿は４ページから７ページに載せておりますので、ご覧くださ

いませ。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 今、第４号議案について説明をいただきました。主に人事の異動ということで変更に

なっておるようでございますけど、何かご質問はありませんでしょうか。 

 任期がそれぞれちょっと微妙に違うんですね。７月だとか、９月だとか。それは始ま

ったときがそれぞれ違うということですか。 

 

（社会教育課長） 

 そうです。 

 

（委員長） 

 ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 特にないようですから、第４号議案は承認ということで進ませていただきます。 

 では、議案は全部すべて終わりましたから、報告事項に移ります。１番の「特色ある

学校運営推進事業について」ということでよろしくお願いします。 

 

（教育総務課長） 

 それでは、特色ある学校運営推進事業の２０年度の実績と２１年度の事業計画を簡潔

にご紹介したいと思います。ページは、資料の８ページでございます。 

 まず、２０年度の事業報告ですが、１つ目は城南校区のコミュニティ・スクール設置

推進事業です。 

 城南校区には、赤松小学校、北川副小学校、城南中学校の３つの小・中学校がありま

すが、これら３つの学校をコミュニティ・スクールとして、校区全体での学校と地域の

連携を進めていこうという試みであります。赤松小学校のみ先行して、平成１９年度か

ら正式にコミュニティ・スクールに指定して取り組んできているわけですが、残りの２

校も平成２１年度の正式指定に向けた準備を２０年度中に行ってまいりました。それぞ

れの学校で地域との連携を深めるために必要な組織の構築ですとか、目指すべき方向性

の論議がこの間なされてまいりました。 

 ３校の学校と地域が連携するということで、手始めに１２月６日にクリーン大作戦と

いう一斉清掃の取り組みも行われてきたところです。この結果、学校のほうでは学校に

対する不満や苦情が以前に比べて随分減ってきたというような成果が出ているところも

ございます。 

 続きまして、９ページの山村の活性化を目指した「北山の教育」づくり事業ですが、

小中一貫北山校の取り組みです。 

 この事業は、平成１８年度から２０年度までの事業で、最終の年度での取り組みであ

りました。ご存じのとおり、北山校につきましては校舎も小中一体となりまして、２０

年度からは正式に小中９年間の一貫したカリキュラムによる取り組みが行われておりま

す。児童・生徒のみならず、教職員の意識の向上も高まり、今後さらに連帯感が高まる

ことを期待しているところです。 

 北山校では、特に周辺の環境に合わせて、特色ある山村ならではの学習プログラムと

しての農業・林業体験などにも積極的に取り組まれたところです。 

 下の段になりますけれども、幼小一貫教育の研究ということで、本庄幼稚園、小学校
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の一貫教育のあり方について研究をしてまいりました。 

 幼稚園、小学校の園児・児童が相互交流による親近感を感じるなどの成果が見られて

おります。 

 続きまして、２１年度の事業計画です。 

 １０ページのほうをお願いいたします。 

 まず、城南校区のコミュニティ・スクールにつきましては、２０年度の実績報告でも

申し上げましたけれども、赤松小学校では４月１日に再指定を行っております。それか

ら、続きまして北川副小と城南中につきましては、４月２４日にコミュニティ・スクー

ルの指定を新たにしたところでございます。これで、城南校区の３校がすべてコミュニ

ティ・スクールとして正式に活動をこれから開始していくということになりました。 

 今後は、各学校単位での活動はもちろんですけれども、３校区全体としてどのような

方向性で取り組んでいくのかというようなことを、より高いレベルでの学校と地域の連

携を進めていきたいと思っております。 

 次に、本庄幼稚園、小学校の一貫教育の研究でございますが、９年間を目指す子供像

の構築や、相互交流による効果などのあり方の研究を引き続き行っていきたいというふ

うに考えております。 

 ３つ目は、今年度、平成２１年度から２２年度の２カ年で行う新規の事業であります。 

 校舎隣接型小中一貫校の研究ということで、思斉小学校と中学校において一貫教育の

研究を行っていきたいというふうに考えております。 

 今年度はまず、その組織の構築を検討いたしまして、運営システム、特に地域の特色

を生かしたカリキュラムなどの検討を行っていきたいというふうに考えております。 

 簡単でございますけれども、２０年度の実績と２１年度の事業計画の説明は以上でご

ざいます。 

 

（委員長） 

 今、報告事項の１番目として「特色ある学校運営推進事業について」ということで説

明いただきました。ご質問あれば、どうぞお願いいたします。 

 

（Ｄ委員） 

 校舎隣接型の思斉小・中学校の件ですけど、これは今、お話のほうは学校三役とか、

そのあたりまでのお話を随時されているわけでしょうか。 

 

（教育総務課長） 

 現時点では、まだ保護者あたりに話がおりている段階でなくて、学校の校長先生あた

りとのお話を始めているところです。 

 

