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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 こんにちは。やっと暖かい日になりまして、梅の花も随分ほころんだというようなこ

とが報告されておりますが、これより引き続きまして２月の定例教育委員会を開きま

す。 

 再度、確認します。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、教育委員会の日程に入ります。 

 

日程２ 会議録の承認 

 

（委員長） 

 まず、会議録の報告を求めます。 

 

（教育総務課副課長） 

 １月２５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、２月１８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、何か修正なり、あるいは意見なりございましたら、どう

ぞお願いいたします。 

 

（Ｄ委員） 

 １０ページですけど、私の発言で、真ん中あたりに発言したところがあります。その

中の「キャーキャー」という部分をカットしてください。 

 

（委員長） 

 ほかございますか。 

 

（Ｂ委員） 

 私も「ヒューヒュー」という部分をカットしてください。 

 

（委員長） 

 よろしいですか。ほかはございませんか。 

 その２箇所を修正するということで承認というふうにいたしたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

日程３ 教育長報告 

 

（委員長） 

 次に、日程３でございますが、教育長の報告を求めます。 

 

（教育長） 

 それでは、８点ほど申し上げます。 

 まず、第１点目が、いよいよ西九州大学の子ども学部の学生が、来年３年になり、そ

ろそろ教育実習が始まるということで、教育委員会のほうとも協定書の締結をいたしま

した。 
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 私が考えている協定書の調印に際しましては、その意義を主に４点あると思っている

ところでございます。 

 １つ目は、次代の教育を担う教師を育てるということは、今、私どもが携わっている

教職員が育てるべきであるという考えに立っているということでございます。 

 ２つ目が、やはりすぐれた教師を育成して佐賀の教育の質を高めたいということでご

ざいます。 

 ３つ目は、やはり活力ある学校をつくるためには、当然ながら、組織の中で熟練した

力と若い力が相乗的に発揮をされて、そして学校の活性化が始まるというふうに思って

いますので、若い力をどんどん導入していきたいという思いがございます。 

 ４つ目は、大学から研究連携をしていただき、教職員の研修、研究面での支援をいた

だきたいというふうな意義を認めまして協定に臨みました。 

 第２点目ですが、フューチャースクールが日本で１０校、西日本で５校、その中の１

つに西与賀小学校ということで、先般１月２７日に公開授業をいたしました。 

 その中でいろいろ皆さん方のご意見、ご指摘の中に課題として残ったものをここに書

き出しております。 

 １つ目は、教育用のデジタルコンテンツの活用工夫が必要である。 

 ２つ目には、タブレットパソコンのバッテリーの稼働時間が５時間から７時間ぐらい

であるので、自宅に持ち帰ってもなかなか使えないのではないだろうかと。ですから、

家庭でも充電できるようなものでないといけないのじゃないかなというふうに思って

います。 

 ３つ目が、重さの関係です。重いので、やはり持ち運びは可能だけれども、持ち帰り

は不可能に近いのじゃないかなというふうなところが指摘として上がっておりました。

これはハードの面が中心ですから、そこら辺はこれから改良の余地があるというふうに

思っております。要は、これを活用した新しい形の学校教育がこれからスタートするで

あろうと思っております。 

 第３点目に、九州都市教育長協議会の理事会が鹿児島で開かれました。その中で協議

事項が４点ございまして、内容的にはほとんど似たりよったりということがございまし

たので、あえて各県の状況は報告いたしません。 

 話題になったのが、１つは、教室への空調施設の設置について、どういう考えを持っ

ているかということでした。特に、鹿児島とか熊本とかいうところの空港の近くの学校

は、もう完全に冷暖房完備、それから桜島の近くは学校の授業中、灰が入らないように

するために冷暖房完備という特殊な条件はあります。基本的にはどの市もこれについて

は余り前向きの回答はなかったように思います。 

 ２つには、学校の洋式トイレの設置について、子どもの生活様式と学校での生活のギ

ャップが大き過ぎるということで、洋式トイレの整備についてどう考えているかという

ことが議題に上がりました。 

 佐賀市は半分半分でしたかね、そういうふうな形でこれからの部分は取り組んでいっ

て、各階には必ず洋式が１個つくという形で取り組んであると思いますが、これはなか

なか難しくて、生活とのギャップがあるけれども他人の集団の学校という中でこれが果

たしてどういう形で取り組んでいけばいいのかという課題はあったようです。 

 ３つ目が、学校、行政への保護者のクレームに対してどうしているのかというのがあ

りました。これについては、むしろ佐賀市のほうが進んでいると思っております。 

 それから、全国の学力・学習状況調査についてのことがありました。 

 これが大きな話題のものでございました。 

 第４点目が、更正保護法人の佐賀県更生保護協会から、古賀常次郎さんの「どがんね

 古賀常次郎詳伝」という本を各学校に４０冊ずつ寄贈されました。これを学校で道徳

なり学級活動なり朝の時間、帰りの時間なりに、この人の生きざまを参考に、活用して

いただきたいということがありまして、各学校に寄贈を３月１日以降に各学校には配送

する予定にしております。 
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 第５点目が、もうご存じと思いますが、昇開橋のリニューアルオープンに行ってまい

