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日程１ 開会の宣告 

 

（委員長） 

 皆様こんにちは。まず初めに、新しく伊東教育委員さんが入られましたので、ご挨拶

をお願いしたいと思います。 

 

（伊東委員） 

 皆さんこんにちは。今、ご紹介をいただきましたように、１１月５日にご拝命いただ

きました、伊東でございます。私は、小・中学生のスポーツの指導にずっと従事してお

りまして、教育のことは、今から皆さん方のご指導のもと勉強をするわけでございます

ので、ご協力、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

（委員長） 

 それでは、私からもご挨拶を一言申し上げます。 

 １１月５日、古賀前委員長の後を引き継ぎまして、委員長を務めさせていただくこと

になりました。古賀前委員長のようにうまくいかないとは思いますけれども、皆様方の

力をお借りしながら、スムーズに運営していきたいと思います。 

 今、教育委員会というのは非常に議論の対象になっております。私たちも形骸化しな

いように、アンテナを張っていろんな情報を得て、素早くいろいろなことに対処し、活

力ある教育委員会を目指したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、これより佐賀市教育委員会１１月定例会を開きます。 

 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。 

 本日の日程につきましては、配付しておりますとおり進めたいと思いますが、何かご

異議はございませんでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これより本日の日程に入ります。 

 

日程２ 会議録の承認 

 

（委員長） 

 日程２の会議録の報告を求めます。 

 

（教育総務課副課長兼総務係長） 

 １０月２３日の定例教育委員会の会議録につきましては、１１月２２日に配付をした

とおりでございます。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

 報告内容につきまして、修正したい部分などがございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、会議録は報告のとおり承認することにいたします。 

 

日程３ 教育長の報告 

 

（委員長） 

 次に、日程３、教育長の報告をお願いいたします。 

 

（教育長） 

 それでは、お手元に資料を用意させていただいておりますので、これに沿って簡単に
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報告をいたします。 

 まず１点目が、金立水曜登山会というのがございまして、これが２周年ということで、

その記念事業に私も参加をして、金立山に登ってきました。この会の組織は非常にしっ

かりしておりまして、１００名を超える会員が集まり、この２年間で、１００回を超え

る登山を行ったということでございました。この目的をここに書いておりますが、１つ

は、佐賀市民の体力の保持・健康増進、それから、環境の保全、生活に潤いと活力を得

る、という３つのスローガンのもとに、この登山会が結成されまして、２年を迎えたと

いうことです。説明を受けながら、私も奥の細道コースで一番頂上まで登ってまいりま

したが、季節的にも秋の一番いいときでございまして、ぜひよろしければ水曜登山会に

一度参加をしてみると、その爽快さが味わえるんじゃないかなと思います。この水曜登

山会に参加をされている方たちが、会報誌といいますか、それに、それぞれが自分の感

想などを出しておられるんですが、それをずっと読まさせていただいたときに、２つの

言葉が非常に頭に残ったものですから、これだけは書かせてもらいました。１つは、 

 心が変われば 行動が変わる 

 行動が変われば 習慣が変わる 

 習慣が変われば 人格が変わる 

 人格が変われば 運命が変わる 

この登山をしていた、古希を迎えられた方は、習慣が変われば人格が変わる、というこ

の第３段階までを、今実感しているところですという感想文がございましたので、これ

を１つ紹介をさせてもらいました。 

 また、もう１人、これもご年配の会員さんでしたが、 

 山笑う季には 花咲くコース 

 山燃える季には 冷気を感じるコース 

 山粧う季には 紅葉のコース 

 山眠る季には 雪のあるロングコース 

 と、四季折々の金立山の姿を味わっていらっしゃるようでした。こういうことで、非

常にさわやかな金立水曜登山会という印象を受けながら帰ったところでございました。 

 次、２点目に、「佐賀県市町教育長会連合会秋季総会・研究大会」がございました。

この中で、特筆すべきものということで、１つは、玄海町が「新しい学校を作っていま

す」という発表をされました。持ち回りで教育長が発表するようになっていまして、今

回は玄海町でしたが、玄海町が、４つの小・中学校を１つにして、小中一貫校を新たに

建設をするということでございました。４階建てだそうです。そして、教室は２階から

４階までで、１階はないということでした。１階は何かというと、津波に備えて、１階

の部分はあけているということでした。いうならば防災対策のために１階を活用し、し

かも、４階建ての教室で、エレベーターをつけるということでした。そして、佐賀市の

場合には、有線でＬＡＮを結んでいますが、全て無線ＬＡＮにするということでした。

また、全て洋式トイレにし、さらに、太陽光の屋根貸しをしたり、また、地熱、雨水利

用など、とにかく、現在考えられる全ての知恵をここに集めて、しかも「学校らしくな

い、愛着と家庭の雰囲気を持った学校」というキャッチフレーズでつくり出すというこ

とでございましたので、私もでき上がるのを楽しみにしながら、いつかは見学に行きた

いなという思いで発表を聞かせていただきました。 

 また、その後２点について協議をいたしました。 

 １つは、「いじめ問題の対応」についてでございます。これについては、各市とも第

三者委員会の必要性、これに意見が終始いたしました。つまり、いじめがあったときに、

それを調査した結果の妥当性をはっきりさせるためには、第三者委員会が必要だという

ことでした。しかも、これは条例を制定してしないと効力がないということで、現在、

嬉野市と多久市が条例化に向けて取り組んでいるという話をされました。 

 それから、２つ目に、「土曜開校について」です。これについては、情報収集に努め

ておりますが、授業時数にカウントをする方策として、大町町とか吉野ヶ里町などでは
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現在行っているということでした。ただ、江北町教育長からの説明がありましたが、今、