（Ｄ委員） 

 現在のＰＴＡの会長さんのほうから、ちょっと話していただいたときに、一度そうい

う話が学校側からあったけど、その後全く何も流れてこないと。協力はもちろんするけ

ど、ぽんと言われたときに動けるかどうかが不安なので、ある程度、話の内容を流しと

ってもらいたいということを言われましたので、その辺、学校側のほうにもフォローし

とっていただけませんでしょうか。 

 

（教育総務課長） 

 はい、わかりました。 

 

（委員長） 

 はい、どうぞ。 
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（学校教育課長） 

 今の思斉小・中学校の件です。ＰＴＡの会員の皆様方には、今度ＰＴＡ総会で思斉小・

中学校それぞれに教育委員会のほうから出向きましてご説明をさせていただくようにし

ております。 

 

（委員長） 

 ほかにございませんか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、２番目の報告に移りたいと思います。「子どもへのまなざし運動について」とい

うことで、よろしくお願いいたします。 

 

（教育総務課長） 

 資料のほう、１１ページをお願いいたします。 

 平成２１年度の子どもへのまなざし運動の計画について、ご報告したいと思います。 

 まず、事業計画ですが、本年度重点を置きます内容といたしましては、広報活動のさ

らなる充実ということと、情報の収集と発信の強化ということで考えております。 

 広報の強化といたしましては、番号を振っております１番、２番を考えておりまして、

啓発グッズを活用し、市民の認知度をさらに高めていきたいというふうに考えておりま

す。具体的には、ワッペンを市役所全部署及び学校のすべての職員へ配布を既にいたし

ました。それから、あわせて参加企業、現在２８５社の参加企業として登録をいただい

ておりますが、そちらのほうへ啓発グッズ、ピンバッジですとか、ワッペン、ステッカ

ー、車用のマグネットシートなどの活用を依頼しております。 

 それから２つ目が、市営バスの車体広告ということで、これは昨年に引き続き、市営

バスの２台にまなざし運動の車体広告の掲載を続けていたきいと思っています。 

 それから、情報の収集と発信ということで、これは新たな事業の取り組みになります

けれども、まなざしリポーターというものを設置したいということで考えております。

一般公募を行いまして、リポーター１０名程度集まっていただきたいというふうに考え

ておりまして、この１０名がまなざし運動に関する、子どもに関する情報等を取材して

いただきまして、情報を集めていただいて、市報等にその記事を記載して広報していき

たいと考えております。年５回程度、情報を発信していく予定であります。 

 それからもう１つ、まなざしフォトコンテストというものの実施を考えております。

５月の中旬から８月１０日まで、まなざし運動が実践されている場面をとった写真を広

く募集したいというふうに考えております。８月１０日まで募集を行いまして、その後、

写真に関する専門家を入れた審査会などを行いまして、９月もしくは１０月ぐらいに予

定しておりますまなざし運動の推進大会でその表彰式を行いたいというふうに考えてお

ります。 

 それから、広報といいますか、連携の強化の部分もあるんですが、まなざし運動の参

加企業の募集ということで記載をしております。現在、２８５社、これが４月２１日現

在になっておりますけれども、今年度の目標としては５００社を目指して努力したいと

いうふうに考えております。方法といたしましては、商業振興課の商工メールマガジン

というのがございますので、そういったもので市内各企業に募集記事等を掲載していき

たいというふうに思っております。また、今年度もまなざしミーティングメンバーによ

る企業への個別訪問を実施いたしまして、参加企業を募っていきたいというふうに思っ

ております。 

 あと１点、６番目ですが、これは事後報告になりますが、図書カードを学校へという

ことで寄贈をしていただいております。これは、まなざし運動の参加企業であります協

同組合のアルタ・ホープグループから、運動につながる取り組みの一環として、学校へ

図書カードを寄贈していただいております。これは、アルタ・ホープで購入いただいた

レシートを、下の写真、右側のレシート回収ボックスというのがございまして、ここに
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学校名が書いております。ここに図書カードを寄贈したいという方は、希望する学校の

ところにレシートを入れていただくと、そのレシートの売り上げ金額の０．１％が図書

カードとしてその学校に寄贈されるという、アルタ・ホープグループでありがたい取り

組みをしていただいております。今回、４月１５日に、学校へ図書カードを送ろうとい

うことで贈呈式を行いまして、今回の贈呈校は市内の２５校、金額にいたしまして総額

６３万６，５００円分の図書カードをいただいております。 

 報告をいたします。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 子どもへのまなざし運動、今年度の取り組みについてということです。何かご質疑あ

りませんでしょうか。 

 

（Ａ委員） 

 ちょっといいですか。 

 その６番の図書カードですが、初めてのことですか。これまでもずっとあっていたん

ですか。今回初めてですか。 

 

