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日程１ 開会の宣告 

 

（山下委員長） 

 皆様こんにちは。新聞やテレビで報道されておりましたけれども、全国の公立小・中・

高で休職されている先生方は、去年８，５４４人、そのうち鬱病などの精神疾患で休職

されている先生は５，２７４人であったそうです。 

 佐賀県では、病気による休職者が７０名で、そのうち精神疾患などで休職されている

先生方が４２名と報道されております。その原因は多忙によるものとか、保護者対応に

苦慮されているということでございます。 

 私たちは、先生方が現場でよりよい授業をしていただくためにも、しっかりサポート

していきたいと思っております。 

 これより佐賀市教育委員会１２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お願いしたいと思いますが、ご

異議ありませんでしょうか。 

    〔「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 

 

（山下委員長） 

 日程２の会議録の報告を求めます。 

 

（梅崎教育総務課副課長兼総務係長） 

 １１月２７日の定例教育委員会の会議録につきましては、１２月２１日に皆様に配付

したとおりでございます。よろしくお願いいたします。 

 

（山下委員長） 

 報告内容に訂正する部分や質疑はございませんでしょうか。 

 私から１つお願いしたいのですが、１１ページの上から１３行目の左、「ここには、

やっぱり」と私が入れておりますけど、「やっぱり」の部分は消していただきたいと思

います。 

 

（梅崎教育総務課副課長兼総務係長） 

 はい。 

 

（岸川委員） 

 私の発言で、９ページの真ん中のちょうど段が変わっているところを「思斉中学校」

としておりますけど、「思斉館小・中学校」に変えていただきたいと思います。 

 

（梅崎教育総務課副課長兼総務係長） 

 はい。 

 

（山下委員長） 

 ほかにはございませんか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、訂正していただきまして、承認といたします。 
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日程３ 教育長の報告 

 

（山下委員長） 

 次に、日程３、教育長の報告を求めます。 

 