土曜の開校の施行を行っている市町につきましては、まだ成果がはっきりしないという

ことでございました。来年度からは、県からもう１つ強い形で市町への指導があるんじ

ゃないかなと考えております。 

 また、県の教育委員会の方がお見えになりまして、「平成２３年度児童生徒の体力・

運動能力調査結果について」の話がありました。佐賀県の児童・生徒の体力、佐賀県の

体力・運動能力は、極めて低いということでハッパをかけられました。 

 次に、３点目、「九州音楽教育研究大会佐賀大会」、いわゆる九音研と呼ばれてますが、

九州の音楽に携わる先生方が佐賀に集まって研究会を開かれました。あとでお読みいた

だきたいと思うのですが、ピアニストの辻井さんのお母さん、辻井いつ子さんが記念講

演をなさいました。一番印象に残ったのは、子どもには全て、どの子にもいいもの、あ

るいは自分に合ったものを持っていると。それをどう見抜いてあげるかという話をされ

たことでした。そして、ほめて育てるということが、印象に残りました。 

 ４点目、「三瀬小・中学校の小中一貫教育研究公開」が催されました。ここに書いて

いるとおり、教育区分としては４－３－２制の学年ブロックということで、着々と進め

られております。あとはお読みいただきたいと思います。 

 ５点目は、「租税教育表彰式」、これをイオン大和店で行いました。今までは、表彰式

そのものが各学校に賞状を渡して、学校で表彰をしてもらっていましたが、やはり租税

教育、租税について理解を深めるためには、できるだけ市民の目に触れることが大切で

あるという視点から、表彰式もイオンで行って、作品の展示も１週間、イオンで行いま

した。買い物に来られた方たちが見られたり、あるいは表彰式にちょっと立ちどまって

参加をされたり、できるだけ市民の目に触れて、この租税についての理解を深めていこ

うということで、今年度からの新たな取り組みです。 

 ６点目です。「第５８回九州地区へき地教育研究大会佐賀大会」を、唐津市と佐賀市

で行いました。九州のへき地に勤務されている先生方の研究会です。私どもはへき地に

限らず、地元の特性、地域の特性を生かした学校教育のあり方を考えていかなければい

けませんが、今、へき地が抱えている一番の悩みは、やはり統廃合の問題です。過少規

模化して、あるいは子どもがいなくなって廃校になったり、あるいは休校になったりと

いうところがかなりの数出てきているということで、時代の流れの中で、特にへき地関

係は、その様相が強いことがうかがわれました。 

 ７点目、「早稲田・佐賀２１世紀子どもプロジェクト」調印式の事前打ち合わせで、

１１月２２日に早稲田に行ってまいりました。お手元に早稲田・佐賀２１世紀子どもプ

ロジェクトの本年度分の事業報告を用意させてもらっています。これについては、早稲

田大学でも学術委員長を初め、早稲田の先生方にご説明をさせていただきました。 

 この中の２ページ目が、このプロジェクトで行っている事業の全体像です。８月１１

日に始まって１１月１０日に終わっていますが、それぞれこういう講座なり、コンテス

トなり、あるいは自然教室を開かせてもらっています。この「早稲田・佐賀２１世紀子

どもプロジェクト」の内容についてはそれぞれこの資料に書いているとおりでございま

すので、後でごらんいただきたいと思います。 

 ８点目です。「キッズアスリートプロジェクト」、これはきょうの新聞に載っていたと

思います。日本のトップレベルの陸上選手４名が来られまして、神野小学校で、陸上を

楽しむ、あるいは楽しみ方、そのよさというのを目の前で技術披露をしたり、子どもた

ちへの指導などをなされました。特に、アジア大会で銀メダルを取った広瀬選手、この

方が、神野小学校出身ですから、今回神野小学校に来てくれまして、余計盛り上がった

ようでした。目の前で見るトップアスリートの走りや跳び方、投げ方、これはやはり見

事なもので、圧巻でした。そして、感動でした。そういうことで、子どもたちが極めて

技術の高い陸上に触れることができて、非常に印象に残った半日でございました。 

 以上、報告を終わります。 
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（委員長） 

 教育長からのご報告がございましたが、何かご質問などございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質問がないようでございますので、教育長からの報告を終わります。ありがとうござ

いました。 

 

日程４ 報告事項 

 