（教育総務課長） 

 アルタ・ホープグループでは、昨年度から取り組みを始められまして、今回、２０年

度にまとまった分が、この金額ということです。寄贈いただいたのは今回初めてです。 

 

（Ａ委員） 

 これからも継続してされると。 

 

（教育総務課長） 

 これからも、はい。 

 

（Ｃ委員） 

 ５番のまなざしミーティングメンバーによる企業への個別訪問というのは、具体的に

どういうことをされるんですか。 

 

（教育総務課長） 

 まなざしミーティングメンバーというのが、佐賀市教育委員会の関係各課の担当者で

構成したメンバーです。そのメンバーが個別に企業さんへ、まなざし運動へのご理解と

ご協力をということで個別訪問をいたします。その際に、ポスターだとか、先ほどの啓

発グッズなどを配布して、社内でのそういったまなざし運動の機運を盛り上げていただ

くと。そして、地域ですとか、学校とか、できるだけ企業さんもそういった行事にも参

加してくださいといったようなお願いを個別に訪問してお願いをしていくということで

す。 

 

（Ｃ委員） 

 わかりました。 

 

（委員長） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、次に行きます。 

 ３番目、「学校フリー参観デーの実施について」ということでお願いいたします。 
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（学校教育課長） 

 １２ページでございます。 

 ６月、学校フリー参観デーを毎年実施させていただいておりますが、本年度は６月の

第２日曜日ということで位置づけております。春に運動会、体育大会を実施する学校が

増えてまいりましたこと、あるいは高校総体との絡み、そういったことで６月の第１日

曜日までは各学校現場での行事かれこれが入っておりますので、第２日曜日ということ

で、今年度は６月１４日実施ということで行います。 

 なお、教育委員会の動きといたしましては、３番目に上げておりますように対策本部

を設置いたしまして、この対策というのは、１つは学校をオープンにしてしまいますの

で、学校の危機管理、安全対策等についても万全を期するためのということで教育委員

会に対策本部、そして各学校には校長先生を中心にした、臨時的ではございますけれど

も、保安体制を敷いていただくこと。地域の少年育成委員さんや、ボランティア、ＰＴ

Ａ会員さんによる保安体制をとっていただくということで、対策組織をつくっておりま

す。 

 対策本部は、当日は教育委員さん方も含めて、各学校を市民と同じような形でフリー

参観をしていただければ大変ありがたいと思っております。私ども学校教育課職員を中

心としまして、各学校の開放状況、あるいは保安状況、あるいはバッジ、名札等につい

ても各学校で配布して、参観者につけていただくようにお願いをしておりますけど、そ

ういったところの状況とか、あるいは保安体制を敷いていただいた方々にもお礼を言っ

てまいりたいと思っております。 

 ６月の学校フリー参観については以上です。 

 

（委員長） 

 これについてご質問ありませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 もう毎年定着をしておりますから、ぜひ教育委員さんも近くの学校、その他、ほかの

ところの地区でも行っていただければありがたいと思います。 

 では、次に行きます。 

 「平成２１年度佐賀市立小・中学校の行事予定について」ということで、４番目お願

いします。 

 

（学校教育課長） 

 １３、１４ページに、各小・中学校の主な行事予定を載せております。 

 １３ページ、小学校、１４ページ、中学校ということで、字が大変小さく見づらい点、

おわび申し上げますけれども、主に研究公開、あるいは体育大会の期日等、その日にお

きましては教育委員さん方にも、またご参観いただけたら、ご支援いただけたらと思っ

ております。 

 先ほど体育大会が春に少しずつ移行している部分があるというふうに申し上げました

が、体育大会も５月２４日を皮切りに、翌週の３１日、さらに６月第１週の７日という、

春の運動会、この３週にわたり開催をされる予定になっております。小学校、中学校の

５４校中１８校が今年度は春に実施をいたします。 

 それから、１５ページには、これは学校行事そのものではございませんけれども、佐

賀市の学校、あるいは佐賀市の教科等研究会等がかかわっていく主な大会等を上げてお

ります。 

 なお、申しわけありません。佐賀市の中体連夏季総合大会、そして、県中体連の夏季

総合大会が漏れております。佐賀市中体連、夏の大会は７月１８、１９日──土、日で

ございます。県の中体連は７月２９、３０日でございます。なお、県の中体連につきま

しては、７月２９、３０日というのはもう固定化されております。土曜、日曜関係なく、

ですから、今年度は水曜と木曜ということで実施をいたします。 
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 以上でございます。 

 

（委員長） 

 今の件で何かご質問ありませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

（Ｂ委員） 

 非常に一覧表になっていてわかりやすいですけれども、１３ページの自然教室という

のは、いわゆる宿泊訓練みたいなものを言うんですかね。小学校５年生で、どこでも自

然教室というのをやっておりますけれども。 

 