りました。非常に興味深くて、国の重要文化財指定を受けていて、こういう形のものは

２つしかないと私聞いたような記憶があります。開通してもう７６年です。佐賀線の廃

止が昭和６２年だったと思いますが、そういうことから、今では重要文化財の指定を受

け、なおかつ機械遺産の認定というのを受けているということで、リニューアルされた

昇開橋をぜひごらんいただきたいと思っております。 

 第６点目の第２６回佐賀市青少年健全育成推進大会並びに第３回子どもへのまなざ

し運動推進大会については、ご出席いただいておりましたので、割愛させていただきま

す。 

 第７点目が、佐賀市生活安全推進協議会が２月１５日にございましたが、大きく３点

書いております。しかしながら、この中で私が気になりますのが２つ、特に学校関係と

いう視点から見ますと、携帯電話の件ですね。これは市Ｐの会場からも出ましたけれど

も、子どもたちの生活の現状と実際に携帯電話を所持している率というのが、非常にこ

ちらの思い以上に持っているという状況がありそうな気がいたします。 

 市Ｐのほうでも、教育委員会のほうでも携帯電話を原則持たせないというふうにやっ

ていますが、これについては近々のうちに市Ｐを通して、調査をしていただくというこ

とになっておりまして、３年ぶりの調査でございます。以前と今とどういう変化が起こ

っているのか、そこら辺が読み取れるのではないかと思っております。 

 それから「チャリ暴」という言葉を初めて聞きましたが、自転車暴走族ということで

ございます。各中学校区にこういうのが出没をしていると。しかもこれが中学生ももち

ろん入っていますが、中学生に限らず、年齢の幅が広くて、しかも１つの学校ではなく

て幅広い学校からなっております。これは今の情報化社会のなせる面を活用して仲間が

集まってきているということじゃないかなと思っています。これについてもやはり私ど

も教育上の警戒をしていかなければいけていのじゃないかと思います。 

 第８点目が、学校版環境ＩＳＯの認証式についてであります。 

 北山東部小学校に行ってまいりましたが、お礼の言葉を述べたのが４年生で、非常に

感銘を受けました。これまでにもいろいろなところに行きましたが、特にこの４年生の

子どものお礼の言葉に感銘を受けまして、その文をそのまま印刷をしてお手元に届けて

おります。特にこの中で自分のこともですが、家庭への取り組みということで非常にこ

の子どもが着眼をしているというところに感銘を受けました。そして、１人の取り組み

よりも多くの人の取り組み、これで効果が上がるんですと。だから、学校だけの取り組

みよりも、家庭もともに取り組んでいくと効果が上がるんですというアピールをしてく

れました。そういう意味でお礼の言葉を一緒につけておりますので、後でごらんいただ

きたいと思います。 

 最後に第９点目ですが、大豆１００粒運動販売体験は、新聞等でも記事になっており

ますので、ご存じだと思いますが、いろんなところで学校数が少しずつふえまして、生

産から販売まで子どもたちが学校教育の中で取り組んで、家庭教育の一貫として行われ

ているということで、非常にこれは実際に目にして、子どもたちが体験を通して学んで

いく姿、これは非常に意義がある試みであるというふうに考えたところでございます。

恐らくこれからもこれが少しずつまた広がりをみせると、これはとりもなおさず企業の

努力というところでもございますし、今後、こういうことから企業の取り組みが発信源

になればというふうに思っております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 教育長から報告がありましたが、何か質問、ご意見ありますか。 

 

（Ａ委員） 

 参考までですが、フューチャースクールの課題として、タブレットＰＣの自宅使用が
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できないとかというところだったんですが、前に任天堂のＤＳを授業に取り入れている

学校の報告を研修で聞いたことがあります。そのときは学校で一括管理して、もう持ち

帰りはなしという取り組みをされているのを見ました。それは個人で家で買ってもらっ

て持っている人もいるから、家でまた同じソフト買って勉強する子は勉強するという感

じでしたが、やはり持って帰るのは難しいのかなという感じがします。 

 

（教育長） 

 ここら辺の方針については、まだ学校のほうでもきちんとした方向は見えてないと思

います。 

 

（教育総務課長） 

 今回のフューチャースクール事業は総務省の事業で、その実証試験の中に家庭に持っ

て帰るという部分も実証試験の中に、今のところ研究内容に入っているようですので、

今回の期間では何度かそういう試みはされるかと思います。 

 

（Ａ委員） 

 持って帰ったほうが、家庭学習にも使えるからいいだろうなと思っていました。 

 

（委員長） 

 これについて先生方の感触というんですか、あるいは子どものフューチャースクール

の取り組みについてはどんな感触を持ってありますか。 

 

（学校教育課長） 

 学校の先生方も当初の戸惑いは幾らかあったにせよ、やはり各教室の中にすべての児

童用、教師用パソコンが配置され、常に使える、さわれるという状況があるため、予想

以上に活用度が高まっています。それから、保護者の方にもフリー参観デーなどでアン

ケートをとられていますが、期待度が極めて高いという状況です。子どもたちも積極的

で、どの生徒も学習に集中していました。 

 

（委員長） 

 一説に聞くと、学力はやっぱり幾らか上がるとかいうようなことを聞きましたが。 

 

（学校教育課長） 

 まだ、うちのほうではそこまでの比較検討はやっておりません。他県のデータを見ま

すと、全国学力調査の結果でも幾らか上がっているということでした。 

 

（委員長） 

 将来を見通しての取り組みですから、関心が大いに高まると思います。 

  

（Ｃ委員） 

 空調設置に対する考え方は、意外とどこの市町村も余り積極的ではないということで

すけれども、教育長のお考えはいかがですか。 

 

（教育長） 

 うちは各教室に扇風機をつけていますね。他県もその扇風機レベルはありました。た

だ、空調の場合には環境との兼ね合いもございますし、予算面もございます。これだけ

の学校の教室に空調設備を設置をすると莫大な予算が必要であること、このことがやっ

ぱりネックにはなっているようです。ただ、少なくとも子どもたちにいい環境で学習を

させたいという思いはありますが、反面、身体の調整力、これがいつも空調の中でとい
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うふうになりますと非常に身体の発育の段階では課題も残ると思います。だから、仮に

設置するにしても、ある程度条件を提示しながら使わないと、やはり難しいと思います。

だから、現状では扇風機を使っていますが、これだけでも少しは効果がありますし、私

自身は、ただ、いい環境で学習させたいという思いがあります。当然空調というのも視

野に入れにゃいかんのです。しかし、それを入れるためには諸条件が整う必要があると

いうふうに思いますので、これはこれからの課題かなというふうに思っています。 

 

（Ａ委員） 

 以前、日よけの植物を学校に植えようという取り組みをされていたと思うんですけ

ど、あれはどういう感じでしたか。 

 

（教育長） 

 ２種類ありました。若楠小学校だったと思いますが、グリーンカーテンの取り組みを

しましたが、すぐもうだめになりました。やっぱりあれは大変なんでしょうね。 

 それと神野小学校は屋上のほうに植物を植えていただきました。これも植物に水をや

って育て、しかも、育ったときには学校は夏休み期間になんですね。一番必要なときに

はまだまだ育ってない。そして、まだ必要なときには枯れてしまっている、これはまた

効果がなかったですね。 

 やはり、現状では扇風機がベターだろうというふうに思います。 

 

（こども教育部長） 

 屋上緑化も非常に簡易的なやり方でというふうに思っていたんですが、先ほど教育長

からご紹介がありましたとおり、きちんと屋上にしっかりと葉を繁茂させるというのは

かなり難しいですね。特にコンクリートの屋上の暑さというのが並大抵ではありませ

ん。鹿児島銀行のほうを少し調べさせていただいたんですが、あそこは屋上に芝生を張

っていたんですね。そうなるとやはり屋上にきちんと土が持ち込める、それだけの強度

のある建物をつくるということで１億円ぐらいかかるんだそうです。それだと先ほど岸

川委員が言われたような、むしろ空調の方法という考えになるんでしょうけども。今も

学校建設のときには少しだけ南側の日さしを延ばして、南側のほうを割と広くとり、直

接の日差しをさえぎるという建設の工夫と断熱塗装ということでの光の吸収を抑えよ

うというような施設整備の工夫でやっています。 

 Ｃ委員のほうから空調のことを考えられていないのかというふうなご意見ございま

したが、この前の認可外保育所の陳情行動の中で保護者の方が夏場のことよりも冬場の

ことで、非常に寒いとの話がありました。子どもたちの間では教室は地獄、廊下は大地

獄という表現があるということをちょっと聞きまして、私たちは暑さ対策のことばかり

考えておりましたけれども、やはり寒いということについても少し工夫が必要かなとい

う感じがしております。 

 

（委員長） 

 いろんな要因がありますから。だけれども、子どもにとって何か温室みたいに完璧に

穏やかというか、何か余りにも整い過ぎることによって、子どもの心身が逆に鍛えられ

ないというか、逆に弱くなり抵抗力が弱ると、そういういろんな要因があると思います

けれども、やはり子どもにとって何が必要かという視点がやはり一番大事じゃないかと

思います。もちろん予算の問題もあるし、環境のこともありますから。 

 

（こども教育部長） 

 最近は、６月、９月、特に昨年なんかは余りに異常な気象状況でしたから、そういう

ときに何らかの対応ができればということを考えなければいけないと思います。 
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（Ｃ委員） 

 お子さんたちだけじゃなくて、やはり先生方も近年の状況は大変だろうなと思うんで

すけどね。 

 

（委員長） 

 夏は扇風機を設置しているが、冬の暖房についても、何らかの対策をしなければいけ

ないと思います。 

 

