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報告（２）

日程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【表紙】

2月22日 （月）開会
23日 （火）予算決算委員会、同分科会、厚生委員会
25日 （木）予算決算委員会（分科会長報告、締めくくり質疑、表決）
29日 （月）委員長報告、質疑、討論、表決
3月2日 （水）代表質問

坂田

議員

（自民）

田尻将 議員 （連合）

鈴木

議員

（公明）

白河部 議員 （未来）

3日 （木）一般質問

原口

議員

（自民）

4日 （金）一般質問

浜田

議員

（公明）

7日 （月）一般質問

上野

議員

（共産）

田辺

議員

（連合）

田尻清 議員 （未来）
寺本

議員

（自民）

9日 （水）予算決算委員会（総括質疑）
10日 （木） 〃
14日 （月）予算決算委員会、同分科会、部門別常任委員会
18日 （金）予算決算委員会（分科会長報告、締めくくり質疑、表決）
24日 （木）委員長報告、質疑、討論、表決、閉会
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予算決算委員会質疑：締めくくり質疑

教育委員会該当なし
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閉会日質疑

教育委員会該当なし
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２．本会議

質疑応答要旨（代表質問）

質疑要旨

応答要旨

≪学務課≫
本市の奨学金制度について
連合本部、連合熊本は国
の奨学金制度の充実とし
て、意見書を提出した。
本市の奨学金制度につい
ても、制度の拡充などでき
ないか。

本市では昭和４３年度から平成１３年度まで給付型の奨学金制
度を実施していたが、対象者の大幅な拡大と増額についての要望
を受け、抜本的な制度見直しを行い、平成１４年度から現在の貸
付型の奨学金となった。
その際、貸付については無利子とするなど、返還の際の負担を
考慮した制度としたもの。また、学校等に在学中や病気などの場
合には、返還を猶予する制度も設けている。さらに、事情により
返還が困難な者に対しては納付相談にも応じており、個々の経済
状況に応じた無理のない返済となるよう十分配慮している。
この様なことから、本市の奨学金制度は子どもの貧困や低所得
者対策の一助となっていると考えているが、現在、国においても
奨学金制度の充実について検討がなされており、その状況も見究
めながら、今後、本市制度のあり方について検討していく。
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３．本会議

質疑応答要旨（一般質問）

質疑要旨

応答要旨

≪教育政策課≫
困難をかかえた子どもたち
への学習支援について
国の「子どもの貧困大
綱」にあるように、福祉行
政と学校・教育行政との連
携が必要。本市において
も、学校がプラットフォー
ムの役割が果たせるような
部局間の連携体制が作れな
いか。
国の「地域未来塾」と
いった補助を活用し、本市
としての学習支援事業の拡
充を図っていただきたい
が、いかがか。また、民間
による学習支援事業に対す
る支援はできないか。
市としても貧困対策にと
どまらず不登校対策等も含
めた子ども・若者への学習
支援事業実施について検討
できないか。
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教育大綱において「学校教育と福祉の連携の推進」を施策の基
本方針の一つと位置づけているところである。今後も、学校・教
育委員会と福祉部門との連携の強化を図っていく。
また本市では、学校教育における全ての子どもの学力を保障す
るため、少人数学級や少人数指導、学びノートの活用など、個に
応じた指導に努めている。今後は、国庫補助の活用の検討を進
め、「学びノート教室」への参加校の拡充を図りたい
貧困を含めた様々な課題を抱える子どもについては、スクール
ソーシャルワーカーの拡充など、きめ細かな教育相談体制の充実
を図っている。さらに不登校児童生徒については、学校復帰と社
会的な自立を支援することを目的として適応指導教室を設置し、
その活動の中で、学習支援にも取り組んでいる。
国においては、フリースクール等での学習の制度上の位置付け
や経済的支援の在り方などが検討されており、教育委員会として
は、今後の国の動きを注視しながら、市長部局と連携し、困難を
抱えた子どもたちへの学習支援のあり方について検討していく。
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４．予算決算委員会

