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令和２年５月定例教育委員会会議録 

 

１ 日 時   

令和２年５月２８日（木）午後２時００分から午後２時４４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、篠原智文、宮﨑美和 

(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、近代図書館庶務係長 伊藤由美、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、相知市民

センター産業・教育課係長 小宮博記、北波多市民センター産業・教育課長 

井手博文、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、教育総務課職員 松尾由美 

 

４ 欠席者 

(1) 教育委員 

坂本恭子 
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５ 議 題 

 (1) 議案 

議案第２５号 唐津市立小学校及び中学校の管理に関する規則の一部を改

正する規則制定について 

          【原案どおり可決】 

議案第２６号 唐津市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について 

          【原案どおり可決】  

 (2) 報告事項 

  ① 教育長報告 

  ② 各課報告事項 

   ・令和２年度唐津市立小中学校の夏季休業期間の短縮について 

   ・庁用車事故の報告について 

・共催及び後援について 

  ③ その他 

   ・教育委員会行事予定 

 (3) その他 
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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宮﨑委員を指名した。 

 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） 

 ただいまから５月の定例教育委員会を始めたいと思います。 

 前回会議録はよろしかったでしょうか。 

    〔「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す。 

 それでは、始めて参ります。 

 議案第２５号、事務局からお願いします。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 はい、学校教育課です。１ページをお開きください。 

 議案第２５号 唐津市立小学校及び中学校の管理に関する規則の一部を改正

する規則制定についてでございます。 

 提案理由といたしましては、感染症予防又は非常変災その他により臨時休業

した場合、不足した授業時数を補充し、児童生徒の学力を保障するため、改正

するものです。 

 ２ページをお開けください。 

 規則改正案の内容でございます。 

 感染症予防又は非常変災その他により臨時に休業した場合、不足した授業時

数を補充し、児童生徒の学力を保障するため、校長が教育上必要と認めるとき

は、休業日を授業日にすることができるよう改正するものでございます。 

 ４ページをお開けください。 

 新旧対照表を確認したいと思います。 

 第３０条の第２項中の「次条」を「第３１条」に改め、同条の次に「第３０

条の２ 校長は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の
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承認を受け、休業日を授業日にすることができる。」としております。 

 以上でございます。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） 

 質問や御意見がございましたらお願いいたします。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 改正案には問題はないと思いますけど、校長が教育上必要と認めるときはと

いうことだから、例えば、夏休みの日数が変更になるときに各学校でばらばら

になるということはありますね。 

○教育長（栗原宣康君） 

 例えば、教育委員会として決めて、夏休みでこの日に設定するというものの

ほかに、これまでもありましたけど、土曜開校を年に３回と決めておりました

けれども、これ以外の設定を学校が、学校行事や地域の実態や状況によって異

なっている中で、新たに１１月に土曜開校の設定を入れたいといったようなこ

とが可能になるということです。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 そういうふうに幅も広くするという意味ですね。 

○教育長（栗原宣康君） 

 という意味です。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 分かりました。 

○教育委員（篠原智文君） 

 この休業日というのは、夏季休業、冬季休業、学年末、春季の４種類ですか

ね。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 いえ、土曜日、日曜日も。 

○教育委員（篠原智文君） 

 土日も含むわけですね。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 はい。法令の定めるものというところに土曜日、日曜日も休業日と定められ
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ておりますので、その文言をもって土曜日を授業開放とすることができると読

むことになります。 

○教育委員（篠原智文君） 

 ただし労基法上、働ける日数は限られているからですね。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 もちろん、労基法上のことにつきましては、例えば、土曜開校したものは、

夏季休業中並びに冬季休業中等に振り替えて時間の割り振りをするようになっ

ております。 

○教育委員（篠原智文君） 

 分かりました。 

○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２５号、御承認をいただきました。 

 ２の報告事項に移ります。 

 教育長報告です。別紙Ａ４、１枚の紙を用意しております。 

 コロナ感染症対応について、これまでの動きをちょっとまとめてみました。 

 ４月２３日、前回木曜日に定例教育委員会を開催させていただきましたけれ

ども、ちょうどそのときは、括弧内にございますが、２１日火曜日から５月６

日までの予定での臨時休業の期間でございました。８日間でした。 

 ４月２８日に、５月１０日まで臨時休業を延長する、２日間プラスになりま

すということを決定させていただきました。 

 また、６日の日には、さらに５月１３日水曜までの臨時休業の延長を決定し、

プラス３日間となりまして、４月６日以降、延べ１３日間の臨時休業となった

ところです。 

 そして、５月１４日の木曜日に再開をいたしましたので、ちょうど今日で２

週間というところです。 

 春の運動会、体育大会でございますが、この時期は、もう既にこの間の日曜
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日とか、今度の日曜日とか、教育委員の皆さん方にも何処其処の運動会、体育