（委員長） 

 引き続き、日程４の報告事項であります。 

 １２月補正予算について、各課よりご説明をお願いします。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 平成２４年度１２月議会に提出する予算議案について説明をいたします。資料は１ペ

ージ目の横長の資料となっております。 

 まず、教育総務課分からです。 

 歳出の最初、富士・富士南小学校合併関連経費３５０万円でございますが、これは来

年４月１日に両校が合併するために必要となった経費です。内訳といたしましては、富

士小からの引っ越しの費用、校章や校名表札の製作、表札の設置業務の委託、小学校区

が変更になりますと、選挙投票所の区割り等も変わってきますので、関連した基幹シス

テムの改修経費などの委託料が２４５万円です。 

 それから、現在、富士南の児童クラブは非常に少ない人数ですが、合併によりまして

大幅に増加する見込みとなっております。大体５名が２５名程度になるのではなかろう

かと見込んでおります。そのために、現在の児童クラブ室を拡張して４月から受け入れ

を行えるようにする経費で、改修工事には３２万円ほど、あと備品関係でランドセル棚、

テレビ等の整備をしたいと思っております。それから、校章も変更になりますことから、

体育館ステージの一文字幕という横長の細いものなのですが、それらが２１万円という

ことで、備品整備関係で７４万円ほどを計上しております。 

 次の小学校施設改修費１７０万円ですが、こちらは来年度、西与賀小学校の特別支援

学級に入学する児童の学習環境を整えるため、既存校舎の整備を行うものです。内容と

しては、主に便所や昇降口、渡り廊下の段差解消と、屋内階段に手すりを設置する経費

となっております。 

 次の学校給食一般経費４８０万円です。こちらは、早期退職によります学校給食正規

調理員の欠員ですとか、同じく調理員の病気休暇などによる代替パートの配置をいたし

ましたので、そのパート職員に支払う賃金が増加したものでございます。 

 それから、次の若楠小学校改築事業の減額補正３００万円ですが、当初見込んでおり

ました文化財発掘調査が試掘調査の結果、不要となりましたので、当初予算に計上して

おりました発掘調査経費全額を減額するものです。 

 次の兵庫小学校改築事業継続費の１億９，７００万円の減額です。こちらは設計や工

事等の入札残によるものの減額が１億３，９００万円。それから、兵庫小の改築事業に

つきましては２３年度から２４年度までの２カ年の継続事業ということで計画をして

おりました。しかし、学校の南にありました施設管理センターが移転をいたしまして、

市道のつけかえが行われました。兵庫小学校は市内でも唯一、児童数が増加していると

ころでもあり、無償で市有地の空き地が確保できることになりましたので、この際に、

グラウンドの南側を拡張することになりました。そのため、事業期間を２５年度までの

３年間に延長いたしまして、拡張とあわせて外構工事を行うよう年度組み替えを行って

おります。この年度組み替えによる減額補正が５，８００万円ほどとなっております。

これらの減額にあわせまして、財源となっておりました合併特例債を１億８，４００万

円減額をしております。 
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 次の中学校施設改修費３５０万円ですが、来年度、松梅中学校の特別支援学級に入学

する児童の学習環境を整えるため、既存校舎の整備を行うものです。内容としては、こ

れまで特別支援学級が松梅中学校にはございませんでしたので、技術教室を改修して特

別支援学級にする。それから、便所や昇降口、渡り廊下の段差の解消や手すりを設置す

る等、合わせて３５０万円の補正をしております。 

 教育総務課は以上です。 

 

（委員長） 

 次に、学校教育課お願いします。 

 

（学校教育課参事兼教職員係長） 

 それでは、学校教育課の分をご説明します。 

 学校教育課では、学校業務改善推進事業ということで、５３万３，０００円予算を上

げております。現在、先生方の学校での多忙化という現状があるんですけれども、それ

を少しでも改善するために、業務改善の検討委員会を教育委員会で設置をしておりま

す。それで、全小・中学校校にも業務改善の検討委員会を設置していただいて、今、学

校の中で取り組みを推進をしていただいているところです。この経費は、それらの学校

の中で校長、教頭、事務長、教務主任、そのほかに、この検討委員会の業務改善推進リ

ーダーを設置しておりますけれども、こういった方の研修を行いまして、より学校での

業務改善を進めて、子どもと向き合う時間を確保していくようにしたいということで、

その研修会の経費を計上しているところです。 

 それから、一番下に債務負担行為がございますけれども、ここに学校教育課分で英語

指導助手の派遣業務委託料を計上しております。現在、小学校は５、６年、また中学校

は全学年で、大体１クラス当たり２週間に一回程度の割合でＡＬＴを派遣して英語の指

導に当たっていただいております。この契約が、最大で３年まで更新をするという契約

をしておりましたので、今の業者がちょうど３年目で、来年が更新の時期に当たります。

それで、４月から契約ができるように、事前にこの債務負担行為というものを行いまし

て、予算化をしているものでございます。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 次に、学事課お願いします。 

 

