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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 こんにちは。やっと春らしい気候になりまして、しのぎやすくなりましたけれども、

ただいまから、佐賀市教育委員会の４月定例会を開きたいと思いますが、平成２２年度

になりまして初めての教育委員会ですので、はじめに自己紹介をしたいと思います。 

 人事異動があってかわられたこともあると思いますので、まず私から。 

 教育委員長をしております古賀靖之です。どうぞよろしくお願いします。 

 

（山下委員） 

 職務代理の山下と申します。よろしくお願いします。 

 

（山本委員） 

 教育委員の山本でございます。よろしくお願いします。 

 

（福島委員） 

 同じく福島和代と申します。よろしくお願いします。 

 

（岸川委員） 

 教育委員の岸川でございます。よろしくお願いします。 

 

（東島教育長） 

 東島です。よろしくお願いします。 

 

（吉村こども教育部長） 

 それでは、こども教育部のほうから紹介させていただきます。 

 子ども教育部長の吉村でございます。よろしくお願いします。 

 

（山田こども教育部副部長兼学事課長） 

 ４月から、子ども教育部副部長兼学事課長の山田でございます。 

 ２年ぶりにまた教育委員会のほうに戻ってまいりました。よろしくお願いいたしま

す。 

 

（古田教育総務課長） 

 教育総務課長の古田です。よろしくお願いいたします。 

 

（角学校教育課長） 

 学校教育課長、角でございます。よろしくお願いします。 

 

（黒木こども教育部副理事兼子育て支援センター所長） 

 こども教育部副理事兼子育て支援センター所長の黒木です。よろしくお願いします。 

 

（藤田こども課長） 

 ４月から、前任の久富課長の後任のこども課長の藤田でございます。よろしくお願い

します。 

 

（野田成章保育所長） 

 成章保育所の野田と申します。前は城東保育所におりました。どうぞよろしくお願い

いたします。 
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（三浦川原保育所長） 

 川原保育所所長、三浦です。よろしくお願いいたします。 

 

（大村保育所長） 

 城東保育所所長、大村ちさ子といいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（坂井若葉保育所長） 

 こんにちは。若葉保育所所長の坂井です。よろしくお願いします。 

 

（大坪社会教育部長） 

 社会教育部長の大坪と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（重松図書館長） 

 ４月から図書館長になりました重松です。どうぞよろしくお願いします。 

 

（右近社会教育課長） 

 社会教育課長の右近でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（豊田青少年課長） 

 青少年課長兼青少年センター所長の豊田と申します。山田副部長と同じ、私も２年ぶ

りに教育委員会のほうに来ました。よろしくお願いいたします。 

 

（貞富スポーツ振興課長） 

 スポーツ振興課長の貞富です。よろしくお願いします。 

 

（真島諸富教育課長） 

 諸富出張所教育課長の真島です。２年目です。よろしくお願いします。 

 

（新郷大和教育課長） 

 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。 

 

（野中富士教育課長） 

 富士出張所の教育課長の野中と申します。今度の４月から新たに赴任しております。

よろしくお願いします。 

 

（前山三瀬教育課長） 

 三瀬出張所教育課長の前山といいます。ことしの４月からです。よろしくお願いいた

します。 

 

（碇東与賀教育課長） 

 私も、ことしの４月からです。東与賀出張所教育課長、碇です。よろしくお願いしま

す。 

 

（光岡久保田教育課長） 

 久保田出張所教育課長、光岡です。よろしくお願いします。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。では、本日の日程に入りたいと思います。 

 日程は配付しておりますとおりでございます。そのとおり進めたいと思います。 



  3 

 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。 

 それでは、ただいまより日程に入ります。 

 

日程２ 会議録の報告 

 

（委員長） 

 会議録の報告を求めます。 

 

（教育総務副課長） 

 ３月２３日に開催されました教育委員会会議録につきましては、４月２３日に各委員

の皆様に配付しておりますとおりでございますので、よろしくご審議をお願いします。 

 

（委員長） 

 何かご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と言う者あり〕 

 では、承認ということでよろしくお願いします。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（委員長） 

 続きまして、教育長の報告をお願いします。 

 

（教育長） 

 お手元にプリントを用意させてもらっております。 

 １ページのほうのまず１番。それから、２ページの３番。これは、この２つは子ども

へのまなざし運動に関連したものでございまして、まず「１ 子どもへのまなざし運動

推進委員会全体会」です。これは昨年度の、いうならば総括と本年度の方向を決めると

いう会議でございました。 

 ご承知のように、このまなざし運動につきましては、市を挙げての全市的な取り組み

であるということは、もうご存じのとおりでございます。私が、半年の間に、このまな

ざし運動が、家庭、地域、企業、あるいは学校、それぞれ子どもを育てる、育む４つの

場という視点から、じわじわと浸透してきているというのを実感しているところでござ

います。 

 来年度の端的な事業方針が、３点ほど提案をなされまして承認を受けたところでござ

います。まず１点目が、「広める事業」です。中身的には、説明会の実施や啓発グッズ

の活用、テーマソングの活用などということで、１つに広める事業というのが柱の１つ

となっています。 

 ２つ目の柱に、「紹介する事業」。これは、まなざしリポーターの活用、あるいはまな

ざし運動特集号の発行、ホームページの情報発信等ということで、これが２つ目の柱で

ございます。 

 ３つ目の柱が、「ほめる事業」ということで、地域や各種団体の優良事例の紹介ない

しは発表、表彰、そういうものが提案をなされました。これは、健全な子どもを育成す

るための市民運動でございまして、やはり息の長い展開になるであろうということと、

やはり佐賀市全体に根づいて習慣化をして初めて、この運動が佐賀市のものになると。

そういうふうに私自身の認識を持っておりますので、これからも根強く、これを進めて

いく必要があるのではないかというふうに考えております。 

 次のページの３番のところに、これに合わせまして、参加企業のアルタ・ホープグル

ープさんから図書カードの贈呈を受けました。これ４月１３日でございましたが、今回
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も、このアルタ・ホープさんは参加企業として、積極的に運動をしていただいておりま