質疑応答要旨

【総括質疑】
質疑要旨

応答要旨

≪総合支援課≫
学校教育の支援サポート体
制の強化策について
①教育相談員拡充の根拠は
何か。
②学校教育コンシェルジュ
配置の狙いと効果は何か。
どのような人を配置するの
か。また、スクールカウン
セラー（ＳＣ）や心のサ
ポート相談員とどのように
関わるのか。
③不登校対策サポーターの
役割や配置される学校の考
え方は如何か。また、ＳＣ
や心のサポート相談員、ス
クールソーシャルワーカー
（ＳＳＷ）とどのように関
わるのか。
④ＳＳＷ拡充の根拠とＳＳ
Ｗ一人あたりの見込み数は
如何か。２８年度内に対応
時間数を超えた場合の対処
は如何か。

①相談件数は年々増加傾向にあり初回相談対応までに時間を要す
る状況。２人増員し速やかに相談対応できる体制を整える。
②教育や福祉などの専門的な知識を持つ者を充て、学校教育に関
する保護者からのあらゆる相談を受ける。学校との橋渡し役とな
り課題解決を図る活動は学校現場の負担軽減にもつながると考え
ている。相談を受ける中で、子どもへの個別の対応が必要な場合
には、ＳＣや心のサポート相談員と連携し課題の改善や解消を図
る。
③教育の専門家を充て、不登校児童生徒の多い小・中学校に学校
の状況に応じて一定期間配置したい。学校の現状や取り組みを確
認し教職員に指導・助言する。必要に応じて児童生徒等への支援
を行う。ＳＣや心のサポート相談員、ＳＳＷ等と連携を図り対応
するとともに必要に応じて学校に活用を働きかける。
④これまでの派遣依頼件数の伸び率から算定し平成２８年度は６
５０件程度になると想定。３人増員により一人あたりの対応件数
は約７０件と見込む。増員により適切に対応できる体制が整うと
考えており、教職員や学校教育コンシェルジュ等と組織的にしっ
かりと対応していく。

教育問題について
学校教育コンシェル
ジュ、ＳＳＷ、ＳＣ等の政
策を通してどのような学校
問題の改善を図ろうとして
いるのか。

子どもの心の悩みや福祉との連携が必要な家庭の課題、学校に
対する要望など様々な課題に丁寧に対応するため専門性を持った
相談員を新たに配置・増員し、教職員と連携を図りながら相談者
の課題の解決を図る。

学級支援員の配置体制につ
いて
①看護師学級支援員の待遇
改善を図って欲しい。
②宿泊を伴う活動に看護師
が同行した場合、校内支援
の看護師の確保にどう取り
組むのか。

①看護師を宿泊を伴う校外学習に同行させるにあたっては、事前
に勤務時間計画書を作成し、医療的ケア以外の支援は職員全体で
協力することで看護師一人に負担をかけることのない勤務体制を
とっている。時間外勤務手当については、実際に業務に従事した
時間について本市の規定に沿って支払う。
②看護師が校内に不在となる期間は新たに臨時の看護師を雇用し
ている。
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５．予算決算委員会

教育市民分科会

質疑要旨

質疑応答要旨
応答要旨

【補正予算関連】
≪施設課≫
(1)エレベーター設置につい
て
これまで議論された「規
格」についてはどのような
ものになるのか。

教育委員会でも検討を重ね、通常型のエレベーターを導入する
こととしている。
車椅子と介助者も十分乗れるスペースである。

調査された情報は、エレ
ベーター設置にあたってど
のように活用しているの
か。

情報を基に、支援が必要な子どもが在籍する学校の調査を行っ
ている。
耐震性能上問題が無いか、建築基準法上問題が無いか、エレ
ベーターを設置することで水平移動ができるか、などを確認し、
尚且つ支援の必要な子どもが複数在籍しているところを上位とし
てあげて、教育委員会内で検討して設置校を決定したところ。
来年度以降についてであるが、今と同じような検討をして行き
たいと考えている。

