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令和２年７月定例教育委員会会議録 

 

１ 日 時 

  令和２年７月２２日（水）午後２時００分から午後２時４２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、相知市民センター産業・教育課長 田口貴広、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３１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 
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          【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 

   ・７月市議会臨時会の報告について 

   ・共催及び後援について 

   ・令和２年度秋の運動会及び体育大会の日程について 

  ③ その他 

   ・教育委員会行事予定 

   ・近代図書館イベントについて 
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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篠原委員を指名した。 

 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、７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。 

 報告事項に参りたいと思います。 

 教育長報告が一番最初になりましたので、御報告をさせていただきます。 

 １３日の月曜日、教育センターの運営協議会に参加をいたしました。 

 教育センターは、これまで４課６担当の組織編制でしたけれども、３課４担

当に変えていくということです。 

 佐賀県教育が直面している喫緊の教育課題の改善、そして、そのために教職

員の資質向上、教育課題の具体的改善方法や授業改善を進める。これは変わり

なく取り組んで参りますということでした。 

 必修研修──初任者研修、２年目・３年目教員研修等、新型コロナウイルス感

染症防止のために大幅に実施できない状況がございました。代替研修として、

ビデオ視聴した後にレポート提出といったような代替研修で進めているという

状況です。 

 希望研修については、本研修が９３本だった昨年から今年は６０本に減じて

おるということ、そして、新設の講座は県外の講師が呼べないことから全て中

止になっているという状況で、センターもかなり苦しい状況の話がございまし

た。 

 １５日の水曜日、北部支所管内の教育長研修会がございました。 

 まず、１件目は不祥事の発生、伊万里市、鹿島市と続きましたけれども、服

務規律の徹底を図っていただきたいということと、それから、７月３１日まで

県下一斉に校長先生のほうで、各学校で先生方の特別面談をやっていただき、

ストレスを抱えることがないようによく聞き取ってくださいということでお願
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いをし、現在、各学校でおおむね進んで、終わっている学校も多いかというふ

うに思っているところです。 

 管理職選考について若干の変更がございました。面接の日数を増加させると

いうようなことの話がございました。 

 新型コロナウイルス感染症対策、暑さ対策については別途御報告いたします

が、大雨対策について、１つ、お話をさせていただきます。 

 ７月１０日の金曜日、お電話をさしあげましたけれども、小・中学校の一斉

休校をいたしました。大体台風での休校は教育委員会で一斉にやりますと、大

雨は各学校判断としています。約１時間距離間のある地域差がございますので、

状況によって大変異なっていることからそのようにしておりますけれども、７

月５日の夜から８日の朝まで、この間に例年７月いっぱいに降る雨量の２倍近

くがこの３日ほどで降ったということがあって土壌雨量指数が非常に高いとい

うのが、７月７日と８日の２日間行われました、災害対策本部会議及び災害警

戒本部会議の中で報告があっておりましたので、土壌雨量指数が高いことから、

この１０日の日の夜半、それから夜明け前、それから朝の時間の雨で土砂災害

の危険が非常に高いと判断して、一斉休校とさせていただいたところです。 

 昨年のこの後の時期でいいますと、８月６日、それから、去年は８月２７日

から３０日、白石、北方、大町、あのあたりは大雨でしたけど、こんな雨が昨

年は８月の期間に２回ございました。今年は学校を課業日としていることもあ

りますので、さらなる注意が必要だなというふうに思っているところです。月

曜日の校長会議で、改めて各学校にその対応について話をしたいと思っている

ところです。 

 教育長報告は以上です。何か御質問等ございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 そしたら、先へ参りたいと思います。 

 それでは、各課の報告事項に参ります。 

 ７月の市議会臨時会についての報告から参りたいと思います。 

○教育部長（草場忠治君） 
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 報告事項の別冊になっている資料を開いてください。 