（東島教育長） 

 プリントを用意しております。今月は市議会開催の月でございまして、あまり報告事

項はございませんが、３点報告をいたします。 

 まず１点目は、「博愛フェスタ２０１２」が開催されました。開会式が２日にありま

したけれども、この中のメイン事業が全国博愛絵画展ということで、本年度は、全国の

１４３の小・中学校、これは絵画教室も含めてですが、１，５４２点の応募がございま

した。特に、今年は社会情勢が反映されていたなと感じる作品が多く、例えば、国際的

な紛争、領土の問題、あるいは登下校中の交通事故の被害、いじめの問題、こういうも

のが子どもたちの問題意識としてあって、これがこの博愛フェスタの絵画のテーマにな

っているような気がいたしました。子どもたちなりに平和とか友情とか、家族愛、伝統

文化の継承、交通事故防止などをテーマとした作品が多くあったように思います。 

 毎年ながら、１，５００点を超える応募がございまして、全国に確実に博愛精神が広

がっていることを実感しております。 

 今年は、佐賀の子どもが博愛大賞に輝きました。川副中学校３年生の齋藤さんの「平

和の空」という作品です。本人のスピーチを私なりにまとめますと、博愛絵画展に応募

することで、博愛について考えるきっかけになったということが１点。それから、この

絵をつくり上げるために、できるだけ明るいイメージをつくりたいということで、色が

混じらないように工夫をしましたということが２点。最後に、この博愛精神がこれから

も広がっていくことを願っておりますと、この３点についてスピーチをしてくれまし

た。 

 入賞の作品が２８日まで佐野常民記念館で展示をしてありますが、その後は市立図書

館で２月１日から１０日まで展示される予定になっておりますので、ご覧いただければ

と思っております。 

 ２点目は「やまばと山村留学説明会」がございました。北山東部小学校は、学校の適

正配置に向けて、第１の候補として上がっておりまして、私どもも地域の説得、保護者

の説明等に回ったわけでございますが、現在もこの山村留学で人数を確保しておりまし

て、現在１４名学んでおりますが、そのうち３名が山村留学生です。今回は福岡県から

２家族、参加がありました。おそらくこの２家族は、留学することになるであろうとお

っしゃっておりましたが、そのほか、説明会に来ていなくても、留学の意思を持ってい

る家庭があるということで、来年度も３名程度の留学生が望めるのではないかと思って

おります。 

 ３点目ですが、久米島町と佐賀市の中学生交流が、２１日金曜日から２３日日曜日に

かけて、２泊３日で行われました。あいにく気候的には小雨の降る中ということになり

ましたが、１日目の午後、久米島の中学生が佐賀市に着きまして、この交流のきっかけ

となった斎藤用之助公の墓前にお参りに行きまして、こちらでの交流がスタートいたし

ました。 

 特に、沖縄の子どもたちですから、冬の経験というのがないんですね。そこで、小雨

の中でしたけれども、天山スキー場でスキーを楽しんでもらいました。また、その日の

早朝には、色々な方々のご協力を得てバルーンの係留飛行も経験ができたということ

で、ほぼこちらが予定していたスケジュールは、計画どおりにいったと言っていいので

はないかなと思っております。夏にはこちらから向こうに出かけて、冬には向こうから

こちらに来てくれて、同じ子どもたち同士の交流だったものですから非常に交流が深ま

りました。行ってそこで交流をして、仲よくなりかけたころに別れて、そこでおしまい

というのが年に１回の交流なのですが、行って来るという、二度の交流の機会が同じ子
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どもたち同士であるということが意義のある交流になったと考えております。 

 来年度も、夏は佐賀の子どもたちが久米島を訪れ、冬には久米島の子どもたちが佐賀

を訪れる。そして、それぞれに自分たちの住んでいるふるさとでは経験できない内容の

学習をしていくという形で臨みたいと思っているところです。 

 今回の交流では、教育総務課教育政策係が、緻密な計画と色々な準備等に努力をして

くれまして、滞りなく細部にわたる懇切丁寧な交流ができたと考えております。また、

斎藤用之助顕彰会の皆様方にも随分とご協力をいただきました。 

 そういうことで、第１回の交流が今回滞りなく終わったことを報告します。 

 以上です。 

 

（山下委員長） 

 報告内容について何かお尋ねしたいことはございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑がないようですので、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 提出議案 

 

（山下委員長） 

引き続き、日程４の議題であります。 

 第１６号議案『佐賀市スポーツ推進委員に関する規則の一部を改正する規則』につい

て、説明をお願いします。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 それでは、議案の１ページをお願いいたします。 

 第１６号議案『佐賀市スポーツ推進委員に関する規則の一部を改正する規則』ですが、

スポーツ推進委員の円滑な職務遂行を図るため任期及び定数を改正する必要がありま

すので、この案を提出するものでございます。 

 ３ページをお開きください。 

 まず１番、改正理由ですけども、(1)任期についての改正についてですが、第４条で

任期は２年としております。佐賀市スポーツ推進委員で佐賀市スポーツ推進委員協議会

を組織しておりますけれども、その上部団体、佐賀県スポーツ推進委員協議会も任期２

年で、現在会長１名、副会長３名中２名、理事長１名、理事２９名中４名、監事２名中

１名は、佐賀市スポーツ推進委員が就任されております。県役員の任期と市スポーツ推

進委員の任期に１年のずれがあり、県の役員の任期等に支障を来しているということ

で、佐賀県スポーツ推進委員協議会から任期を合わせていただきたいという依頼が来て

おります。 

 また、平成２５年度九州スポーツ推進委員研究大会が佐賀市で開催される予定であり

まして、大会は佐賀市のスポーツ推進委員を中心とした大会運営となるため、来年度、

任期満了となり、推進委員が交代することで運営に支障を来すおそれがありますので、

改正するものでございます。 

 (2)定数についての改正ですが、推進委員の定数は、第２条において「人口１万人未

満の校区３人」、「人口１万人以上の校区４人」と規定をしております。 

 今回、富士小学校と富士南小学校が統合することにより、計６名おりました推進委員

を３名に減らす必要がございます。 

 また、開成校区につきましては、１０月末現在で、人口が減少して９，９８５人とな

っていたため、来年度は４人から３人になりますけれども、１１月現在再び１万人を超

え、１万３人となっております。校区の統合や一時的な人口の減少によりまして、即時

に推進委員の定数を変更することは地域住民へのスポーツ推進の低下や推進委員への

急激な業務増加が考えられるため、今回改正するものでございます。 
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 ２番の改正内容ですけれども、任期の改正につきましては、特例として、附則に平成

２５年４月１日から平成２６年３月３１日の１年間のみの任期を追加しております。 

 定数の改正につきましては、第３条第１項に「ただし、教育委員会が特別の事由があ

ると認めるときは、この限りでない。」を追加しております。 

 ３番目の施行期日ですけれども、施行期日は「公布の日」としております。 

 ４番目、新旧対照表を４ページ、５ページにつけておりますので、改正内容につきま

してはご参照ください。 

 以上でございます。 

 

（山下委員長） 

 はい、ありがとうございました。何かご質問はございませんでしょうか。 

 

（光吉委員） 

 基本的なことなのですけど、このスポーツ推進委員というのはどなたかが任命されて

なられるのですか。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 一応地域から推薦をしていただいて、教育委員会から委嘱をしています。 