（こども教育部副理事兼学事課長） 

 まず、教育用情報機器整備費関係の補正予算についてご説明いたします。 

 小学校のパソコン教室用に整備しております児童用パソコンですが、２１校の６７０

台をリースにより更新しております。その機器等借上料、リース料について入札による

残額が発生しましたので、９７５万２，０００円を減額補正したものです。 

 同じく中学校のパソコン教室用に整備している生徒用パソコン、３校の７６台を同じ

ようにリースにより更新しました。これも入札による残額が発生しましたので、１０２

万４，０００円を減額補正したものです。 

 次に、通学費補助事業関係の補正予算ですが、富士中、または北山中に遠距離通学し

ている富士町内の生徒の中で、バス通学をしている生徒４７人の保護者に対して、バス

定期券代の８割の補助を実施しております。昭和バスの通学フリー定期券が今年度、平

成２４年４月１日に値上げされました。このため、通学費補助金４４万３，０００円を

増額補正したものでございます。 

 以上です。 
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（委員長） 

 次に、こども課お願いします。 

 

（こども課長） 

 こども課の補正分です。 

 事務管理経費の８８０万円につきましては、平成２３年度実績確定に伴います国・県

の補助金、交付金の返還金であります。佐賀県保育対策等促進事業費補助金につきまし

ては、病児・病後児保育事業に対する補助金です。放課後子どもプラン推進事業費補助

金につきましては、放課後児童クラブに対する補助金です。子育て支援交付金につきま

しては、認可保育所の一時保育等の特別保育に対する補助金であります。 

 続いて、公立保育所管理運営経費２，４００万円です。公立保育所４園で受け入れて

おりますゼロ歳、１歳児、２歳児の児童数が、当初見込みより延べ数で約４３０名多く

受け入れたことに伴います補正であります。それに伴いまして、臨時の保育士を見込み

よりも延べ数で約１１０名多く配置したことで、賃金、社会保険料の補正が生じており

ます。 

 続いて、公立保育所分の欠員等代替職員分ですけれども、公立保育所の産休代替職員

２名を見込んでおりましたけれども、実際には産休代替職員が３名になったことに伴い

ます１名分の代替職員の賃金、社会保険料の補正をお願いするものであります。 

 障がい児保育費５１０万円です。これも公立保育所４園では、障がいのある子ども、

あるいは危険行動のある子どもに対して、児童本人の安全確保とか、他の児童とのかか

わりの中で見守りが必要な場合につきましては、臨時の保育士を加配しております。見

込んだ臨時保育士は、５名だったのですけれども、実際には月平均８名の保育士が必要

となりまして、その賃金、社会保険料の補正をお願いするものであります。 

 あと、予算の組み替えを行っています。神野児童クラブの解体費用の予算の組み替え

を行っております。神野児童クラブにつきましては、今、神野小学校の駐車場の中に移

転・建設を進めておりますけれども、その移転建設が終わった後は、今の児童クラブの

場所には神野公民館が建つ予定になっております。そのために、３月末には今の児童ク

ラブ、児童館を解体しなければなりません。その解体費用、約３７０万円につきまして

は、現在、児童クラブの建設事業の中の調査設計委託料で入札残等がありますから、そ

の委託料を解体費用として組み替えをさせていただいております。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 ここまで、こども教育部のところで、何かご質問とか、お聞きになりたいことはござ

いますか。 

 委託料はここに上げなくていいわけですか。 

 

（こども課長） 

 済みません、この資料では補正を漏らしておりましたので追加をお願いします。補正

予算書の中では明らかに計上しております。 

 

（委員長） 

 はい、わかりました。 

 この予算に関しては問題ないんですけど、こども課の下から２段目、障がい児入所に

より職員の配置基準とありますけど、この障がい児の職員の配置基準は２対１ですか

ね。 

 

（こども課長） 

 配置基準で加配という表現をしていますけど、実際には、その障がい児の子どもたち
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に対する対応は、基準という基準はありません。基本的には、その子どもの状況に応じ

てということで、１人に１人つく必要がある場合、あるいは児童３人に対して１人つく

場合と、状況に応じて対応させてもらっています。 

 通常の保育士については、ゼロ歳児が３対１、１、２歳が６対１とありますけど障が

い児につきましては、今の子どもたちの状況に応じて配置をさせていただいているとい

うことです。 

 

（Ａ委員） 

 富士小と富士南小が合併する際に校章を製作するということですが、校章そのものが

新たなものになるわけですかね。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 校章と校歌を新たにつくろうということになりまして、校章のデザインについては

今、佐賀大学の美術の関係者と、それから佐賀北高の美術部にデザインの委託をしてい

ます。 

 

（委員長） 

 私からもう１つ、教育総務課で、西与賀小と松梅中に特別支援学級に伴う改修工事と

ありますけれども、これは段差の解消だけでいいんですか。例えば、何かエレベーター

をつけなくてはいけないとかありますか。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

自力で歩行はできる方ですので、そういうことまでは必要ないようです。 

 

（委員長） 

 大丈夫ですね。 

 

（こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 ただ、階段に手すりをつけたり、トイレの便器の周りにも手すりをつけたり、といっ

たことも含んでおります。 

 

