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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 定刻になりましたので、５月の佐賀市教育委員会の定例会を始めたいと思います。 

 本日は、６名中６名の委員が出席ということで、適法に委員会が成立しております。

よろしくお願いします。 

 では、本日の日程につきましては、前もってお手元に配付しておりますとおりの日程

で行きたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。 

 では、これより本日の日程に入ります。 

 

日程２ 会議録の報告 

 

（委員長） 

 会議録の報告をまずお願いします。 

 

（教育総務副課長） 

 ４月２７日に開催されました教育委員会の会議録につきましては、５月２１日に配付

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） 

 目を通していただきまして、何かございましたらお願いします。 

 

（Ｂ委員） 

 ２２ページのまず１行目ですが、「グレンズフォールズ市のハドリー」の次の「ウィ

ザンス」と書いてあるのを「ルザーン」に、「ハドリールザーンセントラルスクール」

に訂正をお願いします。 

 それから、上から７行目あたりの真ん中より後のほう、「手厚く歓待といいますか、

を受けました。」を、「歓待を受けました。」と変えておいてください。 

 それから、ずっといきまして、１７行目あたりです。「授業もしっかりと受けており

ました。」の次の「今はすごく向こうの方たち、私も行って、」を削除していただきたい

と思います。 

 それと、次の次の行ですけど、「恐らくあの」の「あの」というのを削除してもらっ

て、「恐らく生徒たちも」というふうに、訂正させていただきます。 

 

（委員長） 

 そういうことで文言の訂正をお願いいたします。 

 ほか何かありますか。ほかはよろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、そう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） 

 それでは、次に教育長の報告を求めます。 

 

（教育長） 

 それでは、お手元のプリントに沿って簡潔に４点ほど申し上げたいと思います。 

 まず、１点目は、佐賀市の校長会の総会が行われました。前年度の事業等に対する反

省、課題、そして、本年度の組織体制、こういうことでプリントに起こしているとおり
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でございます。 

