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令和２年８月定例教育委員会会議録 

 

１ 日 時 

  令和２年８月２７日（木）午後２時００分から午後３時１４分まで 

 

２ 場 所 

  唐津市役所 大手口別館６階 会議室 

 

３ 出席者 

 (1) 教育長 

   栗原宣康 

 (2) 教育委員 

   冨永祐司、坂本恭子、宮﨑美和、篠原智文 

 (3) 事務局 

   教育部長 草場忠治、教育副部長兼教育総務課長 林山弘美、教育副部

長兼近代図書館長 櫻井実規子、教育企画課長 中山誠、学校教育課長 

伊藤春雄、学校支援課長 渡邉鯉恵子、生涯学習文化財課長 田中和稔、

唐津幼稚園長 田島徳子、東部学校給食センター所長 藤松光彦、浜玉市

民センター産業・教育課長 平尾敏和、厳木市民センター産業・教育課長 

原昭彦、北波多市民センター産業・教育課係長 溝口郁丞、肥前市民セン

ター産業・教育課長 中山尚人、鎮西市民センター産業・教育課長 矢筒

伸天、呼子市民センター産業・教育課長 宮本喜行、七山市民センター産

業・教育課長 種岡勝博、教育総務課係長 森德雄、教育企画課係長 岡

田和幸、教育総務課副主査 上野真実 

 

４ 議 題 

 (1) 議案 

   議案第３３号 唐津市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程制定に

ついて 
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          【原案どおり可決】 

   議案第３４号 唐津市小中学校空調設備未整備校整備計画の策定につい

て 

          【原案どおり可決】 

   議案第３５号 唐津市小中学校特別教室空調設備整備方針の策定につい

て 

          【原案どおり可決】 

   議案第３６号 唐津市立唐津幼稚園の今後の方針の見直しについて 

          【原案どおり可決】 

 (2) 協議事項 

   令和２年度唐津市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況

の点検・評価報告書について 

 (3) 報告事項 

  ① 教育長報告 

  ② 各課報告事項 

   ・共催及び後援について 

   ・令和２年度学校訪問の参加予定日について 

  ③ その他 

   ・教育委員会行事予定 
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【定例会】 

 午後２時００分 開会を告げる。 

 栗原教育長は、本日の会議録署名委員として坂本委員を指名した。 

 栗原教育長は、前回の定例会の会議録について会議に諮り、委員会はこれを

承認した。 

○教育長（栗原宣康君） 

 お揃いですので、８月の定例教育委員会を始めたいと思います。よろしくお

願いします。 

 それでは、議案第３３号に参りたいと思います。教育総務課お願いします。 

○教育副部長兼教育総務課長（林山弘美君） 

 教育総務課でございます。１ページをお願いいたします。 

 議案第３３号 唐津市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程制定につい

てでございます。 

 提案理由でございます。 

 第５条中、公民館は生涯学習文化財課の所管、唐津市立小中学校は学校教育

課の所管であるため、「公民館長、及び、唐津市立小中学校長」を削除し、新

たに「未来創生部文化振興課長及びスポーツ振興課長」を加え、文化、スポー

ツ振興部門の推薦を得るため、改正するものでございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 唐津市教育委員会表彰規程の一部改正新旧対照表でございます。 

 第５条でございます。 

 第５条中、「公民館長、及び、唐津市立小中学校長」を「未来創生部文化振

興課長及びスポーツ振興課長」に改め、第６条第３項中、「会員は」の次に

「教育総務課長を除く」を加え、「課長」を「課長等」に改めるものでござい

ます。 

 そのほか、下線部について字句等の修正を行っております。 

 施行期日は、公布の日から施行するものでございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○教育長（栗原宣康君） 
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 議案第３３号 唐津市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程制定につい

てでございますが、これについて何か御意見、御質問はございますか。 

○教育委員（篠原智文君） 

 大会の結果集約というのは、結局、スポーツ振興課のほうでされるというこ

とですか。 

○教育副部長兼教育総務課長（林山弘美君） 

 スポーツ関係については、現在もスポーツ振興課のほうに照会をしておりま

すので、今のやり方に整理をするものでございます。 

○教育委員（篠原智文君） 

 現状に合わせるということですね。 

○教育副部長兼教育総務課長（林山弘美君） 

 はい。 

○教育長（栗原宣康君） 

 これまでの現行のところで、公民館長、唐津市立小中学校長というのがあっ

たのは、これはその前の教育委員会事務局の課長というところに含まれて、そ

のほかに、未来創生部の文化振興課長とかスポーツ振興課長にも調査を依頼し

ているので、現状に合わせてそう変えるという意味ですよね。 

○教育副部長兼教育総務課長（林山弘美君） 

 はい、そうです。 

○教育長（栗原宣康君） 

 そういう意味での規程の改正であると。よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、議案第３３号は御承認いただきました。 

 議案第３４号について教育総務課お願いします。 

○教育副部長兼教育総務課長（林山弘美君） 

 教育総務課でございます。７ページをお願いいたします。 

 議案第３４号 唐津市小中学校空調設備未整備校整備計画の策定についてで
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ございます。 