中学校は３年間、小学校
一度に整備していくことは難しいので、優先順位を検討し、教
は６年間で子どもたちは替 育委員会としては、2校から数校ずつはと考えている。
わっていく。
施設の長寿命化計画を今後策定して行きたいと考えており、そ
入学時の調査であれば、 の中で併せてバリアフリーについても何らかの方向性を示してい
予算措置から考えて、入学 ければという思いは持っている。
に間に合わないことにな
る。
難しいとは思うが、車椅
子が必要な子どもの入学が
早めに分かっていれば、対
応も早く出来るのではない
か。
予算の問題になってくる
と思うが、２基で8200万で
あれば、これから先も年間2
基位は付けて行きたいとい
う事なのか。
【当初予算関連】
≪総合支援課≫
(2)いじめ・不登校対策経費
について
不登校対策サポーターの
業務内容はどのようなもの
か。また、その役割は、こ
れまで誰が担ってきたの
か。
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不登校の出現率の高い学校に一定期間配置して、学校の対応や
体制について指導・助言を行う。
これまで、指導主事が助言等を行ってきたが、一定期間配置す
ることで、従来よりも一歩踏み込んだ指導・助言ができると考え
ている。
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質疑要旨

心のサポート相談員の配
置状況は。また、実際の不
登校の状況はどのようなも
のか。増えているか。

応答要旨

子どもたちが気軽に話や相談ができる相談員として、地域の方
を配置している。週2回、1回約3時間で、年間280時間の配置であ
る。
不登校の状況は、平成26年度は748人で、近年、増加傾向にあ
る。

心のサポート相談員の現
状の勤務時間では、教職員
と情報を共有するための時
間がないと聞いている。時
間増が必要であると考え
る。＜意見＞
(3)学校教育コンシェルジュ
について
この名称にしたのはなぜ
か。市民にとって分かりに
くいのではないか。横文字
の言葉は特に慎重に使うべ
きである。事業の名称につ
いて議論は尽くしたのか。

どこへ相談すればよいのか分からないといった保護者に対し
て、広く対応する窓口という役割から、ホテル等にも設置されて
いるお客様の様々な要望に応える係という意味で使われている
「コンシェルジュ」という言葉を選んだ。

どのような人材を配置す
るのか。配置場所はどこ
か。

元校長といった教育の専門家や、精神保健福祉士等の福祉の専
門家を配置する。配置場所は、あいぱる内の教育相談室となる。

本来は、保護者からの相
談は学校によせられ、保護
者と学校とで解決するべき
であると思う。
また、学校教育に関する
相談は、教育委員会事務局
で対応できないのか。

保護者からの相談には学校が対応すべきだが、学校に相談した
くないというケースはある。また、どこに相談すればよいのかが
分からない、或いは学校に対する不安などから学校には相談した
くない、といったケースもあり、それらの相談に対し、中立的立
場で相談者に寄り添い対応するために、学校教育コンシェルジュ
を設置したいと考えている。

現状では、小中学校間で
の情報共有ができていない
という話を聞いている。個
人情報保護の観点から難し
い面もあるだろうが、情報
を文書に残して引き継ぎを
行う必要がある。

3月に小中学校連絡会を開催し、進学する児童に関する情報につ
いての意見交換を行っており、新年度に、教職員で情報の共有化
を図るようにしている。
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質疑要旨

応答要旨

自分自身が保護者とし
て、また保護者からの相談
を受けて、教育委員会に相
談した経験があるが、どこ
で対応してもらえるのか、
先が見えずに困ったことが
ある。そのような経験から
考えると、中立的立場で支
援・助言をする相談員を配
置することは有意義である
と感じる。＜意見＞
(4)特別支援教育担当者スキ
ルアップ派遣経費について
初めて特別支援学級を担
任する教員のスキルアップ
は。どのように図っている
か。
また、特別支援教育には
専門性が必要であるため、
このような研修は非常に大
事だと思う。この研修を受
けた後に担任として配置す
ることはできないか。

新任特別支援学級等担当教員研修の他、専門家や指導主事を学
校に派遣し実態に応じた研修を実施している。また、特別支援教
育の先進校へ本市の教員を派遣する形の研修も行っている。
通常学級の担任であっても、特別支援教育に関する基本的な知
識は持っており、特別支援教育の視点をもって対応している。そ
れに加えて研修を行うことで専門性の更なる向上を図っている。

(5)スクールソーシャルワー
カー配置事業について
今年度末、予算が不足
し、対応できない状況が
あったと聞いているが、来
年度は大丈夫か。

今年度は相談依頼数が増加したことから、対応時間数が不足す
る状態となった。しかし、２月・３月は継続ケースが主だったた
め、対応はできている。来年度は3人増員し、3300時間の対応時間
増を図る予算を計上させていただいた。