（こども教育部長） 

 山間部のほうの学校については暖房措置というのはとっているみたいですけれども、

平たん部については全く暖房措置は考えていませんでした。 

 

（教育長） 

 学校によって低学年だけストーブを入れているという学校はあります。ただし、灯油

代は、受益者負担でお願いしています。 

 

（委員長） 

 学校の運営費でやられているということですね。 

 そういうようなことで、これもこれから大きなテーマになると思いますので、いろい

ろ大きな話題に継続してしていただきたいと思います。 

 以上、教育長の報告についてはよろしゅうございますか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これで教育長報告は終了いたします。 

 

日程４ 提出議案 

 

（委員長） 

 次に、日程４でございます。第２９号議案『第二次佐賀市教育基本計画について』、

教育総務課から説明をお願いします。 

 

（教育総務課長） 

 それでは、資料の１ページです。第二次佐賀市教育基本計画についてでございます。 

 この議案は、佐賀市教育委員会教育長に対する事務委任規則第２条第１号の規定に基

づき、審議をお願いするものです。 

 詳細につきましては、本日お配りいたしております第二次佐賀市教育基本計画《概要

版》、さらに、さきの勉強会等でお配りしました佐賀市教育基本計画（案）に記載をし

ております。 

 これは、平成１８年度からスタートしました第一次教育基本計画プランが今年度、平

成２２年度をもちまして終了いたしますことから、平成２３年度から平成２６年度まで

の４年間を計画期間とする新たな佐賀市教育基本計画を策定したものです。 

 細かな内容につきましてはこれまでも説明をしておりますので、省略させていただき

ますが、『市民としての責任と自覚を持ち、さがを創る個性と創造性に富む人づくり』、

ということを基本目標に掲げております。その達成のために、「教育・学習の縦軸をつ

なぐ」、さらに「教育・学習の横軸をつなぐ」という方針のもと、縦軸には、最初に就

学前からの教育の充実、２番目に生涯学習の推進、３番目に市民スポーツの充実、４番

目に文化の醸成・文化芸術活動の振興という４つの施策を設定しております。 

 さらに、横軸には、家庭・地域・企業等の教育力の向上、それから子育て支援の充実

という２つの施策を設定しまして、今後の４年間の佐賀市の教育行政を推進していこう

というものでございます。 
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 この教育基本計画につきましては、昨年１２月２１日からことし１月２４日まで市報

やホームページでパブリックコメントの告知を行いまして、情報公開コーナー、公民館

などに閲覧コーナーを設置して、広く市民の皆様の意見を募集いたしました。 

 その結果、本日の定例教育委員会資料の２ページから５ページに参考資料として記載

をしておりますように、５人の方から９件のご意見をいただいております。そのご意見

につきましては、各ページ右側の欄に市の考え方としてそれぞれ整理をいたしまして回

答をしております。 

 では、これらのパブリックコメントにつきましては、基本計画に変更を要するような

内容ではございませんでしたので、本日の議案であります基本計画については、これま

での案のとおり変更なく提案したいと思っております。 

 この計画を承認いただければ、製本後に学校や議会等に配布をしていきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 今説明がありましたが、この件については勉強会でも学んだところでございますが、

何か質問なり、あるいはご意見があればどうぞお願いします。 

 私から、パブリックコメントからの意見を見せていただきますと、保護者とか、ある

いは地域の方からは、過保護になり過ぎないようにという、逆にそういうご意見がなさ

れていますね。幼保小連携とか小中連携で余りにも過保護になり過ぎないようにという

そういうようなご意見があっておりますが、何かございますか。 

 

（教育長） 

 幼保小連携にしても、小中連携にしても、このシステムは過保護云々の問題としてと

らえるのではなくて、子どもの育ちを考えたときには、当然ながら連続した育ちをして

いる子どもたちに、そこにギャップを生じるために子どもに何か支障が出てくるという

のは避けなければいけない。これは当然のことであります。この連携教育のシステムは、

過保護云々ということと意味合いを異にするというふうにとらえております。 

 

（Ａ委員） 

 私たちの問題点の認識と一般の方の認識というのはちょっとずれがある部分という

のはあるかもしれないですね。やはりこちらから市の考え方を説明してあるような説明

を発信していかないといけなと思いました。 

 

（教育長） 

 そうですね。 

 

（委員長） 

 何かございますか、ほか。よろしいですか。 

 

（Ｄ委員） 

 そのギャップというのが、ここに出ているのではないかと思いますけれども、何月か

の勉強会のときに配られましたですね。そこに掲載の表に幼・保、小、中の連携につい

てというのがありますが、子どもたちは幼稚園、保育所から小学校へ大きな不安がなく

進学していると感じる保護者の割合は、平成２１年度は７７．５％に対して、同じく今

度は市民の割合というのが４４．２％と、表でもわかりますように常に大きなギャップ

になっていますね。ここは何とかしなきゃいけないかなというのを感じました。 
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（Ａ委員） 

 世代によって子育てに対する認識の違いは大分違うんだなというのをこちらに来て

感じました。 

 

（委員長） 

 何かほかございますか。 

 こういうご意見をくださる方は、よく関心をお持ちの地域の方といいますか、市民で

あり保護者の方だと思いますよね。だから、そういう意味では貴重な意見だと思います

ので、ぜひ生かしていく必要があると思っております。 

 「ゆめ・ぽけっと」にもいろんな意見が書かれてありますので、「ゆめ・ぽけっと」

のほうから何かご意見ございますか。 

 

（こども教育部副理事兼子育て支援センター所長） 

 利用者の方からもいい意見をいただいておりますけれども、４年間の間に男性の利用

者が非常にふえてきたのを感じています。土曜、日曜日の保護者の中の２割が男性だと

いうことで、関心がすごく高くなってきたので、そこに対する手立てということで、お

父さんを対象の育児講演会、お父さん方の交流会、常日ごろからの交流会を開催してだ

んだんその輪が大きくなってくるような手立てを平成２３年度はしていきたいなとい

うことで、日曜日に開館をしている意義を、もっと深めていきたいなと思っています。 

 

（委員長） 

 育メン世代がふえてくる時代ですからね。 

 よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、この議案については承認ということにいたしたいと思います。 

 

日程５ 報告事項 

 

（委員長） 

 次に、日程５、報告事項に入ります。 

 「①３月補正予算について」、各課から説明をお願いいたします。 

 

（教育総務課長） 

 教育総務課から説明いたします。資料の６ページをお願いいたします。 

 右側の歳出のほうからご説明いたしますが、兵庫小学校改築事業２，８００万円の減

額から９番目の諸富中学校改築事業５，５００万円の減額までの９事業の減額につきま

しては、それぞれの事業におきます工事や委託業務の入札による減額、及び継続費のた

め年度別事業費の組み替えを行ったものでございます。 

 左側歳入欄の一番上の合併特例事業債（兵庫小学校改築事業）から下から２番目の合

併特例事業債（諸富中学校改築事業）までの減額は、今申しました歳出の減額に連動し

た合併特例債や国庫補助金などの減額でございます。 

 次に、右側、高等学校生徒通学費補助事業１，３００万円の減額でございますが、こ

れは昭和バスさんのほうで、全路線で平成２２年４月から１カ月の最高額８，０００円

という通学フリー定期を販売されたことから、２分の１の補助をしております補助額が

減少したものです。 

 参考までに、減額幅というのをお示ししますと、例えば、古湯温泉から佐賀駅バスセ

ンターまでのこれまでの通学定期１カ月分と申しますと２万７，１２０円でございまし

たが、それが８，０００円ということで、３分の１以下というふうになっております。

これに伴いまして歳入のほうでも補助金額のおおむね２分の１を県費補助金として交
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付をされておりますが、県費補助金も今と同じ理由で６００万円ほど減額になっており