 提案理由でございますが、教育の平等性及び夏季の高温等から児童・生徒の

健康と学習環境を保全するため、空調設備未整備校の空調整備計画を策定する

ものでございます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 経緯でございます。 

 小中学校普通教室等空調設備整備計画については、平成３０年２月策定の当

初計画において、市内全小中学校５１校の普通教室等について７ヵ年で整備を

行う計画でしたが、近年の酷暑への早急な対応と、これを受けた国の臨時特例

交付金を活用し、同年１１月に当初計画から整備計画を２年間に圧縮し、小中

学校３７校に整備する計画の変更を行いました。 

 当時、交付金で整備した空調設備は、財産処分制限期間の７年間は現状を維

持する必要があると国が見解を示しており、大規模改造等の工事予定校につい

ては、当該工事の際に整備することとし、統合を検討している学校については、

空調設備整備の財源や手法、設置時期など個別に検討することとしました。 

 今年、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための小中学校の臨時休業に伴

い、夏季休業日を短縮し授業を行いましたが、新型コロナウイルス感染症の終

息時期が見通せないことから、整備計画外の１２校については、早期整備が必

要な状況であります。 

 ２番目です。空調設備未整備校でございます。 

 大規模改造等工事で整備予定校が５校、統合検討対象校が７校であります。 

 ３、今後の方針でございますが、大規模改造等工事予定校については整備時

期が延伸すること、また、統合検討対象校については、現時点では統合時期が

未定であることに鑑み、空調設備未整備の１２校については、早期に整備を進

めるものといたします。 

 ４、整備計画についてであります。 

 （１）設置時期は、未整備の１２校全てに来年度（令和３年）夏までに空調

設備を整備するものでございます。 

 （２）設置方式は、直接施工方式とリース方式の２方式でございます。 
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 １２ページをお願いいたします。 

 事業手法の検討でございます。 

 統合検討対象校については、過去の協議から、統合の合意ができてから統合

までの準備期間に３年程度を要しております。仮に令和３年度に合意に至った

としても、実際に統合校の開校は令和７年度となることが想定されます。 

 別紙資料１をお願いいたします。 

 すみません。別紙で後から本日配付をしております。資料１ということで左

上のほうに四角書き、表の横書きのＡ４横、資料１がございます。 

 空調設備を令和３年から令和６年まで４年リースした場合、リース方式の負

担額のほうが直接方式よりも高くなるため、統合検討対象校７校については直

接施工方式を採用いたします。 

 次に、大規模改造・改築校５校についてでございます。 

 １２ページにお戻りください。 

 現在の唐津市大規模改造・改築計画では、鏡中学校が令和５、６年に大規模

改造の予定でございまして、そのほかの４校については令和７年度以降となっ

ております。 

 この４校については、仮に令和７年度から工事に着工したとしても、令和６

年度までの４年間は何らかの空調設備の対応が必要であり、先ほどの資料１を

確認いただきますと、資料１の４年間のリースの費用と直接施工の工事費の実

質負担額を比較した場合、リース方式のほうが負担額が高いため、直接施工方

式を採用いたします。 

 次に、鏡中学校については、別紙資料２、左上に資料２ということで書いて

おります。設置方法で①②と書いております。 

 ①直接施工方式で空調設備を整備し、大規模改造時にその空調設備を再設置、

②がリース方式で３年整備し、大規模改造時に空調設備を整備の２案で比較を

行いました。 

 一番右端の市の実質負担額はほぼ同額となりますが、①の場合は既設空調設

備の撤去に手間と時間を要し、大規模改造工事の工期及び解体経費の増となる

ことが予想され、また、大規模改造期間中の空調設備機器の保管、再設置に係
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る瑕疵担保の所在等に課題もあることから、鏡中学校については、②の令和５

年夏までの３年をリース方式による設置とし、大規模改造時に空調設備を整備

するものといたします。 

 １４ページをお願いいたします。 

 ５の概算事業費及び導入スケジュールでございます。 

 １２校の概算事業費は３億４，２９０万６，０００円、スケジュールは令和

２年９月の唐津市議会定例会に補正予算を提出、議決後、令和３年６月中旬ま

でに空調設備の整備を行います。 

 ６、大規模改造・改築、統廃合をした場合の空調設備の方針でございます。 

 本計画により空調設備を整備した後に大規模改造・改築を行う場合は、その

際の設備機器の老朽化、毀損の程度を考慮した上で、原則として大規模改造・

改築の際に再設置するものといたします。 

 また、本計画により空調設備を整備した後に、統合により当該設備機器が不

用になった場合については、統合先の普通教室もしくは別に定める特別教室空

調設備整備方針により音楽室及び理科室に設置するものといたします。 

 なお、統合先の学校に移設してもなお空調設備が余剰する場合は、特別教室

空調設備整備方針により順次他校に移設するものといたします。 

 今読みましたけれども、特別教室空調設備整備方針については、後の議案の

ほうで御説明したいと思います。 

 ７、今後の検討課題についてでございます。 

 （１）空調設備の更新については、個別施設計画で検討する必要があります。 

 （２）特別教室空調設備整備方針に基づき、全ての学校の特別教室への空調

設備整備に向けて関係部局との協議が必要であります。 

 以上、整備計画案でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○教育長（栗原宣康君） 

 資料を幾つかにわたって御覧いただいたところです。数字等分かりにくいと

ころもあったかもしれませんけれども、質問、御意見ございましたらお願いし

ます。はい、どうぞ。 

○教育委員（冨永祐司君） 
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 令和３年の夏までに──その夏、設置の時期、完了する時期というのはいつ頃

になりますか。 

○教育副部長兼教育総務課長（林山弘美君） 

 資料１４ページにもスケジュールのほうに書いているんですけれども、令和

３年６月中旬までに整備をしたいと思っております。夏の暑い時期には間に合

うように整備のほうを考えております。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 ９月。 

○教育副部長兼教育総務課長（林山弘美君） 

 ６月。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 ６月ね。 

○教育副部長兼教育総務課長（林山弘美君） 

 はい。 

○教育長（栗原宣康君） 

 ここのところに。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 ああ、これ。 

○教育長（栗原宣康君） 

 はい。中段、真ん中のところに。 

○教育委員（篠原智文君） 

 唐津の業者に限られているのですか。見通しとしては大丈夫ですか。 

○教育副部長兼教育総務課長（林山弘美君） 

 現在も１７校整備をしていますけれども、業者は市内の業者でしていただい

ていますので、今回も大丈夫かと思います。 

○教育長（栗原宣康君） 

 順番に終われば、何とか暑い時期には子どもたちが安心して過ごせるように

なればいいなと思います。よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、議案第３４号は御承認をいただきました。 

