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令和２年６月定例教育委員会会議録 

 

１ 日 時 

  令和２年６月２５日（木）午後２時００分から午後３時１０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 議 題 

 (1) 議案 

   議案第２７号 唐津市立鬼塚小学校用地の一部移管の変更について 
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          【原案どおり可決】 

   議案第２８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２９号 唐津市公民館運営審議会委員の委嘱について 

          【原案どおり可決】 

   議案第３０号 唐津市学校給食運営委員会委員の委嘱又は任命について 

          【原案どおり可決】 

 (2) 協議事項 

   令和３年唐津市成人式の日程及び会場について 

 (3) 報告事項 

  ① 教育長報告 

  ② 各課報告事項 

   ・６月市議会定例会の報告について 

   ・令和２年（春）教育長表彰について 

   ・共催及び後援について 

  ③ その他 

   ・教育委員会行事予定 

   ・近代図書館イベントについて 

   ・令和２年度学校訪問について 
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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、６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２７号について、教育総務課から説明をお願いします。 

○教育副部長兼教育総務課長（林山弘美君） 

 教育総務課でございます。１ページをお願いいたします。 

 議案第２７号 唐津市立鬼塚小学校用地の一部移管の変更についてでござい

ます。 

 提案理由でございますが、砂防ダム建設用地として唐津土木事務所へ譲渡す

ることに伴い、唐津市立鬼塚小学校用地の一部を財務部財産管理課へ移管する

予定だった面積を変更するものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 概要でございます。 

 鬼塚小学校用地の一部移管の議案につきましては、令和２年２月の本委員会

で可決されたところでございますが、その後、唐津土木事務所より必要としな

い箇所も含んでいたため修正したいとの申出がありましたので、前回の移管面

積を修正するものでございます。 

 ２の移管する面積でございますが、当初１，３０７．８７平方メートルでご

ざいましたが、今回修正で１，２７４．７９平方メートルに変更となっており

ます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 左下のほうに青く囲んでいる箇所が譲渡申請変更箇所になります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 
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○教育長（栗原宣康君） 

 ４ページの写真の青い印が付いている部分が今回変更する場所、譲渡申請箇

所から省く分ということになろうかと思いますが、何か質問等ありませんで

しょうか。 

 校舎の裏の結構急なのり面の部分になるかと思います。 

○教育委員（篠原智文君） 

 結局工事には必要ないということですか。 

○教育長（栗原宣康君） 

 そういう場所だったということだろうと思います。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 異議なし。 

○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２７号については御承認をいただきました。 

 議案第２８号、お願いいたします。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 学校教育課でございます。５ページを御覧ください。 

 議案第２８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、公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その

他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図

るために講ずべき措置に関する指針が示されたことに伴い、改正するものでご

ざいます。 

 ６ページを御覧ください。 

 規則案の概要でございます。 

 唐津市立小・中学校の教職員のいわゆる超勤４項目以外の業務も含めて勤務

時間外の業務の把握を行い、勤務時間外の業務について、１か月に４５時間、



- 5 - 

１年に３６０時間を上限の範囲とし、一時的、または突発的に所定の勤務時間

外に業務を行わなければならない場合においても、１か月に１００時間、１年

に７２０時間を上限の範囲とし、教育職員の業務量の適切な管理を行うために

改正するものでございます。 

 ９ページを御覧ください。 

 新旧対照表でございます。 

 ９ページの 

第１６条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関す

る特別措置法（昭和４６年法律第７７号）第２条に規定する教育職員（以下

「教育職員」という。）の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の

水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行

う時間（同法第７条の指針に規定する在校等時間を言う。以下同じ）から所

定の勤務時間（同法第６条第３項各号に掲げる日（代休日が指定された日を

除く）以外の日における正規の勤務時間を言う。以下同じ）を除いた時間を

次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切

な管理を行う。 

 （１）１か月について４５時間 

 （２）１年について３６０時間 

２ 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない

業務量の大幅な増加に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を

行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行

う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の

上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。 

 （１）１か月について１００時間未満 

 （２）１年のうち７２０時間 

 （３）１年のうち１か月において所定の勤務時間以外の時間において４５時

間を超えて業務を行う月数について６か月 

３ 前２項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職

員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が
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別に定める。 

ということを１６条に加えました。 

 そのことにより、９ページ目の目次から１０ページ、１１ページ、１２ペー

ジまで、さらには１３ページの別表、１４ページの様式の条項のところ、全て

条ずれを行っているところでございます。 

 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） 

 それでは、規則の改正について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（篠原智文君） 

 質問よろしいでしょうか。 

○教育長（栗原宣康君） 

 はい。 

○教育委員（篠原智文君） 

 時間が２段階になって、多いほう、２のほうが通常予見することができない

業務ということで、一時的、突発的ということですが、これは例えば、年度末

の業務、あるいは学期末業務、あるいは中学校では今、中体連前の指導とか、

そういうのは全て予見できるというふうに解釈していいんですか。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 勤務時間内に行おうとした際、その時間内で賄えなかったところは予見でき