ます。 

 次に、歳出の文化財調査関係の３予算、循誘小、神野小、高木瀬小の屋内運動場改築

に伴う発掘調査の経費ですが、循誘小、高木瀬小につきましては、試掘調査を行った結

果、本調査が必要でありませんでしたので、全額を減額しております。神野小につきま

しては、決算見込みによりますそれぞれの減額でございます。 

 次に、教育事務嘱託員経費が一般職人件費、スポーツ振興費までの人件費の減額は、

決算見込みによる減額でございます。 

教育総務課は、以上です。 

 

（委員長） 

 続きまして、学校教育課お願いします。 

 

（学校教育課長） 

 それでは、７ページのほうをごらんください。学校教育課の分でございます。 

 県費の歳入分が合計で３１４万円ほど減額しておりますが、右側の歳出のほうで、約

９００万円の減額補正をお願いしたいと思っています。 

 その内容としましては、先ほど申し上げました県費の補助金等の採択がなされなかっ

たものや最終的な決算見込みによる減額でございます。例えば、スクールカウンセラー

が５６万９，０００円の減となっておりますが、これは予定していた犯罪被害等々に関

するスクールカウンセラーの緊急対応分の支出が思ったほどなかったということです。 

 また、上から４つ目の支援指導員についてですが、これは金額的には一番多うござい

まして、３００万円の減額補正となっています。この予算の執行はあっておりません。

支援指導員といいますのは、様々な理由から授業に支障をきたす場合に支援をするサポ

ーターのことでございます。その授業サポーターが今年度は必要ではなかったというこ

とです。ただ、いつ現場の先生がこういったものを必要とされるか、なかなか予測しづ

らい部分もございますので、例年この予算については計上をさせていただいているとこ

ろです。 

 あと英語指導助手派遣事業は、ＡＬＴの業者の入札残等々でございます。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 学事課お願いします。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 まず、就学援助費でございますが、昨年９月から開始をいたしました中学校の給食に

おいて、当初喫食率を８０％と見込んで、実際予算立てをそのように行っておりました

けれども、実績といたしましては４０％程度となったことから不用額が発生したもの

で、その分を減額するものです。 

 それから、通学費補助事業でございますが、これにつきましては先ほど教育総務課の

ほうからも説明がありましたけれども、フリー定期の発売によりまして、定期の金額が

安くなったため、その分少ない支出となったことによりまして減額となったものでござ

います。 

 次に、各種健康診断実施経費から中学校給食センター運営経費までは決算見込みによ

る減額でございます。 

 その下の２つ、学校給食の一部民間委託事業、中学校給食施設整備事業に関しまして

は、入札残による減額でございます。 

 以上でございます。 
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（委員長） 

 こども課お願いします。 

 

（こども課長） 

 まず、歳出のほうで、保育所入所事務管理システム整備経費につきましては、入札残

による減額がございます。 

 児童クラブ運営経費から私立保育園運営経費につきましても、決算見込みによる減額

であります。 

 あとは延長保育経費の補正でありますけれども、私立保育園の延長保育が各保育園ご

とに年間平均の受け入れ児童数、あるいは延長時間の長さに応じて補助金を交付してお

りますが、保育園３カ園において当初見込みより多い児童を延長保育で預かったことに

より増額補正したものであります。 

 続きまして、障がい児保育経費であります。私立保育園が障がいのある子どもを受け

入れる場合には私立保育園に対して補助を行っているものでございますが、障がいの程

度が重度の児童を見込みより多く受け入れられたことによる補正であります。 

 次に、放課後保育所整備経費、あるいは児童センター活動推進経費につきましては、

決算見込みによる減額であります。 

 幼稚園就園奨励費でありますが、これは主に低所得者世帯の対象者が見込みより多か

ったことに伴います補正をお願いするものであります。 

 最後の私立幼稚園預かり保育推進事業であります。母親の就労等で保育の必要な状況

の幼稚園児を対象にした預かり保育を私立幼稚園に対して一部経費を補助をしており

ますけれども、新たに２園が預かり保育に取り組んだことによる補正であります。 

 以上であります。 

 

（委員長） 

 次は、社会教育課お願いします。 

 

（社会教育課庶務係主査） 

 ８ページをお願いいたします。 

 まず、歳出の補正についてご説明いたします。 

 一番目に自治公民館建設補助事業ですが、これは決算見込みによる減額となっており

ます。蓮池の大橋自治公民館、久保泉の檪木自治公民館が国庫補助に該当し、当該事業

の対象外となったため、減額をするものでございます。 

 ２番目の公民館一般管理運営費、こちらは諸富町公民館備品購入費の入札に伴う音響

設備、舞台幕等の入札に伴う減額でございます。 

 ３番目の生涯学習センター一般管理運営費、こちらは電気使用料、委託料の決算見込

みによる減額でございます。 

 ４番目の西与賀公民館建設事業、こちらは１０月に西与賀公民館がオープンしました

が、事業完了による減額となっております。 

 なお、こちらの歳出の減額に連動しまして、歳入のほうが合併特例事業債、こちらの

ほうは２，４７０万円の減額となっております。歳出よりも歳入の減額の絶対値といい

ますか、額が大きくなっておりますけれども、そちらのほうは予算時点から特例債対象

分を修正したことによって逆転したような形で数字等は出ております。 

 最後に、川副公民館建設事業、こちらは平成２２年から平成２３年度の継続事業とな

っておりまして、当初現地建てかえを計画しておりましたが、建設位置を変えまして、

建てかえ後に解体するというようなことに計画を変更したため、解体工事費等の減額を

するものでございます。 

 以上です。 
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（委員長） 

 次は、文化振興課お願いします。 

 

（社会教育部副部長兼文化振興課長） 

 まず、市民会館・文化会館施設改修事業で１２０万円を減額補正しております。これ

は文化会館の改修工事に際し、設計委託料を予算化しておりましたけれども、自家設計

により対応したことによる不用額の減額です。 

 それから、次の市民会館・文化会館管理運営事業１２５万円減額しております。これ

は文化会館レストランの誘致を促すために、３月までの施設使用料を免除したことに伴

う事業費の減額補正です。 

 続きまして、山口家住宅の保存修理事業で１１０万円減額補正です。これは事業費及

び国庫補助率の変更に伴う減額です。 

 次に、市内遺跡から緊急発掘調査までは、発掘調査面積の確定による減額補正、また

事業費の減による減額補正、また入札残による減額補正でございます。 

 次に、左側の歳入でございますけれども、これは歳出が確定したことに伴う財源の調

整、特に社会教育費補助金で３２０万円予算措置しておりますけれども、これは世界遺

産調査事業に際して県が新たに補助金を措置したものでございます。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 次は、図書館お願いします。 

 