 議案第３５号について教育総務課お願いします。 

○教育副部長兼教育総務課長（林山弘美君） 

 教育総務課でございます。１７ページをお願いいたします。 

 議案第３５号 唐津市小中学校特別教室空調設備整備方針の策定についてで

ございます。 

 提案理由でございますが、特別教室の空調設備整備について基本的な考え方

について整理を行うため、策定するものでございます。 

 １９ページをお願いいたします。 

 １、趣旨でございます。 

 現在、唐津市立小中学校の特別教室については、図書室、パソコン室、相談

室に空調設備を整備していますが、近年の猛暑やＰＭ２．５濃度の上昇等の影

響から児童・生徒の健康で快適な学習環境を保全するため、未設置の特別教室

の空調設備整備について、基本的な考え方について整理を行うものです。 

 ２、特別教室の空調設備について。 

 （１）特別教室の分類でございます。別紙１に詳細を掲載しております。 

 すみません。別紙１については、本日、お手元のほうにＡ４縦型で唐津市立

小中学校特別教室数ということで配付をしておりますので、御確認いただきた

いと思います。 

 次に、（２）整備対象教室について。 

 整備対象教室については、学習指導要領の授業時数及び授業実態に基づき、

理科室及び音楽室とします。 

 （３）整備の優先順位について。 

 優先順位については、中学校の授業時数が多いため、中学校を優先的に整備

し、中学校の整備完了後、小学校の整備を行うものとします。 

 学校の順位については、大規模校など特別教室の使用頻度が高い学校を優先

することとし、同規模の場合は、室温調査の結果によるものといたします。 

 （４）設置時期について。 
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 市内小中学校全ての普通教室空調設備整備完了後、財源など協議を行い、整

備を行うものといたします。 

 （５）整備の特例。 

 整備の特例として、統合検討対象校が統合した場合は、閉校となった学校の

空調設備を統合先の学校の普通教室、相談室、特別教室に移設する。 

 統合先に移設してもなお空調設備に余剰が出た場合は、方針の優先順位によ

り整備を行う。 

 以上、整備方針案でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○教育長（栗原宣康君） 

 別紙１、２のほうに特別教室の数、それから、授業時数のほうも示させてい

ただいておりますけれども、それも併せて御覧いただきたいと思っております。 

 御質問や御意見はございませんでしょうか。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 すみません。 

○教育長（栗原宣康君） 

 はい、どうぞ。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 特別教室を使うこと自体がやっぱり小学校より中学校のほうが多いというの

で、中学校を優先的にということですか。 

○教育副部長兼教育総務課長（林山弘美君） 

 別紙２のほうに授業時数というのを載せておりますけれども、理科室とかの

場合も、理科室は小学校の高学年になったら１０５時間なんですが、中学校の

２、３年になりますと１４０時間ということで、実験等も多く出てきますので、

中学校を優先的にと思っております。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 別紙２の授業時数というのは、これは年間を通しての授業時数ですか。 

○教育副部長兼教育総務課長（林山弘美君） 

 年間を通しての時数になります。 

○教育委員（冨永祐司君） 
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 春夏秋冬、年間を通してこの時数だから、夏場はその４分の１ぐらいと考え

ていいですか。 

○教育長（栗原宣康君） 

 例えば、中学校の理科を見ていきますと、１４０時間というふうに表にあり

ますけど、教育課程は年間３５時間で組んでいますので、週４時間の授業が

あっているという感じですね。ですから、エアコンに関して言いましたら、今、

冨永委員さんがおっしゃったような年間の４分の１の時間とか、そんなことに

なるのかもしれませんね。 

 大体もともとは、ほぼ授業時間数は３５時間の倍数でできておったんですけ

ど、今は教育課程が変わっていって、複雑になって、年間５０時間なんていう

時間の組み方が出てきたんですけどね。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 そうですね、小学校は特別教室を使うこと自体があまりないですもんね。少

ないといえば少ないですもんね。音楽室ぐらいですもんね。 

○教育長（栗原宣康君） 

 そうですね。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 小学生のほうが身体機能的に小さいからとか、一瞬考えたんですけど、授業

時数を考えれば中学校を優先的にというのが一般的でしょうね。 

○教育長（栗原宣康君） 

 時間数的には中学校が多いですね。そして、小学校は、学級数が多いところ

は特別教室に入る順番がある程度制限されている、埋まっているところもあり

ますね。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 はい。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 ありがとうございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 よろしいですか。 
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 授業時間数的にいうと中学校のほうが多いですが、僕がちょっと気になって

いるのが、授業時間数的にいったら、１学年１クラスの学校を基準にしたとき

はその数が基準の数値になるけど、学級数の多い学校は、利用度は特別教室が

埋まりっ放しになる。中学校の小規模の学校は、時間数は小学校の１クラスよ

りクラス単位で見たら多いけど、特別教室の利用回数は少なくなりませんかね。 

○教育委員（篠原智文君） 

 理科なんかの場合は、ある程度大きいところは第１理科室、第２理科室で２

つないと回らないです。 

○教育長（栗原宣康君） 

 それがここの別表１に書いてあるんですね。理科室も２つある。中学校はか

なりの学校が２つあるんですね。 

 ただ、１学年に４クラス、５クラスある小学校は、中学校より特別教室が使

われて埋まりっ放しじゃないかなという気がしているんです。それだったら、

大規模中学校を全部、設置を先にするよりか大規模の小学校を先にしたほうが、

使われている特別教室の数、頻度からいったら高くならないかなという心配を

今ちょっとしています。 

○教育副部長兼教育総務課長（林山弘美君） 

 実際、小学校とかは教室で授業をすることが多いということも伺いましたの

で、低学年とかになるとですね、中学校より。 

○教育長（栗原宣康君） 

 普通教室でする分は、エアコンが入っているのでいいけど、特別教室の利用

回数からいったら、特別教室に入られないから普通教室におるということでは

ないかな、大規模な小学校は。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 よく分かります。 

○教育長（栗原宣康君） 

 小規模の中学校、１学年１クラスの中学校…… 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 湊中学校と大志小学校を比較すれば、もしくは…… 
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○教育長（栗原宣康君） 