 今回、４人の議員から議案質疑がありました。 

 まず、１ページ目です。今回、スクール・サポート・スタッフ配置事業と、

小学校と中学校の感染症対策等事業費の３つを予算案として出しております。 

 まず、吉村議員の質疑内容です。 

 まず、スクール・サポート・スタッフ配置事業につきましては、事業の目的

として、学校内の消毒や換気など増加した業務をサポートする者、それから、

勤務条件として、会計年度任用職員で２学期から来年３月３１日まで１日４時

間で週５日の勤務となるということ、それから、募集条件と応募方法として、

資格等は必要なし、学校になじみのある方などを市のホームページ等で募集し

たいと回答しています。 

 配置の考え方として、対象を６学級以上の学校とし、業務時間と配置希望等

を学校側に確認した上で、業務時間等を勘案し、１人で２校を担当される方が

４名、１人で１校を担当される方が２１名の合計２５名で２９校をサポートす

るという内容を回答しています。 

 それから、２ページになりますが、スタッフに業務内容を理解させる方法と

しましては、業務内容を雇用申込み時にまず説明し、日々の業務につきまして

は、職員室等で学校職員が行います。 

 それから、次、３ページになります。 

 小学校感染症対策関係、中学校も一緒ですが、これにつきましては、事業目

的と内容として、感染症対策として児童・生徒の机用飛沫防止ガードと教員用

フェースシールドの導入を行うもの、それから、学校机の飛沫防止ガードの効

果として、グループ学習などが可能となり、より充実した教育活動ができるよ

うになるということ、それから、４ページはエアコン設置校と未設置校で対応

に違いがあるのかにつきましては、全ての学校に導入するもので、違いはない

と回答しております。 

 それから、設置時期につきましては、２学期に間に合うように努力したいと

いうふうに回答しております。 

 次、５ページ、楢﨑議員です。 
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 小学校と中学校の感染症対策事業関係につきましては、現状の感染症対策に

ついては、マスク着用や手洗いの徹底、ドアノブの消毒と換気の徹底、身体的

距離の確保など３密状態を避けるよう指導していると回答しております。 

 それから、２つ目の飛沫防止ガードが導入されればマスクは外してよいのか

という質問につきましては、マスクは必要ということで、しかしながら、熱中

症予防の面で一時的にマスクを外すことは可能であると指導していると回答し

ております。 

 それから、６ページ、中川議員です。 

 スクール・サポート・スタッフ配置事業については、増加した業務等はどう

いうものがあるのかということで、放課後等の各教室の消毒作業、それから、

健康管理業務が増加していると回答しております。 

 それから、来年度の実施につきましては、今後の新型コロナウイルス感染症

の状況及び来年度の国、県の補助事業の実施状況を見極めながら判断したいと

いうふうに回答しております。 

 それから、７ページ、小学校感染症対策関係の分ですが、学校数と導入する

数量につきましては、小学校３３校、中学校１８校に学校机飛沫防止ガード１

万４１枚、教員用フェースシールド９９８枚を導入すると。 

 それから、今後の感染症対策については、現在行っている毎朝の検温やマス

ク着用、手洗い、うがいの励行、消毒の徹底、また、３密を避ける対策を確実

に徹底して行うというような回答をしております。 

 それから、８ページから９ページ、酒井議員につきましては、これまで回答

した内容と全て同じようなものでしたので、以上で御報告とさせていただきま

す。 

 それから、これまでに新型コロナウイルス関係と熱中症関係について、教育

委員会として取り組んだ部分について報告をさせていただきます。 

 まず、早急に行わなければならなかったものにつきましては、予備費を充用

しまして行っております。 

 その１つがクールネック、クールバンドの購入です。６，５００個を購入し、

既に各学校に配付が終わっております。金額的には２２７万５千円程度でござ
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いました。 

 それから、もう一つが大型扇風機を購入しております。２７４台です。金額

は１６５万７千円で、これも各学校に配備が済んでいる状況です。 

 それから、６月議会で行った分なのですが、唐津幼稚園の感染症対策という

ことで、子ども用マスクや手指消毒剤など、そういったものを予算要求してお

ります。金額は２３万９千円でございました。 

 それから、７月の部分は先ほど言いましたスクール・サポート・スタッフと

小学校と中学校の感染症対策事業でございまして、スクール・サポート・ス

タッフのほうが事業費ベースで１，３５４万７千円、それから、感染症対策関

係が小学校で４５８万８千円、それと中学校が２１５万円となっております。 

 今後、あとは９月議会のほうで、さらに感染症対策ということで小学校や中

学校、それに公民館、図書館、こういった部分の感染症対策につきましても、

９月の定例議会のほうで予算を出していきたいというふうに考えております。 

 それから、これまで熱中症対策とか感染症対策関係で寄附をいただいており

ますので報告です。 

 ５月２５日に唐津食品衛生協議会からハンドソープ関係をいただいておりま

す。 

 それから、６月１６日にロータリークラブから書籍をいただいております。 

 それと、７月１７日に辻薬店から非接触型体温計２０個をいただいておりま

す。 

 それと、７月２０日、佐賀県ヤクルト販売からヤクルト製品をいただくとい

うことになっておりまして、８月２１日に受納式と感謝状贈呈を予定しており

ます。 

 以上で終わります。 

○教育長（栗原宣康君） 

 議会の報告、それから、新型コロナウイルス感染症対策、熱中症予防、いく

つか御報告をいただきましたけれども、これについて何かございませんか。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 学校机飛沫防止ガードのことをもう少し詳しくお知らせください。 
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○教育部長（草場忠治君） 