（学校教育課長） 

 北山少年自然の家での宿泊研修をさせております。自然というのは、恐らく北山少年

自然の家の中で、インストラクターなどにも講師をしていただきながら、山登り、ある

いは自然の中での飯ごう炊さんとか、そういったものを含めてさせております。 

 

（Ｂ委員） 

 もう１つですけれども、春の遠足が同じところに、同じ日に、同じ場所に行くという

ようなところがありますよね。例えば、日新小学校とかが、４月２８日の神野公園と同

じところがありましたよね。そういうところが、何か、そこで小学校同士の交流会なん

かは、とても難しいことなんでしょうかね。そういうのがあったらいいなと思って私見

ておりましたけれども。例えば、蓮池公園とか、希望としてね。 

 

（学校教育課長） 

 現段階では、遠足のときにあえて小学校の壁を取っ払っての交流云々というのは、申

しわけありません、私が把握しておりませんけれども、特別支援教育とか、あるいは中

学校の生徒会関係とか、そこら辺は結構壁を取っ払っての交流というのはあるんですが、

済みません、私自身が把握しておりません。 

 

（Ｂ委員） 

 難しいものかなと思いながら発言しました。 

 

（Ｄ委員） 

 ちょっといいですか。 

 

（Ｄ委員） 

 先ほどの子どもたちの交流もですけど、近くの学校でも、子どもは別にして、先生同

士の交流も実際、今はもう少なくなってきていると思うんですよね。こういうタイミン

グに、打ち合わせを兼ねて先生たちが会議を持つとかいう方向で持っていけば、同じ校

区の中の近くの学校とかが、もっと近くなってくると思いますので、その辺も先生のコ

ミュニケーションを図るという意味で仕掛けをかけていっていただければいいかなと思

いますけど。 

 

（学校教育課長） 

 小学校と中学校同士、割と連携会議、あるいは風通しをよくするための打ち合わせ、

そういったことはかなり頻繁に行えるようになってはきております。 

 

（委員長） 

 ３校連絡会とか、４校連絡会とか、同じ校区の中学校単位でやっていましたよね。 
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（学校教育課長） 

 はい。ですから、こういう活動を通しての、そういう交流云々というのが、まだまだ

今後勉強しなくちゃいけないと思いますけど。はい、ありがとうございます。 

 

（委員長） 

 よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 じゃ、次に行きます。 

 ５番目、「佐賀市ＤＶ被害者世帯への生活支援給付金給付事業について」ということで

お願いいたします。 

 