（委員長） 

 はい、わかりました。 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、社会教育部にいきたいと思います。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） 

 文化振興課です。歳出予算、市内遺跡（国庫）分経費３１５万２，０００円増額補正

をお願いしているところであります。これは市内において、個人の方が住宅を建設した

り、あるいはアパートを建設したりする計画があった場合、事前に確認調査、また本調

査などを行うための発掘調査に要する経費でございます。 

 増額の理由としましては、当初予算では年間の想定件数として、確認調査では１４０

件程度、本調査では９件程度を予定しておりましたが、これまでの上半期の実績から、

確認調査件数では１９０件程度、本調査においては１１件程度が見込まれるということ

で、増額の補正をお願いするところであります。 

 ３１５万２，０００円の主なものとしては、発掘調査現場の調査員の賃金が約８５万

円、それと現場における重機の借り上げ料、使用料及び賃借料の２０８万円、こういっ

たものが主な経費でございます。 
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 なお、３１５万２，０００円の歳出予算の歳入財源でありますが、左側に記載してい

るとおり、国庫補助金として１５７万５，０００円。これは５０％の補助です。それと

県補助金が１８％で５６万７，０００円、合計２１４万２，０００円の歳入財源があり

ます。 

 以上です。 

 

（委員長） 

 文化振興課の説明がございましたけれども、何かご質問はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、教育委員の研修が１１月８、９日とありまして、私とＡ委員と行ってまい

りました。その報告をいたしたいと思います。まずは、Ａ委員からお願いします。 

 

（Ａ委員） 

 ８日、９日に兵庫県神戸市のラッセホールというところに行ってきました。まず最初

にびっくりしたのが、そこで食事したときに、中２の子どもたちが大勢、職場体験的に

働いていました。聞いたら「トライやるウイーク」というのが兵庫県ではあって、調べ

たところ、神戸連続児童殺傷事件を機に、子どもたちに社会の中で働く姿を身につける

という意味で、期間は各学校に任せられているということですけれども、１週間程度、

いろいろな職場なり市民活動なりに子どもたちが参加して、大人たちと一緒に活動する

という取り組みがあるということで、これに非常に感銘を受けました。 

 それから、講演の内容ですけれども、文科省からの説明の中では、やはり教育委員会

のあり方について非常に話題になっているということで、各政党の考え方もずっと列記

されてあったのですけれども、政権を担う民主党、あるいはその可能性がある自民党ど

ちらも、首長あるいは文科省によって教育委員会そのものをもっと監視・監督を強化し

なければならないという考えをもっている、といったニュアンスを感じました。 

 それから、文科省としては現制度の中でもっとよりよく運営してもらう、そのために

は自己点検、自己評価の必要性を高めることを強調されておりました。それから、やは

りいじめの問題を、子どもの命を守るという観点から強調されておりました。 

 また、５年後には小１から中３まで、すべてを３５人学級を目指すということですけ

れども、これが今、財務省と綱引きがなされているということで、文科省の意向として

は、実現に向けて頑張っておられるということでした。 

 １日目はその後、震災時の危機管理を考えるというテーマでの講演とパネルディスカ

ッションがありました。震災ということで非常に感銘を受けたのが、岩手県でかなりの

子どもたちが犠牲にならずに助かったことは、ふだんから昔の三陸沖地震のことを伝承

されており、例えば、子どもたちが児童発表会の劇に出したりとか、かねがね子どもた

ちの意識の中にあって、普通の単なる避難訓練とは違って、本当に身についた避難訓練

が行われていたということ、それがこういった多くの命を救う原因であったろうという

ことを強調されておりました。 

 それと、やはり大事なのが、ふだんからの地域のコミュニティーの大切さということ

で、子どもから大人まで、常に状況を想定して協力し合える体制をとっておくことが必

要だということで、これは佐賀にも十分考えられることだと思います。 

 翌日は、分科会がありまして、委員長と２つ別れたんですけれども、第２分科会が、

「学力向上をめざした小中連携の取組について」ということで、兵庫県の小野市と広島

県呉市の取り組みを発表いただきました。 

 この中で、兵庫県の小野市は５万人ぐらいの小さな市なんですけれども、東北大学の

川島隆太教授という脳科学の専門の方を教育行政の顧問として招聘されています。脳科

学の観点から教育をサポートするということで、まずその方の講演の趣旨としては、人

間の脳の働きを可視化できる装置で調べてみると、難しい数学の問題を解くときより

も、簡単な問題を、単純な計算を早く計算していくことのほうが脳が活性化する。それ
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から、コミュニケーションをとろうとするときも活性化する。これを根拠に、読み書き