大会に御参加いただいておりましたけれども、春の予定校、小学校１６校、中

学校９校のうち、春の開催は厳木中学校の今度の日曜日、５月３１日のみとな

りまして、他校はすべて秋の開催と変わりました。 

 秋の開催も修学旅行と近づいたりして、かなり苦しい状況にあるのですが、

厳木中学校はお昼には終業すると、３密を避けるためにですね。それから、競

技の中身、やり方についてもかなり検討を加えて、保護者や地域の皆さんとも

協議を重ねて、この日でやるということで決めておられるようです。天気予報

は曇りですけれども、確率が５０％なので、雨にならなければよいなと思って

います。 

 また、春の修学旅行ですが、当初、春の予定校は、既に３月の段階で多くの

学校が５月の修学旅行予定を秋に変えていましたので、当初の予定校というの

は、実は小学校１校だけだったのですが、この学校も秋に変更されています。 

 また、もう一つ、この別紙には起こしておりませんが、本年度、唐津市内全

ての小・中学校でプールでの水泳指導をやめることとしています。 

 先日２２日、文科省からも水泳授業について通知が参りました。プール水の

遊離残留塩素濃度が適切に管理されている場合には水中感染のリスクは低いと

いうふうにこの通知には示されておりますが、その一方で、授業においては、

児童生徒の密集、密接の場面が想定されるため、様々な感染リスクへの対策を

講じる必要がありますとこの通知には書かれております。 

 そして、様々な対策を講じることが困難な場合には、今年度に限り、水泳の

授業の実施を控えることは構わないと通知に出されていて、いろんな学校の状

況を把握いたしました。 

 少人数や小規模の学校では問題なく実施できるところもございますが、佐賀

市、伊万里市、武雄市、嬉野市、小城市、いろんなところの状況も把握いたし

ましたけれども、私どもと同じように、どこも今年はプールをやめて、水の安

全に関する授業だけを取り扱ってもらうということとして学校に通知をしたと

ころです。 

 新コロナウィルス感染症関連は以上です。 
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 次に４つの行事を書いています。 

 昨年は、市町教育長会連合会定期総会、あるいは佐賀大学教職大学院の運営

協議会、それから、人権・同和教育研究協議会、あるいは全国都市教育長協議

会、こういったことについての報告をさせていただきましたが、全て今年は中

止になりました。 

 １３日水曜日に北部支所管内の教育長研修会がございました。今年の教員採

用についての要項が公表されておりますが、今年は予定、小学校２００名、中

学校８０名で、小学校は去年と同様です。中学校はプラス１０名となって、８

０名の募集がかかっています。 

 また、連休明けの５月８日から１８日にかけて、校長の期首面談を実施いた

しました。全ての校長先生、約２０分程度でしたけれども、各学校の業績評価

表（自己目標申告書）に基づいて、校長先生から今年の構想についてお話を聞

いたところです。 

 以上、教育長報告を終わります。 

 何かこの中でありますでしょうか。 

 ほとんど会議、それから、いろんなところで委任状だったりとか、書面議決

だったりとか、総会がいろんな組織で行われていないので、先生方の研修会も

夏までは教育センターを含めて中止が多いですね、延期も幾つかありますが。 

 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、次に参りたいと思います。 

 各課報告事項をお願いします。 

 最初に、学校教育課お願いします。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 学校教育課から報告事項①、本日資料をお渡ししているものになります。 

 令和２年度唐津市立小中学校の夏季休業期間の短縮についてです。 

 １つ目につきましては、前回教育委員さんに連絡をさせていただいたもので、

７月２３日木曜日から８月２３日日曜日までを夏季休業期間にしますというこ
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とで連絡をしました。その後５日間、臨時休業が延びましたので、再度協議を

こちらで行った結果、８月１日土曜日から８月２３日日曜日まで２３日間、授

業日を５日間増やすということで再度の短縮をするようにしております。 

 ３番目が、実際どのように対応しているかということについてでございます。 

 （２）から説明をさせてもらいます。 

 先ほど説明した夏季休業の短縮に伴いまして、８月１日土曜日から８月２３

日日曜日まで２３日間が夏休みで、通常と比較すると１９日間短縮することに

なります。 

この期間で、１学期の終業式を７月３１日金曜日、２学期の始業式を８月２４

日月曜日とさせていただきたいと思います。 

 この区切りをしっかりするために学期の期間変更を行っています。 

 （１）に基づきまして、始業式、終業式の読み方を整えたところでございま

す。 

 ３つ目に、授業日の給食についてです。 

 ７月２１日、２２日につきましては、２日間給食を設定いたします。 

 ７月２７日から７月３１日までは、牛乳のみと設定させていただきます。 

 ８月２４日月曜日から８月３１日月曜日までは、給食ありという設定にさせ

ていただきます。 

 給食のありなしにつきましては、過去５年間の暑さを鑑みまして、５日間の

ところは非常に暑いということで、午後までは難しいのではないかということ

も含めまして、牛乳のみとさせていただいているところです。 

 ４番目の通知表（あゆみ）についてでございますが、従来、通知表は学校が

成績を保護者に伝えるもので、どこの区切りでも学校が定めたもので構いませ

んが、今年度は臨時休業等が１学期に含まれましたので、区切り目を１学期末

ではなく、前半、後半としながら２回に分ける学校も増えてきております。そ

ういった意味で、ここに書かせていただいて、学校長判断ということでお伝え

しています。 

 以上でございます。 

○教育長（栗原宣康君） 
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 カレンダーで見たほうが分かりやすいですね。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 何で７月２３日、２４日はないのかと思ったら、休みなんですね。 