 大志小学校の理科室のほうがはるかに使われてないかな。長松小とか、鏡山

小とか。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 どちらを取るかになると思っています。中学校の中でカリキュラムがあって、

ある学校は涼しくやっているのと、そうでないというところの差が生じてしま

うことになるのでですね。中学生の平等性を取ると、中学校を優先して、比較

的中学校のほうが余計使っていることは確かなので。 

○教育長（栗原宣康君） 

 確かですね。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 それは確かです。 

 だから、先ほどの学級数が単学級のようなところと、それから、大規模で６

クラスぐらいあるところが理科室を使っているというのは、かなり占有率は似

通ったことになると思います。それは間違いないんですけど、そのときは中学

校が終わった後、小学校の大規模校からついていくことになるので、小学校の

中の平等性は保たれるのではないかという感じはします。 

○教育長（栗原宣康君） 

 年次的には、ずれが出るんですよね。 

○教育副部長兼教育総務課長（林山弘美君） 

 はい、そうです。 

○教育長（栗原宣康君） 

 ですね。 

○教育副部長兼教育総務課長（林山弘美君） 

 空調の普通教室も中学校のほうから優先的にですね、夏季の授業等とかも考

慮いたしましてつけていますので…… 

○教育長（栗原宣康君） 

 そこは分かります。 

○教育企画課長（中山 誠君） 
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 すみません。説明の中にもございましたとおり、こちらのほうは、あくまで

今、現時点で方針として出しているのは何ゆえかと。当然まだ、教育委員会の

ほうでは普通教室の整備計画です。計画に基づいて今やっているので、特別教

室については計画というのはまだ定めておりません。 

 ただ、今回なぜ方針──考え方ですね、どこからやりますかじゃなくて、どう

いった順番でやるかという考え方をなぜここで示しますと言われているかとい

うと、ひとえに今回１２校、統廃合検討対象校まで含んだ形で空調設備を設置

いたします。となると、あくまで統廃合を検討しているという前提の学校に設

置しますので、統廃合が進んだ場合はその空調機はどうするのかというところ

で、教育委員会の基本的な考え方として、まずは特別教室ですね。要は今、特

別教室で空調を設置しているのはパソコン室と図書室だけで、それ以外の特別

教室で利用頻度が多いのはどれかというところで、こういった資料が出ており

ます。 

 実際、今、現時点ではどういったケースで特別教室につけるというのが発生

するかというと、あくまで普通教室につけたところが統廃合になった。そして、

その空調機が不用になると。その際、当然どこかの特別教室につけるという形

になりますが、そのどこかを判断するに当たっての方針という形になります。 

 ですから、おそらく他自治体の事例を見ると、半数近くは特別教室、ある程

度の特別教室ですね、理科室、音楽室ぐらいですかね──は、半分ぐらいつけて

いるということで、早晩、唐津市教育委員会のほうでも特別教室の計画という

ものをつくらなければいけないことになります。要は、その計画をつくる前に

考え方、どういった順番でつけるかというのを整理して、計画前に今つけてい

る普通教室の分が要らなくなった、不用になったものをどうするかという考え

方を整理するために方針を今回提案させていただいているところです。 

○教育長（栗原宣康君） 

 基本的に中学校から先に行くという方向性を持っていくということで。 

○教育企画課長（中山 誠君） 

 そうですね。 

 ただ、方針の一番下に書いておりますとおり、そういった考え方で方針をつ
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くっておるものですから、規模とか云々とか、そういうことを抜きにして、ま

ず、規模とか使用時数とかいうのをさらに優先して、例えば、Ａ校とＢ校を統

合しました。そしたら、Ａ校がＢ校に行きます。じゃ、Ｂ校に優先的にＡ校の

普通教室の空調を、まずそれがあると。それでも特別教室より普通教室のほう

が当然室数が多うございますので、それでも不用──不用といいますか、有効利

用できる余りといいますか、空調機が出てきた場合には、この方針の考え方に

沿ってつけていきますと。 

○教育長（栗原宣康君） 

 よろしいですか。 

○教育委員（篠原智文君） 

 １ついいですか。 

○教育長（栗原宣康君） 

 はい。 

○教育委員（篠原智文君） 

 今、統合のことも言われたんですけど、少子化で学級数減の学校も当然出て

くると思うんですね。将来、大きい流れですから。普通学級の教室が減ってい

くということで、余りが出るということも出てくるでしょう。それもこれに加

えるような形ですか。 

 それと、特別支援学級の子どもたちも多分、障がい種別にそれぞれ教室があ

ると思うんですけど、その増減も当然出てくると思うんですよね。場合によっ

ては、中学校だったら３年間だけというような子も当然入ってくると思います

が、その辺との関連とかは考慮されているんですか。 

○教育副部長兼教育総務課長（林山弘美君） 

 空調機の余剰が出てきたら、特別教室のほうに順次移設をしていきたいと

思っておりますし、また、特別支援学級は現在も増えたりとかしていますので、

そういった場合にも移設、あと職員室とか図書室とかも大分古くなってきて、

不具合とかが出てきているところもございますので、そういったところにも移

設のほうをしていきたいとは思っておりますけれども、まず、特別教室のほう

へ優先的に移設をして、つけていきたいとは思っております。余剰が出た場合
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はですね。 