英語など、単純な「おの検定」というものを実施していて、これが子どもから大人まで

できるようにされているということです。そのテキストも教員の方がつくられて、９カ

年一貫した学びを実現されているということです。 

 また、この一貫とのいわゆる整合性というか、脳の発達からいう整合性から言うと、

脳の中で知・徳・体をつかさどるところが前頭前野という部分で、それが急激に発達す

るのが、１度目はゼロ歳児から３歳ごろ、２度目は１０歳を過ぎたころから２０歳にか

けて急激に発達するそうです。ですから、この観点から、１度目のときは就学前教育を

保護者に啓発する、これはもう子どもがおなかの中にいるときから、お母さんに対して

こういったことが子どもの脳の発達にいいんですよということをいろんな場で教える

ということです。 

 それから、１０歳過ぎの思春期に差しかかるときに、その前頭前野が爆発的に発達す

る。これが小学５、６年から起こるということで、ここに非常に重点を置いて、中学校

教員による小学校への出前講座や授業交換を中心とした独特の教科担任制をとるなど

の対応をなされていて、とにかく９年間で子どもを育てるという意識の共有が市全体で

できているということです。 

 それから、ここは市長がかわられて教育予算が何と３倍にふえたそうなんです。たい

へん教育に力を入れておられて、全部の小・中学校に空調を導入されているそうです。

それも脳科学の観点からいくと、25.4度で脳が最も活性化し、１度上がると５％低下し

ていくそうです。そういった根拠に基づいて行われていて、規模的に小さな市だからで

きる部分もあるとは思いますけれども、おもしろいなと思いました。「おの検定」を書

いた冊子があるので、後でコピーしてお配りしたいと思います。 

 それから、広島県の呉市の取り組みですけれども、こちらは人口が２８万人で、佐賀

市と規模的にあまり変わらないところで、中学校が２８校、小学校が４２校なんですが、

全部の中学校校区で小中連携を実施していて、それもいわゆる４・３・２の区分で統一

されているそうです。 

 それぞれの中学校区の特色を生かして実施されているということですけれども、一致

していることは、今の６・３を４・３・２として、これは恐らく思斉館小中学校もされ

ていると思うのですけど、小１から小４を前期、小５から中１を中期、中２から中３を

後期と捉えて、自尊感情が中期の時期に急激な低下を見せること、不登校もこの時期に

急激に増加すること、それから、身体の発達が格段に早くなっており、心の発達がつい

ていかないことなどから、特にこの中期の部分を強化していきたいということで、連携

教育を進められているそうです。 

 一体型と分離型とそれぞれあるのですけれども、一体型では職員室を同じフロアにし

て共用できるスペースをつくったり、隣接型では校舎と校舎の間を行き来できるような

渡り橋をつくるというような工夫をされたり、ブロックを幾つかに分けて、ブロック別

に経営研修会を開催したり、それから、乗り入れ授業を効果的にするための講師の加配

措置を実施するとか、また、２年間の研究指定校を指定し、２年後に研究公開するなど

の取り組みを実施されて、実際、生徒指導上でも学力面でも大きく効果がでていて、保

護者もその効果を実感しているということです。 

 なお、この分科会が終わった後、会場からの質問で、文科省の方に「これだけ明らか

に効果が出ているとわかっているのに、何で国はもっとそれを進めないんだ」と、そん

なのんびりしていいんですかという質問がされていました。佐賀でも以前からこういっ

た取り組みが出てきていますので、こういった実績が出ているところも学びながら、さ

らに佐賀もいいところを伸ばしていければと思ったところです。 

 以上で終わらせていただきます。 

 

（委員長） 

 それでは、私から報告します。全体会は、コミュニティ・スクールについて話があり
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ました。平成２８年度までに全公立小・中学校で３，０００校を目指すということです