（こども教育部副理事兼こども課長） 

 資料の１６ページをお願いします。 

 国のほうでは、国民への生活支援、それからまた経済対策ということで、今現在、定

額給付金、それから子育て応援特別手当の給付の手続中でございます。しかしながら、

これにつきましては、２月１日現在に住民基本台帳に登録をされた者というふうになっ

ております。 

 ＤＶ被害者の方につきましては、そういう条件から外れることになります。そういう

ことで、今回、生活に困っておられるＤＶ被害者等もございますので、その方々への救

済策ということで生活支援給付金の事業に取りかかるところでございます。 

 まず、目的でございますけれども、配偶者などからの暴力被害から逃れるために、佐

賀市の住民基本台帳に登録できないため、定額給付金及び子育て応援特別手当を受ける

ことができない者に対して、給付額相当の生活支援金の給付を行うものであります。 

 次に、対象者でございますが、ＤＶ被害者の支援に当たる公的機関等、これはアバン

セ、婦人相談所、佐賀市、それから警察、それに加えまして、公に認められた資格を有

する者、具体的に言えば弁護士さん等からの証明により、容易にＤＶ被害者であること

が認定できる者。それから２番目といたしまして、基準日は２月１日における佐賀市内

の居住を証明できる方。 

 それから、給付金額及び対象者でございます。これは、まず１番目に、対象になりま

すのは、今申し上げましたＤＶ被害者とその家族でございます。この給付金は、１万 

２，０００円。それから次に、昭和１９年２月２日以前に出生をした者、これは基準日

現在で６５歳以上の方、及び平成２年２月２日以降に出生した者、これは１８歳未満の

方、これは１２，０００円に８，０００円を加算するものです。 

 それからもう１つの、子育て応援特別手当に該当する部分でございますけれども、こ

れは、そこに該当する生年月日を書いております方ですけど、若干わかりにくいですの

で、具体的に申し上げますと、昨年度に１８歳から３歳の子供が２人以上おり、かつ第

２子が昨年度で年長、年中、年少児──５歳、４歳、３歳児が対象となります。その対

象者に対しては、給付金を３万６，０００円さらに加算をいたします。 

 予算につきましては、予備費で対応をいたします。 

 これからのスケジュールでございますけれども、５月１日に申請受付を開始したいと

思っております。これは今現在、アバンセ、婦人相談所には対象者の把握と取りまとめ

を依頼しております。そういうことで、１日にまず申請受付の開始をいたします。それ

から、同日にホームページでも掲載。それからまた、６月１日の市報にも掲載をしたい

と思っております。それから、５月６日にＮＢＣラジオで「市長さん教えて」というコ

ーナーがございますが、その中でも市長がこのことについて説明をいたします。そして、

５月２９日、金曜日ですけれども、公的機関で把握できた分について申請の受付、第１

次の申し込みの締め切りをいたしまして、６月中旬には第１次申請分の給付金の振り込

みをする予定をしております。その後、個人の申請等がありました場合には、９月２４

日、これは定額給付金と同じ日までですけれども、その日までは対応をしたいというふ
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うに考えております。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 せんだって勉強会のときに、これは説明いただきましたけど、何かご質問ありません

でしょうか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、次に進ませていただきます。 

 ６番目の「第１２回九州都市中学生交流大会（佐賀大会）の開催について」というこ

とでお願いいたします。どうぞ。 

 

（青少年課長） 

 では、資料の１７ページをお願いいたします。 

 中学生交流大会についてご説明申し上げます。 

 この大会の趣旨が書いてありますように、九州６都市の中学２年生が一堂に会し、野

外での体験活動を中心とした交流活動を通して豊かな人間関係づくりや、次代を担う青

少年としての資質を育成するとともに、九州各都市の総合交流・交歓の充実を図るもの

であります。 

 今回の大会のテーマは、「未来へつながる九州６都市の絆」、この「６都市の絆」を「ヘ

キサゴン」と読ませて、「未来へつながる九州６都市の絆(ヘキサゴン)」。このヘキサゴ

ンというのは６角形という意味がございます。そういうふうな大会テーマを掲げており

ます。 

 大会は、熊本、宮崎、鹿児島、大分、北九州、佐賀の６都市を持ち回りが開催されて

おり、ことしは佐賀が当番でありまして、８月５日から７日までの２泊３日、佐賀県北

山少年自然の家で開催する佐賀大会であります。参加は九州各都市から中学生約２００

名、引率者約５０名の参加を予定しております。 

 活動内容は資料に記載しておりますとおりでありまして、メーンは２日目の都市紹介

交流会であります。 

 教育委員の皆様方には、資料末尾の連絡事項に書いておりますように、７月４日の佐

賀市交流団の結団式においでいただきたく、出席依頼文書を６月上旬には送付したいと

考えておりますので、その節にはぜひおいでいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 今の交流大会につきまして、何かご質問ありませんでしょうか。 

 佐賀大会ですけど、佐賀市からは何名ぐらいの予定でございますか。 

 

（青少年課長） 

 人数的には、ことしは３６名を予定しております。中学生がですね。 

 

（委員長） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、最後の項目になりましたけど、新型豚インフルエンザのことにつきまして

ご説明をお願いいたします。 

 

（教育総務課長） 

 お手元の新型インフルエンザ（豚インフルエンザ）対策について、今お配りしており

ますが、この資料をもとに、これまでの経過並びに今後の対応について御説明をしたい
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と思います。 