ない部分として捉えられています。 

 例えば、体育大会等も当然勤務時間内に行うべきところですが、天候等の対

応があった場合、変わってまいりますので、そういったところも含めて予見で

きないというところで書かれているところでございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 よろしいですか。 

○教育委員（篠原智文君） 

 はい。 

○教育長（栗原宣康君） 
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 他にございませんか。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、議案第２８号、御承認いただきました。ありがとうございます。 

 ２の協議事項に参ります。事務局お願いします。 

○生涯学習文化財課長（田中和稔君） 

 生涯学習文化財課でございます。 

 それでは、協議事項、令和３年唐津市成人式の日程及び会場につきまして御

説明申し上げます。 

 資料は１５ページになります。 

 本件につきましては、今年度の成人式の開催につきまして、教育委員の皆様

へ御協議を行うものです。 

 新型コロナウイルス感染防止のため、唐津市をはじめとしまして、多くの市

の主催事業やイベントなどが中止になっているところでございます。成人式開

催につきましては、地域の将来を担う新成人を祝福するとともに、成人として

の自覚と認識を促すために唐津市内８会場で開催します成人式につきましては、

本庁及び各市民センターで協議を行いました結果、規模を縮小して開催したい

と考えております。式典までまだ半年ほどありますが、電話等によりまして、

男性の衣装予約や女性の着物着つけの予約のために開催問合せがあっておりま

す。 

 なお、式典におきましては、感染防止対策としまして、会場入り口に消毒液

を設置し、使用を促すとともに、一人一人の体温の測定に努めます。また、来

賓への式典案内を縮小し、新成人や保護者の間隔を１メートルから２メートル

確保した会場をつくりたいと考えております。 

 県内におけますほかの市、９つの市におけます今現在の開催検討状況をお聞

きしましたところ、５つの市で開催を決定されております。残りの４つの市に

つきましては、検討中という回答をいただいております。 

 資料の１６ページをお願いします。 

 １６ページのほうに各会場の開催日と開催時間の案を載せております。 
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 今回の成人式対象者は合計１，２０１人でありまして、例年８０％を超える

出席者があっております。よろしく御審議をお願いいたします。 

○教育長（栗原宣康君） 

 これまで毎年行ってまいりました旧唐津市、そして、その他７か所の市民セ

ンター管轄で行っておりました成人式について、例年どおり開催しますと。規

模を縮小して開催しますということで提案してもらっております。 

 問合せ等がいくつか来ているような状況ですので、このことについて御意見

はございませんか。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 規模縮小で、来賓として行政連絡員や民生委員など地域の方々に案内してい

たのが、保護者のみの来場可能ということなんですけど、通常私たち主催者側

が、教育委員とか市民センター長とかずっと並んでいますよね。反対側のほう

に県議会議員とか、市議会議員とかいらっしゃいますが、その方たちは来られ

るんですか。 

○生涯学習文化財課長（田中和稔君） 

 今の段階では、来賓の方は呼ばないという方針です。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 全然ですか。 

○生涯学習文化財課長（田中和稔君） 

 はい、今の段階ではですね。 

 ただ、まだ成人式まであと半年ほどありますので、今後また変更になりまし

たら、教育委員の皆様へ御協議を行いたいと思います。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 じゃ、私たちも今のところは行かないような感じなんですね。 

○生涯学習文化財課長（田中和稔君） 

 はい、そうです。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 分かりました。 

○教育長（栗原宣康君） 
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 これはまだ確定のところまではいっていませんので、市長部局とも相談して、

来賓についてはどんな形にするか、少し協議が残っているというようなところ

ですけど、今、ベース案としては規模を縮小するということで考えている段階

です。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 規模を縮小しても、やっぱり開催してほしいと思います。新型コロナウイル

スの対策のためのいろんなことをやりますけど、やっぱり新成人の方は成人式

に出るというのが一つの楽しみというか、目標みたいなこともあるので、規模

を縮小してでも開催はしてほしいと思います。 

 これから先、第２波、第３波がどうなるか分かりませんけれども、今の段階

ではそういうことで準備をしてほしいと思います。 

○教育長（栗原宣康君） 

 実際の座席でどうなるかとか、この市民センターのこのホールで何人ぐらい

だけどどうなるかというのを今割り出してもらっていまして、その上で検討し

ているところです。 

○教育委員（宮﨑美和君） 

 唐津会場の７００名が大丈夫かなと。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 唐津会場が一番多いですね。 