○教育長（栗原宣康君） 

 よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、議案第３５号については御承認をいただきました。 

 議案第３６号をお願いします。 

○教育企画課長（中山 誠君） 

 教育企画課でございます。議案第３６号でございます。 

 唐津市立唐津幼稚園の今後の方針の見直しについてということで提案させて

いただいております。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 まず、提案理由といたしましては、保護者のニーズの変化や園児数の激減に

より公立幼稚園としての存続が難しいと判断いたしまして、平成３１年２月に

民営化を視野に入れた利活用を目指すということで方針を出させていただいて

おりました。ところが、域内──唐津幼稚園周辺ですね、半径１キロ、２キロ、

そういった圏域内での未就学児に対して、そのエリア内にある認定こども園と

か保育園等の定員数が現時点では充足していること。さらに加えますれば、先

ほど篠原委員さんのほうからもありましたとおり、今後、少子化が進む、今足

りている上で少子化も進むというところがございます。 

 それに加えまして、民営化を視野に入れた利活用ということで、当然そうな

りますと、民間事業者の方の公募という形になると思いますが、市内の民間事

業者、私立の幼稚園、認定こども園の実際の事業者の方に、仮に市が唐津幼稚

園の場所を使って認定こども園を公募した場合、応募の意思がありますかとい

う確認をさせていただいたところ、応募するつもりはないという御意見がござ

いました。 

 また、令和３年度は園児数の減少によりまして、今のところ、５人前後ぐら

いになることが想定されます。それだけの少人数になるということで、教育的

な効果が非常に限定的になり、できないことが増えていくというところがござ
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いますことから、今回、教育委員会で議決いただきました従前の方針、こちら

のほうを見直させていただきたいということで今回提案させていただいたもの

です。 

 次の２３ページ、こちらのほうで、見直しの理由という形で記載させていた

だいております。 

 読み上げますと、唐津市立唐津幼稚園の在り方については、外部有識者を交

えた検討や教育委員会での検討を重ねた結果、こちらの有識者の検討は平成２

８年度から行っておりました。その結果、保護者ニーズの変化や園児数の激減

等の要因により公立幼稚園としての存続は困難との結論に至りまして、今後は

公募による民営化を目指す方針としたところであると。こちらは先ほど来申し

上げますとおり、平成３１年３月の定例教育委員会におきまして御承認いただ

きました公立としては令和３年度末の閉園、そして、その後の令和４年度以降

の民営化による認定こども園というところの方針でございました。 

 参考までに、次の２４ページに従前の、これは昨年、平成３１年３月の定例

教育委員会で御承認いただいた方針でございます。これは従前のものでござい

ます。 

 すみません。戻っていただきまして、２３ページでございます。 

 しかしながら、提案理由でも申し上げましたとおり、唐津幼稚園の周辺地区

には民間の認定こども園及び保育園が多く存在しております。そして、かつ域

内、そのエリア内の未就学児数に対する定員数は現状では充足しております。

また、今後も少子化の進行が想定されますことから、新たに認定こども園を設

置する必要性は低いという判断をいたしました。また、市内の民間事業者の方

からも、仮に市が公募しても応募の意思はないという御意見をいただいており

ます。 

 加えて、現在の方針では園児の募集を段階的に停止して、公立幼稚園として

は令和３年度末に閉園するということとしておりますが、現在のところ、先ほ

ど申し上げたとおり、令和３年度の園児数の見込みは四、五名程度となる見込

みでございまして、その状況下で幼児教育の充実を図るということは困難であ

る、幼稚園における幼児教育の本来の目的である多くの園児が交わり、様々な
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体験をすることで成長させることを十分果たせるとは言い難いというような状

況でございます。 

 ２番に移りまして、見直しの内容でございますが、まず（１）番、従前申し

上げました「公募による民営化」を改め、「民営化は行わない」こととする。 

 （２）といたしまして、「令和３年度末の閉園」を改め、「令和２年度末の

閉園」とする。 

 この２点について従前の方針を見直させていただきたいと、このように考え

ております。 

 説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、議案第３６号、先ほどの総合教育会議の中で、この件についてか

なりいろんなお話をいたしながら検討してきたところでございますけれども、

ここでの教育委員会としての方向を決めていくことになりますので、また御意

見、御質問をいただきたいと思っております。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 教育委員会でも３年ぐらい前から具体的に少しずつ考えてきたけど、やっぱ

り現状というのは、少しずつ微妙に変わってきているので、今の見直しの提案

というものはやむを得ないことかなとは思います。 

 午前中の総合教育会議でも出たように、いろんな保護者の意見とか、園児の

ことを考えた場合には、こういうふうな方針が適当じゃないのかなとは思いま

す。ほかの皆さん方の御意見もお聞きして。 

○教育長（栗原宣康君） 

 ありがとうございました。 

 ほかの教育委員さん、いかがでしょうか。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 ２回、保護者との意見交換もされていて、中には、お一人の方は転園の名前

も上げていらっしゃるということで聞きますし、今の状況で小学校に上がられ

るということで、少ない園児数で幼稚園の運営として在園児にとっても、とて

もプラスになるとはやっぱり思えないところが多いですよね。やっぱり令和２
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年度末の閉園ということはやむを得ないのかなというふうには思います。その

