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令和２年４月１７日臨時教育委員会会議録 

 

１ 日 時   

令和２年４月１７日（金）午後３時００分から午後３時２５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、学校支援課係長 渡邉鯉恵子、生涯学習文化財課長 田中和稔、東部

学校給食センター所長 藤松光彦、教育総務課係長 森德雄、教育総務課職

員 松尾由美 

 

４ 欠席者 

(1) 教育委員 

坂本恭子 

 

５ 議 題 

 １協議事項 

 (1) 緊急事態宣言の発令を受けての学校対応について 

２その他 
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【臨時会】 

午後３時００分 開会を告げる 

栗原教育長は、本日の議事録署名人として篠原委員を指名した。 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、臨時教育委員会を始めさせていただきます。本日は急な御参集を

いただきまして、大変ありがとうございます。 

 昨日、全国に出されました緊急事態宣言に対しまして、唐津市の学校の対応

について御意見をいただきたく御集合いただきました。 

 県から、先日もお伝えをしていましたように、国から緊急事態宣言が発せら

れたときには、県知事が各県立学校、あるいは市町の小・中学校の施設利用に

ついての権限を発することができることになっています。ですので、その方針

が発せられたときには学校が休校になるわけでして、県からの情報発信を昨日

及び本日あたりかと思っていましたが、発信がまだ先になるという情報を得ま

した。 

 それで、今日は唐津市内の学校は午後が教科等研究部会といって、ほとんど

の学校の先生方が教科別に集まられる会議のためにかなりの学校が午前中で、

午後は下校といったようなこともありましたので、教育委員会内の事務局で協

議をさせていただいて、月曜日は学校に登校する、そして火曜日から学校を休

みとすると。 

ただ、臨時休業のスタートが月曜日からなのか、火曜日からなのかは、県か

らの判断が出てからになるものだろうと思っていましたが、月曜日から休校と

県からの指示が出た場合においても、月曜日は登校日の設定をするようにとい

うのが文部科学省からの通知にも入っていましたとおり、月曜日を登校日とし

て子どもたちに課題を与える、休み中の生活についての指示をする、あるいは

休みの期間で１４時まで子どもたちを家庭の事情で親御さんがお仕事でいらっ

しゃらないところは預かる。 

そういったことを３月にも行っていましたが、この手だての申請書を持たせ

るといったことのために月曜日登校させ、その課題やプリントの配付だけで朝

帰宅をさせると、既に月曜日に親御さんがいらっしゃらない家庭がありますか
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ら、その日は給食まで食べて、その後、下校すると。家庭がいらっしゃらない

ところは、もともと児童クラブに加盟をしていますので、児童クラブに行くと

いう流れで来週の月曜日以降のことを計画したところです。 

 現在のところ、学校の臨時休業は５月６日まで、臨時休業のスタートが２０

日もしくは２１日火曜日か、いずれかのスタートになると思っています。また、

付け加えますがその間、登校日の設定についても、文部科学省からの通知もご

ざいましたが、中学校区で日にちを合わせて設定することと計画をしていると

ころです。 

 以上のような案で今後進みたいと、事務局案を提案させていただきます。委

員の皆様の御意見、御質問等賜りたいと思います。よろしくお願いします。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 国が緊急事態宣言を発令するということで、それが県に下りてきて、学校関

係もそれに対応して、学校を休校するというのが前提とする判断ですね。 

○教育長（栗原宣康君） 

 はい。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 あとは、それを唐津市が何日から休校するかをここで決めさせていただきた

いと、そういう流れでよろしいですか。 

○教育長（栗原宣康君） 

 そうですね。ただ、県から使用制限を出されたときには、そこから学校を課

業日とすることは難しくなると思うのですが、登校日の設定をしてよいという

ことでしたので、ちょっと特別なかたちにはなりますが、初日に登校日、事情

によって、というようなところを踏まえたところですが、ベースは今教育委員

さんがおっしゃったとおりです。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 今の話では６日までということですが、２日が土曜で連休ですよね。 

○教育長（栗原宣康君） 

 はい。 

○教育委員（冨永祐司君） 
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 それでも６日までとするのは、その間は学校には、例えば部活とか、そうい