 物を持ってきておりますので、見てもらったほうが早いと思います。 

 （現物を示す） 

○教育長（栗原宣康君） 

 これを一人一人、机の横側にゴムバンドで留めるんですかね。 

○学校支援課長（渡邉鯉恵子君） 

 はい。つけるようになっております。普通の家庭用の扇風機程度でしたら、

多少揺らぎはしますけれども、固定すれば吹き飛んでしまうというようなこと

はございませんでした。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 高さが違うわけですね、中学生と小学生では。 

○学校支援課長（渡邉鯉恵子君） 

 高さはですね、飛沫防止のためには高ければ高いほどいいということでした

ので、子ども用で、低学年だったら本当は低いのがあるんですけれども、全部

この規格にしようかというふうに考えております。 

 この材質はペットボトルの強い部分と一緒でございます。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 厚かですね。 

○学校支援課長（渡邉鯉恵子君） 

 結構、思ったより頑丈です。 

○教育長（栗原宣康君） 

 子どもたちはグループワークができないで、すごくストレスがあったようで

す。ずっと授業スタイルがこれに慣れてきていましたので、グループワークを

やりたいということを子どもが言いますという話を複数の学校で聞きましたね。 

○教育委員（篠原智文君） 

 あれはいつまでに。 

○教育長（栗原宣康君） 

 学校にそれは届いたんですかね。 

○教育委員（篠原智文君） 
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 全部届いているんですか。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 ２学期から。 

○教育部長（草場忠治君） 

 本日議決いただきましたので、早速、実施伺を起案して、入札までしなけれ

ばいけませんので、その関係で多分９月２日とか、それぐらいが納期限みたい

な設定になろうかと思うのですけど、落札された方がもっと早く納品できます

ということであれば、とにかく８月の終わり頃も授業がありますので、なるだ

け早く納入していただくように努力していきたいというふうに考えております。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 例えば、職員室とかにはないということですね。 

○教育部長（草場忠治君） 

 はい、ないです。 

○教育長（栗原宣康君） 

 職員室は、学校によって、うちの事務局と同じようなビニールを下げて、つ

けてある学校もあります。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 フェースシールドというのは、どのぐらいもつのですか。 

○学校支援課長（渡邉鯉恵子君） 

 取りあえず、１回は皆さん、教員の方々にはお配りしますけれども、その後、

誰か替えが欲しいとかいうことに関しましては、すみませんけれども、各自で

対応していただくという形になるのかなというふうに思っているところです。 

○教育委員（篠原智文君） 

 今のでグループワークができるようになるのは素晴らしいなと思うのですけ

ど、実験とか調理実習は今、学校はどうされているんですか。望ましくないと

いうふうに言われていたんですが。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 学校教育課でございます。 

 調理実習につきましては、学校のほうでは、まだ対策に時間を少し要してい
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ます。児童数の少ないところでは緩やかに進んでおりますが、大きな学校では

今、順番を変更して、待っているような状態になっています。 

 今、検討しておりまして、ほかの学校等でどのような形で進めているかを検

討しつつ、家庭科の部会のほうに下ろしながら、進みやすい体制づくりをして

いるところでございます。 

○教育委員（篠原智文君） 

 理科の実験も同じですかね。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 理科の実験につきましては、文科省から出されている文書で随時進めてよい

ものになっていますから、気をつけながら、今、進めているものでございます。 

○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。 

 他にないですか。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 給食の配膳なんかも気になりますよね。どんなふうにされているのですか。

やっぱり各学校でルールを決めてあるのですか。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 学校の給食でございますが、以前はグループなどを作って楽しく食べる時間

帯でございましたが、今は前のほうを向いて静かに食べるようになっておりま

す。学校のほうでは、静かにするために、全校に放送して聞かせる時間とした

り、工夫をしながらされているようでございます。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 あと、子どもたちにはおかずをついだり、そういうのはやらせてないのです

か。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 基本的に学校の職員がつぐようにしておりますが、手伝ったりする子どもが

いたとしても、その子が手洗いをちゃんとして、気をつけながら対応するよう
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になっているところでございます。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 大変ですね。ありがとうございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 他に何かございませんか。 