 特に、佐賀市の小中学校校長会は、年々、組織的にも事業内容的にも充実が図られて

おります。特にこれだけ教育問題というのが多種多様化し、多岐にわたっているという

ことを考えますと、やはり校長会と行政機関である私どもというのは十分に意思の疎通

を図りながら、お互いに知恵を出し合い、事業を推進していく必要があるというふうに

考えております。まさに教育委員会と校長会というのは車の両輪でございまして、お互

いに政策論議を重ねながら進んでまいりたいと意を強くしたところでございます。 

 ２点目です。佐賀県市町教育委員会連合会の春季総会、研修会がございました。ここ

では本年度の事業計画が審議されましたが、総会の宣言文につきましては、一番最後に

つけております。 

 このときの講演は、佐賀ダンボール商会の副社長石川慶蔵氏でございました。 

 この方は、ご存じのように、松下幸之助の直属で松下幸之助の経営学を学んだ方とし

て、佐賀では唯一、この方ぐらいではないかなというふうに思います。有名なところで

は洞爺湖サミットに参加の各首脳に対して、日本からの記念品として陶器製の万年筆が

贈られたわけですが、その考案者であります。陶磁器でつくった万華鏡もこの方の考案

でございました。 

 その中で人材育成の心得５カ条ということで言われましたので、かいつまんでここに

書いておりますが、人を鍛えなさい。そして、自主性を引き出すようにしなさい。なお

かつ、その人を信頼しなさい。目標をいつも与えなさい。そして、その人の特性をつか

まえて適材適所に配置をしなさい。この５項目を言われました。いろいろ説明を加えな

がら言われましたが、非常に共感をするところがございましたので、ちょっとメモ程度

に書いております。 

 それから、松下幸之助の新しい人間観として、ここに５点書いておりますが、これに

つきましてはお読みいただきたいと思いますが、その中で４番目に当たるところ、礼の

精神を持ちなさいというのが、松下幸之助の４点目の人間観の教えでございます。教育

新聞等を読んでおりましたら、必ず最後に根底にいつも感じるのがここなんですね。礼

の精神を持ちなさい。すべてのものに感謝の気持ちをあらわしなさい。これはもうどう

いうふうな本を読んでも、どういう雑誌等を読んでも、まさに、やはり、行き着くとこ

ろはそこです。私自身も今感じているところでございます。 

 それから、５番目の衆知を生かすこと。これにつきましても、非常に感じるところが

ございました。 

 特に話の中で松下幸之助さんが新入社員に必ず「あなたは親の肩を揉んだことがある

か」というふうに問われるそうでございます。そしたら、最近の若者は「そういうこと

をしていない」と。そういうときに間髪入れずに、「初任給で靴下でもいいから、親に

感謝の心を示しなさい」と、こうおっしゃっているというのが非常に、含蓄のある言葉

に聞こえて参りましたので、まさに感謝ということではないかなというふうな思いがし

たわけでございます。 

 それから、私ども教職員に対して言われたことのひとつに、「図書館は宝の山である」

ということがありました。学校で学ぶ中身というのは、テストをするにしても解答がす

べてある。ところが、人生に出ると、解答があるとは限らない、あるいは解答が見えな

い。では、そういうときにどうするかと言ったら、やっぱり学び方というのを学校でぜ

ひ身につけさせるということです。その１つに、図書館というのをぜひ活用する習慣を

つけていただきたいというふうに言われました。この図書館というのは衆知の集まりで

あり、その活用が社会に出てから学びの場になるんですということをおっしゃられまし

た。このことが非常に心に残っております。 

 ３点目、佐賀市退職校長会の定期総会に参りましたが、この中で退職校長会も今非常

に燃え始めております。先日、教育新聞を読んでおりましたら、どこの市でしたか、退

職校長ＯＢが現職校長を支える会というシステムを教育委員会がつくっております。こ

こまではできないでも、退職校長会の主体的な動きを学校現場の中でどれだけ知恵をお
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かりできるか、その辺のところは今後やはり私どもも考えていく必要があるんじゃない

かなというふうに思いました。 

 ４点目です。全国都市教育長協議会定期総会に行ってまいりましたが、(1)文部科学

省の説明概要、これはもうここに書いているとおりでございます。 

 ３ページの③第３フェーズの教育委員会の制度改革、これは本年度はいたしません

と。ただし、これは視野に入れているのは間違いないということでした。極端に言えば、

私立と公立の一番の問題はガバナンスというふうにおっしゃられました。そういうこと

から何とかしなければならないという、そういう思いはあられるようですので、今の政

権が続いていくと、そこら辺のところに何らかの形でメスが入るのかななどと思いなが

ら聞いておりました。 

 それから、(2)教育研究部発表につきましては、ここに書いているとおりでございま

す。特に土佐の教育～船中八策、これは非常に参考になりました。下に書いていること

がうちと非常に共通する点もございました。 

 ３点目が (3)記念講演「夢への挑戦」。ご存じのように太田幸司投手、三沢高校出身

でございました。延長１８回の末、再試合で負け、準優勝になったということで、この

方の生きざま、それから、教育への思いを語ってもらいました。やはり子どもに対して

は、夢を持って、それに向かって突き進むような指導が大切です。だから、子どもたち

が夢を持って、それに向かって熱く突き進む、そういう教育をしてくださいと、こうふ

うにおっしゃられました。 

 それから、もう１つ、子どもたちに教えてほしいと、あるいは自分が心がけているの

が、努力しても結果が必ず出るとは限らない。まさにこれは挫折ということかもしれま

せんが、ただ、成功した人は必ず努力をしている。だから、努力しなければならない、

こういうふうに自分が常に子どもたちにも、今、自分が指導している女子の選手にも言

っている、こういうことをおっしゃられました。努力をしても結果は出ないことがある。

しかし、成功した人は必ず努力をしている。だから、努力をしましょうと、こういうこ

とをぜひ学校現場でも考えて指導していただきたいと言われました。 

 簡単でしたが、以上で報告を終わります。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。何か質問なり意見なりあればどうぞお願いします。よろし

いですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、ご苦労さまでした。ありがとうございました。 

 

日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

 では、引き続きまして、日程４の議題に入りたいと思います。 

 第３号議案『佐賀市公民館条例及び佐賀市立図書館条例の一部を改正する条例』につ

いて、説明をお願いします。 

 

（社会教育課長） 

 資料の３ページをお願いいたします。 

 『佐賀市公民館条例及び佐賀市立図書館条例の一部を改正する条例』につきまして、

ご説明いたします。 

 改正内容につきましては、２のところに書いております。 

 公民館条例の改正につきましては、西与賀公民館の移転改築に伴う位置の変更であり

まして、西与賀小学校の北側に移転させるものです。ことしの１０月から供用開始の予

定です。 
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 それから、三瀬公民館につきましては、条例上の地番を誤っておりましたので、正し