○教育委員（宮﨑美和君） 

 ひれふりランドもぎりぎりぐらいですかね。 

○生涯学習文化財課長（田中和稔君） 

 ひれふりランドのほうは現在一応７００名ほど入れるようになっております

ので、横の間隔等とか、縦を１列空けても、真ん中の通路より下が成人者に

座っていただきまして、保護者の分まで確保できる状態にはなっております。 

○教育長（栗原宣康君） 

 問題は唐津会場ですね。 

 まず、縮小して開催するという方向性で、この場で御意見をいただいて、ま

た、今日の御意見も参考にしながら検討を進めてまいりたいと思います。 
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 そのほか、協議事項はございませんか。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、報告事項に参ります。 

 教育長報告です。別紙を御覧いただいてよろしいでしょうか。 

 １４日、唐津市教育の日、予定していたとおり実施をいたしました。市全体

として行事として行うということではなく、学校の実態に応じての実施でした。

保護者参観、あるいは緊急時の保護者引渡しなどの行事をした学校が、小学校

３３校のうち１８校、中学校は１８校のうち６校の学校で計画をされて、実施

をされました。 

 私は鬼塚小学校、久里小学校、肥前中学校に行ってきました。これらの学校

は授業参観がございました。この時間は学年が１、２、４年とか、この時間は

１組だけとか、そんなふうに工夫をしてそれぞれなさっていました。 

 そこを参観いたしましたけど、１つ目は新学期初めての参観日で、保護者さ

んがとても喜んでおられたというのがまず第１の印象でした。 

 それから、この日は結構湿度が高い雨の降るような日でしたけれども、学校

によって暑さが随分違うなと、この新型コロナウイルス対策に向けても感じた

ところでした。 

 下のほうに参ります。 

 参考として、令和３年度、来年度の４月採用になる佐賀県教員採用選考申込

状況ですが、６月２日で締め切られ、佐賀県教育委員会のホームページから取

り出したものです。 

 これを見ますと、５年間で申込数が、平成２９年１，２００人から令和３年

度１，０２９人へと若干減っています。ところが、採用予定者数は２４７人か

ら３６３人とおよそ１．５倍になっておりますので、倍率のほうが４．９倍か

ら２．８倍と大きく下がってきています。原因は、申込者の若干の減少と採用

予定者の増加ということで、倍率が下がってきているというのがこの表で分か

るかと思います。 

 小学校の倍率ですけれども、昨年はこの時点で１９０人に対して１．４倍で
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したけれども、今回は少し取り戻して、１．６倍になっています。中学校も、