 参考までに暑さ対策について、９つの学校で、地区の公民館とかを利用して

授業をするという計画を立てています。２７日から使うと計画している学校が

ほとんどなんですが、２０日から使おうとしていたところが３校ありまして、

昨日午前中に２校を見に行ってきました。 

 入野小学校に行きましたら、まだ涼しいので公民館は使わずに、２２日まで

は教室でやりますということで、教室でされていました。２７日から公民館に

行くそうです。 

 大良小学校に行きましたら、実は大良小学校は２階で校舎と公民館がつな

がっておりますけれども、公民館の２部屋ぐらいを利用したり、校舎を利用し

たり、学年によって交代をしたりしながら、既に公民館を利用されておりまし

た。昨日はあまり暑くありませんでしたので、違うねという感じまではありま

せんでしたけれども、やっぱり冷房が効いていると、ちょっと楽だなというふ

うに感じました。 

 入野あたりの公民館サークルの方が、カラオケと時間のぶつかってるという

ことで、カラオケの団体さんは子どもたちが勉強するとに歌われんといって、

グループのほうで時間をずらしてくださって、学校を応援していただいている

お話を聞いてきたところです。 

 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、先に参りたいと思います。 

 共催及び後援について、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） 

 教育総務課からです。１ページをお願いいたします。 
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 共催及び後援につきましては、後援が６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） 

 共催及び後援についてはよろしいですか。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 収穫祭は、例年は私たちで行っていましたよね。 

○教育長（栗原宣康君） 

 そうですね。田植祭がありませんでしたけれども、今、確定しているかどう

かはちょっと定かではありませんけれども、今のところ、計画でそのままお出

しになっているのかなというふうに思って見ています。もしかしたら、感染の

状況等によっては収穫祭がないこともあるかもしれません。その際は、またす

ぐ連絡をさせていただきます。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 田植はしたんですか。 

○教育長（栗原宣康君） 

 多分、子どもたちがせずに、してくださっていた可能性はあるかなと思いま

す。開催の案内はまた後日来ると思いますので。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 はい。 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、先に参ります。 

 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。２ページを御覧ください。 

 令和２年度秋の運動会及び体育大会の日程についてでございます。 

 現在決定しているところまでの内容で、９月５日土曜日から１１月１５日日

曜日にかけて、一覧表に示したとおり行われます。 
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 来賓につきましては、地元の方への来賓検討をされているところが数校ござ

います。例年行っている教育委員様の来賓案内は控えさせていただきたいと

思っているところでございます。 

 また、一覧表にない学校が３校ございます。 

 高島小につきましては、６月１４日に運動会ではございませんが、体育発表

会として実施を済ませてあります。 

 小川小中学校につきましても、同様に運動会等は実施しなかったんですが、

６月２６日にレクリエーション大会として実施をされています。 

 厳木中学校につきましては、以前申したとおり、５月３１日、１学期に体育

大会として実施済みでございます。 

 その他の学校につきましては、一覧表にあるとおり実施されますが、ほぼ半

日で行われる予定でございます。 

 以上です。 

○教育長（栗原宣康君） 

 運動会、体育大会について何かございますか。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 来賓に丸、三角と書いてあるところは、地元の方だけという感じになるんで

すかね。 

○教育長（栗原宣康君） 

 そうですね、三角のところは未定だと思いますね。丸のついたところは来て

いただく予定にしているんだと思いますけれども。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 私たちが島に船に乗って行ったりとかもないということですかね。 

○教育長（栗原宣康君） 

 ですね、今のところは。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 そうですね。 

○教育長（栗原宣康君） 

 はい。 
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 行っておきたいというところはありますか。御希望があったらおっしゃって

ください。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 こっちから連絡をいたします。 

 よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、その他の教育委員会の行事予定に参ります。 

○教育副部長兼教育総務課長（林山弘美君） 

 教育総務課からです。３ページをお願いいたします。 

 教育委員会の令和２年７月２７日から８月３１日までの行事予定です。 

 主な行事といたしましては、８月７日金曜日１０時から鏡山小学校改築工事

安全祈願祭が鏡山小学校でございます。 

 ８月２７日木曜日１０時３０分から総合教育会議が開催の予定です。第１委

員会室でありまして、教育長、部長、教育委員の皆様、それと市長も出席の予

定です。 

 １４時から定例教育委員会が開催されます。 

 主な行事は以上のとおりです。 

 あとの行事については、一覧表のほう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） 

 いつものように総合教育会議が今回は先、そして、その日に定例教育委員会

というふうな予定になっておりますので、ちょっと時間が長くなりますけれど

も、御予定いただければと思います。 

 よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 各課、あるいは市民センターのほうから何かございますか。 
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 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。 

 お手元にＫｉｎｔｏ市民美術祭のチラシを置いております。これは５月２０

日ぐらいからする予定だったんですが、新型コロナウイルスの関係でかなり後

になっております。和美会さんと、ゴタール会さんと、からつ写友会さんです。

３つありますので、よろしかったらお越しください。 

 以上です。 

○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） 

 それでは、その他に参ります。 

 次回の定例教育委員会の日程です。 

 先ほど申し上げました総合教育会議の日の午後ということで、８月２７日木

曜日１４時からこの場で計画をしているところです。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 それでは、７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。 