い地番に改めるものです。新旧対照表のところに三瀬公民館の地番を掲げていますが、

正しい地番が「２７６２番地２」です。これを「２６１５番地」というふうにしていた

ものです。 

 この誤りの原因を調べましたが、確たる原因がわからなかったのですが、この三瀬公

民館の元の公民館、旧公民館が昭和49年に建設をされております。その際に建設委員会

で公民館の予定地として上がっていた土地だそうです。最終的には所有者の同意が得ら

れずに、公民館は今のところに建設をされましたが、住所としての地番は予定地のまま

になっていたということです。市町村合併でもそのまま引き継いでおりまして、昨年、

新公民館をオープンさせましたが、そのときパンフレットをつくる際に判明しまして、

西与賀公民館の位置の改正に合わせて今回改正するものです。 

 それと、図書館条例の改正につきましては、これも図書館三瀬館が館内にございます

ので、同様の理由により位置の改正を行うものです。 

 施行期日は、三瀬公民館及び図書館三瀬館は公布の日、それから、西与賀公民館は教

育委員会規則で定める供用開始日から施行することとしております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 説明がありましたが、何かありますか。 

 

（Ｃ委員） 

 さっき確たる原因がわからないと言われたんですけど、数字の違いとはいえ、すごい

ことですね。例えばの話ですけど、売買とかをする前に、字図で地番とか見てするじゃ

ないですか。このまま現場を確認せずに動いて、後から、あら、ここは違うとかなる可

能性も秘めていたということですよね。この土地を売買して、だれか第三者に売るとか

なった場合に、ずうっとこれが、この数字が生きておったらですね。 

 

（社会教育課長） 

 今の公民館の土地の所有権というのは佐賀市がちゃんと持っていまして、単なる住

所、個人でいえば、住民票の住所の記載誤りですので、誤っていたからといって、それ

が土地の権限に結びつくとか、そういったものとはちょっと違います。ただし、それは

実態と違いますので、非常によくないことではあります。 

 

（委員長） 

 今後、どうか誤りがないように、よろしくお願いいたします。 

 

（Ｃ委員） 

 結局、そのときのだれかの人為的な見落としでしょう。 

 

（社会教育課長） 

 はい。これは昭和４９年３月１０日発行の「郷土三瀬」という広報ですけど、そのと

きに三瀬公民館をつくって、住所を三瀬の２６１５番地に公民館を設置するというふう

に、既にそのときに決めております。恐らく原因としては、そういうことで予定地をそ

のまま思い込んで使ったのかなというふうに、その当時の関係者から聞いております。 

 

（Ｄ委員） 

 特に郵便が届かなかったりとか、そういうことはありませんよね。 
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（社会教育課長） 

 ゼンリンの地図も間違えて、もう「２６１５」で表示されているんですよ。字図まで

は確認はしないですからですね。 

 

（Ｃ委員） 

 余談ですけど、離れていますか。 

 

（社会教育課長） 

 いいえ、近くです。 

 

（委員長） 

 今後よろしくお願いいたします。 

 そういうことでよろしいですね。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、次の議案に進みたいと思います。 

 第４号議案『佐賀市立公民館館長の任免について』、これも社会教育課ですか。どう

ぞお願いします。 

 

（社会教育課長） 

 ６ページをお願いいたします。 

 佐賀市立○○○公民館長の任命についてご説明いたします。 

 ○○○公民館長については、前任者が自己都合により、急遽３月末で辞職をしました

ので、４月１日からは○○出張所教育課長が兼任をしております。そこで、後任館長に

つきましては一般公募を行って、応募者６名の作文及び面接評価を行いました。その結

果、最も評価が高かった○○○○さんを公民館長に推薦するものでございます。 

 選任日は６月１日付で、任期は平成２３年３月３１日までの残任期間となります。 

 ○○さんは川副町在住で、６６歳。民間企業を退職後、○○町教育課において嘱託職

員として５年ほど社会教育の指導をされた経験があります。 

 新館長の就任に伴いまして、出張所教育課長の館長兼務を５月３１日付で解きます。 

以上です。 

 

（委員長） 

 何か質問はありませんか。 

 ちなみにほかにはどんな方が、何人ぐらいご応募されたんでしょうか。 

 

（社会教育課長） 

 全体で６名です。１名は当日、面接は欠席をされております。 

 

（委員長） 

 そうすると５名ですね。 

 

（社会教育課長） 

 はい。 

 

（委員長） 

 応募されたのは、どういう方々ですか。 

 

（社会教育課長） 

 ○○○○の前自治会長さんとか、社会教育に関心があるという方々でした。 
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（委員長） 

 社会教育に大いに関心があるということで選出をされたということですね。 

 よろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、承認ということにしたいと思います。 

 

日程５ 報告事項 

 

（委員長） 

 続きまして、報告事項に入りたいと思います。 

 まず、１番目の６月補正予算（案）について、関係課長からよろしくお願いします。 

 