○教育長（栗原宣康君） 

 休みですね。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 オリンピックはなくても休みなんですね。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 そう聞いておりますので、そのままさせていただいております。 

○教育長（栗原宣康君） 

 体育の日が動いて、そこに入っているんですよね。２年前から決まっていた

みたいですね。 

 今の学校教育課の説明、何か質問はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、これで進めさせていただきます。 

 次へ参りたいと思います。 

 学校支援課お願いします。 

○学校支援課長（渡邉鯉恵子君） 

 学校支援課です。議案集を御覧ください。 

 事故の内容と、事故の現場を表した図がございます。 

 庁用車事故の内容についてですが、令和２年３月６日金曜日、午後１時２５

分頃、通学路点検のため現場に向かおうと、唐津市役所敷地内の駐車場におい

て学校支援課の庁用車を所属の職員が徐行運転していた際、車両の右側に当た

る駐車スペースからバックで出庫しようとした個人の軽自動車が接触した物損

事故でございます。 

 市、それから相手方、双方にけが人はございませんでした。 

 損害賠償金額、損害賠償及び和解の相手方につきましては、記載のとおりで

ございます。 
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 ここに記載されているとおり、損害賠償金は公益社団法人全国市有物件災害

共済会から全額補塡されることになっております。 

 この物損事故につきましては、令和２年５月１日に専決処分し、同日に示談

が成立しました。 

 専決処分につきましては、直近の開催となります６月議会において報告をす

ることになっております。 

 なお、このような事故が起きないよう、事故を起こした職員をはじめ、関係

職員に対し、厳重なる注意と安全運転の徹底について指導をしたところでござ

います。 

 以上でございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 この事故、あるいは処理について、何か質問、御意見はございませんか。 

○教育委員（篠原智文君） 

 この事故の形態だけ見ると、相手方がかなり悪いような、後方不注意でバッ

クして、こちらは徐行して前進していたわけでしょう。それで弁償、過失割合

もあるとは思うのですが。 

○学校支援課長（渡邉鯉恵子君） 

 過失割合は、本市の事故の責任割合は３割、相手の方が７割という結果に

なっております。 

○教育委員（篠原智文君） 

 それに基づいてということですね。 

○学校支援課長（渡邉鯉恵子君） 

 はい。 

○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、先へ参りたいと思います。 

 ③共催及び後援について、教育総務課お願いします。 
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○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。７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２件の合計３件でござい

ます。 

 行事名、主催者名、詳細につきましては、一覧表を御確認いただきたいと思

います。 

 以上でございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 １番目の共催願が水泳の選考会と総合体育大会と駅伝競走大会で、中体連が

主催する大会が全て入っておりますが、先頃、県の中体連の中止が報道されま

した。２６日の夕方だったと思いますが、各地区はそれぞれ大会を行う方向で

進められていると聞いていて、本市も計画が立てられているようです。 

 水泳の選考会については開催しないと聞いていますが、いただいた資料では

そのような表現でしたけれども、そのほかは総合大会は開催されると。駅伝大

会は秋でございますが、これは予定で開催するということだろうと思っており

ます。共催及び後援、よろしいでしょうか。 

    〔「はい」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。 

 行事予定をお願いします。 

○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。８ページをお願いいたします。 

 令和２年５月２９日から６月３０日までの行事予定でございます。 

 ６月１日は、６月市議会定例会の招集日でございます。会期が６月２２日ま

での２２日間の予定となっております。 

 ６月２日１４時から第１回佐賀県市町教育委員会連合会役員会が開催されま

す。佐賀県スポーツ会館でありまして、冨永委員が出席となっております。 

 ６月１４日日曜日、唐津市教育の日となっております。 

 そのほかの行事予定につきましては、一覧表に記載しておりますので、御確
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認いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 私のほうから補足を。 

 明日の５月２９日、ここに書いてある会議を予定しておりますが、例年は年

度当初に高校に入学する子ども、大学に進学する子どもを対象に奨学生の募集

をしていまして、本年度も奨学金を出しているところですが、コロナの対応で

新たに人員を増やして募集をかけました。大学生のアルバイトがなくなったと

か、お父さん、お母さんのお仕事がなくなられたというところがあるというこ

とで、その募集に伴う会議をここで行うことにしていますので、御報告してお

きたいと思います。 

 行事についてよろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、そのほか、何かございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、次回の定例教育委員会の日程を６月２５日１４時で予定をさせて

いただきます。 

 ５月の定例教育委員会はこれで終了いたします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