す。今回は、２３校に８０万円近くの図書カードの寄贈をしていただきました。特に、

私どもが預かっている義務制の子どもたち、年齢が低ければ低いほど本に親しむという

チャンスを得るということでございますし、一番重要な時期でもございます。そういう

意味で、アルタ・ホープさんの図書カードを贈呈しようというこの運動は、私どもにと

っても非常にありがたい運動だというふうに心得えたところでございます。 

 そのほかにも、ここに若干書いておりますが、特に本年度、大豆１００粒運動という

のを展開されました。これは、佐賀市内の小学校で大豆を栽培し収穫をするということ

で、特に高木瀬小学校なんかは、さらにマルミヤさんとだったと思いますが、連携を図

って納豆をつくって、その納豆をこのアルタ・ホープで販売をするということで、栽培

をする農業体験、そしてそれを収穫し、いわゆる企業、工業に出して納豆をつくるとい

う工業の間接体験。そして、それに基づいて販売をするという商業体験。そういう一連

の子どもたちの活動が、いわゆるキャリア教育の一環としてでも受け取れますし、食育

という一環からも、これは受け取ることができる、そういう活動がなされました。非常

にありがたいことだと思うと同時に、子どもたちの貴重な体験ができたというふうに考

えております。 

 次、２点目ですが、これはまた１ページに戻りまして、これは４月３日にございまし

た、「第２２回の市民文化祭」これがいよいよ４月３日からスタートいたしました。文

化に親しむ、これだけ複雑な社会でございますので、私どもにとって、この文化の必要

性というのを痛感しながら参加をしたところでございました。 

 最後に、「学校運営協議会の辞令交付式」。これは３校、城南中学校、それから北川副

小学校、赤松小学校の辞令交付。運営協議会委員への辞令交付と同時に、コミュニティ

ースクールの指定書、これの交付を学校にしたところでございます。 

 これは、平成１６年６月に法改正がございまして、特に、学校評議員制度がその前に

制定されていまして、それを一歩進める形で、このコミュニティースクールの法改正が

あったわけでございますけれども、やはり、その当時は、学校の信頼が非常に揺らいで

きていたところでございます。そういう中で、国のほうとしても、学校の信頼回復、そ

のためには学校を開かなければいけない。開いて地域の期待や願いを学校運営に生かし

ていくとするならば、当然ながらその地域に合った、特色ある教育活動が展開できると

いうことで、信頼される学校づくりは、まずは学校を開くことにある。開くことによっ

て、地域の期待と願いを学校運営に生かすことができる。そうすることによって、学校

の特色ができ上がると。こういう３つのつながりを持った、この運営協議会制度でござ

います。 

 こういうことが出されまして、赤松を皮切りに現在３校に委嘱をかけていますけれど

も、このいい面につきましては、これは全市的にも当然ながら展開をしていくことが必

要になってくるであろうということを考えております。いずれにしても、この成果をこ

れから見定めながら進めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 以上の報告に、何かありますか。いいですか、よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、ありがとうございました。 

 

日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

 引き続きまして、日程４の議題に入りたいと思います。 

 第１号議案『佐賀市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例』について説明
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をお願いします。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 資料の１ページのほうをお願いいたします。 

 佐賀市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例でございます。 

 これは、本年９月から実施を行います中学校給食のセンター設置、「佐賀市中部学校

給食センター」と名称を呼んでおりますけれども、その設置に伴いまして条例を改正す

る必要が生じたために、この案を提出するものでございます。 

 具体的には、２ページのほうをごらんいただきたいと思います。 

 改正の内容でございますが、第２条のほうに、現在４つの給食センターを設置いたし

ておりますが、その名称及び位置を第２条のほうに定めております。今回の佐賀市中部

学校給食センターにつきまして、この４つのセンターに加えまして、名称、位置を追加

するものでございます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 何かご意見、よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、承認ということでよろしくお願いします。 

 それでは続きまして、第２号議案『佐賀市立公民館館長の任免について』の説明をお

願いします。 

 

（社会教育課長） 

 社会教育課でございます。第２号議案『佐賀市立公民館館長の任免について』ご提案

いたします。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ○○公民館長の選任に当たりまして、一般公募を実施しました。８名から応募があり

まして、作文、面接等を行いまして、その中で一番評価が高かった○○○○さん、この

方６５歳ですが、この方を○○公民館長に推薦するものです。 

 選任年月日は５月１日でございまして、これに伴いまして、社会教育課長の館長兼務

も解くこととしております。 

 ○○さんにつきましては、○○校区の在住で、平成１９年３月に○○○郵便局長を最

後にご退職をされて、それ以降は地域活動等に取り組まれております。現在は、○○校

区の公民館運営協議会の委員もされております。 

 以上のとおり、ご提案いたします。 

 

（委員長） 

 という説明がありましたが、何かご質問は。はい、お願いします。 

 

（Ｂ委員） 

 この新しく選任される○○さんのことについては、まだどうこうお聞きしたいことは

ありませんが、○○公民館のほうは、以前にも何度かこういうことがありましたですよ

ね。 

 途中でやめらりたり。指導主事の方がやめられたりしたこととの絡みが、今度やめら

れますが、その辺の絡みとかがあったとかはありませんか。 

 

（社会教育課長） 

 前任の○○館長が、病気によりまして中途で辞職をしたいということで申し出があり

まして、その後が空席になっておりましたので、私が兼務をしていまして、今回、公募
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をして○○さんに就任いただくということです。ですから、その前とは直接的には関連

はございません。 

 

（Ｂ委員） 

 館長さん以外にやめられた方いらっしゃいませんでしたか。 

 

（社会教育課長） 

 以前、主事が退職をしております。 

 

（Ｂ委員） 

 同じところでそういうふうに続くということ自体がちょっと。話だけ聞いてもなんで

だろうと思うのが普通だと思うんですよね。とりたてて特殊な理由が、状況があるとか

いうことはございませんでしたか。 

 

（社会教育部長） 

 今回の館長さんの退任は病気が理由で退職されておりますので、特別何かがあったと

いうことではございません。 

 

（Ｂ委員） 

 １つ気になっているのが、公民館運営委員会というものがありますよね。そこで、例

えば、運営委員会の会長さんと公民館長さんの意見がぶつかって、もうどうしようもな

いという状況が発生したりしたら、やっぱりどちらのほうかが負けてしまうというか、

その辺のしがらみがストレスとかになっているではないかなてもちょっと気になって

いる。 

 

（社会教育部長） 

 今回の○○公民館自体は、あくまでも○○公民館長さんが病気ということで、みずか

ら退職願いを出されて、こういった結果になっております。 

 

（委員長） 

 よろしいですか。公民館の運営、あるいはこれからの選出、館長のあり方をどうする

かは大きなテーマですので、また新たに、そういうことで、勉強会も含めていろいろ協

議をさせていただきたいと思います。 

 これ選任は、５月１日ですが、期間はいつまでですか。 

 

（社会教育課長） 

 平成２３年３月３１日までです。 

 

（委員長） 

 はい、わかりました。 

 そういうことですので、承認ということでよろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では承認といたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（委員長） 

 では、続きまして、日程５の報告事項に入りたいと思います。 

 まず最初に、平成２２年度重点プロジェクト実施計画（概要）についての説明を教育
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総務課からお願いいたします。 

 

（教育総務課教育政策係長） 

 それでは、説明をさせていただきます。 

 お手元の資料の５ページから９ページにわたりまして、本年度の教育基本計画に基づ

く重点プロジェクトの内容をまとめたものをつけております。たくさん内容がございま

すので、主に新規のものなどを中心に説明をさせていただきたいと思います。 

 ５ページ目はプロジェクトⅠ、６ページ目がプロジェクトⅡになっておりますが、ど

ちらも昨年度からの継続ということで、今年度もさらに推進していきたいというふうな

中身になっております。 

 ７ページのほうをごらんください。 

 重点プロジェクトのⅢになりますが、この中に幾つか新規のものが出てきております

ので、そちらのほうの説明をいたします。 

 まず、重点プロジェクトⅢの１－１の真ん中より右側のほうをごらんください。公民

館等の整備、こちらが重点事業として新規で上がっております。こちらのほうは公民館、

もしくはコミュニティセンター等を計画的に整備するというもので、今年度西与賀公民

館の開館、これは１０月ごろを予定しております。それから川上コミュニティセンター

の開館、諸富公民館の事務室、会議室の増築、それから川副公民館の設計ということで、

今年度予定が上がっております。 

 それから、その下のほう１－４をごらんください。こちらも新規として図書館のほう

で、市民の図書館利用の推進ということで、広報はもちろんですけれども、さまざまな

行事、こういったものをふやすことによりまして、今利用をしていない住民への利用登

録推進を図ると、それにより利用登録者数を６万５，０００人という目標を定めまして、

こちらのほうに推進することを目指すというものでございます。 

 それから、ずっと下のほうをごらんください。４－３、文化振興基本計画策定事業と

いうことで、こちらのほうでは総合計画に示されました魅力ある文化の醸成、文化芸術

活動の振興、こういったものを踏まえまして、本市の独自性と市民の声を反映した総合

的かつ体系的な文化芸術に関する施策を展開するということを目的にこの事業を進め

ていきたいというふうに考えております。 

 それから、８ページをごらんください。プロジェクトⅣになります。 

 こちら中ほど、左１－４、右側のほうに１－３ということで、重点事業で拡充となっ

ております。こちらは例年どおり、今年度も第三者評価を行いますが、これと同時進行

という形になりますが、本年度で５年間の期間を終了いたします第１次の教育基本計

画、こちらに続きまして、来年度から予定をしております第２次佐賀市教育基本計画の

策定を行っていくというふうな計画をしております。 

 それから、９ページのほうはプロジェクトⅤになりますが、こちらのほうも継続とい

う形で、昨年の事業等を継続しながらやっていきたいというふうに考えております。 

 先ほど申し上げましたけれども、本年度教育基本計画の５年間の最終年度になってい

ます。こういった意味で、総仕上げという部分、それから、これをまた継続して次の教

育計画に反映させていく、そういったことも念頭に置きながら、今年度の事業は進めて

いくべきであろうというふうに考えています。その辺を踏まえながら進めていきたいと

思っております。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 概要の説明がありましたが、何かご意見なり質問なりあればお願いいたします。継続