（教育総務課長） 

 それでは、７ページの資料に基づいて、教育総務課のほうから順次説明してきたいと

思います。 

 まず、教育総務課分で、歳入歳出とも１０４万円の事業を上げております。この事業

につきましては、４月の定例教育委員会で魅力ある学校づくり事業ということでご説明

しておりますので、内容は省略させていただきますが、提案公募で、みずからが企画立

案して、特色ある学校をつくっていこうという事業に川上小と巨勢小学校が採択をされ

まして、１校当たり４０万円の補助金を受けることになりました。 

 それから、中１選択制で、少人数学級ですとか、ＴＴに取り組む学校が市内に８校ご

ざいます。これは３６人以上の児童数がいるクラスが１つでも中学１年生にある学校と

いうことですが、８校の中で３校、城西中と金泉中、思斉中学校が、この選択制を導入

した結果の検証をして、研究報告をするようにということで指定を受けた分でございま

す。これが８万円の３校分で、トータル１０４万円ということで県から補助金を受ける

ことになっております。 

 教育総務課分は以上です。 

 

（委員長） 

 次は、学校教育課お願いします。 

 

（学校教育課長） 

 それでは、学校教育課のほうで３本、事業を歳出のほうでごらんください。 

 通級指導教室の設置事業ということで、７７０万円、６月補正でお願いしようと思っ

ております。 

 内訳は、大和中学校に発達障害の生徒を受け入れる通級指導教室の改修工事を行いま

す。ＬＬ教室に間仕切りを入れながら、学習室、プレイルーム、そして担当の職員の部

屋と区切るなど、その他工事も含みます。春日小学校も同じように発達障害の児童を通

級という形で週１回指導をさせていただきますが、これも従来使っていた会議室を改修

いたしまして、学習室、職員室、プレイルーム等々の工事を行います。 

 それから、２点目です。原子力のエネルギー教育の支援事業ということで、今年度は

南川副小の５年生の社会科の発展的な学習として、原子力・エネルギーについての学習

を玄海エネルギーパーク原子力発電所で行うということでのバス２台の借り上げでご

ざいます。 

 次が、文科省や県から委嘱された研究指定校が、今年度は３校になりました。諸富中、

松梅小、そして松梅中。松梅小中につきましては、小中一貫教育を目指して、連携教育

のより充実を図る調査研究事業に２校合わせて４０万円、それから、平成２４年度から

中学校はすべて武道必修化になりますので、そのための調査研究事業を諸富中学校で実

施ということで８８万９，０００円、合わせて１２８万９，０００円です。 
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 以上が学校教育課の３事業を補正でお願いしようと思っている分です。 

 

（委員長） 

 それでは、こども課お願いいたします。 

 