 

（光吉委員） 

 大体、男女比というのはどのくらいになるのですか。 

 

（吉松スポーツ振興課長） 

 現在１１４名いらっしゃいますけども、男性が８０人、女性が３４人となっておりま

す。 

 

（山下委員長） 

 ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようでございますので、第１６号議案『佐賀市スポーツ推進委員に関する

規則の一部を改正する規則』については、原案のとおり承認します。 

 その他で何かございませんでしょうか。 

 

（岸川委員） 

 １つよろしいですか。ニュースでも報道されましたけど、学校給食でアナフィラキシ

ーによって亡くなられた児童の方がいらっしゃいました。そういったアレルギーを持た

れたお子さんに対する給食のメニューの配慮というのは、もう既にされているとは存じ

上げておりますが、不幸にして今回は、おかわりで通常のものを食べてしまった可能性

があるということで、子どもたちのことですから、何が原因でそういうことが起きるか

わからないのですが、そういったときの、命をとにかく保全できるような応急処置とい

うのは、リスク管理のこととして確保をされているのか確認をしたいのですが。 

 

（田中こども教育部副理事兼学事課長） 

 アレルギーをお持ちの方については、学校給食を提供している分については、特別に

ほかのメニューで提供をしていますが、正確な数字は今この場では把握しておりません

けれども、３人か４人程度だったと思います。 

 報道を見ますと、そこの区分けがわからなくて、粉チーズが入っていたものを食べて

しまったということで、こちらから各学校に連絡をして、改めて正確な数字を把握した

いと思っております。 
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 対応につきましても、現段階でまだはっきりしておりませんので、そういうアレルギ

ー症状が出た子どもがいたら即時に対応するように、こちらから連絡をしたいと思いま

す。 

 

（東島教育長） 

 少しつけ加えさせてもらいますと、佐賀市の給食では健康調査を行い、そして、アレ

ルギーを除去できるものについては除去食を提供しております。それでも除去できない

子どもがいるのですが、その子どもたちは弁当を持参せざるを得ないということで、弁

当持参で対応をしております。そして、なおかつエピペン使用をしなければいけないよ

うな子どもたちが３人か４人か、私も数字がはっきりしておりませんが、養護教諭の研

修会を行いまして、今、エピペンを養護教諭が使えるようになっています。校長には校

長会で資料を出して、この状況についての説明はいたしております。 

 ただ、いつ何どきどういうふうになるかわかりませんので、この件について、また校

長会、あるいは養護部会などで、研修なりを積む必要があるのではないかと思っており

ます。 

 

（岸川委員） 

 それでは養護教諭の方はもう皆さん使えるのですか。 

 

（東島教育長） 

 使えます。 

 

（岸川委員） 

 これはハチなどの虫刺されでも起きる可能性がありますからね。 

 

（福島委員） 

 本当にアナフィラキシーになったら、エピペンをすぐ注射しないとだめですね。５分

と言わず、すぐにエピペンを注射する必要があります。意識がなくなってしまったら、

私はアナフィラキシーですとは言えないので。 

 

（東島教育長） 

 校長会で一番問題になったのが、出張などで使える人間がいないとき、これが以前、

実際にありました。佐賀ではないのですが。担任と養護が使えたのですが、使える人間

が全員留守だったというときが困るものですから、必ず複数体制で使えるようにしてお

くことが必要です。担任はもちろんのこと、養護教諭、それから管理職が使えるように

しておくことが必要だと思います。 

 

（山下委員長） 

 命に関わることですから、よろしくお願いします。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

 

（伊東委員） 

 先ほど委員長から、佐賀県の教職員の休職者が７０名、それから、そのうち４０人が

心の病気、精神疾患であるという報告がありましたが、ちなみに、佐賀市ではどういう

状況ですか。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 済みません、すぐに調べてきます。 

割合的には、佐賀市も同じように病休者の中の６割ぐらいが精神疾患だったと記憶を
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しております。 

 ただ、件数が多くなっていることも現状だと思います。場合によっては精神疾患とい

う名称にならないケースもあるのです。精神疾患の比率は変わらないけれども、実はか

なり精神疾患に近いという方がふえているという現状が今年は傾向としてありました。 

 