（図書館長） 

 図書館ですが、社会教育費国庫補助金４８０万円と３６０万円でありますが、これは

図書館の富士館の管理運営費と三瀬館の管理運営費につきましては、当初一般財源で手

当てをしておりましたが、両館の運営費の中の図書資料整備費につきましては、国庫補

助金であります市町村合併推進体制整備費補助金の活用が今年度も可能でしたので、富

士館分４８０万円、三瀬館分３６０万円、一般財源との振り替えであります。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 以上、３月の補正予算についての説明がありましたが、何かご意見、ご質問はござい

ませんか。 

 

（Ａ委員） 

 質問ですが、学校給食センター建設費交付金の件ですが、マイナスになっている分は

就学援助費で喫食率見込み８０％と実績４０％の差ということになっていますが、これ

は就学援助を受けられているご家庭については喫食率が８０％ぐらいだろうと見込ん

でいたら、実際は４０％ぐらいだったというところなんでしょうか。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 はい、そうです。 

 

（Ａ委員） 

 何となく提供する側からいきますと、ぜひ使っていただきたいなという感じがする割

には４０％というのは低いなと思いますが、これはどういう理由なんですか。現金給付

が欲しいという親御さんがやっぱり多いのか、それとも余りなじみがないので、控えら

れているいうことなのですか。 
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（こども教育部副部長兼学事課長） 

 やはり子どもの好き嫌いとか、そういうので給食は嫌だという子どもが中にいるよう

な話を聞いています。 

 

（委員長） 

 子どものほうは、やはり弁当がいいという希望が強いということですね。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 はい、そうですね。だから、実際の喫食率そのものもまだ３５％ぐらいなんですね。

ですから、子どもの好みからいくと、就学援助を受けている子どもさんと、そうでない

子どもさんとの差は余り今のところはないかなということです。 

 

（Ａ委員） 

 全体的な実績としては、３５％ぐらいなわけですね。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 今、全体としてはそうですね。ですから、就学援助においても大体そのぐらいの率だ

ということです。 

 

（Ａ委員） 

 わかりました。できればこれはぜひ使っていただきたいなという感じがいたします。 

 

（こども教育部副部長兼学事課長） 

 就学援助の申し込みにあわせて公報はしています。なかなか就学援助だから食べてく

ださいと言うわけにはいかないわけですから。ですから、就学援助の申し込みをされる

ときに中学校での給食も対象になりますというようなことで広報はさせていただいて

おります。 

 

（委員長） 

 ほか何かございますか。 

 

（Ｃ委員） 

 こども課にご質問ですけれども、児童クラブ運営経費が当初より低くなった原因とし

て、スタッフの人員が減ったということもあるんですか。 

 

（こども課長） 

 児童クラブに指導員さんを配置していますけれども、当日の開所時間に応じて指導員

さんを６時までだったのを５時までにする場合とか、年休を取られたときに対応するた

めに賃金の支払いなどが発生するわけですが、意外に年休等への対応が少なかったとい

うことで、賃金または委託料に反映したものだと思います。 

 

（Ｃ委員） 

 わかりました。 

 

（委員長） 

 こども課に質問ですが、私立幼稚園預かり保育推進事業で、新規分として２５０万円

ぐらい増額されていますね。対象児童は何人ぐらいになっていますか。それについては

今でなくてもいいです。後でもいいから、そういう対象が大体どれぐらいふえたのかを

お願いいたします。 
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（こども課長） 

 済みません、後でいいでしょうか。 

 

（委員長） 

 それは、後でお願いします。年度当初よりも中間になって、そういう事態に対応をし

ないといけなくなったということでしょうか。 

 

（こども課長） 

 先ほど、２園と説明していたんですけれども、明らかに年度当初想定していなかった

２園が年度当初から預かり保育を新規でされている分がございます。また、あとは年度

途中から今までに去年以上に、基準額以上に預かり保育が行われていて、結果として３

園ぐらい年度当初よりも余計に補助金の支出するようになったという状況です。 

 済みませんが、人数については、ここではわかりません。 

 

（委員長） 

 結構ですが、現状がどういうふうに動いているのかを私たちも知っておきたいなとい

う思いがありまして聞きました。 

 ほか、よろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これは了解といたします。 

 次に、「②平成２３年度教育委員会の新規事業及び重点事業について」の説明をお願

いします。 

 

（教育総務課長） 

 平成２３年度の新規事業、重点事業については、この資料の９ページからでございま

して、９ページから１１ページまでは各担当課長からこの後説明させていただきますけ

れども、１２ページ、１３ページの検討経費につきましては、量的にもかなりあり、時

間の都合もありますので、この資料をもって説明にかえさせていただきたいと思いま

す。 

 なお、ご質問がございましたら、担当課長から回答いたしますので、そのときはご質

問をお願いいたします。 

 それでは、学校教育課のほうから説明いたします。 

 

（学校教育課長） 

 それでは、９ページをお願いいたします。 

 学校教育課の重点事業の中で、特に次の２つを今日ご説明申し上げたいと思います。 

 第１点目、ふるさと学習支援事業です。 

 これは小学校の４年生、６年生において、ふるさと佐賀市について、歴史、自然、あ

るいは文化、行政施設等々についてのやはり知識がまだまだ十分でないことから理解度

をもっと高めるためにも子どもたちに実際に足を運ばせ、見学、体験等も行わせながら、

ふるさと佐賀のよさを理解させていきたいと願っての事業でございます。 

 実際に佐賀市役所がどこにあるかを知らない子ども、大隈記念館がどこにあるかわか

らない子どもなど、多数おりますので、百聞は一見にしかずということで、この事業を

立ち上げております。 

 なお、学校の４年生、６年生、原則１クラス１台のバスを手配したいと思います。保

護者負担はございません。 

 また、コースにつきましては、今、その策定に入っております。学校現場の先生方、

校長先生方の代表、そして指導主事で協議を行い、ぜひともふるさと佐賀市のよさを発

見するため体験するためのモデルコースも示していきたいと考え、準備を進めていると



  14 

ころです。 

 ２つ目、生活指導員配置事業でございます。 

 これについては、平成１２年、２名の配置からスタートしておりまして、平成２２年

度は３４名が生活指導員を配置され、３４名中３３名が学校現場で活躍をしておりま

す。学校現場からは、これまでも生活指導員の増員をお願いする声も上がっておりまし

た。また障がいのあるお子さんのご家族の方からも、週に２回や３回ではなく、もう少

し手厚くお願いできないだろうかというお声もいただいておりました。その辺も勘案し

ながら、いよいよ平成２３年度からは必要な学校には、そのほとんどに週に５日配置し、

また、どの学校にも最低１人は入れられるような状況をつくりたいということでござい

ます。また、場合によっては１つの学校に複数配置等も今後考えていく必要があるとい

うところで判断したわけでございます。 

 従いまして、平成２３年度は７２名を配置する予定でございます。うち７０名を学校

現場に配置いたします。２人は学校教育課に配置したいと思います。 

 ふるさと学習７５０万円、生活指導員配置事業に１億５，２００万円を新年度の当初

でお願いをしたいと思っているところです。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 それでは、こども課お願いします。 

 