≪学務課≫
(6)子どもの貧困対策につい
て
貧困の連鎖をどう防いで
いくかということは、非常
に重要な課題であり、福祉
部門だけでなく教育委員会
においても、しっかり取り
組んでいかなければならな
いと考えている。今後どの
ように取り組んでいくか。
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まず、奨学金制度については、国・県の制度も踏まえ、市の奨
学金制度がどのようにあるべきか検討する時期に来ていると考え
るが、しばらくは経済状況等を注視していきたい。
また、貧困対策として行っているわけではないが、塾に通えな
い子どもも含め、学力向上対策として、小学校３年生以上の全て
の児童を対象とした週１回６０分間の学びノートによる放課後授
業を実施しており、２割程度が参加している。
今年３月末には「熊本市子どもの貧困対策庁内連絡会議
（仮）」を立ち上げることになっており、福祉部門と教育委員会
で連携を図りながら子どもの貧困対策について検討して行くこと
としている。
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質疑要旨

応答要旨

≪指導課≫
(7)授業力向上支援員および
学力向上支援員について
授業力が向上すると学力
も向上していくであろうか
ら、学力が足りない子ども
たちはどこが足りないのか
という情報を、直接授業へ
反映させたほうがいいので
はないかと思うが、授業力
向上支援員と学力向上支援
員をあえて分業しているの
は、なぜか。

授業力向上支援員は、教員の授業力について、授業を見てアド
バイスを行っている。
学力向上支援員は、数年前に小学校４年のＮＲＴ偏差値が50を
下回った際に、対策として始めた事業であり、子どもたちに直
接、学習支援を行うことで学力向上に取り組んでいる。

あまりにも役割に個別に
名前を付けすぎると、行き
過ぎた分業になってしま
う。支援員と教員との連携
を図って事業を進めていた
だきたい。＜要望＞

(8)日本語力向上経費につい
て
アナウンサーを派遣する
ということだが、何をアナ
ウンサーから習うのか。正
しい日本語は、先生が教え
るのが当然ではないのか。

日本語を話すことにおいての専門家、プロということでアナウ
ンサーを招いて、子どもたちが目の前で話し方の強弱やイント
ネーション等を学んでいる。もちろん学校の教員も、国語の授業
や日常的に子どもと接する中で、機会を捉えて子どもに指導して
いる。

効果が高いというのであ
れば、年に数校ずつ実施す
るよりも、全校で実施した
方が良いのではないか。

来年度は20校に派遣を予定している。
日本語の美しさを実感させるには、子どものうちから意識させ
たほうが良いと考える。

≪教職員課≫
(9)教員のメンタルヘルスケ
アについて
今後、メンタルヘルスを
損ねる教員が増えていくの
ではないかと懸念される。
教員のメンタルヘルスをケ
アするための支援が必要で
はないか。

教職員の健康管理対策事業を実施しており、精神科医及び臨床
心理士を配置し、教職員のメンタルヘルス相談を行うなど支援の
充実に努めている。
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質疑要旨
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≪教育委員会事務局≫
(10)教育費予算全般につい
て
来年度の教育費予算は、
今年度に比べて大きく減額
となる見込みである。龍田
西小学校建設事業の完了等
もあっての減額とは思う
が、そもそも本市は予算総
額に占める教育費の割合が
低いという課題がある。教
育長として、来年度予算に
ついて、もっと予算を認め
て欲しかった、という事業
等はあるか。

ご指摘のとおり、来年度予算は今年度予算と比較して９億２千
万円余の減額となっているが、特別支援学校高等部の整備費等１
０億円程度を、今年度２月補正予算にて前倒しで執行していると
いうこともある。
限られた財源の中での予算であり、重点的な取り組みが必要で
ある。そのような中、子ども達の現状から、いじめ・不登校対策
や特別支援教育の充実等の教育相談体制の充実が重要であると考
え、ＳＳＷの拡充、不登校対策サポーター設置経費等を計上した
ところである。
一方、財源が限られていることから、学校施設の老朽化が進む
中、維持補修等の経費については、一定の配慮はされたものの非
常に厳しい状況にある。教育委員会としても学校施設の状況を把
握し、より効率的に取り組まなければならないと考えている。