（伊東委員） 

 この人は精神疾患だという根拠をどこに置くかは非常に難しいと思うのです。その中

で指導力不足が発生してくるはずです。きょうの委員長のデータも、中身は１１年のも

のですよね。本来はもう１２年ですから、もっとスピーディーに数字を把握して早目に

処置をする、それが非常に大事だと思うのです。子どもたちに影響してきますのでね。

ですから、１２年のデータであれば、少しはスピーディーに数値を出して、そしてそれ

に対してどう対応するのかということがバックにないと、データだけでは何もならない

と思います。 

 ぜひ、早目に数字をつかんで先生たちの指導をどうするのか考えていただきたいで

す。やはり健康でないと指導はできませんよね。非常にその根幹というのは難しいでし

ょうが、そういうふうになる前にどう処置をするのかということも含めて、ぜひデータ

等があれば教えていただきたいです。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 委員のおっしゃるとおりで、今、先生方の病気休職がふえていること、特に精神疾患

等がふえていることについては、私どもの中でも随分論議がなされているところでござ

います。公表もしておりますし、議会の質問等でもお答えをしております。対応としま

しては、現在、業務改善検討委員会を立ち上げまして、先生方の業務改善、多忙化対策

等について、検討を重ねているところです。今年度は補正予算にも出させていただきま

して、管理職の研修会、学校への推進リーダーの設置、各学校の業務改善検討委員会立

ち上げ等を今行っているところです。 

 推進リーダーの研修会、管理職の研修会については１月２２日に行う方向で計画をし

ています。各学校では、現段階で業務改善について検討されたものを、１１月に提出を

させまして、今各学校でどういうことを取り組んでいるというのを一覧にして、いいも

のがあれば各学校に知らせるということを取り組もうとしています。業務改善について

はそういう形で進めております。 

 それから、先ほど出ていました精神疾患の理由の１つとして、多忙化だけではなくて

保護者の対応ということが出ておりました。保護者の対応につきましては、佐賀市の教

育委員会としましては、七、八年前からと思いますが、学校問題解決サポートチームを

立ち上げまして、弁護士の方、警察の方等に専門家チームとして入っていただいて、学

校教育課にも、その担当の指導員を置いております。学校で厳しい状況に陥った場合、

教育委員会も一緒になって取り組みをする。場合によっては弁護士さんや警察にも相談

をするというシステムをとっております。しかしながら、まだまだ各学校では、場合に

よってはかなり厳しい保護者さんもいらっしゃって、特に今年はいじめ問題等が大問題

になりましたので、過敏になられている部分もあります。 

 このように少しずつではありますが、取り組んでいるところでございます。 

 それから、精神疾患の予防と対策について、学校教育課で精神科の先生に委託をしま

して、健康上の問題等を相談に乗っていただいたり、診断をしていただいております。

月に一度は必ずそういう会を持っておりまして、現在はメール等での相談も受け付けて

いただいています。 

 

（伊東委員） 

 新聞によると、精神疾患の患者の７０％超が４０代以上ということですね。 
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（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 そうですね、特に５０代が多いということでした。 

 

（伊東委員） 

 そこに何か原因があるのか、４０代以上ということに何か発生しているのかですね。

その辺も興味ある数字だと思います。 

 

（中島こども教育部長） 

 うつ病や精神疾患は３０代、４０代が多い傾向があるということですが、ただ、それ

が今は５０代のベテランの域に入っているような人たちでも対象になってきていると

いうのが、１つの傾向として出ているようです。 

 

（吉木こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 特に女性が増えているという話も、委託をしている先生のお話でありました。 

 それから、先ほど言われた４０代、５０代が多いという部分は、今、教育改革が進ん

でいる状況にありまして、これまでやってきた、ある意味教職員のプライドみたいなの

ができ上がった先生方が今までやってきたやり方で通じないときに、そのギャップとい

うものもあります。最近では、私のほうが正しいのに何でわかってくれないのかといっ

た状況が起こるようになってきました。 

 

（伊東委員） 

 学校だけでなくて、企業でも今鬱がふえていますよね。特に若い人にもふえているの

ですよ。非常に怖いですね。 

 校長先生の行動やそういう指針が非常に大事になるんじゃないかなと私は思います。

パワハラでも言葉の１つで当然そういう影響を与えますからね。ですから、やはり対話

がかなりそこで大事になってきますし、先生たちを褒めることも大きな意味を持つと思

います。我々教育委員会がどうしろということよりも、常日ごろ先生の人材育成をどう

いうスタンスとして置いているのか、校長先生の位置づけというのは非常に高いと思い

ます。ですから、数字が出た中でできるだけ分析をしてもらって、原因を追求して前向

きにとらえていくようお願いしたいと思います。 

 そういう意味では、我々も現場に行って、校長先生、先生たちと会話をしていくこと

が大切でしょうね。数字は後でよろしいですので、よろしくお願いします。 

 

（山下委員長） 

 それでは、あとで状況を報告してください。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ほかにないようでございますので、これで１２月の定例教育委員会を閉会いたしま

す。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