うこともできない感じで６日までということなのでしょうか。 

○教育長（栗原宣康君） 

 はい。臨時休業は土日も含めていきますけれども、部活動についても、その

期間は活動を停止ということで指示をしていきます。 

○教育委員（篠原智文君） 

 質問ですが、先ほどの教育長のほうからの説明で、中学校区単位での登校日

の設定を考えているということですが、２０日以降でどの程度考えているのか。

多分給食はないと思うのですが、午前中で何日くらいとか、そういう目途は

持っておられますか。 

○教育長（栗原宣康君） 

 当初は４月２７日がちょうど真ん中あたりになりますので、２７日での設定

でこちらから提案をして、変更する場合は中学校単位で合わせてもらったらと

いうことも考えていましたけれども、いろんな学校の都合等もあろうというこ

とで、今は特定の日を決めずに、中学校単位で日にちを合わせて登校日の設定

をしてくださいということにしています。 

 教育委員会としては１回程度かなと思っていますが、必要に応じて学校の判

断に任せたいと思っています。 

○教育委員（篠原智文君） 

 目安は１日ということですね。 

○教育長（栗原宣康君） 

 はい。 

○教育委員（篠原智文君） 

 分かりました。 

○教育長（栗原宣康君） 

 また、規模の大きい学校においては、学年別で登校日を設定することも想定

しています。３密を避けるということから考えれば、この学年を広い場所に集

めて取扱いをし、次の日にこの学年と。毎日１学年ということではないと思い

ますが、例えば、小学校ですと低学年と高学年に分けるとか、そういったやり
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方もあろうかと思っています。 

○教育委員（篠原智文君） 

 あっても、授業を進めるということはできないので、休みの間の様子確認と

か、宿題の確認になるわけですね。 

○教育長（栗原宣康君） 

 はい。 

○教育委員（篠原智文君） 

 分かりました。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 登校日を設定すると。それは状況次第で登校日を設けないかもしれないとい

うことですね。 

○教育長（栗原宣康君） 

 はい。 

○教育委員（宮﨑美和君） 

 知事が発言をされてからになるのですか。唐津市は火曜日あたりから。 

○教育長（栗原宣康君） 

 これを発信するのがということでしょうか。 

○教育委員（宮﨑美和君） 

 はい。 

○教育長（栗原宣康君） 

 教育委員会で承認をいただいたら、この内容については各学校を通じて保護

者に発信しようと思っています。多分少しでも早く、保護者の方も状況がどう

なるのかなと思っていらっしゃると思いますので。 

○教育委員（宮﨑美和君） 

 そうですね。 

○教育長（栗原宣康君） 

 ですから、県の指示の前に火曜日スタートということを決定して、スタート

するということになると思っています。 

○教育委員（宮﨑美和君） 
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 知事の会見の様子では、週明けという感じでも無さそうだったので、何日か

猶予があるのかなと思って聞いていたんですけど。 

○教育長（栗原宣康君） 

 県内の他の市町の状況、特に西部地区の状況をそれぞれの教育長とも情報連

絡していますけど、ほぼ唐津市と同じ火曜日から臨時休業に入ろうということ

で、月曜日の登校を予定されていると伺っています。 

 前回、３月２日からと国が公表された時、月曜日からというのが週末に通知

がございましたけれども、その時も教育長会で連絡を取り合って、月曜日に登

校をして火曜日からということで、３月３日から臨時休業に入ったわけですけ

ど、それと同じような形になっていくのかなと思っています。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 色んな面で段取り具合がいいと。 

○教育長（栗原宣康君） 

 そうですね、学校がかなり厳しい取扱いをして、子どもに十分に色んなこと

を伝えてから休みに入らせたい、あるいはその子どもたちを通じて保護者に連

絡だったりとか、気をつけていただくことだったりとか、その様な取扱いを

行ってから休業へいきたいということが、昨日今日のタイミングでは出来ませ

んでしたので、多分どこの市町も同じ考えだと思っています。 

 また、６日までというのも、この後の国全体の状況によって変化はあるのか

なと思っていますが、また次の事態の変化についても、あるいは７日からの登

校についても、できるだけ早く状況を捉えて進んでいきたいと思っていますし、

周知したいと思っています。 

 また、補足ですけど、先ほど申しました自宅で子どもたちの様子を見られな

い御家庭につきましては、３月に対応した時と同様、朝から１４時までは学校

で対応すると。そして、その後下校する、もしくは児童クラブの子どもは１４

時から児童クラブに行くという形で保健福祉課とも打合せをしているところで

す。 

 現在、欠席の子どもたちの状況、そして、その中には予防による欠席の子ど

もたちの数も集約をしていますが、やはり一昨日から昨日、そして今日と数が
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増えているという状況があります。 