間でも、今後の親御さんとのサポートですね、子どもさんももちろんですけれ

ども、それが一番大事かなとは思います。 

○教育長（栗原宣康君） 

 ほかの教育委員さん、いかがでしょうか。 

○教育委員（篠原智文君） 

 幼稚園としての教育効果ですかね、子どもたちの立場で考えても、やはりあ

まりにも少ない人数での限界というのも当然ある中で、今の子どもたちに特に

大事なコミュニケーション能力、社会性を育てるという意味で、あまりにも少

ないのは子どもたちにとってもデメリットが大きいのかなと。 

 しかし、閉園に関しての保護者、子どもたち自身も不安があるとは思うんで

すが、それに対して手厚いサポートを進められるということですので、そこで

やはり子どもたちにとって何がプラスかという視点で考えると、今年度末で閉

園という選択肢は私は妥当だと思います。 

○教育長（栗原宣康君） 

 宮﨑委員さん、いかがですか。 

○教育委員（宮﨑美和君） 

 最初迷われた方もいらっしゃったそうですけど、回を重ねるごとに納得され

て、心配のない状態で転園されるというのであればいいと思います。 

○教育長（栗原宣康君） 

 民営化を検討して、教育委員会としては方針を一旦決めておったわけですけ

ど、子どもたちの数が、来年を想定したときには非常に厳しい人数になるであ

ろうと。４名ないし５名の数が想定されるわけです。 

 子どもさん方の転園というのは非常に勇気が要ることだと思いますけど、ま

た、４人、５人で過ごしたときの小学校に入るときの不安というのもまた大き

なところがあろうかと思うんですね。令和３年度末までやるというふうな方向

で行っていて、それも理解して来られた方もいらっしゃるので、それで方向変

換をしていくというところは非常に心苦しいところもあるんですけど、現状の

人数でうちが子どもたちのためにできることを想定したときに、そっちのほう
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が子どもたちの成長にとっては期待に沿えない部分が大きい、不安が非常に大

きくて、この方向転換について保護者にも御理解をいただきながら進められた

らというふうに考えるところです。 

 今、教育委員の皆様の御意見をいただいたこと、それから、今日は午前中、

総合教育会議で市長も交えてこのことについて協議したことを踏まえまして、

そこも加えて、教育委員会としては今示された議案のとおり、見直しの内容を

２つ、民営化を行わない、令和２年度末の閉園というところで、教育委員会の

方向性をこれで御承認いただいたということで進めてよろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、４件の議案について終了いたしました。 

 協議事項について、教育企画課お願いします。 

○教育企画課長（中山 誠君） 

 引き続き、教育企画課でございます。 

 別冊でお渡ししております協議事項ということで、唐津市教育委員会の教育

に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価報告書の案をお渡しいたして

おります。こちらのほうに沿って御説明をいたします。 

 まず、ページが振ってあります１ページ、点検・評価制度の概要ということ

ですけれども、こちらのほうは４月の定例教育委員会の際に御説明させていた

だいておりますので、割愛いたします。 

 ２ページ、こちらのほうも申し上げておったんですけれども、今、どういう

段階かというと、下から４番目、令和２年８月２０日に有識者からの意見聴取、

４名の委員さんをこちらのほうで御指名させていただきまして、委員さんのほ

うから様々な御意見を、３日と１７日と２０日の３日間で御意見をいただきま

した。 

 それを基に、ちょっと飛びますけれども、１７ページ、Ａ３の三つ折りにし

た分なんですけれども、こちらのほうに評価をまとめさせていただいておりま

す。 
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 １７ページを御覧いただきますと、１番、２番ということで、まず教育委員

会の計画ということで、教育委員会から３つの基本方針それぞれに６つの重点

目標項目が掲げられております。その重点目標の中で、１番、平成３１年度

（令和元年度）の計画ということで、重点目標を達成するための計画というこ

とで１番から８番まで挙げさせていただいております。 

 この８項目の中で、実際のところ何をやってきたのか、Ｄｏのところですけ

れども、２番、実施結果ということで、それぞれ１番から８番までの計画につ

いて、平成３１年度（令和元年度）に行った事業について記載をしております。 

 こちらのほうを全部読み上げますと時間もかかりますので、事前にお配りし

ていたこともあり、また後もって御覧いただくということでお願いします。 

 ここで当方で示していたのは、その下の成果や実績を示す指標のところまで─

─すみません。裏側に行きまして、３番の自己評価と４番の改善のところまで

示した上で、それをこちらの評価委員さん、有識者の皆様方に説明をいたしま

して、それに対して５番の評価者（有識者）による評価ということで、先ほど

申し上げた３日間の協議をさせていただいて、いただいた意見を５番に挙げさ

せていただいております。 

 意見を挙げていただくと同時に、当然評価者ということで、評価者の方々に

評価点をつけていただいております。５番の四角の中の一番上の評価点１２．

５というのは、これは４名の評価者の方の評価を平均した点数でございます。

こちらのほうは、改善──１３点以下が改善という形になりますので、改善とい

う形で評価をいただいております。 

 評価をいただいたこの評価者の評価に従って、それに対して再度、４番の改

善以外──以外というか、そこから発展して、５番の評価者の評価をいただいた

上での改善の方向性ということで、最終的に６番、これは教育委員会の事務局

で評価者の評価に沿った形で、対応した形での改善の方向性というのを記載さ

せていただいております。 

 こちらのほうについて、この後、６つの項目についてペーパーが続いていく

という形になります。 

 今後の流れといたしましては、こちらをお配りしたのが今日ということで、
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当然この場で目を通していただいて御意見というのもなかなか難しいところが