が、この成果として、生徒指導の課題が解決して学力が向上しているという結果が出て

いるということでございます。現在は１，１８３校であるということです。 

 それから、防災教育の必要性ですね。それと、さっき言われました少人数学級の推進、

こういうものの説明がありました。 

 基調講演についてもさっきありましたけど、３つの点から話があって、減災の考え方

として、小さいときから自然やいろんなことの体験をさせる必要がある。そして、命を

自分で守るという教育が必要だということをおっしゃいました。２つ目には、災害に強

い学校をつくること。３つ目には、災害に強い人間をつくる、正しい知識を身につける、

ということが非常に大切であるという講演がございました。 

 パネルディスカッションでは、大船渡小学校の校長先生がまず１番目におっしゃいま

したけれども、教育委員会が取り組んだことは、まず第１に児童・生徒の安否確認で、

そして、それが非常に困難であったということでした。とにかく道路はないし電話もな

いし、遮断された困難の中で、先生たちが家畜がいるところに避難している子どもとか、

親戚の家に行っている子どもとか、避難しているところを見て回って安否確認をしたそ

うです。 

 ２番目は、被災を受けた学校をまずどうするか、とにかく長くは休めない、早く学校

をどうにかしなくてはいけないということで、４月２５日には再開したというお話があ

りました。 

 それから、学校現場の防災教育ということで、事例発表がありましたけれども、災害

がどうやって来るか、どう逃げたらいいかということはいつも考えていなければいけな

くて、地震が来たら机の下に潜ればいいという程度では、防災教育ではないとおっしゃ

いました。例えば給食の時間に来たらどうさせるか、あるいは外で遊んでいたらどうさ

せるかと常に考えておく必要があるというお話がございました。 

 阪神・淡路大震災では非常にそこも災害を受けたのですが、そこでＥＡＲＴＨという

震災・学校支援チームをつくりまして、いろんなところに研修に行ったり派遣したりし

ておられまして、今度の東北にも行ってきたという報告がなされました。 

分科会ですけれども、自治体によっては、同じ分科会に全員が入っているというとこ

ろもありましたけど、私たちは、やはり違うところに行って情報を得る必要があると思

いましたので、私は第３分科会に行って参りました。 

 まず行政説明がありまして、インクルーシブ教育システムについて説明がなされまし

た。インクルーシブ教育システムというのは、障がい者が年齢とか能力に応じて、その

特性を踏まえて十分な教育、とにかく十分な教育ということをおっしゃられましたが、

十分な教育が受けられるようにするために、可能な限り障がいを持っていない児童・生

徒とともに教育を受けるシステムであります。 

 次に、障がいがある児童・生徒の就学先の決定について説明がありました。やはり十

分な教育の情報を提供して個々に吟味する必要があるということですね。そして、教育

委員会が本人や保護者に対して情報を提供して、本人、保護者の意見を最大限に尊重し

て、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行って、そして、最終的には市町村

の教育委員会が決定する。これは保護者が決定するのではないですよという説明があり

ました。 

 最後に、特別支援教育のポイントとしては、早期からの支援体制が非常に大切である

ということ、それから、今、小・中学校における特別支援教育のレベルアップ、とにか

く先生たちの力量に差があり過ぎるということをおっしゃいました。 

 あと、特別支援学校ですね。佐賀市は公立の特別支援学校は持っておりませんけれど

も、そこのレベルアップをしなくてはいけないということが行政説明でありました。 

 あと、伊丹市における教育委員会と特別支援学校についてですが、ここは市の特別支

援学校を持っておりまして、連携した取り組みということで発表がありました。 

 平成２４年度は、全ての小・中・高等学校に特別支援教育の校内委員会の設置と、特
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別支援教育コーディネーターとか学校生活支援教員とか通常特別支援教育支援員を配

置していると言われました。非常に予算的にも豊かだなと思いました。 

 公立幼稚園では昭和５０年から拠点幼稚園に加配をしており、平成２０年度からは１

人ずつ加配をしているということです。そして、幼稚園から中学校まで一貫した支援が

引き継がれるように、サポートファイルを作成していて、今２７９人分作成しているそ

うです。 

 そして、伊丹市立伊丹特別支援学校が特別支援教育のセンター校として推進をしてい

るということです。それぞれの機関がそれぞれ巡回相談等していたけれども、そうでは

なくて、教育委員会が中心となってチームを集約して巡回相談をしているということを

発表なさいました。 

 次に、滋賀県湖南市から発達支援システムに基づく特別支援教育の推進という題でお

話がありましたけれども、ここで特徴的なところとして、幼児期から就労期まで支援を

していることが上げられました。 

 関係機関の横による支援と、幼児期から就労期までの縦の支援を提供するシステムで

あると説明がありました。この発達支援室が保健福祉課に設けられているのですが、こ

こには、もと私は先生でしたという小学校の先生がここにいて、そういう仕事をしてい

るということで発表されました。 

 ここではいろいろな調整会議を開催したり、あるいは巡回相談をしたり、ハンドブッ

クをつくったり、読み書きが困難な子どもたちへの早期対応をしたり、そういう情報交

換とか就学指導など、非常に手厚い支援をしているということでございました。そして、

ここは割と進んでいるところで、全国からも多く見に来られるということでした。機会

があれば私たちも行ってみたいと思います。 

 就労期までの支援、いわゆる高校卒業してからも支援しているということに、私は驚

きを感じましたし、すばらしいなと感じました。 

 以上でございます。 

 ほかには何かございませんか。 

 

（Ｂ委員） 

 質問なんですが、佐賀市の場合は特別支援教室というのは、何か統一的に取り組む基

準とかあるのでしょうか。それとも、学校単位でやっているのでしょうか。 

 

（教育長） 

 これは、最終的には就学指導委員会という第三者組織によって、その子どもの適正就

学に向けた審議をいたします。それで、一応の方向性を定めながら、あとはその判定に

従って、親御さん、子どもさんの指導、啓発をしています。学校参観で、特別支援学校

とか特別支援学級とか普通学級の参観をしたりして、その判定に沿った就学に心がけて

はおります。 

いつも教育長会でも議論になるのですが、国は、教育委員会が決めますと言いながら

も、これがうまくできないのです。したがって、就学指導委員会で判定が出ているのに、

特別支援学校適と出ているのに普通の学校に就学する。親や子どもの意見を聞いて、最

終的に教育委員会が決定するとなっていますが、教育委員会がここに行ってくださいと

いうわけにはいかないのが現状なのです。だから、ここに一つのジレンマ、特別支援教

育の就学の難しさがあるのです。 

 

（Ｂ委員） 

 そうすると、学校現場では結構大変なことになるのではないですか。 

 