○教育委員（篠原智文君） 

 今日現在でどれくらいですか。 

○教育長（栗原宣康君） 

 今日現在で、一昨日が小・中学校全体合わせて１．３％でしたが、今日は９，

８６５人の小・中学生のうち１７１人、１．７％、ちょっと数が増えましたね。 

○教育委員（篠原智文君） 

 じゃ、小学生のほうが多いですか。 

○教育長（栗原宣康君） 

 小学生のほうが割合は多いですね。 

○教育委員（篠原智文君） 

 関連して、６日までの市の施設の閉鎖とか、そういうのはある程度決まって

いるのですか。 

○教育長（栗原宣康君） 

 そうですね、決まっています。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 休館ですよ。 

○教育委員（篠原智文君） 

 全部休館ですか。 

○教育長（栗原宣康君） 

 大体休館ですけれども、教育委員会関係では図書館、公民館の図書室につい

ては、この間の発生までは貸出しをしていましたが、教育部長、説明をよろし

いですか。 

○教育部長（草場忠治君） 

 観光施設とか商業施設ですね、こういったものはほとんど休館です。開館し

ているのは虹の松原ホテル、指定管理者になるのですが、名護屋城の観光案内

所が制限をかけながら取りあえず開館されています。あとは厳木のライスセン

ターという買物するような商業施設ですね、そこも開いています。それくらい

です。 
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 あと、体育施設はほとんど休館です。それから公民館ですね、これが図書の

貸出しのみになっています。それと、図書館も今は電話で予約した分だけの限

定の貸出しになっています。 

 あと農林水産業関係の漁業センターや活性化センターも、地元の方の利用が

多いですが、地元の御了解が取れたところは休館になっています。 

 開いているのは切木の農漁民センター、放課後児童クラブがそこで運営され

ているということで開いているそうです。あとは、ほとんど休館になっていま

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） 

それでは、提案させていただいた件について御了解いただいてよろしいでしょ

うか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 ありがとうございました。それでは、そのように進めさせていただきます。 

○教育委員（篠原智文君） 

 一つ、実はこの前、長期間子どもたちが休んだときにも、子を持つ親から結

構子どもがゲームばかりしている子も多いという話も聞いて、前々回ですかね、

子どもの読書のことについてのお話をさせてもらったのですが、こういう事態

のため外で体育施設も使えないから、尚更このピンチを読書に触れるチャンス

にするというきっかけづくりでも何か出来ないかと思ってですね。 

 もちろん、学校図書館が休み前に貸出しをするということも当然アピールし

てもいいと思うし、公共図書館も電話で、ぜひ中学生にはこういう図書、小学

生にはこういう図書、あるいは高校生にはこういう図書をと、必読書とかお薦

めとか、そういうものを何らかの形で宣伝して、一つの本に触れる機会、チャ

ンスとして結びつけることができないかと思っていたものですから、何かそう
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いう手だてを少しでも各学校の学校図書館も含めて実施してもらえると、子ど

もたちにとっても、本当に家でじっとしている中でゲームだけではちょっと厳

しいんじゃないかと。 

○教育長（栗原宣康君） 

 今、篠原委員さんから言われた件について、図書館のほうで、この間確認い

たしましたら、既にホームページ上に上げているということでしたので、

ちょっと御紹介したいと思います。 

○教育副部長兼近代図書館長（櫻井実規子君） 

 お薦めの本というか、例えば、おはなし会でこういった本を紹介しましたと

か、そういったものを近代図書館のホームページがあるのですが、そこには

アップしています。 

 ただ、今、こういった時期で、私達もぎりぎりの状態でやっています。４月

１５日からですけれども、電話予約のみということに切り替えました。どうし

ても今は、臨時的に１階のロビーの所に上から線を引いて、本の予約を受付、

電話で予約してもらった分を取り置きして、来られたらさっと渡すだけの状態

にしています。 

 ただ、今言われたように学校が休みになると、また、そういった需要という

か、増えてくるかなとは思っているのですが、今のところはとにかく電話で

言っていただいて、その分を用意して、窓口に来ていただいたらお渡しすると

いうようなことを近代図書館と相知図書館で実施しています。 

○教育委員（篠原智文君） 

 対面を減らさなくてはいけないので、本当に難しいと思います。 

○教育副部長兼近代図書館長（櫻井実規子君） 

 そうなんです、その辺がぎりぎりの選択というか、３密を避けなくてはいけ

ませんので、手に取ってほしいとは思いますが、今はこういった感じで実施し

ています。ですが、またフェーズが、例えば、もっと唐津で発生などしたとき

は閉めざるを得ないかなというのも考えております。 

○教育委員（篠原智文君） 

 それは状況で、安全が最優先というのは重々分かっておりますので。 
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○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、ありがとうございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、これで臨時の教育委員会を終了したいと思います。ありがとうご

ざいました。 

 