あります。改善というところまでの取りまとめに時間がかかりまして、例年、

こういった形でさせていただいているのは非常に心苦しいところでございます

が、教育委員の皆様方におかれましては、こちらのほうを御覧いただいて、あ

くまで評価者の評価ですので、この内容をどうこうというのは、ちょっと変更

という形にはならないかと思うんですけれども、こういった形でうちが報告し

て、評価者の方からこういった評価をつけていただいているというのを後もっ

て御確認いただければと思います。 

 ちなみに３つ目の安全で快適な教育環境の整備・充実のみが適当という形で

いただきまして、それ以外の項目については改善ということで、もうちょっと

頑張りなさいよという評価をいただいております。 

 こちらのほうに関して、御確認をいただきたいと思っております。 

 この評価報告書が、先ほど御説明いたしました評価調書ともう一つ、教育委

員会の事務事業評価が先ほど申し上げた分なんですけれども、もう一つ、教育

委員会自体の活動という項目がございまして、それが戻りますけれども、４

ページからの部分になります。こちらのほうが、教育委員の皆様方が年間を通

じ、どういったことを御審議いただいて、どういった活動をしていただいてい

るのかというのをまとめたものでございます。 

 ５ページにいっていただきますと、まずは会議の運営状況ということで、令

和元年度、平成３１年度に実施させていただきました定例会と臨時会と、議案、

協議事項、報告事項をまとめております。 

 そして、それが８ページまでありまして、ここからがちょっと御確認いただ

ければと思っているところなんですけれども、９ページ、ここから以降、教育

委員の皆様方が各学校の学校訪問でございますとか、行事、セレモニー関係で

すね、どういったものにどなたが御出席いただいているかというのを列記して

おります。こちらのほうは数が多うございまして、当方の教育委員会内で控え

ております行事予定表のほうから全部ピックアップしているんですけれども、

例年、実際教育委員さんのお目にかけたときに、いや、これは私は行ってない

とか、逆に私はここは行ったというような御意見が多々ございます。ですので、
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こちらのほうをよろしければ御確認いただいて、今日でも後日でも結構ですの

で、もし違うよというところがあればおっしゃっていただきたいと思います。 

 ９ページと１０ページが学校訪問で、１１、１２、１３ページが行事等、１

４ページに会議・研修と。１４、１５、１６ページということで結構ボリュー

ムがございますので、行事予定から精査しておりますけれども、実際、急遽変

更とかになったようなものまでは行事予定で把握できていませんので、御確認

いただければと考えております。 

 それも踏まえまして、今後の流れといたしましては、９月上旬に例年、臨時

教育委員会ということで、こちらは書面決議になりますが、評価報告書につい

て御承諾といいますか、書面決議をいただきましたならば、その後、９月の定

例市議会の会期中に各議員さんにこれをお配りするという形になります。 

 概要の説明は以上でございます。御確認のほうをよろしくお願いいたします。 

 できましたら、来週中頃までに先ほど申し上げました行事等の出席関係を御

確認いただきまして、誤り等ございますれば、教育企画課のほうまで御連絡い

ただきたいと存じます。 

 説明のほうは以上です。 

○教育長（栗原宣康君） 

 結構見ていただくと中身がございますので、期間が短くて誠に申し訳ないん

ですが、何かこの中身について御質問ございませんか。 

 来週中頃ぐらいまでね。来週中頃はいつですか。 

○教育企画課係長（岡田和幸君） 

 ２日ぐらいまでにいただければ非常に助かります。 

○教育長（栗原宣康君） 

 すみません。よろしいですか。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 何もなければ連絡しなくていいですか。 

○教育企画課長（中山 誠君） 

 何もなければ結構でございます。 

○教育長（栗原宣康君） 
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 電話しなくていいですね。 

○教育企画課長（中山 誠君） 

 はい、結構でございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 そしたら、協議事項はこれでよろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 そしたら、レジュメのほうにお戻りください。 

 報告事項に参ります。 

 教育長報告です。別紙を御覧いただけますか。 

 昨年のこの回での教育長報告を見たらたくさんございましたけど、会議や行

事がいろいろあっておりませんで、２つ御報告いたします。 

 ７月３０日、虹の松原保護対策協議会がございました。 

 令和元年度の事業報告と２年度の事業計画について話があって、佐賀森林管

理署、土木事務所、唐津市──虹の松原室、あるいは教育委員会の生涯学習文化

財課が連携して、安全、保全に連携して活動していくことを確認したという会

議に出席いたしました。 

 ８月２６日、これは昨日のことです。県・市町教育長意見交換会です。 

 新型コロナウイルス感染症に係る対応についてと学校における携帯電話の取

扱い、ＧＩＧＡスクール構想の３点について、県の教育委員会、ほとんど課長

さん、それから県の副教育長さん、教育長さん全員御出席で、市町の教育長２

０人も全員参加でありました。 

 新型コロナウイルス感染症につきましては、それぞれの市町でかなり緊張し

た体制で対応に取り組んでおられました。また、実際に児童・生徒、職員の感

染症陽性者が発生した市町からは詳細な報告がありました。陽性が判明してか

ら休校の決定までの経緯だったりとか、大変参考になる状況についてお知らせ

をいただいたと思います。 

 学校における携帯電話の取扱いにつきましては、唐津市も他の市町も県のほ

うも以前と変わっていないんですけれども、原則持ち込まないということです。
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そこは変わらないんですけれども、子どもたちの自然災害でありますとか、そ

の他、不審者事案等の対応に備えた携帯電話の所持、もしくは学校に持ってく

ることについて、文科省のほうでこういったことを確認しながら学校で預かる

ようなこともといったような方向性が出てきましたので、それについて県も新

たな通知を発信しましたので、それについての確認でしたけれども、ほぼどの

市町もあまり変わりなく、特別な事情があるケースについては認めるというこ

とはあまり変わらない状況でした。 

 ＧＩＧＡスクール構想については、２０市町全市町が本年度中にタブレット

購入について今進んでいる、あるいはもう既に学校へ配付が終わったというと

ころも幾つかございましたけれども、そういった状況について確認をしたとこ

ろです。 

 以上です。 

 教育長報告について何かございませんか。よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 先へ参ります。 

 各課報告事項に参ります。 

 教育総務課からよろしいですか。 

○教育副部長兼教育総務課長（林山弘美君） 

 教育総務課でございます。共催及び後援についてでございます。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 共催及び後援につきましては、共催が１件、後援が６件の合計７件でござい