教科別の数もこのホームページの中には載せられています。倍率が下がらずに

ある程度いけばよいなというふうに思っています。 

 教育長報告は以上です。何かございませんか。 

 参考までに、下に試験日と、それから最終の合格発表が今年は９月１８日と

なっています。よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、先へ参りたいと思います。 

 各課報告事項に参ります。 

 ６月市議会の報告をお願いいたします。 

○教育部長（草場忠治君） 

 報告事項①の資料、別冊をお願いします。 

 １ページの議案質疑の分から概要を説明していきます。 

 まず、原議員ですね。竹木場公民館の移転改築事業費、継続費ということで

組んで提案しております。初年度分について提出しております。 

 質問の内容は、地域の実情はどのように計画に反映されているかということ

で、竹木場地区在住の方で構成する建設委員会を実施しておりまして、建物の

配置をはじめ、会議室、調理室等の間取りとか、駐車場の配置などの御意見を

いただいて、計画に取り入れております。 

 また、２番のインターネット環境の整備につきましては、事務室を含め、７

部屋に構内ＬＡＮを設置する計画になっておりますので、災害時の避難などの

際は、パソコンを接続することでインターネット環境が使用できることになり

ます。 

 それから、３番の財源については、これは令和２年度分ですが、県から移転

補償費が来ます。１億７，５００万円のうち、今回の継続費の１年分に対して

１億円余りを入れるということと、２年度分の移転補償費が４，８３５万９千

円、そのほか、一般単独事業債と一般財源を使っての事業となるということを

説明しております。 
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 ３ページを開いてください。 

 同じく酒井議員が竹木場公民館について質問されております。 

 なぜ継続費なのか、なぜ補正予算なのかという質問に対して、補正予算の理

由としましては、建設用地の確定が遅れて、実施設計等が年度内に終わらな

かったものであります。 

 継続費となった理由につきましては、工期が本年８月から令和４年２月まで

１年７か月を予定しているということで継続費としております。 

 次に４ページの補償費の内容については、移転補償費として２億５，００６

万１，２９１円、全体では県からいただくわけですけど、まず、令和元年度に

７割相当をいただいて、また、工事が全部終わった後ですね、解体工事まで終

わった後に残り３割相当が入ってくるという説明をしております。 

 ６ページをお願いします。 

 伊藤泰彦議員の竹木場公民館の分です。 

 工事費の内訳ということで、資料のとおり、令和２年度分と３年度分を説明

しております。 

 それから、既存公民館からの構造や面積、機能の充実したところはというこ

とで、既存の公民館は鉄筋コンクリート２階建てで延べ床面積が８９３平方

メートル程度、今回建設は鉄筋コンクリート平屋建てで延べ床面積が６９８平

方メートル程度ということと、機能を充実させた部分ということで、屋根に固

定式の窓を設置して明るい屋内とする予定であるということと、窓を大きくし、

採光と風通しがよい空間をつくるという内容、それと、図書コーナーの拡大や

多目的トイレ、テラスなどを新設予定であるという内容を説明しております。 

 ７ページをお願いします。 

 （４）番で今後の公民館の建設計画等について質問されております。 

 今後の公民館につきましては、今、竹木場公民館のほかに西唐津公民館を進

めておりますが、今年度、公民館の個別施設計画、これは計画修繕や、いつぐ

らいに建て替えをするのかとか、そういった具体的な計画をつくることになり

ます。この計画に基づいて今後は進めてまいりますという説明をしております。 

 以上が竹木場公民館の関係です。 
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 ２ページにお戻りください。 

 酒井議員の幼児教育環境改善等事業費についての質問です。これは唐津幼稚

園に関するものです。 

 まず、（１）で事業費の概要について質問されておりまして、基本的に保健

衛生用品を整備するため、２３万９千円という事業費で進めていくということ

と、内容については、子ども用マスクや施設の消毒液、液体石けん、手指用の

消毒剤を購入するものです。 

 それから、感染防止のための園での取組について質問されております。 

 園内の換気、消毒、保育中のマスク着用、３密防止のための園行事の中止や

内容の見直しなどを行っているということで答弁しております。 

 ５ページをお願いします。 

 伊藤泰彦議員の唐津幼稚園に関する質問で、（１）は先ほどの酒井議員と同

じ内容です。 

 （２）で、唐津幼稚園の園児数と職員数について質問されました。 

 今年５月１日現在で４歳児が４名、５歳児が１１名、計１５名、教員数が園

長ほか７名という答弁をしております。来年度の見込みとしては、５歳児のみ

で４～５名程度を予定していると答弁しています。 

 ８ページをお願いします。 

 一般質問のほうに移らせていただきます。 

 今回、主に新型コロナウイルス感染症対策関係の質問を多くいただいており

ます。 

 最初に宮本議員の分です。 

 （１）で小・中学校の臨時休業中の児童・生徒の受入れ状況ということで、

４月２１日から５月１３日まで小・中学校を一斉に臨時休業として、この期間

については児童・生徒は原則自宅待機、また、やむを得ない事情により、放課

後児童クラブに登録している児童や、児童・生徒のみ自宅で過ごすことのでき

ない児童・生徒については、学校での受入れを希望される場合は、平日は８時

１５分から１４時まで学校で受け入れたこと、それから、その期間中の受け入

れた児童・生徒の割合ですが、平均で小学校が９．３９％、中学校で０．１
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６％であったという内容を答弁しております。 