確かに施設関係が非常に
老朽化している学校も多く
見受けられる。そのような
施設の安全確保を含め、教
育費はこれからの社会を担
う子ども達を育てる重要な
予算である。子ども達を育
てるために真に必要なもの
は何かという大きな視点
で、他局とも連携しながら
必要な予算の獲得に努めて
欲しい。＜意見＞
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≪健康教育課≫
(1)市立小学校の運動部活動
について
熊本の小学校の運動部活
動の今後の取り扱い方針に
ついて、なぜ本市と県内の
他自治体とでは異なるの
か。

熊本県においては、少子化に伴う影響で、社会体育への移行を
考えておられるが、熊本市の場合、現時点では少子化に伴う影響
はみられない。このため、小学校の運動部活動としてふさわしい
形へ活動を縮小する方向で考えているところである。

現在の小学校は、教員の
多忙化により、教員が子ど
もたちと接する時間が非常
に少なくなってきている。
また、本来は授業の準備等
を行うはずの放課後の時間
を部活動に取られるため、
授業の準備もできないとい
う状況も生じている。
そのような状況を解決す
るためにも、運動部活動の
社会体育への移行が必要な
のではないか。

保護者及び教職員を対象としたアンケートでは、保護者の約８
０％が運動部活動の存続を希望し、教職員の７０％が運動部活動
の社会体育への移行を望んでいるという結果であった。このよう
なことから、学校の教育活動の一環として実施することに適した
規模に縮小する今回の方針を定めたいと考えている。

アンケート結果によれ
ば、保護者は約８０％が存
続を希望し、教員は約７
０％が社会体育への移行を
希望している状況である。
教育委員会としては、どち
らの希望に添おうとされて
いるのか。

総合教育会議や教育大綱策定のための議論においても、教職員
が子どもと向き合う時間を確保することは大きな課題として位置
づけており、運動部活動が教職員の負担となっていることも認識
している。一方で、運動部活動は大きな教育的意義を有してお
り、保護者も多くの方が存続を望んでいる状況もある。そのよう
な中で、現在の運動部活動から学校教育活動としての役割、意義
を踏まえた「総合運動部」という形にして存続し、一方で、より
競技性を高めたいと希望される場合には、社会体育への移行を支
援するという、二つの流れを作ることになる。

受け皿がないということ
であれば、一定期間、受け
皿が出来るまでの対応にな
ると思うが、受け皿づくり
については、どのように考
えているか。

来年度、運動部活動のあり方について、学校単位で検討してい
ただき、そこで社会体育のチームへ移行したいという方針が固
まった場合は、移行へ向けた支援を行うことを考えている。
なお、来年度、市長部局においてモデル事業を実施する予定で
ある。
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スポーツリーダーバンク
はかなり前から実施されて
いる制度であるため、登録
者数も多いと思う。
モデル事業のような取り
組みは以前から実施できた
はずだと思うが、これから
取り組み始めて、今後、社
会体育への移行を希望する
チームごとにクラブを作っ
ていくということか。

取組方針５として挙げているとおり、まずは、学校ごとに話し
合いをもってもらうことが平成２８年度の大きな取組であると考
えている。
その中で社会体育への移行を希望する学校が出てきた場合は、
モデル事業として選定し、人材の派遣も含めて平成２８年度中に
取り組みたい。

熊本県は平成３１年から
社会体育への移行を実施す
る訳だが、熊本市は、各学
校において移行に関する協
議を進めながら、提案され
た方針による取り組みを進
めるということか。

方針において説明したとおり、子どもたちの基礎的な体力づく
りや、バランスの取れた体をつくること、スポーツの喜びを知る
ことを目的として、社会体育との二面性を無くし規模を縮小した
形の、学校教育の範囲での運動部活動を存続していく。
一方で、より競技性の高い社会体育への移行を希望される方へ
の道筋についても今後検討し、進めていく方向性で考えている。

社会体育へ移行するのか
しないのか、教育委員会と
して、はっきりしないとい
けない。社会体育へ移行す
るならば、移行するための
受け皿づくりを行う必要が
ある。部活動の内容を縮小
するというやり方は無理で
ある。

子供たちの事を考えれば存続は必要だと考えるが、過熱してい
る状況があるため、出場できる大会を制限する等して、活動を縮
小したいと考えている。また、部活動の内容としては、「総合運
動部」として、一つの種目ではなく、様々な運動を年間を通して
行うという形への移行を考えている。