 標題といたしましては、「新型インフルエンザ（豚インフルエンザ）対策について」と

書いております。あえて豚インフルエンザと書いておりますのは、これまでいろいろ議

論されておりました鳥インフルエンザとは違うということをまずご認識いただきたいと

思います。 

 これまでメキシコを初めといたしまして、アメリカ、カナダ、ニュージーランド等で、

ヨーロッパでもスペインで発生が確認されております。こういった状況の中で、国のほ

うでは４月２５日に首相官邸の危機管理センター内に情報連絡室が設置をされておりま

す。こういった国の動きを受けて、県、市でも情報連絡室を設置しております。佐賀市

におきましては、昨日２７日に新型インフルエンザ対策推進会議、全庁的な会議を行っ

ております。 

 そういった中で、日付的には昨日、本日未明ですけれども、ＷＨＯのほうで新型イン

フルエンザの警戒レベルを３から４に引き上げることを決めたという発表がなされてお

ります。それを受けまして、４月２８日、けさ５時５０分、感染症法で規定する新型イ

ンフルエンザが発生したということを厚生労働大臣が宣言を行いました。これを受けま

して、けさ、県、県の教育庁、市、市の教育委員会もインフルエンザ対策本部を設置し

ております。市民の周知につきましては、ここに書いてありますように、厚生労働省で

すとか佐賀県、佐賀市のホームページ等による周知を行うようにしております。県のほ

うでは特別に発熱コールセンターというのを設置しておりまして、こちらのほうで発熱

があって、どういった病気なのかわからないというようないろんな不安がある方がいら

っしゃると思いますので、こちらのほうにご相談くださいということでの広報をされて

おります。 

 それから、市、市の教育委員会で市民の皆様に広報していくという内容でございます

が、まずもって冷静に対応していただきたいということ、それから、相談窓口として先

ほど言いました県のほうの発熱コールセンターが２４時間受け付けを行っておりますの

で、相談についてはそちらのほうにお願いをしたい。それから、感染予防のためにうが

い、手洗い、マスクの着用が効果的でありますよということです。それから、万が一感

染しても、今回の豚インフルエンザについてはタミフルなどの抗インフルエンザ剤が有

効であるということでありますので、そういったことの認識をしてくださいということ

です。それから、長期保存できる食料ですとか生活必需品などを備蓄しておくと安心で

すよということ。それから、豚肉は食べても大丈夫ですということ。豚インフルエンザ

の発生国や周辺国にはできるだけ行かないようにということをお伝えしていくというこ

とで、広報の内容としては考えております。 

 それで、発生段階の内容を簡単にご説明いたしますと、下の表になりますけれども、

これまではフェーズ３、発生疑い期、現実にはメキシコあたり、アメリカあたりでは発

生をしておったんですが、ＷＨＯの認定といたしましてはフェーズ３の段階だったと。

きょう状況が変わりましたのが、第１段階の海外発生期ということでランクを上げたの

がフェーズ４、細かく言いますと、フェーズ４にはＡとＢがありまして、これは４のＡ

になります。この時点で県ですとか市、市の教育委員会では対策本部を設置するという

ことになっておりましたので、きょう設置をしたところです。これが次の段階に進みま

すと、Ｂの段階になりますけれども、Ｂも２つに分かれておりまして、国内発生早期と

いうこと、これは例えば、我々は佐賀県なんですが、東京ですとか関東周辺、それから

北海道とか、かなり遠方で発生した場合が上のほうの国内発生早期ということでありま

す。最も動きが活発に出てくるのが県内発生早期、県内と申しましても隣県、福岡、長

崎も含むということで考えていただきたいんですが、この場合には学校等の臨時休業で

すとか、公民館ですとか社会体育施設、人が集まるところの閉鎖というのも検討してい

ただく必要、現実にしなければいけないという事態になる可能性があるというレベルで

す。 

 こういった状況の中で佐賀市の教育委員会の危機管理体制、裏のほうをごらんくださ
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い。佐賀市の教育委員会におきましても、教育長を本部長とする対策本部を設置してお

ります。構成メンバーはここに掲げておる１９名ですが、本部長は教育長、副本部長に

こども教育部長ということで、こども教育部長のところにあらゆる情報等は集約しよう

ということで、市教委の危機管理監ということにしております。同様に、副本部長とし

て社会教育部長を充てております。それから、あとの本部員につきましては、こども教

育部、社会教育部の各課長、それから、各支所の教育課長を充てているところでござい

ます。こういったメンバーで対策本部を構成していきたいというふうに思います。 

 それから、現実的にどういった動きをするかということで、次のページです。３ペー

ジ目をごらんください。 

 各業務に関連する部署をグループ分けをしております。例えば、いろんな情報の伝達

ですとか情報の集約という形で総括班ということで教育総務課が当たっております。そ

れから３番目になりますけれども、学校の教育関係の指導をしております学校教育課と、

それから、保健体育関係を持っております学事課をこういった学校運営・学校保健対策

班ということで集約したグループをつくっております。こういった機動的に動けるよう

に、同じような趣旨を持った課を集約して一つのグループとして動かしていこうという

ことで考えております。 

 それの動きの組織図が、情報の伝達が最後のページになりますけれども、上のほうか

らいきますと、佐賀県のほうで対策本部が設置、同時に佐賀市のほうでインフルエンザ

対策本部が設置されて、同じように教育委員会でも対策本部が設置されたということで、

この情報については教育委員さんにお知らせをしていくということと、この対策本部か

ら総括班、先ほど言いました教育総務課、それから各班、構成する各課に情報が伝達さ

れるようになっております。学校運営・学校保健対策班からは市立小・中学校へ臨時休

業等の準備等を指示したりですとか、国内発生状況の情報を提供したりだとかいったこ

とをやっていきたいと思っております。 

 同じく子育て施設対策班、ここは幼稚園、保育所を持っておりますこども課のほうが

対応を行いまして、今申し上げましたような指示ですとか情報提供を公私立幼稚園、保

育所、児童館等に送っていきたいと思います。 

 それから、社会教育・体育施設対策班は、同じように情報の提供と来館者への周知等

の指示を各公民館ですとか文化会館等の社会教育・体育施設等に情報を流してしていく。

逆に、その結果とか現場での状況等をフィードバックしていただくということで考えて

おります。 

 最終的に、下のほうまでおりました情報をフィードバックしていただいた内容につい

ては、総括班のほうにまた戻していただくというような情報伝達の流れになっておりま

す。 

 簡単ですけれども、以上が新型インフルエンザへの対応をこれからこういった形でや

っていこうということで準備をしているところでございます。 

 