もしながら新規の事業が加わるというふうになるわけですので、量としては段々と年次

を経ればふえていくというふうになっていかざるを得ないんですが。はい、とうぞ。 
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（Ｃ委員） 

 細かいところなんですけれど、重点プロジェクトⅠの４－３の学校問題サポート体制

の充実の部分で、スクールサポーターというのは具体的にどんな活動でしたでしょう

か。キッズサポートというのをちょっと聞いたことがあったんですけど、ああいう活動

でしょうか。 

 

（学校教育課長） 

 スクールサポーターは、警察ＯＢの方にお願いしておりまして、今佐賀市に３名、う

ち１名は県費、２名は市費でお願いをしており、学校の巡回、保護者等の相談活動、そ

れから、保護者会等での非行防止懇談会とか、あと大型店舗等と学校との連携パイプ役

など。万引きがふえておりまして、大型店舗と学校とのかけ橋になって、動いていただ

いてるところです。 

 

（Ｃ委員） 

 キッズサポートというのは、どういうものですか。 

 

（委員長） 

 キッズと言えば、それは幼児のことでしょうか。 

 

（Ｃ委員） 

 そうですね、小学校の低学年ぐらいだと思います。 

 

（Ｂ委員） 

 それは民間ではないですか。 

 

（委員長） 

 ＮＰＯ法人じゃないですか。 

 

（Ｃ委員） 

 ありがとうございます。 

 

（Ｂ委員） 

 よろしいてすか。 

 

（委員長） 

 はい、どうぞ。 

 

（Ｂ委員） 

 同じページ、５ページの教師用パソコンの導入の検討についてですが、これは２２年

度以降となっていますが、大体どれぐらいの計画を持って全学校、全教師に行き渡るよ

うに計画されていますか。 

 

（こども教育部副長兼学事課長） 

 平成２１年度にモデル校として５校に配置をいたしております。本年度、その学校で

の使用状況といいますか、特にセキュリティーとか、事務の合理化とか、その辺を含め

て検証していきたいと思っております。その検証の結果として、平成２３年度以降にな

るかと思いますけれども、計画的な配置ということで計画をつくっていきたいと、今は

そのように考えております。 
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（Ｂ委員） 

 全学校にカバーしてしまうのは、例えば平成２５年とかになりますか。 

 

（こども教育部副長兼学事課長） 

 そこのところが、財政的な問題もございますので、ちょっと何とも言えません。 

 

（Ｂ委員） 

 それがあんまり長くなっておったら、初期の段階に入れたものをつくり替えるように

なってくるようにはなると思うんですね。そしたら、当初予算よりもどんどんどんどん

膨らんでしまうということまで考えられます。例えば、ＯＳあたりが切り替わったら使

い物にならんようになるパソコンも出てくるじゃないですか。 

 

（こども教育部副長兼学事課長） 

 ただ、今パソコンの導入の方法というのは、例えば、ソフトを全部入れて配置すると

いうのが今までの流儀ですけれども、今はデータセンターのほうに基本的なものは全部

持っておいて、基本的にはＯＳしか入っていないという、そういうパソコンの配置等も

ありますので、配置の方法も含めて検討が必要じゃないかとも思っております。希望と

してはできるだけ早い段階でというふうには思っております。 

 

（委員長） 

 はい、どうぞ。 

 

（Ｄ委員） 

 ８ページの教育委員と語る会ですけれども、これはどれくらいの頻度を予定されてい

ますでしょうか。 

 

（委員長） 

 予定でもよろしいですよ。 

 

（教育総務課主任） 

 教育委員と語る会は、最初全中学校区ごとに回っておりましたところ、平成２１年の

城北中校区を最後にすべて完了いたしました。これから中学校校区ごとではなくて、テ

ーマごとに対象となる集団ですね。例えば、児童クラブの指導員さんたちとか少年補導

員さんたちとか、そういう方たちと語る会をしたいと計画を考えております。平成２１

年度はゆめ・ぽけっとのお母様方たちと一度開催をしてみたところなんですけれども、

そういうふうに目的ごとにした集団を対象に開催をしたいと考えております。平成２２

年度につきましては、そういう集団が幾つあるのかなど、開催をどのようにすれば可能

かというところをこれから検討をして、また委員さんたちとの日程もすり合わせながら

決めていきたいなというふうに思っております。 

 

（Ｄ委員） 

 それで、ちょっと要望ですけど、この間のゆめ・ぽけっとの語る会が余りにも時間が

短くて、ご紹介だけで終わったような感じでした。せめて倍の２時間程度は見ていただ

きたいなと思います。 

 

（教育総務課主任） 

 前回は、お母様方たちを対象にしたということもあって、余り長い時間はとれなかっ

たというところでした。 
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（委員長） 

 子どもが待っていますからね。 

 

（教育総務課主任） 

 そうですね。ただ、現場のほうでもすごくよかったというお声があって、もう一度開

催したいという声があったというふうに聞いております。 

 

（委員長） 

 ぜひ、こういういろんな事業がありますから、これに絡めて、例えば、やっぱりお父

さん方ももっと関心を持ってもらうような、例えば、このお父さんが中学生の子どもな

んかは、本気になって取り組んでいただかないと、非行とかというふうなところにはな

かなか手が及ばない。家庭の支える力を高める意味でもお父さんパワーをもっと高めて

いきたいなという思いもあるものですから、そこら辺もぜひ何か検討をしていただけれ

ばなと思います。 

 私から１つ済みません。今、佐賀市内では不登校は一体何人おりますか。 

 

（学校教育課長） 

 小学校４１名、これは平成２１年度の数値でございます。そして中学生２２３名、合

わせて２６４名です。教育委員会として目標にしておりましたが、中学校の不登校率が

ずっとこの４％台でしたから、４％を早く脱し、３％台に少しでも減らしたいと思って

おりました。平成２０年度の中学校が、ほぼ４％ジャストだったのが、平成２１年度の

結果、３．５％に減少することができました。 

 

（Ａ委員） 

 くすの実に来れない子どもたちはどうやっていらっしゃるんですかね。 

 

（学校教育課長） 

 平成２２年度から学習支援を行うために家庭に出かけて行こうという取り組みを進

めています。あとは、くすの実採用のサポート相談員を６名配置しておりますので、そ

の６名が学校と家庭とをつなぎながら、パイプ役をしながら学校からのかかわりをつく

ったり、あるいはサポート相談員が保護者への支援をしたりしております。またさらに、

平成２２年度はスクールソーシャルワーカーもふやして、もう少し動いていただこうと

思っております。カウンセラーとかサポーターとかソーシャルワーカーとかいろいろ専

門家もおられます。いずれにしても、学校と家庭とをつなぎながら、家庭支援のほうに

も力を入れているところです。 

 