 それから、臨時休業中の児童・生徒の生活の課題ということで、休業中は通

常より自宅で過ごす時間が長くなったことや、部活が停止していたため、ゲー

ムやテレビなどを利用する時間が増えたり、体力の低下が見られたりしたこと

が課題だということで答弁しております。 

 それから、３番の学校再開後の児童・生徒の変化についてということで、久

しぶりの登校ということもあり、小学校１年生に登校渋りをする児童が数名い

たものの、多くの児童・生徒が元気に登校したと。しかしながら、不安やスト

レスを抱えていることも考えられるため、必要に応じ、学級担任や養護教諭、

スクールカウンセラー等が支援を行えるような教育相談体制で子どもたちの変

化を見逃さずに対応しているということを答弁しております。 

 その次の２の（１）です。準要保護世帯についての臨時休業中の昼食につい

て質問がなされております。 

 基本的に休業中は各家庭での対応となったと。夏季休業期間を短縮して授業

を行いますが、この期間中に臨時休業中に実施予定であった給食を振り替える

予定であり、結果的に年間を通しての給食と家庭での昼食代の負担割合は変化

しないと回答しております。 

 それから、３の（１）で新型コロナウイルス感染症第２波に備えての取組と

いうことで、各学校では国が提唱しております３密をできるだけ避け、マスク

の着用及び手洗いなどの手指衛生など基本的な感染対策を継続する新しい生活

様式を導入し、学びを保障していくよう努めていると。夏季休業を短縮して授

業の確保を行いますが、今後、大雨、台風による休校や新型コロナウイルス感

染症第２波による臨時休業等に対応できるように、２学期以降の土曜授業の設

定も視野に入れているという内容で回答しています。 

 それから、１０ページのほうは伊藤一之議員です。 

 こちらは、会計年度任用職員のうちの給食調理員関係について質問されてお

ります。 

 学校の臨時休業日の勤務状況と、夏季休業が短縮されたが、給食調理員の雇

用はどうかという内容です。 
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 基本的に令和２年３月３日から３月２４日までの分については、この期間に

ついては給食調理場に勤務する給食調理員の働く場を確保してきたという内容

です。 

 それ以降の分につきましては、市費の事務補助の給食調理員につきましては、

４月２３日から５月６日までの期間を週休日として、この期間の勤務の振替を

夏季休業等を含めた年間を通じて調整を行うということで回答しております。 

 １８ページをお願いします。 

 酒井議員のコロナ関係の質問です。 

 臨時休業による影響と課題ということで、基本的に先ほどの宮本議員と同じ

でありまして、各学校では学習課題のプリントを配付したり、定期的に家庭訪

問や電話連絡を行ったりして、児童・生徒の学習課題の進み具合や心身の健康

状態を把握したと。影響としては、学習指導計画に遅れが生じたり、部活動が

停止となり、現在は活動を再開しておりますが、県の中体連大会が中止、ただ、

７月下旬には唐津地区の中体連大会が開催されるということを答弁しておりま

す。 

 次、２０ページです。 

 白水議員の新型コロナウイルス関係で、空調設備の整備状況と暑さ対策とい

うことで、空調設備の整備状況について、昨年度２２校整備して、今年度１７

校を整備する予定であるということと、空調整備計画から外れている部分が大

規模改修関係の５校と統廃合を協議しております７校、合わせて１２校につい

て導入手法などを検討しているところであるということと、夏休みの短縮に伴

う熱中症対策として、空調が未整備なところにはクールネックを配付するとい

うことや、午前中授業や体操服での登校、授業中の給水タイムの確保などいろ

いろ対応を検討しているという内容を答弁しております。 

 ２１ページです。 

 教育への影響と対策ということで、その中で現状と今後の方向性については、

春に実施予定であった運動会については、厳木中学校だけが実施されて、あと

は２学期に延期されていると。それから、各小・中学校で秋に開催を予定して

いる学習発表会等についても規模を縮小しながら実施する予定であるというこ
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とと、修学旅行については、春に予定していた２校については２学期に延期し

て、実施の可否や行き先等の変更ですね、こういったことの可能性についても

検討を重ねているということを報告しています。 

 それから、学習指導員やスクール・サポート・スタッフ等についてというこ

とで、スクール・サポート・スタッフの配置については前向きに検討したいと

いう内容で回答しています。 

 ２３ページです。 

 林議員の分で、大学生の状況ということで、大学生の人数について、唐津出

身の大学生については把握しておりませんので、学校基本調査の数値を用いて

推計して出しております。 

 年間５６０人ほど唐津市内の高校を卒業された方が進学しているということ

で、その４倍の２，２００人程度が大学等に就学していると推計しているとい

うことと、今回の感染症の影響でアルバイトができなかったり、家計が急変し

て仕送りが少なくなった人もいると考えているということを報告しています。 

 それと、経済的に困窮している大学生への援助が必要ではないかということ

で、基本的には毎年２回募集をかけている分に加えて、今回追加の募集を行っ

たという内容と、そこで合計４名貸付けを決定したということと、また２回目

の追加募集を７月から行うという旨を報告しています。 

 あと、３番目で奨学金だけでは不足するのではないかということに対しては、

申込者については日本学生支援機構の奨学金等も案内している旨を答弁してお

ります。 

 ３０ページをお願いします。 

 浦田議員です。浦田議員については、まず、市内小・中学校のうち最も室温

が高い日とその温度ということで、平成２９年に調査した分で回答しています。

西唐津小学校で７月１９日と２０日で３６度ということを回答しています。 

 それから、夏休みを短縮し、授業が行われるが、空調設備の設置状況と熱中

症対策ということで、この分については、先ほど説明した白水議員と同じ内容

を回答しています。 

 それから、３番目の学習の遅れ及び学習指導要領への対応ということで、遠
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足や運動会などの学校行事を縮小して、その余剰時間を授業時間に置き換えた