（教育長） 

 そうです。したがって、今、非常に学校現場が大変であり、生活指導員をふやせふや
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せとなっているのです。 

 

（委員長） 

 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課課長補佐の三輪善英さんが、保護者が決定

するのではないのですよとおっしゃいました。 

 

（教育長） 

 それをいつもおっしゃられるのですよ。「教育委員会が決めていいんです」と言われ

るのですが、このとおりにならない。 

 

（Ｂ委員） 

 情報提供をしてわかってもらうというようなことはできているのでしょうか。 

 

（教育長） 

 情報提供していますし、学校参観にも行っています。特別支援学校の参観、特別支援

学級の参観、それから普通学級。ただ、このインクルーシブ教育のこの理念、障害者基

本法ができてから、障がいをお持ちの方たちのネットワークというのは思いが強くて、

はっきりした障がいは持っていても普通児と一緒に生活させてください、一緒にさせま

すという理念を持った団体もあり、なかなか難しい問題ですね。 

 

（Ａ委員） 

 やはりまだまだ社会そのものの受け入れ体制ができていないということでしょうね。 

 

（教育長） 

 そうですね。 

 

（Ａ委員） 

 結局、そういった教育機関を卒業した後の体制とかもですね。 

 

（教育長） 

 今、普通の学校に特別支援学校を併設している学校がふえてきています。特別支援学

校と普通学校を併設して、どちらででも可能な形で就学できるようにと。 

 

（Ｃ委員） 

 塩田にそういうところがあるのですか。 

 

（教育長） 

 中原養護の分室が今、鳥栖にあります。。そういった形ででもせめて進んでくれれば

と思います。 

 

（Ｂ委員） 

 就学している期間、その子に合った教育を提供して、その子なりの成長を促すという

のも大切だと思いますので、理解してもらえるといいなと思います。 

 

（教育長） 

 こども課も苦心しています。 

 

（こども課長） 

 やはり障がいを認めたくないという保護者もありますし、いろいろな情報提供、体験
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をしていただいても、最後はやはり地元の学校というご要望はかなりあります。 

 

（委員長） 

 ほかに何かないですか。 

 

（Ｃ委員） 

 先ほどの３番の幼児期から就労期までという部分は、非常に興味のある内容でしたけ

れども、具体的に、何か資料等があればいただきたいのですが。私も、スポーツで指導

をした子どもたちを１０人ぐらい、個人的に地元の会社に就労支援を行った経緯がある

のですが、これを一つのシステムでやるというのは非常に大事だと思います。 

 幼児期からの社会体育の指導をしなさいという生涯スポーツ的な教育、それから、就

職支援を行政の一部としてやるというのは非常にいいことだと思います。道は遠いと思

いますが、資料等があれば勉強させてほしいと思います。 

 

（委員長） 

 幾らか中に書いておりますので、冊子をコピーして皆さんにお配りします。 

 ほかに、何かございますか。 

 

（Ａ委員） 

 先日、佐賀県総合体育館の火災の件が新聞報道に出ていましたよね。問い合わせをし

たところ、教育委員会には全然情報はいただけないという。佐賀市在住の１４歳以下の

少年ということであれば、佐賀市内の中学生の可能性も高いと思います。警察はプライ

バシーとかいろいろなこともあると思うのですけど、子どもを見守って指導していく立

場としては、やはり教育委員会に情報提供なり、協力していく体制はできないものなの

でしょうか。 

 

（教育長） 

 これについては、おっしゃったとおり、情報を全然得ておりません。子どもの将来の

ことを考えて、児童相談所とのやりとりがあっているようですが、どこのお子さんなの

かというのは、正式にこちらに連絡は入っておりません。 

 

（委員長） 

 私も、やはり子どもだったと、佐賀市内の子どもということでびくっとしました。 

 

（こども教育部長） 

 新聞では、佐賀県内としか出ていないので、私たちも佐賀県内としか理解していませ

ん。 

 

（委員長） 

 県内の子どもなのですね。 

 

（Ａ委員） 

 この間の研修のときには、県の教育委員会も公安委員会と懇談会をして、歩み寄ろう

とされているということでしたが、やはり子どものためには、もっと両者が手を携えな

いといけないのかなと思います。いじめ問題にしても同じですが。 

 

（委員長） 

 新聞記事に、佐賀市ではないですけど、中学生が中学生にわいせつな行為をしたとい

う記事もあったようですけど、そのようなことがないように、やはり心配りをしなくて
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はいけないのかなと思っております。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 

（Ｃ委員） 

 こども課にです。待機児童の実態というのは、現在、どういう状況にあるんでしょう

か。 

 

（こども課長） 

 今年度につきましては、１１月１日現在で３４名の待機がありますけれども、待機児

童は、基本的には後半にふえてきます。平成２３年度につきましては、年度末で１３４

名、平成２２年度が１０８名、平成２１年度が１０７名ということで、ここ４年間の中

でも、やはり１００名前後の待機児童は生じています。 

 

（委員長） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これで１１月の定例教育委員会を閉会いたします。どうもご苦労さまでし

た。 

 

 