（Ａ委員） 

 ９ページの児童クラブの２－２、一番最後のところですけど、放課後児童クラブの巡

回指導員を今度２名配置されると書いてありますが、この方たちは何か資格を持ってい

て、どういう仕事をされるんですかね。例えば、指導員への研修をされる人なのか、そ

こら辺をちょっとお聞きしたいなと思います。 

 

（こども課長） 

 資格要件は、小学校教諭または中学校教諭の1種または２種免許状及び普通自動車運

転免許をもつ人としていますが、採用した指導員は障がいのある児童の支援の実績もあ

ります。指導の内容につきましては、障がいのある児童への児童クラブの指導員の対応

の指導・研修や児童への直接的対応の両方を行います。 
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（委員長） 

 今は高機能自閉症とか、多動児とか、ＬＤとか、そういうやっぱり軽度発達障がいの

子どもの対応が非常に必要になって、重視しないといけないようなことになっています

ので、ここも重点によろしくお願いします。 

 ほか何かありますか。はい、どうぞ。 

 

（Ｂ委員） 

 重点プロジェクトⅠの１－３、生徒会活性化事業、先日リーダー研修会拝見させてい

ただきまして、そのときも少しお話ししましたけど、見させていただいて感じたことが、

どうしても先生が一緒にいらっしゃると、ついつい口が出る、手が出るになってしまう

と思いますので、タイムスケジュール、時間的な制約があってのやり方をされていると

思いますけど、できれば子どもたちだけで時間かかっても、何か生み出すようなプラン

ニングをしていただきたいなと思います。苦労した分成果がいいものが残ると思います

ので、できればよろしくお願いいたします。 

 

（教育総務課教育政策係長） 

 前回見ていただきました活動ですね、あれとは別にといいますか、その流れなんです

が、各学校のほうに生徒会のパワーアッププランということで、各学校の生徒会に独自

に企画をしていただきまして、そして自分たちでどんなことができるのかという計画書

までつくってもらっています。つくったものを、今度は私ども、先生たちにプレゼンす

ると。その子どもたちが自分でプレゼンをして、自分たちはこんなことをやってみたい

と、そしてこういった結果を出したいということをプレゼンしてもらいます。それに基

づきまして、予算が必要なものがあれば配当しまして、そして実際に実践活動していた

だくということも行っております。これにつきましては、今年度も引き続きこういった

形でやっていきたいなと思っております。またその辺は、動きがあればまた報告をした

いと思います。 

 

（委員長） 

 ほか何かありますか。非常に膨大な量になっておりますが。 

 一応よろしいですか。 

 それでは、重点プロジェクト実施の計画（概要）の説明についてはこれで終わりにい

たします。 

 次、特色ある学校運営推進事業について、これも教育総務課ですか、よろしくお願い

します。はい、どうぞ。 

 

（教育総務課教育政策係長） 

 この②の特色ある学校運営推進事業について、それから③の（県）魅力ある学校づく

り推進事業については、関連といいますか、内容的に似通っておりますので、まとめて

よろしいですか。 

 

（委員長） 

 はい、結構です。 

 

（教育総務課教育政策係長） 

 それでは、まとめてご報告いたします。 

 こちらの内容につきましては、各学校が独自の特色のある、特徴のある取り組み、通

常行っている学校の取り組みと別に、また新たにそういった特色を出すための取り組

み、こういったものを公募をしまして、希望を受けたものをもとに必要な経費等を支援

するというような形になっております。佐賀市独自にやっておりますのが特色ある学校
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運営推進事業と言っております。県の補助事業となっておりますのが魅力ある学校づく

り推進事業と似ておりますけれども、そういった形になっております。今回、この県の

魅力ある学校づくり推進事業の分の補助といいますか、支援の通知がありましたので、

今回の６月議会の補正予算として計上したいと思っておりますので、今回報告をするも

のです。 

 まず、では１０ページのほうの特色ある学校運営推進事業のほうから説明をいたしま

すが、この１０ページ、１１ページにつきましては、参考として昨年の事業の内容を載

せております。本年度の取り組みは１２ページになります。全部で６カ所、６校採択を

しております。 

 まずは教育基本計画にもうたっております小中一貫とか連携ですね、こちらのほうを

主眼に置きました取り組みとしまして、本庄幼稚園、本庄小学校の一貫教育の取り組み

ですね。それから、思斉館の一貫教育の取り組み、それから、松梅小学校、松梅中学校

の小中連携教育の取り組み、それから北山校、こちらはもう一貫教育を行っております

が、これを核にした人づくりの推進事業という形になって、これが４カ所あります。そ

れから、あと２つですけれども、あと２つは、市民性を育む教育の視点、これを取り入

れました地域教育力といったものの取り組みといたしまして、東与賀中学校が取り組み

をしております。 

 それから、もう一つ、最後になりますけれども、特別活動としての生徒会活動、こち

らを主眼にしました地域との連携事業ですね、こういったものの取り組み、これが城北

中学校が手が上がっております。こちらのほうに支援をしていきたいと、こちらのほう

を指定をしまして研究をしていきたいというふうに考えております。 

 続きまして、１４ページのほうからは、県の魅力ある学校づくり推進事業ということ

で、こちらのほうが今回県のほうから採択の通知があった分で、今度６月補正に上げる

予定の分でございます。 

 １４ページから１７ページにつきましては、昨年度の実績でございます。これは、県

の補助事業ですけれども、こちらのほうは種類が２つございまして、先ほど言いました

公募型による希望、こちらによる採択が研究の指定が１つ、それからもう１つは、中学

校１年生における３６人以上の学級がある学校に対するＴＴとか、こういったものの検

証対象校としての支援という２つの内容がございます。 

 １８ページをごらんください。こちらが２２年度の事業計画になりますが、上２つが

公募による希望に基づく研究指定でございます。こちらのほうは昨年から引き続きにな

りますけれども、巨勢小学校の郷土学習といったものをもとにいたしました学校づくり

の事業でございます。もう１つが川上小学校、これが地域との連携、子どもの地域との

かかわり、こういったものを主眼に置きました学校の取り組みでございます。 

 そして、下３つ、城西中、金泉中、思斉中、この３つが先ほど言いました中学１年生

の３６人以上の学級による加配による中１選択性の検証対象校ということで県のほう

からこの３つが選ばれております。昨年からいたしますと、この公募型によるものは４

校が２校に減っております。中１選択性の検証対象校も７校が３校に減っております

が、これは県の制度変更による減少ということでございます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 何かご質問なり確認したいことがあればお願いします。 

 平成２１年度は、不登校なり学力、そういうようなことが多くあったのが、２２年度

はそういう視点は変わったんですね。そこら辺どんなですかね。 

 

（教育総務課教育政策係長） 

 県のほうが制度変更ということです。かなり財政的な面もあると思いますけれども、

かなり内容としては今回縮小をされております。それによりまして、この巨勢小学校と
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川上小学校は、昨年からの引き続きということで２年継続ということで今回採択されて

おりますが、新規の分とか、そういったそのほかの分につきましては、やはり佐賀県全

体でということになりますので、今回、入っておりません。 

 

（Ａ委員） 

 市の学校運営推進事業への応募というのは、平成２２年度何校ぐらいあったんでしょ

うか。 

 

（教育総務課指導主事） 

 昨年１０月に応募をかけまして、応募自体は８校ほど実はございました。それは継続

校も含めてですけれども、その中で不採択になった２校のうち１校は、社会教育課の取

り組んでいる学校支援地域本部の推進事業、そちらのほうで活動していただいたりと

か、もう１つは、学校教育課のほうの学校評議員の活動のほうを少し拡充いたしまして、

そちらのほうで予算組みをして活動するということで、一応応募いただいた８校は何ら

かの予算措置ができるように対応はいたしております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 ほか何かございますか。 

 