り、家庭訪問を臨時休業中の学習課題の配布や児童・生徒の心身の健康状態の

把握を兼ねて行うことで、学校再開後の授業時間の確保につなげたりしている

と。今後は授業時間を回復すること、それと感染症の第２波に備えること、大

雨や台風、インフルエンザ等による臨時休業等にも対応できるように２学期の

土曜授業も視野に入れていると、そういった内容を回答しております。 

 １１ページにお戻りください。 

 唐津市の小・中学校について、伊藤泰彦議員です。 

 まず、１つ目が学校のプールの状況ということで、使用状況について１番目

に回答をして、次に学校プールの維持管理の内訳を報告しております。 

 それから、３番目で水泳授業の必要性についてということで、実際に小学校

低学年、それから、中学年、高学年、中学校、それぞれ授業の構成について答

弁しております。 

 それと、小学校学習指導要領関係で、適切な水場の確保が難しい場合にはこ

れらを取り扱わないことができるが、水泳の事故防止に関する心得については、

必ず取り上げることとされているということを答弁しております。 

 それと、４番目で学校以外のプール施設の利用についての質問につきまして

は、市民プールを活用することについては、授業が天候に左右されないという

ことや、維持管理費の削減とか、そういう面では有効であると。しかしながら、

プールの水深や送迎、移動に要する時間などの課題もあるということで、今後

はプールの改築や大規模改修が必要であるタイミングで、市民プールの活用を

含め、学校プールの統廃合や民間施設に委託する方法などを検討していきたい

ということを回答しています。 

 それから、１４ページです。 

 学校の統廃合について、２つ目の質問です。 

 統廃合の状況ということで、平成１７年１月、市町村合併以降の学校の統廃

合状況について報告しております。 

 また、学校統廃合する場合のスケジュールということで、具体的に高峰中学

校の例で説明をしておりまして、おおむね同意をいただいてから２～３年はか
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かるという内容を報告しております。 

 １５ページです。 

 基準の策定明確化ということで、統廃合の基準ですね、この分については、

平成１９年度の唐津市立学校通学区域審議会の答申、これに基づいて行ってい

るという内容です。基本的には、複式学級及び１学年１学級の解消ということ

で進めているという内容です。 

 それから、４番目で教育委員会が統合を検討している学校についてというこ

とにつきましては、対象校について、既に複式学級がある６校と近い将来複式

学級が発生する小学校として３校、合わせて９校を統合検討対象校としている

ということと、今現在、保護者や地元の方に対して説明会やアンケート等を実

施しているということ、説明会では複式学級のデメリット関係を説明しており

ます。ただ、地域の衰退への懸念や、慣れ親しんだ学校への愛着といった御意

見も根強い状況であるということです。 

 それと、小中併設校のメリット、デメリットということで、メリットについ

ては中１ギャップの解消というところです。 

 さらに、１年生から９年生まで離れた学年で学習し、活動することで、お互

いに好ましい社会性を育む体験の場面など、いろいろメリットはあるという内

容を説明しております。 

 次に、デメリットにつきましては、小学校１年生と中学校３年生とでは能力

差が大きくて、一緒に活動する場合には様々な配慮が必要となるという内容を

説明しております。 

 それから、統廃合における小中併設校の検討ということで、厳木小学校と箞

木小学校について現在の状況を説明し、湊小学校と湊中学校につきましては、

今のところ、複式学級が予測されないということで、具体的な説明会等はして

いないという内容を報告しています。 

 ２２ページをお願いします。 

 福島議員のパートナーシップ制度について、これまでの取組ということで、

混合名簿の使用で、今年４月１日から導入しているということと、研修等を

行っておりますという内容です。 
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 それから、２５ページのほうは、インターネット環境についてということで