（委員長） 

 今のご説明の中で、皆さんからご質問あればお願いいたします。はい、どうぞ。 

 

（Ｄ委員） 

 １枚目の３の発生段階の解説の中の第２段階、県内発生早期及び隣県発生の場合、臨

時休業検討となっていますが、実際検討する時間があるかどうか、もうその辺での線引

きをはっきりしとったほうがいいんじゃないでしょうかね。 

 

 

（教育総務課長） 

 実は、先ほど一番冒頭に豚インフルエンザと鳥インフルエンザが違いますよというこ

とを認識していただきたいと申し上げたのは、この辺にかかってくるんですが、今のイ
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ンフルエンザの行動計画というのは鳥インフルエンザ、これは強毒性のインフルエンザ

ウイルスです。現在のところ、豚インフルエンザが弱毒性ではないかというふうに言わ

れておりまして、本当に臨時休業が現実的になされるかなされないか、まだわからない

というか、ちょっとまだ悩ましいところでありますので、先ほど言いましたように、今

の段階では余り危機をあおらないようにということもありましたので、「検討」という表

現にさせていただいております。 

 

（委員長） 

 呼び方がですよ、基本的に今私が解釈しているのは、新型インフルエンザというのは

普通のインフルエンザの、豚であれ鳥であれ変わったのを新型インフルエンザというふ

うに呼ぶと聞いているんですね。ということは、ここでいけば、さっきちょっと説明の

中では、豚インフルエンザを新型インフルエンザと呼ぶというふうな意味合いの説明だ

ったけど、どちらが本当ですか。 

 

（教育総務課長） 

 基本的には、新型インフルエンザで今回問題になっているのが、その中でも豚インフ

ルエンザということで、これまでいろいろ行動計画を事前に準備してきたものが鳥イン

フルエンザに対する行動計画の策定をしてきましたけれども、今回若干、意味合いとい

いますか、そういったウイルスの強毒性だとか毒性の強さ弱さというのが若干違うよう

だというような状況もあります。ですから、あえてここの中には新型インフルエンザの

中でも今回は豚インフルエンザのことですよということで入れさせていただいておりま

す。 

 

（委員長） 

 ということは、今の説明は全部豚インフルエンザのことについての説明であるんです

ね。 

 

（教育総務課長） 

 大まかには、鳥インフルエンザの行動計画に順じた形でつくっておりますけれども、

どうしても段階、危機の対応レベルが鳥インフルエンザよりも若干ランクを下げた形で

の対応になる可能性もあるというふうな想定をちょっと今、市の本部のほうが健康づく

り課にありますが、そちらと話をしている段階ではそういった感じです。 

 

（委員長） 

 私が聞いたところでは、福岡県に第１号がもう出たとたんに全学校閉鎖するというよ

うに決まっているということを聞いたんですけど、それは鳥インフルエンザのことで今

まで決められているんですね。 

 

（教育総務課長） 

 行動計画では決められています。 

 

（委員長） 

 だから、豚はまたちょっと違うかもわからないと。 

 

（教育総務課長） 

 だから、そこのはっきりしたところがどう出るかですね、まだわからないものですか

ら。そこでちょっと申しわけないですけど、ぼやかした形の検討という表現にさせてい

ただいています。 
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（こども教育部長） 

 現実的にいけば、今委員長がおっしゃったように、例えば、福岡にしても長崎にして

も近県で患者が発生をしたと。その場合には、県知事が学校の休校等について判断をさ

れますので。（「ああ、そちらのほうですね」と呼ぶ者あり）ええ、そちらのほうが先、

もちろん私どもも判断をしますが、もう県知事の判断とほぼ同時にそういうふうになっ

ていくだろうということで、ここで一々集まっていただいて学校をどうしましょうかと

いうような検討の意味合いじゃなくて、先ほどから教育総務課長が言っておりますよう

に、鳥の場合には非常に強毒性であると。今回の豚の場合には、その毒性からいくと鳥

ほどの毒性はないということで、今既存で持っておりますタミフル等が効くのではない

かというふうにも言われておりますので、余りにも不安をあおるような表現は避けよう

というようなことで、ちょっと言葉のニュアンスが変なんですが、そのことを意識しな

がらご説明をしているところです。 

 

（Ｄ委員） 

 報道にとらわれない、どういった症状が出るということをやっぱり明確に学校関係に

は伝えておったほうが、報道からの触れ込みしかないということではですね。 

 

（教育総務課長） 

 学校に対する対応ですが、タイミングがよかったんですけれども、佐賀市の校長会総

会というのが、今朝、行われまして、教育長のほうからこれまでの流れですとか簡単な

今後の見込みのお話をしていただいております。１日に教頭先生方の会議が佐賀市内全

部ありますので、そこでもうちょっと詳しいお話をしたいというふうに思っています。 

 