（Ｃ委員） 

 感想なんですけれども、不登校減少対策の事業が終わってしまうのはちょっと心配だ

なと思います。確かによくなっているんですけれども、まだまだこれはちょっと数字的

には高いなという感じがするんですが、何か独自に中学校で運動を継続するとか、そう

いうことはないのでしょうか。 

 

（教育総務課指導主事） 

 少し補足をさせていただきます。 

 県のほうの魅力ある学校づくり推進事業の、まだ実は計画が出ていない金泉中、思斉

中、城西中につきましては、おそらく、そのようなテーマで上がってくるのではないか

と思われます。提案公募分というのが、今既に出ていました巨勢とか川上の地域との連

携を深めるのを希望されたんですけれども、残り３つのほうは、今、委員さんがおっし

ゃったような活動で上がってくる可能性が高いと思います。 

 

（委員長） 

 県から補助がつかなくても、不登校問題とか、あるいは生徒指導の問題は重要な問題

ですから、学校への支援を含めた教育委員会として、要するにいろいろ配慮していかな

いといけないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（Ｃ委員） 

 小学校から気をつけないと、取り組まないと、中学校で不登校になってからは、なか

なか難しいのではないかなと思うから、校区の小学校からぜひ取り組んでいってほしい

なと思います。 

 

（委員長） 

 僕から言いますけれども、この前スクールカウンセラーの説明会という顔合わせ会が

ありまして、そのときもぜひ担当のスクールカウンセラーの先生が、ある面では自分の

担当だけということじゃなくて、少しフィールドを広げて、地域を広げていろんなディ

スカッションもしたり、取り組みもしたり、そして小学校、中学校と、中学校が主にな
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るかもわからんけれども、小学校、中学校と関連して支援をするような、そういうよう

なことをしていただきたいというのをひとつ私はお願いしました。 

 それと、心の問題で、要するに問題が起きてから対応するということ、もちろんそれ

しないといけないんですが、それに加えてぜひ予防的な対応、あるいは子どもが自分の

問題を自分で解決していくような、自分のレベルを高めていくような、そういう啓発的

なこともスクールカウンセラーのほうでぜひそういう事業の中に、活動の中に加えてし

ていただきたいとお願いしたところです。ですから、もっとスクールカウンセラー、活

用はされていますけれども、もっと予防とか、そういう子どもの心の成長を促進させる

とか、そういうところでのことも含めてぜひお願いしたいと思います。 

 何かほかありますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、これの報告、ありがとうございました。一応③まで含めて報告してもらいまし

た。 

 続きまして、「保育所・幼稚園等の取り組みについて」、保育所長、園長先生、どうぞ

お願いいたします。最初に、本庄幼稚園からお願いします。 

 

（庄幼稚園長） 

 本庄幼稚園では、昨年度の大きなねらいとしては、本庄小学校との幼小一貫教育の推

進ということでした。２月１０日の研究発表会まで持っていくことができました。 

 内容の充実も図られましたが、カリキュラムまではまだ手がつきませんでした。ただ、

年度終わりに新１年生になる保護者にアンケートをとりましたら、小学校進学に関して

の不安感はどうであるかというアンケートでしたけれども、９５．２％が不安感よりも

期待を持っているというふうな答えが返ってきました。確実に成果が上がっているとい

うことが言えるかと思います。 

 それから、もう１点は、開かれた園ということを目指しました。これは実情を言いま

すと、昨年度の初めまでは、園児数がどんどん減少しておりました。そこに見ますと、

閉鎖性があったなということを強く思いました。それで、どんどんＰＲすることもそう

ですけれども、保護者との対応もオープンにしていくというふうなことで、開かれた園

ということで目指していきました。おかげで、本年度は昨年度の当初と比べて２０名の

園児増、１クラス増になりました。教職員も１名増です。それから、来年度はもう１ク

ラスふえる予定であります。これは確実にふえると思います。 

 本年度目指すところは、一貫教育のさらなる推進ということで、カリキュラムまで手

がつけられたらいいかなと思いますが、非常に難しいところもあります。一緒に研究を

進めていきたいと思っております。 

 それから、もう１点は、教職員がどうしても閉鎖的な考え方がまだ残っておりますの

で、もっともっと地域の方とか保護者と手を取り合ってやっていこうと、地域の中での

園であるということも目当てに進めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 よろしいですか。もっと何か確認したいとかあればお願いします。 

延長保育をしましたよね、時間延長はどんな感じですか。 

 

（本庄幼稚園長） 

 預かり保育に関しては、徐々にですけれども、ふえてきております。平常は三、四人、

多くて１０人ぐらいです。急激な増加というのは、本庄幼稚園ではあまり見られません。

ですから、地域性があるのかなということを思います。それに加えて、給食も初めて試

行しましたけれども、これは希望はふえてきまして、今、年長さんは全員対象にしてお

ります。年少、年中は希望ということでしておりますが、ちょっと考えるところもある
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ところです。 

 

（委員長） 

 この小学校との連携のモデル幼稚園ですから、どうぞよろしくお願いします。 

 よろしいですか。 

 では続きまして、川原保育所のほうからよろしくお願いします。 

 

（川原保育所長） 

 保育所の役割は、子どもの将来を見据え、生きる力の基礎づくりと人としての土台づ

くりの一環を担っているということを認識し、その責務を日々感じております。 

 人は仲間とのコミュニケーションが安らぎとなったり、勢いになったりします。そこ

で人間関係を楽しむような子どもになってほしいという思いで、保育目標を「人とのか

かわりを大切にし、心身ともに健康な子どもの育成を図る」と設定しました。 

 入所状況と職員体制は下記のとおりで、今年度はネパールの子どもが入所してきまし

た。 

 事業報告として、１点目に、入所している子どもにとって「ふさわしい生活の場を豊

かにつくる」ということを園内研究のテーマとし、保育実践をしました。３歳以上児に

おいては、主体的活動ができる環境構成として、保育室が遊びと生活の場になっていて、

自分の好きな遊びを楽しめるように小さくてもコーナーをつくり、いろいろなものが身

近にあって、友達と遊んだり、生活したりする中で、楽しみや喜びを味わうことができ

ました。園舎が２階建てで、安全面から一斉に入室、退室を余儀なくされ、子どもの意

思に添えません。そこで、主体的な活動の機会をという思いで、夏、１週間程度、１階

ホールを利用して、３、４、５歳児が時間と場所を共有する混合保育を、＜制作＞、 

＜ままごと＞、＜ブロック＞、＜戸外遊び＞の４つのコーナーづくりと、子どもの遊び

の展開に対応する環境の再構成をし、活動をサポートしました。そのことで、遊びが十

分に保障され、受けとめられた満足感で、子どものストレスとトラブルが減り、仲間意

識が芽生えました。インフルエンザの影響で、その後の開催はできなかったものの、遊

びのおもしろさを知り、保育室で継続していきました。 

 ３歳未満児においては、担任制での保育を実施いたしました。 

 保育士に関することでは、園内での公開保育を２回と「えがお」の公開保育を１回実

施し、事例から学び合うことで成果を上げました。フリー参観は保育所を知らせるよい

機会となっております。 

 研修会参加後は、報告書を提出し、研修内容を共有し、スキルアップにつなげていま

す。 

 ２点目のインフルエンザの対策は、レジメをお読みください。 

 行事開催の是非については、緊急役員会を開催、意見交換をしました。「園児の健康

と安全確保」という共通理解のもと、発表会と観劇は中止、もちつき大会は様子見とい

うことで合意しました。会長や役員とのやりとりを細やかに行ったことで、保護者の混

乱や苦情などはありませんでした。しかし、代替策もあったけれど、子どもの成長した

活動を見たり、保護者が行事に参加したりすることへの思いが強いことを改めて感じま

した。 

 初めての第三者評価委員会を開催いたしました。保護者アンケートの結果から、園と

しての見解や努力目標などを提案しました。保育所の役割が重要になっている中、新規

事業より今までの行事に一工夫をし、特色を生かした取り組みを考慮するのがよいとい

う評価でした。今年度からは年３回開催することにしております。 

 事業計画と課題に対する取り組みについては、書いているとおりです。今年度のポイ

ントは、＜食育＞、＜誕生会＞、＜国際交流＞、＜まなざし運動＞の４つのプロジェク

トを立ち上げ、職種の違う職員が連携して計画、実施するようにし、保育所全体で子ど

もの育ちを考え、喜び、支えていく意識の統一を図ることにしました。 
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 最後に、保育者がやりがいを感じながら働く職場づくりとして、子どもの成長を心か