（こども課長） 

 こども課です。歳出のほうをごらんください。母子家庭就労支援経費２，３００万円

の補正額です。これにつきましては、母子家庭の母親の高等技能訓練促進事業の利用申

し込みが、見込みよりも多かったというところで補正をお願いしている分です。この事

業につきましては、国の補助率が４分の３でごありますので、歳出の２，３００万円に

対する４分の３の１，７００万円を歳入として補正をお願いしております。 

 資料の９ページをごらんください。 

 この母子家庭就労支援経費、母子家庭高等技能訓練促進事業費でありますけれども、

これにつきましては、母子家庭の母親が就職に有利な資格取得を目指して、２年以上専

門学校や大学等で修業する場合に、生活の負担軽減を目的に、毎月一定額の訓練促進費

を支給するものです。かつまた、卒業後には入学支援修了一時金を支給します。これら

の国の実施要項に基づいて、全く内容を準じた形で市の実施要項を設けていくようにし

ております。 

 一応対象者としましては、市内の母子家庭の母親、かつ児童扶養手当の受給者、ある

いは同等の所得水準の者、かつ２年以上の養成機関で修業する者、かつ過去において促

進費を受給していない者、この４つの条件を満たす方について対象にしております。 

 あと支給額につきましては、住民税課税世帯が訓練促進費が月７万円、非課税世帯が

１４万１，０００円、あと一時金のほうが、課税世帯が２万５，０００円、非課税世帯

が５万円という形になっています。 

 あと対象の資格としましては、業種、職種を明記しておりますけれども、今回申し込

みがあったのは看護師を目指す方、介護福祉士を目指す方、保育士を目指す方、この３

職種になっております。 

 支給期間としましては、修業する全期間を対象にします。かつ、※のところ、全期間

支給につきましては、平成２４年３月３１日までに修業を開始した者が対象になりま

す。したがいまして、来年度入学される方までを全期間対象という形になっております。 

 今回の補正の理由につきましては、昨年６月に国の制度改正がなされまして、それま

では修業期間の後半の２分の１、例えば、短大の２年でありますと、最後の半年間だけ

がその対象になっていたんですけれども、この制度改正に伴って全期間、いわゆる２年

間全部対象期間になりました。かつ支給額も課税世帯５万１，０００円から７万円、あ

るいは非課税世帯が１０万円から１４万円ということで、支給額の引き上げもあわせて

行われています。それに伴いまして、やはり対象者がふえたというところであります。 

 ただ、平成２２年度予算要求の段階では、大体７月、８月に予算要求を策定するんで

すけれども、この段階ではまだ制度拡充につきまして十分な周知がなされていませんで

した。一応市報のほうで昨年１０月以降に、この制度拡充を周知をいたしました。平成

２２年度になりまして、やはりその制度を知られた方たちがかなり入学を希望されて、

一応見込んだ人数が１１名あったんですけれども、結果的には、今３２名の申し込みを

いただいております。 

したがいまして、この３２名に対する支給額として補正２，３００万円をお願いする

ものであります。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 それでは、社会教育課、お願いいたします。 
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（社会教育課長） 

 コミュニティ事業助成金として３１０万円ほど要求をするものです。 

 このコミュニティ事業助成金については、宝くじの普及広報の受託事業収入を財源と

して、財団法人自治総合センターが行う助成事業でございます。コミュニティ活動に必

要な施設、または設備の整備に対し助成がされるものです。 

 今年度につきましては、新栄校区の坂井自治会、それから、金立校区の上九郎自治会

の２つの自治会から申請があり、採択をされたものです。補助の内容というか、助成内

容としましては、自治公民館用のテーブル、いす、それから、音響設備等の購入費用の

補助になりまして、全額補助となります。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 続きまして、文化振興課お願いします。 

 

（文化振興課参事兼副課長兼文化振興係長） 

 文化振興課より世界遺産の補正予算を説明申し上げます。 

 歳出ベースで２３７万円と１４０万円を上げておりまして、前段のほうが国庫補助、

下のほうが市単独分でございますけれども、日新小学校が築地反射炉があるところとい

うことで、反射炉本体を今までずっと探していたんですが、反射炉本体には今のところ、

当たっておりません。日新小学校には反射炉のモニュメントがございまして、その北側

に屋外のトイレがございます。その北側あたりに２カ所ぐらいトレンチを前年入れまし

たところ、大量に耐火れんがが出ました。その周辺に反射炉本体があるのではないだろ

うかというところで、今年の夏休みに発掘調査を実施する計画でございます。 

 いわゆる発掘調査に関しましては、国庫補助事業とか県費でお金が出ますけれども、

ちょうどそこが日新小学校の花壇に当たっておりまして、花壇を一時撤去して、元に復

旧するということに関しましては対象外でございますので、市単独で１４０万円予算要

求をさせていただいております。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 もう１つ、平成２２年度の緊急雇用創出事業交付金に伴う補正の説明もお願いしま

す。学校教育課お願いします。 

 

（学校教育課長） 

 学習支援員の活用事業、２９９万４，０００円をお願いしております。これまで６小

学校、そして、１０中学校に１５名の学習支援員を配置しておりますけれども、今回の

緊急雇用創出交付金の再度の募集がありましたので、２名分を今回追加したいと考えて

おるところです。 

 なお配置先については、ある程度予定はしていますけれども、学校の状況を見計らい

ながら決めたいと思います。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 社会教育課、お願いします。 

 

（社会教育課長） 

 公民館図書室の図書整理及びパソコン入力作業につきましては、公民館図書室を魅力

のあるものにして、住民の利用を促進するために行うもので、司書資格を持った日々雇

用職員２名を雇用しまして、本の分類、整備、それから公民館主事への図書整理方法の
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指導等を行うものです。 

 支出の中身につきましては、ほとんどが人件費となっております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 文化振興課。 

 

（文化振興課参事兼副課長兼文化振興係長） 

 文化振興課より説明いたします。 

 お手元の資料で歳出ベースで８６８万７，０００円となっているかもわかりません

が、古い資料を出してしまい申し訳ありません、歳出ベースで７２８万７，０００円で

ございます。これも世界遺産関連の事業でございまして、幕末佐賀藩の歴史文献資料を

データ化する作業でございます。どういうことかと言いますと、例えば、三重津とか石

炭とか反射炉とかという言葉をずっと拾い上げる作業をしております。これをデータベ

ースに入れれば一発で検索ができると。その周辺を見れば関連がわかるというところ

で、ただ、これはすべての事業でできるような状況ではございませんで、調査のメーン

となる書籍、例えば、「佐賀藩銃砲沿革史」とか「佐賀藩海軍史」とか、主だったもの

のデータベース化ということで考えております。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 以上のことについて何かご質問なり、ご確認なりあればどうぞお願いします。 