（こども課長） 

 こども課関係は３本で、まず、子育て支援体制の充実でございます。 

 子育て支援につきましては、「ゆめ・ぽけっと」を初め、公立、私立の保育園等にお

いてひろば事業、あるいはサロン、子育てサークルの支援を行ってきました。 

 来年度は、公立保育所で、今まで「ゆめ・ぽけっと」が主に出向いておりました公民

館での自主サークルの支援の一部を担う形をとります。また、ほほえみ館における赤ち

ゃんひろば、あるいは保育所近辺の公民館における自主サークルへも新たに出向いてい

きまして、積極的な地域における子育て支援の充実を図りたいと思っています。 

 また、合併前の旧町村の児童館、児童センターで行われています自主サークルについ

ても、求めに応じまして新たな支援を試み、また、社会福祉協議会が育成しています子

育て支援サポーターの研修会の講師のほうにも公立保育所の保育士等を派遣したいと

考えております。 

 さらに、公立保育所が新たな支援を試みる中でも、私立の認可保育所も市が補助を出

しまして、子育てサロンを実施してもらっていますけれども、公立保育所同様に自分の

ところの園ばかりじゃなくて、地域の子育て支援に寄与するような形で私立の認可保育

園でも形をつくっていきたいと思っています。全市的な子育て支援の広がりを今後目標

にしまして、地域に出向いていくという子育て支援の充実を図っていきたいというのが

第１点目であります。 

 ２点目、育楽プロジェクト推進事業であります。 

 レジュメの１０ページをお願いします。平成２３年度のこども課の新規事業でありま

す。 

 まず、目的及び期待される効果というところですけれども、佐賀市内、年間を通じま

して行政、大学、企業、ＮＰＯ、保育園、幼稚園、あるいはまた子育てサークル、いろ

んな団体が子育てに関するサロン、あるいは講演会とか教室、フォーラム、座談会をや

っております。その中で子育てを学ぶ意欲ある方につきましては、さらに意欲を持って

いただき、次の世代の保護者の方にそのノウハウを伝えていただくことも必要です。ま

た、もう一方では、毎日の生活が精いっぱいで、なかなか育児に、あるいはそういう講

演会をやってもなかなか関心がない、あるいはまた育児に困り感とかなくても、客観的

に見たら非常に問題がある家庭もかなりあると思います。そういう子どもさんをお持ち
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の保護者の方も含めて官民協働で取り組みたいというプロジェクトであります。 

 具体的な事業、２のところに書いておりますが、右側の図です。育楽プロジェクトの

イメージを見ていただきたいと思います。今申したように、現在、行政、大学等で行わ

れておりますサロン、講演会、講座等を育児を楽しく学ぶキャンパスに見立てておりま

す。この育楽キャンパスの現状を初めとしまして、今子育て中の子育て家庭のニーズ、

あるいは無関心家庭の参加を促す仕掛け等を討議する場所として育楽ミーティングと

いう座談会を数回開催します。この座談会につきましては公募をかけまして、県、大学、

ＮＰＯ、企業等、あるいはまたメディア、あるいは子育てサークル等で子育て支援にか

かわっている方々も含め、また当然、子育て中の方々も含めて、この育楽ミーティング

のほうに参加していただきたいと思っています。 

 そして、参加していただく中で、議論した内容とか、それにつきましてそれぞれの団

体がまた持ち帰っていただいて、それぞれの団体でまた新たな講座、あるいは講演会の

見直しとか、また新たな取り組みを検討してもらいたいと思います。 

 それをもとに一応佐賀市が子育て交流ホームページというのを構築しまして、大学、

ＮＰＯ、企業等にも一応パスワードを配布しまして、各種団体がこの専用ホームページ

を自分たちの各種団体が実施する講座等もリアルタイムに情報発信できる環境づくり

を行いたいと思っております。また、利用者側からしても携帯電話からのアクセス等も

可能にした専用ページにしますので、リアルタイムに聞きたい、行きたい講座の情報が

即座に市民の方からも検索できるという形になると思います。 

 事業費３２０万円の内訳でありますが、このうち２４０万円が専用ホームページの構

築委託料、あと消耗品等の需用費が６０万円、あと育楽ミーティングのときの託児謝礼

等が報償金として28万円予算化をお願いするものであります。 

 もう１点の児童虐待防止ネットワーク推進事業。１１ページをお願いします。 

 名称としましてファミリーコーディネーター配置経費という表現になっています。こ

れも新規事業でありますけれども、従来から行ってまいりました児童虐待の講師専門家

講座とか、あるいは子どもへの暴力防止のワークショップに加えまして、平成２３年度

の新規事業としましてファミリーコーディネーターという嘱託職員２名を配置しまし

て、育児支援が必要な家庭に出向いて一定期間集中的に育児に関する指導を初めとしま

して、日常生活のサポート、経済的支援の情報提供、あるいは専門機関への誘導、また

あと各種窓口への同行支援を行いたいということであります。これに基づいて、延長線

上に児童虐待防止を図るというところにつなげたいと思っております。 

 右側のその他参考となる事項でありますけれども、ファミリーコーディネーターの概

要ということで書かせてもらっています。特にこのファミリーコーディネーターにつき

ましては、精神疾患等をお持ちになった保護者との接触とか、あとまた支援の必要性を

実感していない方との信頼関係がまず構築されなければなりません。そういう意味で、

心理の専門知識のある方が望ましいということで、この二人の嘱託職員につきましては

社会福祉士、あるいは精神保健福祉士、あるいは臨床心理士の資格をお持ちになってい

る方を公募させていただくということで考えています。 

 訪問世帯としましては、ネグレクト等の問題を抱えている世帯、あるいは児童を養育

する生活保護世帯、または若年妊婦のいる世帯等約１６０世帯を対象にする予定であり

ます。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 次に、社会教育課お願いします。 

 

（社会教育課庶務係主査） 

 社会教育課からは公民館の整備事業といたしまして、南川副公民館、嘉瀬公民館の整

備を取り組むこととしております。 
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 内容といたしましては、昨年策定しました公民館等施設整備計画に基づき、公民館や

コミュニティセンターを計画的に整備をし、社会教育の推進を図り、生涯学習や地域活

動の拠点とするものでございます。 

 まず、南川副公民館改築工事ですが、平成２３年度末に完成予定、平成２４年度から

の供用開始を計画しております。平成２３年度の事業費としまして約２億１，０００万

円、これは工事に係る費用、それから監理委託、備品整備などに係る費用でございます。 

 嘉瀬公民館改築工事、こちらは平成２４年度完成予定としております。老朽化が著し

く、駐車場が狭いなど、公民館の利用に不便を来している嘉瀬公民館につきましては、

嘉瀬小学校の近くに移転改築を計画しております。平成２３年度は用地購入と造成工

事、それから建物の設計委託の予算といたしまして、事業費７，３００万円ほどを見込

んでおります。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 次に、文化振興課お願いします。 

 

（文化振興課参事兼文化振興係長） 

 文化振興課は２点上げております。 

 まず第１点でございますが、世界遺産登録推進事業です。これは世界遺産の暫定一覧

表に記載されている九州・山口近代化産業遺産群の構成資産候補として三重津海軍所跡

が上がっております。三重津海軍所跡が正式な構成資産の一つとなるためには、発掘調

査や文献調査を行い、国の史跡に指定される必要がありますので、平成２３年度の発掘

調査、文献調査を継続いたします。 

 事業費の３，５００万円でございますけれども、これらの内訳といたしましては国庫

補助事業で認められている発掘調査を中心とした事業で９４５万円で、国庫補助事業の

対象外の文献調査では、三重津海軍所跡の原状復旧工事関係で２，５９３万６，０００

円を計画しているところでございます。 

 次の項目の文化振興基本計画策定事業でございますが、佐賀市総合計画にある「魅力

ある文化の醸成」「文化芸術活動の振興」を踏まえ、佐賀市独自の文化振興策を策定す

るものです。 

 平成２２年度の実績といたしましては、市民アンケートの実施、中学生との意見交換

会、市民との意見交換会、佐賀女子短期大学生との意見交換会、文化連盟との意見交換

会を実施し、基本的な資料の収集に努めたところでございます。 

 策定委員会の進捗につきましては、全体会として本年度策定委員会を３回、芸術文化

及び文化財の分科会として、それぞれ１回の実施を計画し、計画策定の趣旨、佐賀市の

文化振興の現状及び問題点につきましてご審議いただいているところです。 

 平成２３年度の計画策定スケジュールでございますが、１２月のパブリックコメント

を経て、平成２４年３月の完成を目指しております。事業費の３９０万円程度ですが、

計画策定に係る委託料及び印刷製本費として計上しております。 

 以上でございます。 

 