（こども教育部長） 

 通常の手洗いとうがいということで、今私どもが言っている状況は今までずっとはや

っておりましたインフルエンザの対応と同じような対応ですね。だから、外出から帰れ

ば手洗いとかうがいをきちんと励行するということ、それから、人込みのところではマ

スクをかけるという、特段、今回の豚インフルエンザはこのような症状が出ますという

ようなことはちょっと今のところ私どもないわけですね。そういう情報は得ていないん

ですよ。 

 

（教育長） 

 メキシコでの死因を、あれだけの数の人が亡くなったので、これに感染した方が一定

の率を占めていますよね。その辺の分析が出ないと、まだはっきり言い切れない点もあ

るのかなという気がしますね。 

 

（Ａ委員） 

 よその国では、まだ死亡者は出ていないでしょう。 

 

（こども教育部長） 

 ええ、そうなんですよ。 

 

（Ａ委員） 

 今はメキシコだけでしょう。 

 

（委員長） 

 もう１つは、佐賀市にも当然対策本部が設置されていますね。それは市長がトップで、

佐賀市の各部にもそれぞれの対策本部が。 
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（教育総務課長） 

 いいえ。 

 

（委員長） 

 市長部局は１つですか。 

 

（教育総務課長） 

 そうです。 

教育長もその中には入っております。 

 

（こども教育部長） 

 教育長が副本部長です。 

 

（委員長） 

 じゃ、教育委員会は、一つ別枠で、教育委員会として一つ設置していると。 

 

（こども教育部長） 

 教育委員会は教育委員会としての対策本部をつくっています。 

 

（教育長） 

 教育委員会は、この図のように、多くの組織を持っていますからね。だから、ちょっ

と連絡網とかきちっとしておかないといけない。 

 

（Ｂ委員） 

 今の時期、子どもが海外に家族で旅行しているというケースはないんでしょうか。

（「メキシコ」と呼ぶ者あり）メキシコとは限らない、海外。（「アメリカとかですね」

と呼ぶ者あり）そういうケースはないのかなと。 

 

（委員長） 

 そういう海外へ行っている可能性はありますよね。 

 

（Ｃ委員） 

 空港に行ったら出るときに検疫でかなり厳しく検査されるから。 

 

（教育総務課長） 

 空港が４空港に、こういった海外地域からの分は絞るということで、検疫がかなり強

化されています。 

 

（Ａ委員） 

 飛行機の中でも検査すると言っていましたね、海外からの場合は。 

 

（委員長） 

 海外の修学旅行の予定はないんですか。 

 

（Ｂ委員） 

 行っているのかなあと思いましたので、一瞬。どこかの国に。 

 

（Ｄ委員） 

 私立関係はわからんですね。 
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（委員長） 

 それはわからない。 

 

（Ｄ委員） 

 私立の中学校は。 

 

（委員長） 

 高校はあるでしょう。 

 

（Ｄ委員） 

 高校はあります。 

 

（教育総務課長） 

 ちょうどゴールデンウイークの時期に差しかかりますので、そういったケースは想定

はせざるを得ないかなと思います。 

 

（委員長） 

 学校で把握すると、個人のレベルじゃなくてね、今度はですね。 

 

（Ａ委員） 

 だから、ＮＨＫの正午のニュースでは、アメリカ、カナダ、メキシコから日本に帰っ

てくる旅行者には、もう飛行機の中で全部対策をとると。（「ああ、そう言っていました

ですね」と呼ぶ者あり） 

 

（Ｄ委員） 

 韓国は疑いがあるというのは。 

 

（Ａ委員） 

 だから、そうすると、４つの空港にはそういうことで対策をとると。九州だと福岡で

しょう。 

 

（Ｃ委員） 

 福岡あたりも出そうですけどね。 

 

（教育長） 

 取材の件をちょっと紹介してくれますか。 

 

（教育総務課長） 

 ＮＨＫから取材が先ほど教育委員会が始まる直前にあったんですけれども、内容とい

たしましては、佐賀市教育委員会として特段学校ですとか保護者のほうに、このことに

関してペーパーでお知らせしたりということがありますかということでしたが、特段現

状といたしましては、先ほど言いましたように、余りに不安をあおるということはやり

たくないので、一応学校長のほうに教育長のほうからこういった事態になっております

ので、今後事態が進めば休業等のこともあり得るので、そういった準備、心構え、それ

から、いろんな対策に対して、臨機応変に対応できるような心の準備を常時しておくよ

うにというようなことを話をしてもらっておりますということで、取材には答えており

ます。ですから、特段今どうこう動くというようなことはございませんということで回

答いたしました。 
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（委員長） 

 ほかに何かこの点につきまして、よろしいですか。 

 ほかに報告の漏れがありましたら、各課で追加をお願いします。 

 なければ、これをもちまして４月の定例会を終わらせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