 

（Ｃ委員） 

 こども課のほうから出た母子家庭就労支援経費、これは職業訓練等に行かれた場合に

これだけを支給しますということですけれども、その方がその後の就職率といいます

か、そのあたりまでの追跡等を行ってありますか。 

 

（こども課長） 

 過去３年、基本的には９名の方が受講されています。一応卒業されまして、その９名

の中で７名の方が常勤として、看護師さんとか作業療法士さんとかというところでお勤

めになっています。あと２人の方がパートで看護師をされているとか、１人の方が今ち

ょっと休職中ということ、今、職を探されているという状態です。 

 

（Ｃ委員） 

 わかりました。 

 

（Ｂ委員） 

 関連してですが、支給額がございますが、これは養成校に払われる授業料とか、実習

費とか、そういうものなのでしょうか。 

 

（こども課長） 

 基本的には別でありまして、やはり生活支援であります。ですから、個人さんに生活

支給としてお支払いすることになります。 

 

（委員長） 

 そちらのほうの授業料とか援助はないんですか。 
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（こども課長） 

 当然、授業の関係で、奨学金とかいろいろあると思いますけれども、そこら辺との併

用は可能です。とにかく目的が違うということで、こちらの場合は生活給、奨学金関係

は修学のための補助ということで目的が違うと思いますので、併用給付が可能でありま

す。 

 

（委員長） 

 これはお願いですけど、事務の方が法律に基づいて、いろいろな部署で実施されてい

ますけれども、受ける側から言いますと、やっぱり対象は１人の方なので、いろんな補

助メニューがばらばらに分散していて、その中から受けるような感じになりますよね。

できれば、この家庭にはこういう支援がなされているということがどこかで確認をして

いただけるように、ですから、こういうような生活支援もあれば授業料の修学援助もあ

ると。だから、要するに佐賀市ではこういうことを実施していて、補助を受ける対象者

の方々を、ぜひ大事にしながら取り組まれるように、委員長から事務方のほうにお願い

できればなと思っています。 

 

（こども課長） 

 支給するためには、毎月の出席証明とかを出していただくんですけれども、毎月、そ

の受給者の方には来ていただいて、うちの家庭相談室の相談員が専任でおりますので、

その方の今の授業の内容とか、出席状況、あるいは家庭の状況、生活状況を詳しくお聞

きして、間違いなく継続していただけるかというところは確認させていただきます。あ

と、また啓発のほうも担当で、この概略についてはさせていただいております。 

 

（委員長） 

 はい、ありがとうございました。わかりました。 

 ほか何かございませんか。 

 

（Ｄ委員） 

 同じくこの件で質問させていただきたいと思います。就労支援の件ですが、これは生

活支援として月額７万円ぐらいを支給されるということなんですか。 

 

（こども課長） 

 はいそうです。 

 

（Ｄ委員） 

 母子家庭の生活費として考えますと、これでは生活はきついだろうなと思うんです

が、支給を受けていらっしゃる母子家庭の方というのは、例えば、実家の援助があると

か、実態としてはかなり恵まれた方なんですかね。 

 

 

（こども課長） 

 ほかに母子の児童扶養手当が当然支給はされております。ただ、今、委員おっしゃっ

たところは、少なくとも、例えば、ほかにご両親が同居されていても、一応単独で生活

をされているという状態があれば、当然扶養手当も支給されますので、また別に自分だ

けが単独でアパートにお住まいになっている方もおられると思います。そういう意味で

は、必ずしも生活実態が豊かとか裕福とかいうところは必ずしもないとは思います。 

 

（Ｄ委員） 

 わかりました。何となく私がイメージしている母子家庭の方は、ほとんど働いている
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方が多くて、この就労支援というのが、国の政策だと思うんですけど、ちょっと的外れ

な部分を感じてしまうことがあるんですね。実際の母子家庭は、もうほとんど昼も夜も

働いているような状況で、本当は生活支援のほうが必要なんじゃないかなと思います。

ゆっくり学校に通って勉強を今から２年間してというのは、なかなかそういうふうに踏

み切れるというのは、実際にはかなり難しいのじゃないかと思いまして、どういう方が

受けているのか、もちろんこれ自体はすごくいいと思うので、ぜひ公金でやっていただ

きたいんですけど、どういう方が、どういうふうにして始めて、うまくこういうふうに

自立できましたというのをぜひ教えていただきたいなと思います。 

 