（委員長） 

 以上、平成２３年度の重点事業の説明がありました。 

 それに加え、１２ページと１３ページの事業も含めましてご質問、ご意見はございま

せんか。 

 

（Ｄ委員） 

 ふるさと学習支援事業といいますのは、非常にいい事業だなと私は思っていますけ

ど、１５０クラスということは、佐賀市の全クラス分ですか。 
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（学校教育課長） 

 ４年生、６年生の全クラスです。 

 

（委員長） 

 案としては、どことどことを回ろうとかという計画を今立てているわけですか。 

 

（学校教育課長） 

 先日、第１回の会合を開いたばかりでございます。少なくとも佐賀市役所は回り、あ

とは大隈記念館、佐賀城址及び県立の本丸歴史館、お濠端周辺など、まずはバスが入れ

るところを対象にしていくことになります。 

 

（委員長） 

 そうですね。ふるさと佐賀というのを非常に子どもたちがきちんと把握するようにぜ

ひしていきたいですね。そして、佐賀を誇りに思えるようにしたいと思います。 

 ほかに何かございますか。 

 

（Ｂ委員） 

 これは質問ではございませんで、児童虐待防止ネットワーク推進事業というのは非常

に有意義な事業だと思いまして、ただ、このお２人でこれだけ回るのは非常に大変だろ

うというのを想像していまうんですが、ぜひ各地域の民生委員さんを活用していただい

て、民生委員さんと一緒にこういった事業を推進していただければと思っています。 

 

（Ｄ委員） 

 その関連ですけど、ファミリーコーディネーターの概要のところで、１１ページです

か、年間の訪問世帯の見込みが１６０世帯というのがありますけれども、これは現在そ

ういうご家庭がそのくらいあるということですか。 

 

（こども課長） 

 そうです。現在のうちの家庭相談室の相談員が持っているネグレクトの問題等を抱え

る世帯、あるいは生活保護世帯において子育て中の世帯とか、現況の世帯件数が１６０

世帯ですので、新規の分が当然ふえてくる可能性も確かにあると思います。 

 

（Ｄ委員） 

 ありがとうございました。 

 

（委員長） 

 私から、お願いと質問です。 

 いろいろ新しい事業がこういうふうに計画されまして予算を立てられますが、現状を

まずどういうふうにあるかを報告、実情、実数、あるいは対象家庭、例えば、発達障が

い等であれば実数何人というような実数をきちんと出していただいて、それはここでな

くても結構でございます。勉強会でも結構でございます。勉強会でそういう実数を私た

ちがわかった上で新しい事業がこういうふうに展開されるんだというようなディスカ

ッションがしやすいようにぜひこれからお願いしたいと思います。 

 それで質問でございます。 

 今、発達障がい、あるいは障がい児関係で、佐賀での実数は何人ぐらいいて、各学校

に何人ぐらいいて、そしてどういうクラス編制を、その中でも知的障がい、あるいは軽

度発達障がいも含めて、どんなふうな状況にあるのか、あるいは体の障がいもあります。

そういうことをぜひ教えてほしいということが１つです。今日でなくても結構です。 

 それからもう１つは、幼児期から学校教育につながっていく指導のあり方、保育園、
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幼稚園、あるいは子育て支援、そういうようなところで障がいを持っている子どもさん

のかかわりが学校教育で就学指導の制度が変わりましたので、県のほうでしていたのが

市町で全部するようになりましたので、佐賀市ではこういうふうに取り組んでいくよう

に今なっていますというようなことも含めて教えていただきたいということでござい

ます。その子育てのことと幼児期、家庭教育での子育てのことと、学校教育でのつなが

りをぜひ綿密にしていけるようにその実態を、報告も含めてお願いしたいと思っており

ますということです。よろしくお願いします。 

 

（学校教育課長） 

 今、委員長からご質問のありました実数の件でございます。学校教育課から調査をか

けまして生活指導員が必要な児童・生徒の数を把握しております。各学校から上がって

きたものを見ますと、一番多かったものでは１８名の学校がありました。少ないところ

は２名、３名となっていました。全部トータルしますと佐賀市内５４校で４７１名でご

ざいました。４７１名について現在、すべての子ども１人１人の授業の様子等々を今見

せていただいているところです。そして、その学校に必要な配置数を検討しているとこ

ろです。 

 

（委員長） 

 保護者とすれば非常にやっぱりこういう希望が強いものですからね。学校現場からも

そういう希望が強くなったからこういうように重点対応になってきていると思います

けど、国の方針自体も特別支援教育の充実という方向にありますね。 

 

（Ａ委員） 

 その点に関連して、保育園とか幼稚園に対して巡回してお子さんの発達障がい、そう

いう部分について把握されるというような活動もされていたように思うんですが。 

 

（こども課長） 

 今、数字を持っていないので、委員長が言われた実態の数は申しわけありません。検

討予算案の中にも入っておりますが、今は１名体制で巡回をさせてもらっています。来

年度は、まず１年間、１名体制だったのを３名体制ということで巡回指導を少しふやし

ていくような形になっています。あわせて委員長が申された県からのそこら辺の就学前

の事務的な権限移譲といいますか、新たにふえている分もありますので、それも踏まえ

て今１名体制を３名体制にしたいと考えています。その中で実態のほうも各園出しても

らっていますので、それは後日また実態の数のほうはご報告をさせていただきます。 

 

（Ａ委員） 

 お話を伺うと幼稚園、保育園時代からかなり悩んでいるというか、手に余るというか、

そういう部分で本当に大変なんだろうなというのを最近感じましたので、やはり早いう

ちから手を打てばもうちょっと違う発達ができたかなという、成長ができたかなと思う

ケースも多いので、ぜひ早い段階で見ていただくといいと思います。 

 

（教育長） 

 今の実態調査は、どのレベルまでいっているんですか、何割ぐらいですか。 

 

（学校教育課長） 

 すみません、手元に数字を持ち合わせておりません。 

 

（教育長） 

 学校の上げてくる人数は、もう制限しないようになりましたよね。 
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（学校教育課長） 

 はい、そうです。 

 

（教育長） 

 実際に実態調査をしたときに学校の努力の範囲でできることと、それから本当に必要

な部分というのをちゃんと見きわめをしないと、人間は何人いても足らないわけですよ

ね。 

 それとやっぱり１校１名というのは一つの基準的な数の想定であって、やっぱり子ど

もに見合うような配置の仕方をしないといけないものですから、例えば、このレベルは

１人置くけれども、これは学校の努力で、組織力でできるという部分はやっぱり当然な

がら別のことに回して、より効果的な使い方をしなければいけないと思いますね。 

 １つ気になったのが、中学校区に１名置くかもしれないということでございますけれ

ども、これは中学校区の１名というのはどういうことなんですか。 

 