ら願い、子どもを語り合える環境づくりと共通認識のもとに保育を高められるチームワ

ークと組織の一員、成長する保育者集団を目指します。 

 

（委員長） 

 ご説明ありがとうございました。 

 何かご意見、ご質問ありますか。 

 この外国の国籍の子どもさんが７人おられますよね。佐賀大学の留学生関係ですか。 

 

（川原保育所長） 

 いいえ、佐賀大学の方は３名。あとは就労の方ですね。 

 佐賀大学の方は、どちらも両親が外国の方です。 

 

（委員長） 

 だから、そこら辺でとても大変じゃないかなと思うんですが、何かございますか。 

 

（川原保育所長） 

 そうですね、やはりネパールの子どもさんは、日本に来られてまだ数カ月ということ

で、お母さんが少し日本語をお話しされるんですけど、お父さんと子どもさんがほとん

ど話せない、理解できない状況の中で１カ月経ちまして、なかなか日本語は難しいです。

それで、面接のときには、バングラディシュのお父様に通訳をしてもらいまして、いろ

いろな保育のこととか、子どもさんのことを教えていただきました。今でもちょっと難

しいなというときは、そのバングラディシュのお父さんに通訳をお願いしているところ

です。そうやりながら、コミュニケーションをとって、何とか１カ月過ぎております。 

 

（委員長） 

 要するに、佐賀でのそういう取り組みを苦労しているというか、とてもいい取り組み

なんですよね。そういうのを何かもっとＰＲできるといいなと思いまして。 

 

（川原保育所長） 

 今度、園の中では＜国際交流＞のプロジェクトを立ち上げて、佐賀大学とか県とか市

の国際交流協会と連携して、まずは園の中でとは思っております。 

 

（委員長） 

 ぜひ情報を外に発信してください。ホームページをつくって、どうぞ発信していただ

きたいと思います。 

 

（川原保育所長） 

 はい、わかりました。やってみます。 

 

（委員長） 

 それでは、続きまして、若葉保育所、お願いいたします。 

 

（若葉保育所長） 

 若葉保育所です。若葉保育所は「心身ともに健康で、感性豊かな子どもの育成」とい

うことを保育目標、その下のものを目指す子どもの姿ということで、それに向かって

日々の保育を行っております。 

 入所状況では、２歳児が２３名という大きな集団になりましたので、一つの部屋を棚

で区切りまして、２クラスに分けまして、小さな集団で安定した保育を行えるようにと
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いう工夫を行っております。 

 平成２１年度の事業はここをごらんください。そして、平成２２年度の重点的な取り

組みについては、まず積極的に地域の施設や人々とのかかわりを持って、地域に根差し

た保育所づくりを行っていけるように、日々の保育の中に身近な環境や地域の人々を取

り組んだ活動をしていけるようにしたいと思っております。 

 また、子どもの健やかな成長には、保護者の心の安定が欠かせませんが、育児に問題

を抱えている保護者がふえてきている現状を踏まえ、親子関係の形成、保護者の養育力

向上への支援にことしは特に力を入れていきたいと考えております。 

 また、２点目としましては、特別支援です。最近、うちの園だけではないと思います

けれども、特別支援の必要な子どもさん、また保護者の方がふえてきている傾向にあり

ますので、整肢学園やくすのみ園など、いろんな専門関係の機関を利用したり、保護者

の方の話を聞いたりするなど連携を深めて、その子らしい、健やかな成長を保証できる

ようにしたいと思っています。ことしは早速うちが高木園から来られる方が随分とふえ

ましたので、高木園、あとコーディネートと園ということで、３者の会議を定期的に設

けて、お互い情報交換や共通理解をしながら、いろんなサポートを保護者に、子どもに

できるようにやっていきたいと思って、立ち上げました。あと、主な行事についてはこ

こにあるようなことを予定しております。 

 若葉保育所は以上です。 

 

（委員長） 

 何かご質問ありますか。園舎の改築はいつ、どんなふうになっていますか。 

 

（若葉保育所長） 

 今、図面関係が大体整ってきまして、そろそろ明日にでも測量に入りますという連絡

がきょう来ました。そして、１２月ぐらいからはもう具体的な着工が行える予定という

ことです。 

 

（委員長） 

 その間、子どもへの危険とか、どうするか、何か段取りはちゃんとついていますね。 

 

（若葉保育所長） 

 今の園舎を利用して、子どもたちはそのまま生活をしますので、あとは送迎のときの

安全面確保ということになりますので、そこら辺ははっきり工事が決まりましたところ

で煮詰めていきたいと思いますし、今保護者の方にはこういう計画が出ておりますとい

うお手紙を配布しまして、後日また保護者の方に集まっていただいて、子ども課からの

説明会を開催したいと思っているところです。 

 

（委員長） 

 ぜひ安全には気をつけてください。 

 では続きまして、城東保育所お願いいたします。 

 

（城東保育所長） 

 城東保育所です。城東保育所の保育目標は、「人とのかかわりを喜び、心も身体も健

康なこども」と定め、下に掲げているとおりです。 

 現在入所状況は、１２０人定員の１３４名となっております。 

 平成２１年度の事業は、資料の４番に記載しているとおりです。特に生活や遊びの中

で、一人一人の発達を充足させ、満足感が味わえるような保育環境づくりに努め、四季

を感じながら樹木の下で草花を使った自然遊びが十分にできるようにと環境づくりを

心がけてきました。また、生活発表会を例年１２月に開催しておりましたが、昨年はイ
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ンフルエンザが流行し、感染予防のため、３歳以上児は１２月、３歳未満児は２月と２