（こども課長） 

 その点では、少なくとも今の対象者が４つの条件を満たす形で処理はさせていただき

ますけど、その前後といいますか、経緯とか、そこら辺については改めてまた実態のほ

うはご報告したいと思います。 

 

（委員長） 

 勉強会の議題にも、ぜひ出していただきたいんですね。例えば、これにＤＶが重なっ

ているケースだって、ひょっとするとあるかもわかりませんよね、こういうケースでは。

だから、援助する立場として、どういうふうなことが佐賀で現実としてはされていて、

そして、どういうふうに成果が上がっているか、そういうふうなことを、佐賀の現状と

いうんですか、それをわかるように私たちもやっていきたいと思いますし、あるいは市

民の方にもそういうようなことを伝えられるようにしたいなと思いますので、ぜひ我々

の勉強会の議題、テーマにも掲げてください。今後ともよろしくお願いします。 

 ほか何かございますか。 

 私のほうから学校教育課のほうに、大和中学校と春日小学校の通級指導教室のことで

すが、対象児童・生徒は何人ぐらいそれぞれいますか。 

 

（学校教育課長） 

 大和中４名、春日小に１２名です。 

 

（委員長） 

 どんな問題というか、障害というのがありますか。 

 

（学校教育課長） 

 ＬＤ、ＡＤＨＤなどです。 

 

（委員長） 

 軽度ですか。 

 

（学校教育課長） 

 実際に開級式に立ち会ったんですが、立ち上がって活発な児童もいました。大半の児

童は緊張していたせいもあると思うんですけれども、そういうきちんと、わきまえなけ

ればいけないところは、ほとんどの子どもさんができる子どもさんでした。でも、本当

は黙って聞くべきところで、発言するという児童も数名いました。 

 

（委員長） 

 はい、わかりました。ほかございますか。 

 特別支援教育の充実は、文科省の大きなテーマになっていますので、そういうことで

充実しないといけないと思いますので、どうかよろしくお願いします。 

 ほか何かありますか。よろしいですか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、そういうことで報告ありがとうございました。 

 次ですが、友だち１００人できるかなキャンプ開催について説明をお願いします。 

 

（青少年課長） 

 青少年課です。先日、５月の連休明け、１５日と１６日、１泊２日で北山少年自然の

家のほうで市内の小学校の４年生から６年生の男女の子どもたちを集めてキャンプを

行いました。 

 このキャンプは非常に応募が多くて、またことしも倍以上の応募がありまして、３０

校から２１７名の応募で抽せんをしまして１０１名の子どもたちで当日キャンプをし

ました。 

 県のキャンプ協会の協力を得まして、通常ですと、当日キャンセルとかが出るんです

けど、ことしが全然キャンセルもなく、応募の子どもたち全員キャンプに参加をしたと

ころです。 

 非常にキャンプ協会の方、ボランティアの大学生もこれに参加をしていただいて、子

どもたちも最初、受け付けのときは十分声の出ない子どもたちもいたんですけれども、

レクリエーションとか野外炊飯、それからキャンプファイヤー、２日目のオリエンテー

リング等、ずっと交流をする中で、最初はやっぱりうちとけてはいなかったんですけど、

さすが子どもですね、すぐ仲間になって、それもそれぞれのいろんな違う小学校の子ど

もたちが１０人ぐらいで１つの班になっていろいろ行動するんですけれども、非常に有

意義な、子どもたちにとっては非常に思い出になるキャンプだったと思います。 

 こういったことで毎年のことなんですけれども、いつも遊んでいる子どもたちじゃな

くて、いろんなところから来ている子どもたちと交流を図ることによって、子どもたち

の社会性とか、そういったところがこのキャンプで身につくんじゃないかなと思ってお

ります。 

 来年度以降もこのキャンプについては子どもたちも非常に参加をする希望者が多い

ということですので、引き続きこの事業については来年度以降も事業展開を図っていき

たいと思っております。 

 以上で報告を終わります。 

 

（委員長） 

 何かご質問ありますか。 

 

（Ｂ委員） 

 これは年に１回やっているようですけれども、こんな人気があるから２回とかはでき

ないんでしょうか。 

 

（青少年課長） 

 そうですね。キャンプ協会の協力を得ながらということで、１つは、ことしの８月に

中学校１、２年生を対象に、またそういったいろんな中学校の交流を含めたところでの

キャンプも行いますし、できればそうしたいですけども、なかなか予算もなくて、ただ、

今は海と山の交流とか、また、地域の中でも交流もあっていますし、こういったのは、

今、委員がおっしゃった部分も含めて、またいろいろと考えたいと思います。 

 