山下議員です。 

 オンライン学習環境の整備ということで、休業期間中の学習について、オン

ライン学習は実施していないということ、それと試しにインターネット環境を

利用して朝の会を行った学校があったということを報告しています。 

 それから、児童・生徒が使用するパソコンの状況です。 

 学校のパソコン室は１クラスの児童・生徒全員が１人１台の環境で学習でき

るように進めていて、本年度中に整備が終わること、その整備の結果、６．８

人に１台になるということ、それと県内１０市の平均が６．１人に１台という

状況であるということ。 

 それから、（３）の児童・生徒の家庭のインターネット環境については、自

主的に家庭のインターネット環境を調査した学校が２校あって、スマートフォ

ンを含めて約７割から８割が利用できる状況であるということを回答していま

す。 

 それから、４番の学校のインターネット環境についてということで、現在、

パソコン室とか電子黒板、それから、教員用のパソコンについて接続できると。

１校当たり４０から１００台程度ということと、あと児童・生徒１人１台に端

末を整備した場合にはネットワーク全体の見直しを行う必要があるということ

で説明しております。 

 それから、国の動向につきましては、令和４年度までの教育のＩＣＴ化に向

けた環境整備５か年計画、これに基づいて唐津市のほうも整備を進めていると

いうことと、また、現在ＧＩＧＡスクール関係ですね、そういったものも打ち

出されてきておりまして、令和５年度までに児童・生徒１人１台の整備につい

て、そういった構想が示されたということを説明しております。 

 それから、ＧＩＧＡスクール構想についてということで、令和６年度にはデ

ジタル教科書をはじめとしたコンテンツの一層の促進を図った改訂教科書の使

用が始まると想定されるということと、本市としても、この国の動向に遅れる

ことがないように整備を進めていきたいということを答弁しております。 

 ２８ページの中川議員もオンライン関係の体制について質問されております。 
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 基本的に学習の体制整備ということで、現在、オンライン学習の在り方につ

いて検討しているということと、メリットについては、今回のような非常時に

おいて登校できない場合でも学習を進めることができるということ、また、児

童・生徒の表情や様子を確認することができると。デメリットについては、児

童・生徒の意見をうまく聞き取ることができないとか、そういった内容を回答

しております。 

 （２）の今後の取組ということで、どのような形が本市の児童・生徒にとっ

てより有効なものか、先進事例等を調査して、オンライン学習の在り方を含め

て検討していくという内容で回答しています。 

 それから、（３）ＧＩＧＡスクール構想関連の補正予算についてということ

です。 

 今回の感染症緊急対策の一環として、令和元年度の補正予算により整備補助

金が前倒しされたわけですけれども、唐津市においては、現在、教育のＩＣＴ

化に向けた環境整備５か年計画に基づいた整備を行っておりますので、まずそ

れを決めてからという内容を回答しています。 

 それから、学校におけるオンライン学習の備えについては、既存のインター

ネットの環境の中で何ができるかを考えることを含めて、オンライン学習の在

り方について検討していかなければならないというような内容で回答していま

す。 

 以上、すみません。長くなりました。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 すみません。質問なんですけど、勉強不足ですみません。 

 クールネックというのは、冷たい水を浸したら冷やっとするような、あんな

タオルのことですかね。 

○教育部長（草場忠治君） 

 はい。気化熱を利用したもので。 

○教育長（栗原宣康君） 

 今、伊藤課長が。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 
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 これです。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 ああ、ありがとうございます。 

 あとＡＬＴの方が帰られたという例があるというのもありましたけど、お一

人とかですか。例があると書いてあるから１人ぐらいなのかなと思ったんです

が。 

○学校支援課長（渡邉鯉恵子君） 

 ３月末でお二人辞められていたということなんですけれども、さらに６月な

んですけれども、浜玉の英語を担当されていた方が、７月で大体今年度で終わ

りだったんです。ですが、新型コロナウイルスに関して、ちょっと自分が御病

気持ちだったので、非常に不安を覚えられて、１か月ほど早くお辞めになりま

した。そういった事実がございます。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 そういった場合は、新しくということは、この期間中はちょっと無理だと思

うんですけど、何か他校からとか、そういうふうな感じになるんですかね、掛

け持ちでとか。 

○学校支援課長（渡邉鯉恵子君） 

 全体で１１名のＡＬＴがいることに今まではなっていたんですけれども、３

月の時点で２人辞められていたということで、ほかのＡＬＴさんにその分も見

てもらっていたわけなんですね。 

 それで、浜玉の方がちょっと早く辞められたということで、ほかのＡＬＴに

相談してみようかとか、短期で誰かそういう方がいらっしゃらないかという検

討をいたしましたけれども、学校に相談して、１か月ぐらいとかだったら関係

性を築くのはちょっと難しいこともあることと、それから、学校の休業が結構

長かったために授業の段取りとかも整えるのには短期の方では難しいというこ

ともありましたので、短期の採用についてはちょっと見送りをさせていただい

ております。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 分かりました。ありがとうございます。 
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○教育長（栗原宣康君） 

 ありがとうございました。 

 他にございませんか。 

○教育委員（篠原智文君） 

 最後に説明されたコンピューターの整備で、現段階ではＩＣＴ化の整備５か

年計画に基づいて進めているというお話ですが、結局、ＧＩＧＡスクール構想

ですね、令和５年度までにというのには間に合うんですか。 

○教育部長（草場忠治君） 

 基本的に、まずは今の分が今年度で終わりますので、そこの整備が終わって、

学校の現場の先生方にどの程度のものが必要なのかとか、そういったことを

しっかり聞き取りをして、基本構想を立ててから事業に着手していきたいとい

うことで、今年度は情報収集、来年度ぐらいまでちょっとかかるかも分かりま

せんけど、まずはしっかりとした計画ですね、基本構想関係をつくってから着

手していきたいというふうに考えておりまして、令和５年度までには何とか整

備できればなという形で、遅れないように進めてまいりたいと思っております。 

○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。 

 他にございませんか。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 あと１つ、オンラインの学習環境整備についてですけど、試しにインター