回に分けて開催しました。その結果、それぞれのクラスが保護者と子どもが一体感を感

じながら、じっくりと成長の喜びや楽しみを共有できている姿が見られ、この成果を受

け、今後も２回に分けて開催しようと見直しを図ったところです。 

 また、子育て支援事業を平成７年度から取り組んでいますが、昨年度は年に６２回開

催し、延べ２，２３０人の親子が参加されました。園の子どもたちとも交流しますが、

サロンの子は小さい子が多いですので、年中、年長の子はやさしくお世話をしてくれた

り、一緒に遊んでくれたりしています。サロンのお母さん方も自分の子どもの一、二年

先の姿の見通しが持てたり、園で子どもたちと一緒に遊ぶ姿に我が子の成長を感じられ

たりしているようです。 

 また、交流することでお互いにかかわることの喜びを共有し合っています。また、昨

年度は城東保育所は創立５０周年を向かえました。記念事業を保育参観とかねて実施

し、その際、親子でコスモスの種を風船につけて飛ばしました。それが大分県の宇佐市

に届いたということで、２通の心温まるお手紙をいただきました。１通はミカン農園の

方からで、農園の様子と一緒にオレンジを送っていただきました。子どもたちはすごく

感激し、お礼に絵や手紙を送り、交流が始まりました。今後も連絡を取り合い、コスモ

スや農園の様子など、子どもたちと一緒に楽しみにしていきたいと思っております。 

 平成２２年度の事業計画としまして、資料には５点を示しておりますが、主なものを

説明させていただきます。 

 自然や命の大切さを知る子どもに育ってほしいとの思いから、今年度も環境教育や食

育に積極的に取り組んでいきたいと思っております。昨年は一昨年より駐車場の一角に

畑をつくり、子どもたちと一緒にジャガイモ、サツマイモ、大根などを育ててきました。

土づくりから初め、水やり、草取りなどを一緒にしながら、大きく育ったジャガイモで

カレー会をしたり、給食でいただいたりしました。自分たちが大事に育てた野菜を食べ

ることで、子どもたちの食に対する興味や関心が深まったように思います。 

 今年度はこれをもう一歩深め、親子で野菜の苗植えをし、保育所の行き帰りに一緒に

世話をしてもらい、収穫したもので親子クッキングができたらと計画しています。こう

したことを通して、親子で収穫の喜びを共有し、親子の会話や触れ合いが深まればと考

えております。 

 環境に関しましては、佐賀市の環境都市宣言を踏まえまして、絵本や環境日記などを

利用しまして、子どもたちはもとより、親への啓発も行っていきたいと思っています。 

 子育て支援事業も引き続き行っていきたいと思います。 

 課題に対する取り組みとしまして、３点を上げておりますが、特に組織としての教育

力の向上に努めていきたいと思います。保育を充実させるために、各分野でのリーダー

となる保育士を定め、縦の関係をしっかり保ちながら、研究、実践に向けて刺激し合っ

たり、情報を共有することで保育所全体の研究意識が高まっていけばと思っておりま

す。 

 今年度の主な行事はここに記載しているとおりです。 

 以上をもちまして、報告を終わらせていただきます。 

 

（委員長） 

 何かご質問ありますか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ありがとうございました。 

 続いて、成章保育所お願いいたします。 

 

（成章保育所長） 

 成章保育所です。成章保育所の保育目標、皆さんお気づきになられたと思いますが、

公立４カ所は人間としてのかかわり、人としてのかかわりを保育目標に掲げておりま
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す。文言は違いますけれども、成章保育所としても人とのかかわりというところを大切

にする子どもということを上げております。目標は掲げているとおりです。 

 入所状況ですが、定員６０名でございます。もともと未満児を主体とした保育園では

ございました。今年度１歳児、２歳児が少なく、混合クラスとして１クラス１７名を運

営しております。また、５歳児が９名でございまして、４歳児と５歳児を混合にしたり、

年齢別保育をしたりというふうに変則的なクラス運営、保育をしております。 

 平成２１年度の事業としましては書いているとおりです。平成２２年度の事業の目標

としては環境を考えるというふうに書いておりますが、重点的に１番に書いております

年齢を越えての交流を図ると。年齢が少なく、低い子どもと縦割りの保育というものを

保育の中身では考えて取り入れていきますが、成章保育所の地域性として、勧興公民館、

成章中学校、勧興小学校、そういう地域との兼ね合い、それから、触れ合い事業、そう

いうのに参加していったり、声をかけていったりしていただいておりますので、そうい

う豊かな人間関係をきずいていただきたいと思って、育もうしております。 

 それから、特別支援の必要な子どもの保育の充実でございます。 

 もともと障害児保育を中心とした保育を取り入れておりました。今年も上の子どもは

自分の園ではいいが、下のお子さんは障がいがあられるし、うちでは厳しいということ

で、わざわざ遠くから成章保育所に来られるお子さんもいらっしゃいます。そういうふ

うにして、垣根を低く、広く、特に環境の整った成章保育所でございますので、とにか

く来る者拒ばずということで、いろんなお子さんを受け入れていきたいと思っておりま

す。 

 それから、園では、保護者に対する取り組みといいますか、保護者への対応、クレー

ム、そういうのが最近いろいろあっておりますけれども、とにかくあいさつから入って、

保護者さんと一体になって子育て、子の育ちをみんなで分かち合って、喜んでいこうと

いうことを思っております。 

 ６番目の課題に対する取り組みで、１番目の保育環境を整えるということですけれど

も、確かに子どもが自発的に遊べる環境もさることながら、お母さんたちが子どもを産

んで、そして、保育園に預けて仕事をするという状況では、保育所というのは大切な機

能がありますけ。その一貫として、保育環境を整えるというところで、園児の誕生日で

あるその日にお誕生会を開催し、子どもを産んだときの喜びを伝えたりと、だれでも結

構ですので、お母さん、おじちゃん、家族の方とが関わりあえるようにと、済みません、

ここに書いておりませんけれども、その日、その子のための誕生会を企画しておりまし

た。その誕生会が４月２３日にありました。そのときは３歳になった女の子でしたが、

お母様が来てくださいました。そして、出産のときの苦しみ、あなたが生まれてきたと

きの状態、そして、「こんなに小さかったよ、うれしかったよ、涙が出たよ」と言って、

３歳児の子どもの前でお母さんが話されました。子どもたちは「オギャーって泣いたね」

とか、いろんな言葉を投げかけていましたけれども、その日、その子の生まれというこ

とを一つ一つ丁寧に関わりあいながら、お母さんとともども保育を進めていきたいと思

っております。 

 主な行事は、そこに書いているとおりです。 

 それから、もう１つですが、成章保育所はどん３の森などに非常に近うございます。

３歳児からこの森まで歩いていったりと、このような散歩を通じて、足腰が結構強くな

ってきたと思います。私は来てびっくりしました。３歳児も「どん３の森まで散歩に行

くの」と言ったりしました。大丈夫かしらと心配しましたけれども、歩いたり、それか

ら地域を見たりとか、地域の人と触れ合ったりとか、そういう環境をたくさんつくって

おります。そういうことで、成章保育所は散歩を通じての足腰の鍛練もできたらなと今

思っているところです。 

 

（委員長） 

 何か質問ございますか。 
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 今、特別支援の必要な子どもさんは何人在籍されていますか。 

 

（成章保育所長） 

 特別支援の対象者はおられません。体の不自由な肢体不自由の方が今度入ってこられ

ます。 

 

（委員長） 

 それでは、「ゆめ・ぽけっと」のほうからお願いします。 

 