（学校教育課長） 

 原則どの学校にも対応できるようにということで、学校数分の５４名、さらに各中学

校区にプラス１名を配置し、フレキシブルに動けるような体制をとりたいというところ

から７２名という数字を算出しました。 

 

（委員長） 

 これが、特に軽度の発達障がいなどに絡んで、やはりいじめとか不登校とか、そうい

う問題も絡んでくる問題なんですね。だから、ぜひ各学校で特徴のある取り組み方があ

りますけれども、この支援がふえたからどうだというのではなくて、スクールカウンセ

ラーも行っている、スクールサポーターも行ってる、それから地域の援助などもあるの

かというように、総合的かつ有機的にその中で子どもにとって、対応がうまくいくよう

なそういうことを大切に組み立てていくというような発想でぜひやっていただきたい

と思います。 

 

（Ａ委員） 

 幼稚園とか保育園の先生にもそのあたりの教育というか、ある程度認識があると子ど

もに対する接し方も大分変わってくるんじゃないかなという感じはするんですね。わか

らないで一生懸命やって子どもを追い詰めるみたいになっていることもあるように見

えます。 

 

（こども課長） 

 今の特別支援につきましては、当然現場の教諭、あるいは保育士に対する定期的な研

修はあっています。個別にいろんなケースがありますので、当然うちの指導主事も含め

たところで、いろんな相談ケースに合わせるという状態であります。 

 あと実態のほうですけど、私立幼稚園、今４２園あります。一応特別な支援を必要と

する乳幼児の数は２３０名、あと公・私立保育所３８カ所ありますけど、同様に２８９

名につきましては特別な支援を要する子どもさんがいるという把握をしています。診断

書が当然出ている子どもさんもおりますし、まだ言葉が遅いとか、少し行動も支援が必

要だという状態の子どもさんも含めたところで今の実態の数だと思います。 

 

（委員長） 

 特にこども課と学校教育課との連携は６歳児ですよね。来年学校の対象になる子ども

については、重なりを持って連続性をぜひ意識して佐賀市では取り組むようにお願いし

たいと思うんですね。 
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（Ｄ委員） 

 明らかに発達障がいと先生が見てわかるんですけれども、親御さんがなかなか認めな

いというケースがありまして、対応にとても苦慮しているとか、それをどうするのかと

いうことが私は問題じゃないかと思うんですけれども。 

 

（こども教育部長） 

 今、Ｄ委員からご指摘ございましたが、先ほどＡ先生からのご質問とも関連してくる

んですが、幼稚園とか保育所ではそのお子さんに対して少し何かが違うというそれを感

じていても、なかなか保護者の方がそのことを認めてくださろうとしない。あるいは専

門医の受診をしてくださろうとしないという問題があるわけですね。ですから、そうい

う中で今度は逆に教師が悩んでいると、幼稚園、保育所の保育士が悩んでいるという問

題もございますので、先ほどこども課長が申し上げたように、そういうふうな支援の判

定をする人数をふやして、そういうご家庭に対してお子さんにちょっとこういうところ

の現象が見られますよというようなことを丁寧に説明して親の理解を得ていって、園も

家庭もその子どもに対する発達に同じ共有の認識を持ち、そのことによってその子の発

達をなるべく円滑に進めていこうという動き、それをやりたいというふうに思っており

ますので、そういうことから今回人員を増員させていただきたいということでございま

す。 

 

（教育長） 

 これまでの保護者の方の特徴的なものとしては、小さい間ほど認めない、頼らないん

ですよ。だから、小学校に入って歴然としてきたところで、非常に悩みが出てきまして、

特に小学校なんかでは保護者の方とも随分とそういう話をしながらいって、やっと受診

をしていただくというケースが多いですね。だから、幼稚園、保育園ぐらいではなかな

か保護者の方が認めたがらない、そうじゃないはずというふうな、ちょっと乱暴なだけ

だとか、そういう思いで、やっぱり期待を持っているんですね。 

 だから、小学校に入って机に着いて学習をするとかいったときに、歴然とそこに行動

が出てくるわけですから、そのときに改めて違うというふうな認識をされるケースが非

常に多いです。 

 

（委員長） 

 本当に大きなテーマですから、佐賀ではこんなふうに大事に考えて取り組んでいくん

だよというようなことを、これから継続してディスカッションもしながらやっていくと

思いますので、よろしくお願いします。 

 では、この重点事業についてはよろしいですか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのことについては了解ということにします。その他で、学校教育課から

何か。（「委員長」と呼ぶ者あり）わかりました。 

 

（こども教育部長） 

 今、１２ページ、１３ページ、教育総務課長は資料をごらんくださいと申し上げてい

ましたけれども、ちょっと１つだけ私から老婆心ながら補足をさせていただきたいと思

います。 

 その中に「Ｈ２３事業費」と「Ｈ２３一般財源額」という欄がございますね。この事

業費と一般財源額が全く同額のものもありますし、事業費と一般財源額が大きく違って

いるものもございます。 

 例えば、１３ページの上から５番目の私立保育園整備助成経費という欄をごらんいた

だきたいと思いますが、ここで事業費が１億１，８４４万３，０００円、それに対する

一般財源額が１９８万１，０００円というふうに上がっております。これは城西保育園
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が改築工事をするのに、佐賀市として補助金を出す額は１億１，８４４万３，０００円

出しますよという意味でございます。この１億１，８４４万３，０００円の中には、県

から補助金として約７，９００万円ぐらいあり、さらには、市として支出すべきものも

約３，９００万円はあるわけです。その合わせた額が１億１，８４４万３，０００円と

いうことになります。そうして、ここにはそういう細かいものは書いてございませんが、

例えば、ここでは佐賀市が約３，９００万円の支出があります。そのうちの３，７５０

万円は市債といって起債するわけですね。佐賀市が負う借金のことです。そして佐賀市

として純粋に支出するお金は１９８万円ですよという意味です。 

 従いまして、ここで事業費と一般財源額が違うという場合、事業費には国とか県の補

助金が入っていたり、あるいは借金という形でほかの財源が入っているという意味でご

ざいますので、今後、予算等に対する説明で金額の違い等についてはそのような財源構

成があるということについてご承知おきを願いたいと思っています。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 ということでございます。このように丁寧に説明していただくとよくわかりますね。

ありがとうございました。 

 ほか、よろしゅうございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に学校教育課、その他でお願いします。 

 

（学校教育課長） 

 それでは、委員の皆様にお願いでございます。卒業式のシーズンになり、例年、委員

の皆様方には卒業式のときにご列席いただきまして、激励、また祝辞を述べていただく

ようにお願いを申し上げております。 

 ３月１１日金曜日は中学校、そして小学校は、３月１８日の金曜日となっております。

ただ、委員長には、体育館建設のため、高木瀬小については、３月１６日にお願いをい

たしたいと思っております。 

 なお、祝辞につきましては、１週間前にはお届けするようにしたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 ほか何かございますか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、公開の教育委員会はここで終わります。あと非公開の報告が１件あります

ので、場所を委員会室に移しまして再開したいと思います。それでは、一時休憩いたし

ます。 

 

午後４時８分 休憩  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