練習すれば、大きな大会
へ出場したいという気持ち
になると思うが、そのよう
な子どもたちの意思は捨て
させるということになるの
であれば、早く社会体育へ
の移行を進めることが教育
委員会の責任である。
保護者の意見を気にして
いては、社会体育への移行
を進めることはできない。
＜意見＞
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教育大綱（案）の重点的
取組（３）教員が子どもと
向き合うための体制の整備
の中には、「地域の指導者
育成や社会体育との連携に
よる小学校における運動部
活動の見直しを実施する」
とある。子どもたちと向き
合う時間がない教員の時間
を奪っている運動部活動を
問題として捉えている。
社会体育の大会へ出場を
禁止するとなると、部活を
存続しても子どもたちのや
る気に影響が出てくるだろ
う。もう少し、方針の整理
が必要である。＜意見＞
この方針案は、様々な会
議を経ての案になると思う
が、運動部活動は公的には
どのような位置づけか。

小学校の学習指導要領においては、運動部活動を実施すること
についての記載はない。つまり学校で行う授業とは異なるが、子
どもたちの体力向上、健康増進という意義から、学校教育活動の
一環として実施している。

様々な課題が出たため、
もう一度整理した上で、取
組方針について示していた
だきたい。＜意見＞

≪教育委員会事務局≫
(2)インクルーシブ教育につ
いて
本年４月から障害者差別
解消法が施行されることに
伴い、学校教育に「合理的
配慮」が関わってくること
になる。学校現場では、イ
ンクルーシブ教育につい
て、どのような対策を取っ
ているか。

現在、教育委員会内部において、障害者差別解消法に基づいた
対応要領の策定を進めている。策定にあたっては、基本的には市
の対応要領を準用し、文部科学省が示している指針を踏まえなが
ら、学校現場の状況を考慮した内容にしたいと考えている。今年
度中に策定し、法律の施行に合わせ、来年度当初から学校現場へ
示したい。策定後は事務局職員はもとより学校現場の教職員に対
して、校長会や各学校における校内研修、人権教育の研修会等を
通じ、法の趣旨や対応要領の内容を周知していきたい。

ノーマライゼーション、
ユニバーサルデザインとい
う考え方を根底に置いた教
育を、是非、研修の中に入
れ込んで欲しい。＜要望＞
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施設関係において、ＬＧ
ＢＴの方が最も困るのがト
イレである。是非、誰でも
気兼ねなく入ることができ
るようなマークを付けてい
ただいて、いじめに発展し
ないような対応をしていた
だきたい。＜要望＞
障害者差別解消法に関す
る教育は、学年単位で完結
するものではなく、小学校
１年から６年まで継続して
学ぶことで身につくもので
あると思う。教材の選定に
あたって、各学校に教材採
択の検討会議を設置されて
はいかがかと思う。＜要望
＞
≪学務課≫
(3)就学援助の入学準備金の
支給について
就学援助の入学準備金の
支給時期については、入学
前に支給できるようになる
見込みか。

現在は、新小学１年生を除いて就学援助の申請を２、３月に受
け付けており、４月受付の新小学１年生も含めて、入学準備金は
６月に支給している。
平成２７年第３回定例会での答弁のとおり、２９年度から、入
学前の３月に支給できるよう準備をすすめているところである。

≪指導課≫
(4)学校指定物品に関する指
針について
平成18年度に策定された
「学校指定物品に関する指
針」は、現在の学校現場で
どの程度機能しているの
か。

指針策定後、保護者の負担軽減や特定製品の指定廃止、業者選
定の透明化を図るため、各学校において検討委員会を設置するよ
う指導し、現在は、概ね設置されている状況である。
さらに、学習教具の学校備え付けや体育服の学年色や襟章の廃
止、譲り受け品の活用、複数の業者からの購入など、保護者の負
担軽減を図るよう指導を行っている。
今後、検討委員会の実施状況を調査しながら、引き続き適切に
指導していきたい。

学校現場とＰＴＡとの検
討の場に、どこまで保護者
の声が届いているのか。教
育委員会として情報を広げ
ていただいて、保護者の負
担に繋がらないよう、努め
てもらいたい。＜要望＞
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