ネット環境を利用して朝の会を行った学校があると答弁されていますけど、ど

こだったんですかね。 

○教育長（栗原宣康君） 

 肥前中学校です。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 肥前中学校ですか。 

○教育長（栗原宣康君） 
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 はい。肥前中学校で、各家庭の環境整備ができているところの子どもたちだ

けしかできなかったんですけど、それを対象にやってみようということで、挑

戦をしたということでした。そしたら、子どもの表情とかをつかめることがで

きたというような報告を受けております。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 ありがとうございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 他にございませんか。よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、先へ参りたいと思います。 

 令和２年教育長表彰についてお願いします。 

○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。 

 若草色の教育長表彰受賞者名簿をお願いいたします。報告事項②です。 

 春の教育長表彰につきましては、児童・生徒の文化、スポーツ部門の競技上

位入賞者や善行に対して行っております。今回はスポーツ部門のみに推薦があ

りまして、５月２８日に審査を行ったところでございます。 

 審査の結果、スポーツ関係では全国大会出場、または九州大会での６位以内

に入賞した中学生の部、個人１５名、団体２団体、小学生の部で個人６名、団

体１団体が受賞されました。 

 今回は、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして全国大会が中止に

なった競技もございましたが、全国大会出場権を獲得されているということで

受賞となった方もございます。功績等につきましては、名簿を御確認いただき

たいと思います。 

 なお、表彰につきましては、学校長から表彰状の授与を行っていただいてお

ります。 

 以上でございます。 

○教育長（栗原宣康君） 
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 学校長から表彰状の授与をお願いしたところです。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、３番の共催及び後援についてお願いします。 

○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。１７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２件、後援が４件の合計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） 

 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、（３）その他に参りたいと思います。 

 教育委員会の行事予定についてお願いします。 

○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。一番下のページ、１８ページをお願いいたし

ます。 

 令和２年６月２９日から令和２年７月３１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は、７月３日金曜日に令和２年度佐賀県市町教育委

員会連合会定期総会・研修会が予定でございましたが、これが中止となってお

ります。 

 その他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） 

 よろしいですか。 
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    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 その他、行事についてございますか。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） 

 近代図書館です。お手元にチラシを配っております。 

 今回、新型コロナウイルスでなかなか展覧会ができませんでしたけれども、

７月２日から７月２１日まで唐津市所蔵品展ということで、「図書館で見る

海」を開催します。よろしかったらお出かけください。 

 以上です。 

○教育長（栗原宣康君） 

 そのほか、学校教育課からお願いします。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 学校教育課です。 

 机上に令和２年度学校訪問計画をお載せしております。 

 例年は４月から行われておりますが、今年度は新型コロナウイルス対応のた

め、最初が１０月１６日相知中学校から始めて、最終２月１０日虹松分校まで、

２３校の学校訪問を計画しております。 

 一番下の米印のところで書いていますとおり、令和２年度の学校訪問につい

ては、新型コロナウイルス感染症対策として規模を縮小して実施する予定でご

ざいます。 

 教育委員さん方にも例年は希望されるところに行っていただいておりました

が、幾らか調整をさせていただいて、各校１名程度で進めていきたいと思って

おります。一月前にはこちらのほうから御希望を御確認させていただこうと

思っております。 

 以上でございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 今年は西部教育事務所北部支所、こちらからの随行はほぼなしとなります。

特段の課題について、学校が要望される等あれば、指導主事にこっちが要請す

れば来られますけれども、それ以外は県全体も見合わせるというような流れが
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ございまして、それで学校訪問そのものをほとんど削るようなところもござい

ましたけれども、唐津市としては学校訪問は実施したいと思っております。 

 参加者の数をそんなふうに考えておりますが、教育委員さんは２名になられ

てももちろん構わないわけですけれども、基本的に少ない人数で行こうかなと

いうふうに思っております。まだ期間は大分先のことになりますけれども、御

予定を後ほどお伺いしたいと思います。 

 ほか、行事についてはありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 なければ、４のその他に参ります。 

 次回の定例教育委員会の日程、７月２２日、今度は水曜日です。２３、２４

日が連休になっておりますので、大体木曜日開催ですけれども、２２日の水曜

日１４時からこの場所で予定をさせていただきたいと思います。 

 その他、教育委員の皆さんから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） 

 それでは、６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。 