（委員長） 

 委員長の立場から言いますと、これは社会教育部でしているじゃないですか。学校教

育課関係でもそういうような感じのものをやっていると思うんですよ。あるいは支所関

係でもやっている。私が思うのは、何かいろいろやっているけれども、それが情報とし

てきちんと佐賀市全体としてはこういうことをやっているんですよという、何か連携と



  13 

いうのをこれからもっととっていきたいなと思っております。だから、いろんなことを

ばらばらにするのではなくて、佐賀市全体としてはまとまって、一貫性のもとにこうい

うふうなことをやっていますよというようなことをぜひこれから意識して、やっていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（Ｃ委員） 

 年度初めに一覧表みたいな感じでできないんですかね。いろんな団体がされているじ

ゃないですか。小さいグループでされている人、これは県のキャンプ協会がやっている

キャンプとか、自分が知っているだけでも結構あるですもんね。そしたら、このとき行

かれんでも次のこのキャンプには行けるとか、子どもたちもやっぱりつもりができる

し、もしこういう子どもたちに対しても告知ができれば、予定という形で、お知らせみ

たいな感じのものができればお願いします。 

 

（委員長） 

 いわゆる各課連携もよろしくお願いします。 

 その他の報告がありますので、まず、思斉館について、お願いします。 

 

（教育総務課長） 

 お手元にご案内を２つ差し上げております。 

 １つ目が、佐賀市立小中一貫校思斉館開校記念式典が開催されますという文書を差し

上げております。 

 申しわけありません、直近になりまして、５月２８日金曜日、９時から予定されてお

ります。ご案内がおくれて申しわけございませんでした。 

 今回、校舎隣接型ということで、小中一貫校が４月からスタートをしております。こ

の式典を行いますので、各委員さん方よろしくお願いいたします。 

 それから、もう１つご案内なんですが、これは６月２０日のフリー参観日に合わせま

して、これも思斉館のほうで行われるんですが、小中一貫校を記念いたしまして、アル

モニア管弦楽団による「まなざし思斉館コンサート」というものが開催されます。こち

らのほうもフリー参観デーとあわせて行われますので、よろしかったら是非ごらんいた

だきたいというご案内です。 

 私のほうからは以上です。 

 

（委員長） 

 よろしいですか。 

 次は、口蹄疫についてお願いします。 

 

（学校教育課長） 

 お手元のほうに「佐賀市口蹄疫対策連絡会議」という１ページから８ページまでの資

料、パワーポイントのスライド資料が表に載っているものです。それと、佐賀市内各小・

中学校長様ということで、これは附属も含めてですけれども、口蹄疫に係る対応につい

てということで佐賀市教育委員会のほうから、今、学校ができる配慮、対応というのは

何なのかということを少し教育委員会内で協議いたしまして、各学校のほうに今日の午

後、通知をしたところです。 

 学校のほうも、今のところ、佐賀市内ではもちろん、県内でもこの口蹄疫に関しては

心配はないですが、風評被害とか、口蹄疫そのものよりも、子どもたち同士の人間関係

の中で、いじめ、差別につながるようなことがないかとか、それから、あと保護者から、

給食は大丈夫でしょうかという問い合わせがあろうかとも思います。学校がそのとき

に、「わかりません」ではなくて、佐賀市教育委員会からもこういうことで通知を受け

ている、大丈夫ですと、きちっと対応できるように、教育委員会から通知を出させてい
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ただいたところです。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 はい、宮崎県は本当に大変みたいですけどね。 

 次は、子どもへのまなざし運動のこと。どうぞ。 

 

（社会教育課長） 

 社会教育課です。子どもへのまなざし運動ということでチラシをお配りしていると思

いますが、社会教育課では、まなざし運動の地域での取り組みということで、地域行事

への子どもの参加等を促しております。出番、役割、承認ということをキーワードに市

民生をはぐくむ教育を推進しているところです。 

 そこで、「さあ、地域行事へ参加しよう！」ということで、このようなチラシを作成

し、小・中学生、それから、保護者向けに配布をしましたので、委員の皆様方にもお知

らせをします。裏面にも、さまざまな地域行事に参加した子どもたちの様子を載せてお

りますので、どうぞ参考にしてください。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 これは、公民館にも配布してありますか。 

 

（社会教育課長） 

 はい、公民館にも置きます。小・中学生がいる全家庭と教職員にも配布します。 

 

（委員長） 

 ほか何かございますでしょうか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、本日の日程を終了いたしたいと思います。 

 これをもちまして５月の定例教育委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