ます。 

 行事名、主催者名等、詳細につきましては一覧表を御確認ください。 

 以上でございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 
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 それでは、②番、学校訪問の参加予定日について、学校教育課お願いします。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 学校教育課でございます。資料２８ページを御覧ください。 

 昨年度はたくさんの学校に複数の教育委員様に学校訪問をしていただきまし

た。ありがとうございます。本年度は新型コロナウイルス感染症予防のため、

縮小する形で実施をしたいと思っております。 

 相知中学校が１０月１６日、これをスタートといたしまして、２月１０日、

虹松分校まで２３校の学校訪問を予定しております。 

 教育委員様方には１校にお一人ずつ御参加いただこうというところで、一応

この形で入れさせてもらっています。機械的に入れた部分もございますので、

御予定等があられると思います。また、御希望等があられると思いますので、

後もって学校教育課のほうに御連絡いただいたら変更いたしたいと思っており

ます。 

 なお、市民センター等、ほかの方々につきましても縮小の形で進めたいと思

いますが、ぜひにということであれば、学校教育課のほうに御連絡いただけれ

ばと思っているところでございます。 

 学校教育課からは以上でございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 基本的に教育委員さんは１人となってるけど、場合によって２人となること

があってもいいですね。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 もちろん、学校訪問の意図はその学校をよく知っていただくということ、そ

れから、改善点を私たち学校教育課と教育委員会にお知らせいただくことにな

りますので、それであっても構わないと思っております。 

 逆に、お一人も行かれないところが出てくることもあり得るのかなとも思っ

ておるところでございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 ここの表の一番右側のほうに、上、見にくいですが、教育事務所という欄が

ありますが、これは全てポツが何もついていませんけど、教育事務所は本年度
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は同行しないということの方針で、県全体でそういう形を取っているというこ

とですので。 

 研究に関わって特化して、どこかの指導主事さんという場合は、お願いする

ことは当然あるし、それについては教育事務所も対応してもらえるものという

ふうに思っておりますけれども、基本的にこのような形でいきたいと思います。

よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 よろしくお願いします。 

 それでは、先へ進みます。 

 その他に参ります。行事予定です。教育総務課お願いします。 

○教育副部長兼教育総務課長（林山弘美君） 

 教育総務課からでございます。 

 ２９ページをお願いいたします。 

 令和２年８月２８日から９月２８日までの行事予定でございます。 

 主な行事といたしまして、９月２４日木曜日１４時から定例教育委員会が開

催されます。 

 そのほかの行事予定については、一覧表を御確認ください。 

 また、９月１日から９月市議会定例会が招集をされます。会期は、例年でい

きますと１０月１３日までの４３日間の予定で、９月は補正予算等の議案審議

及び一般質問、１０月からは令和元年度の決算が審議予定でございます。 

 以上でございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 行事よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 そのほか、何かございますか。近代図書館どうぞ。 

○教育副部長兼近代図書館長（櫻井実規子君） 

 近代図書館からです。 
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 近代図書館では、９月１日から９月３０日まで唐津市所蔵品展として、「秋

玲二さんと旅に出よう」ということで開催をいたします。２３点、展示をして

おります。 

 この方は唐津市刀町生まれの方で、旧制唐津中学校を卒業してあります。す

ばらしい作品がたくさんありますので、入場無料となっております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○教育長（栗原宣康君） 

 ほかにありませんか。学校教育課どうぞ。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 学校教育課からでございます。資料等はございません。 

 先ほど教育長のほうが申しました新型コロナウイルスの感染に関わる臨時休

業につきまして、現在どのような対応をしているかの確認をさせていただけれ

ばと思っております。 

 ８月１９日付で学校宛てに通知したものの中で、このようなことを確認して

います。 

 感染者、陽性者が出た場合、その学校が臨時休業になります。臨時休業をす

る場合、保健福祉事務所の指導を受けまして、消毒等を済ませた後、再開をす

ることになります。それ以外の学校につきましては臨時休業いたしませんので、

そういった旨で進んでいくものとお知りおきいただければと思っております。 

 前回、少し御説明したときには、濃厚接触者につきましても同様の対応をす

る場合もあるというとこら辺をお話ししたと思いますが、これにつきましては、

必ずしも臨時休業をしなくてもよいという通知が来ておりますが、全て保健福

祉事務所の指示どおりに行ってくださいということになっております。 

 現在、唐津市内におきましても、ＰＣＲ検査を受けている方が多々あると聞

いておりますが、その都度、連絡を取りながら、こちらのほうで情報収集をし

ております。一旦、臨時休業等を進める際には御連絡をさしあげることになろ

うかと思っております。確認事項でございます。 

 以上です。 
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○教育長（栗原宣康君） 

 今日の教育長報告でも申し上げましたけど、直近の県内学校での児童・生徒

の感染については、鳥栖市で発生した児童・生徒の事案で、休校は１日でした。

それから、その直前の県立学校での休校は２日でした。ですから、以前は発生

したら市内一斉でもっと長い期間だったんですけど、そういったものがだんだ

ん限定化されての対応になってきております。 

 また、感染者の感染についても少しずつ明らかになってきている部分があっ

て、陽性と判定されたら、前２日間遡って、それ以前の接触は見ないとか、そ

ういったことが新聞にも出ておりますけど、少しずつ変わってきておりますの

で、学校の対応も今はそのような様相になっているということです。 

 ほか、報告事項は何かございませんか。 

 教育委員さん方よろしいですか。ほかないですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、その他に参ります。 

 次回の定例教育委員会、先ほど行事でもお伝えしたところですが、９月２４

日木曜日１４時からこの場所で開催をさせていただきたいと思います。 

 以上で８月の定例教育委員会は終了いたします。ありがとうございました。 