（副理事兼子育て支援センター所長） 

 子育て支援センターのほうからです。 

 これまでは、幼稚園と保育所の取り組みでしたが、私のところでは、それとは全く違

うところの子育て支援を行っています。保育園とか幼稚園に通うと、お母さんたちは「う

ちの子はどうですか」とかという相談をすることができます。そして、いろいろな情報

をお便りとかチラシとかでもらってくることができます。そして、親同士の交流ができ

ます。だけれども、未就園園児であると全く孤です。そういうものが全く得られないと

いうところで、そういう人たちにも支援をするということが子育て支援の重点事業だと

思います。 

 ゆめ・ぽけっとは、ひろばで３年間で１１万人の来館者がありました。この数字の中

にある、間口を広く敷居を低くということをモットーにしまして、実は市外の人だけで

１，５００人の子どもの名札がありまして、県外が５００人、国外が１０カ国１９人ぐ

らいおりますけれども、みんな佐賀市に住んでいるわけじゃなくて、里帰り、それから

第一子出産のために来たという、そういう人たちですね。このことによってどういうこ

とが起こったかというと、県外の他市町村からも多くの視察が来られますし、佐賀県内

からはほとんどが来られました。園の職員を挙げて来られたり、子育て支援センターを

挙げて来られています。または、研修に来てくださいと言ということで私が出向きます

と、ぜひ見てみたいということで、唐津などからは行政視察がありましたし、保育会と

か保育園の先生たちがバスに乗って来られるとかされています。そういうことでおとと

いも支援センターからバスで来られました。ひろばの中の状況はそういうことでした。 

 もう１つが、子育てサークルの支援ということで、市内の２５カ所の子育てサークル、

年間１２５回支援に出向いております。ただ、この子育てサークルはお母さんたちが自

主的につくっておりまして、やはりその中での問題もいろいろ起こってくるわけでござ

います。「ヤマアラシジレンマ」という言葉がありますけれども、動物がお互いの体を

温めようと寄り添った感じで、そのとげによって、また体を痛め合うということで、お

母さんたちも役員になり手がないとか、運営の中で行き詰まったり、そういうところを

支え合うのが子育てサークル連絡会という組織の事務局を持つ「ゆめ・ぽけっと」です。

公立の保育所の先生たちと連携をとりながら、そこの部分をこれまでずっと続けてまい

りました。これからも深めていこうと思っております。 

 平成２２年度より、このサークル支援とひろばのほかに、子育てサポートセンター「ふ

るはぁと」をこども課のコーディネート係から管轄を移しました。今年度より、利用料

の減額措置もするようになりました。そこで見えてきたものが、利用料の減額というの

は、ひとり親とか、非課税世帯を対象とするものなんですけれども、この中で、本当に

多様な相談というか、ひとつの家庭のこととかを知ることができましたので、その辺を

３つが連携し合って相談事業に立ち向かわなければいけないなと思っています。 

 課題ですけれども、このほど３年を迎えましたが、毎年、利用者アンケートを１５０

名ほどとっております。職員に対する対応に関しては、９８％ぐらいが５段階の５をい

ただいて、「非常に満足している」ということでしたけれども、「育児の不安がなくなり

ましたか」とか、「仲間づくりができましたか」とかいう点に関しては、そのように高

い数値ではありません。これは、私が思うに、本当に「ゆめ・ぽけっと」だけの問題で
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はないと思います。私のところにたくさん来たからいいという問題ではなくて、教育基

本計画の中にあります縦軸と横軸が関連し合うということで、地域の人との連携が必要

だなと思いまして、公民館とか、公民館の主事さん、あるいは母子推進員さん、健康づ

くり課、それから、民生委員さんなどといろいろ連携をとりまして、お互いにいろいろ

講座とか広報をし合う中で、これから親子の支援をしていかなければならないというこ

とで、ここに来れない子どもをどうするかという対策をこれから練っていきたいなと思

っております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 何かご意見なり、よろしいですか。 

 この前は、お母さん方とお父さんも含めてちょっとお話し合いをしたところですけれ

ども、よろしいてすか。 

 それで、私からちょっとお願いですが、それぞれ一生懸命されていて、そして、それ

だけ子どもを大切に、親への支援も含めてされています。それを、各保育所、あるいは

「ゆめ・ぽけっと」、あるいは幼稚園に、それをそこだけのところにとどめないで、佐

賀市として幼児についての保育なり、教育なり、あるいは支援なり、そういうことはこ

ういうふうにしていますよというような、何か今までのやつをまとめるような感じでし

ていただければなと思います。１年でどうというのではないんですけど、何か形あるも

のにしていただいて、そして、それをいろんなところに発信できるようなことにしてい

ただくと、もっと地域ともつながりやすくなるし、保護者の方ともいろんな触れ合いと

か、いろんな交流がもっとふえるんじゃないかと思います。だから、これはこども課で

何か勧めをやっていただくといいかなと思います。私からぜひよろしくお願いします。 

 一応報告をしていただきましたが、追加の議題があるそうですので、その他の追加と

いうことで、どうぞよろしくお願いします。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 お手元のほうにＡ４の縦の「平成２２年度ミルク給食回数及び給食費について」とい

うペーパーをお渡ししているかと思います。それで説明をさせていただきます。 

 ミルク給食、牛乳だけを提供する給食は、中学校がほとんどですけれども──ほとん

どといいますか、中学校ですけれども、その給食費の決定の仕方、定め方を今年度から

変更いたしましたので、その件についてご報告いたします。 

 平成２１年度までは牛乳の実施回数ということで、年間１６０回、それから、みかん

の果汁の提供を５回、合わせて１６５回ということで、回数を固定して給食費を決定い

たしておりました。ところが、平成２２年度から選択制弁当方式が実施されますので、

この選択制弁当方式の提供回数に合わせて決定をしたいということにしております。 

 ただ、この回数につきましては、学校の行事等によりまして、学校ごとに回数が異な

ってまいります。そういうことから、一律の金額ということでは無理が生じますので、

平成２２年度からはミルク１個当たり４３．９円、みかん果汁につきましても、そこに

書いているような単価でもって、それに回数を掛けるという方式で給食費を決定したい

というふうにしております。 

 なお、完全給食実施校につきましては、昨年と同様の金額でということで、実施を行

うことにしております。 

 以上、ご報告でございます。 

 

（委員長） 

 この報告について何かご質問ありますか。 

 よろしいですか。 

 じゃ、こういうことでということで。ありがとうございました。 
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 もう１つ、この議題には書いていないんですが、佐賀市はニューヨーク州のグレンズ

フォールズ市と姉妹都市になっておりまして、山下委員さんが３月の終わりからです

か、佐賀市内の中学生１０名、高校生１０名を引率して団長で行っていただきました。

その報告をお願いいたします。 

 

（Ａ委員） 

 ３月２５日から４月４日までグレンズフォールズ市のハドリールザーンセントラル

スクールというところへの教育交流の機会をいただきまして、本当に佐賀市及び佐賀市

の国際交流協会に対しまして感謝を申し上げます。 

 まず、私は安心、安全に子どもたちを連れていって帰ってくること、これが私の大き

な使命と思っておりました。それで、おかげさまで病気とか事故はなく、みんな元気に

帰ってくることができました。向こうの学校の先生とか、ホストファミリーの方々、そ

れから、グレンズフォールズ市の方々から本当に手厚く歓待を受けました。生徒たちは、

しっかりと自己紹介も英語で言えて、「ことしの生徒さんは自信持って言えますね」と

いうおほめの言葉をいただきました。 

 それから、パネルディスカッションがあったんですけれども、学校生活の様子をパワ

ーポイントを使いましてしっかり伝えることができました。これも各中学校、高等学校

の先生の指導のたまものであると私は思いました。 

 出し物では、よさこいソーランをしたんですが、練習もしっかりしていきましたけれ

ども、これがすごく盛り上がって、アメリカではすごく人気があって、最後のお別れ会

のときはアメリカの生徒たちも加わって一緒に踊りました。生徒たちは初めはちょっと

緊張しておりましたけれども、ホストの生徒さんたちの心温かいサポートで、すぐ打ち

解けて、授業もしっかりと受けておりました。アメリカの方たちの心の温かさとか、そ

れから心の広さというのを非常に私は感じてきまして、恐らく生徒たちも感じたのでは

ないかと思います。また、日本と違った教育、文化、習慣、それから、とても広い自然

というものをしっかりそれぞれの目で見て、それぞれの肌で感じてきました。 

 あと、課題も幾らかございましたけれども、これらのことについては帰ってまいりま

してから引率者と国際交流室、国際交流協会の方々と話し合いをしまして、今後の次の

行かれる方々への受け渡しをしっかりしておこうということで、こういうこともあった

よとか、こういうことはしとったほうがいいよということをしっかり文字に起こして残

しておきましょうということになっております。 

 この体験は、本当にすばらしい体験で、子どもたち、中学生、高校生たちは本当に大

きな財産になったと思います。これから、なお将来に生きる上で子どもたちは大きく羽

ばたいてくれるものと私は期待しております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 山下委員さん、ご苦労さまでした。 

 一応、これで予定の議題といいますか、報告は終わりますが、何かほかにありますか。 

 よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、ほかないようですので、これで４月の定例教育委員会を閉会いたしたいと思い

ます。どうもご苦労さまでした。 

 

 

 

 

 

 


