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令和２年９月２日臨時教育委員会会議録 

 

１ 日 時 

  令和２年９月２日（水）午後６時１４分から午後６時４３分まで 

 

２ 場 所 

  唐津市役所 大手口別館６階 教育長室 

 

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、教育企画

課長 中山誠、唐津幼稚園長 田島徳子、教育総務課係長 森德雄、教育

企画課係長 岡田和幸 

 

４ 議 題 

 (1) 議案 

   議案第３７号 唐津市立唐津幼稚園の閉園について 

          【原案どおり可決】 

   議案第３８号 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 

          【原案どおり可決】 

 (2) 協議事項 

   唐津市条例の廃止に関する条例の一部を改正する条例制定について 
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【臨時会】 

 午後６時１４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。 

○教育長（栗原宣康君） 

 お揃いですので、９月２日の臨時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。 

 提出議案について審議いたします。 

 レジュメをお開きください。 

 議案第３７号について、教育企画課から説明をお願いします。 

○教育企画課長（中山 誠君） 

 教育企画課でございます。 

 議案第３７号 唐津市立唐津幼稚園の閉園について御説明いたします。 

 これにつきましては、唐津市立幼稚園条例（平成１７年１月１日条例第２８

７号）第２条の規定に定める唐津市立唐津幼稚園の閉園について定めるもので

ございます。 

 提案理由といたしましては、唐津市立唐津幼稚園の廃止に伴い改正するもの

でございます。 

 本文を読み上げます。 

 唐津市立唐津幼稚園は、令和２年度末で閉園とする。 

 参考といたしまして、前回２７日の定例教育委員会で御審議いただきました

見直しについて、再度この内容を掲載させていただいております。 

 その次のページには現在の唐津市立幼稚園条例、設置等ですね、こちらのほ

うを添付させていただいております。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 ただいま教育企画課から説明がございましたが、御質問はございませんか。 

 ２ページの資料に見直しについてが載せられておりますが、様々な要因を検

討して民営化としたところ、そして、それからさらに、その後段に今回の考え

に至ったことについて理由を書かれてありますけれども、前回の教育委員会で
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それぞれに御検討、御協議をいただいておりましたので、何かございませんか。

よろしいですか。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 もう質問はないです。意見ですね。いろいろみんなで協議した結果、やっぱ

りデメリットのほうが大きいということで、令和２年度末の閉園もやむなしと

いうことで見直しをしましたので、今回もそういう意見で令和２年度末の閉園

というのは私は賛成いたします。 

○教育長（栗原宣康君） 

 ほかの教育委員さんもよろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、議案第３７号については御承認いただきました。 

 次に、議案第３８号について、教育企画課から説明をお願いします。 

○教育企画課長（中山 誠君） 

 教育企画課でございます。 

 議案第３８号 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でございます。 

 こちらの提案理由といたしましては、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第２６条第１項の規定により実施いたしました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・評価報告書を別紙のとおり作成いた

しましたので、御提案するものでございます。 

 報告書のほうを別冊子でお渡ししておるかと思います。 

 御説明をいたしますと、こちらのほうは先般協議させていただきましたもの

とほとんど同じでございますが、一部、２点ほど修正をさせていただいており

ます。 

 １点目が１１ページ、下段の表の運動会、体育大会等の欄の中で、令和元年

５月２６日、玉島小学校の運動会のほうが当初、坂本委員さんということで間

違えてうちのほうが記載いたしておりました。この分に対して宮﨑委員さんに

修正させていただいたものでございます。 
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 もう一点が１５ページ、これは削除なんですけれども、令和元年８月１日と

令和元年８月７日がございますが、その間に実は教科書選定の検討委員会に御

出席いただいておりましたが、こちらのほうは非公開ということで、行事自体

を削除させていただいております。 

 修正点に関しましては以上です。当方のミスがございましたこと、大変申し

訳ございませんでした。 

 今後の流れといたしましては、今回御審議いただいて御了承いただきました

ならば、今９月議会の会期中において、添付しておりますこの冊子を各議員さ

んのほうに配付させていただくという形になります。 

 私の説明は以上です。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、ただいま説明がございましたけれども、議案第３８号について、

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

いて何か御質問ございませんでしょうか。 

 様々な事業について、実績が目標値に達していないものには、特に年が明け

てからのコロナでいろんな活動ができなくなった部分もこの平成３１年度には

含まれていますよね。 

○教育企画課長（中山 誠君） 

 教育長、すみません。私のほうからちょっと補足をしたいと思います。 

○教育長（栗原宣康君） 

 はい、どうぞ。 

○教育企画課長（中山 誠君） 

 こちらのほうを委員の皆様方に御覧いただいて、一番最後のほうについてい

ます１７ページ以降、これが事業評価の根幹のところなんですけれども、御覧

いただいてお分かりになられるとおり、結構ボリュームが多うございます。 

 この中身につきましては、要は教育委員会として予算立てして執行している

ものをほぼ全て網羅しております。ただし、これにつきまして、今年度、評価

委員さんのほうからちょっと御指摘をいただきました。 

 と申しますのが、要は恒常的な、定例的というか、毎年やっているようなこ
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とについては省いて、そして、新たなこと、あるいは毎年やっている中でも

特に重要度が高いもの、そういうことで、要は焦点をしっかり、めり張りをつけ

た形での評価にして、本来大きなというか、評価に上げるべきものを重点的にす

べきではないかと。 

 それからもう一点、指標関連ですね。指標関連がどうしても、我々の言葉で

はストックとかフローという言い方をするんですけれども、今年度これをしま

したというのが多いんですね。 

 例えば、分かりやすい例でいうと、施設とかで、今年度の計画は何校でした。

それは予算どおりしました。ただ、これでは空調とか施設整備、大規模改造な

んかも入れるんですけれども、今、どれだけするべきものがあって、それを現

時点でどこまで終わっているのかというストック、今までやってきたことまで

含めたところの審議というか、協議というか、評価ができない指標になってい

るんじゃないかと。 

 今年決めたことを今年やりましたはいいんだけど、今までどこまでやってい

て、本来、これからやらなければいけないことがどれだけあるかというのを明

確──明確にというか、分かりやすく数字に表すのが指標じゃないのかなという

御意見を受けたので、これは来年の評価までの期間を使って教育委員会事務局

内部で検討して、来年度はおそらくありようがそういった意味で変わってくる、

また、変えなきゃいけないというところで御理解というか、お含みおきをいた

だければと思います。 

 以上です。 

○教育委員（篠原智文君） 

 今言われたことは、本当にもっともだと思いました。唐津市の教育にある目

標に対して全体的にどれだけできているのかというのを、予算の執行云々以上

にですね。まさにそのとおりだなと思いますので、来年度の見直しをよろしく

お願いします。 

○教育企画課長（中山 誠君） 

 ありがとうございます。 

○教育委員（坂本恭子君） 
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 ちょっと思ったんですけど、１３ページの行事の教職員研究論文等表彰式・

発表会がありますよね。例年、いつもほかの教育委員の方もみんな出席されて

いますよね。されていない人も、欠席される方もいますけど。 

○教育長（栗原宣康君） 

 １３ページの。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 栗原教育長と冨永委員になっていますけど、大体来てたと思います。大体毎

年行って…… 

○教育長（栗原宣康君） 

 皆さん揃われてた気がしますね。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 そうですよね。大体みんな出席していたとちょっと思ったんですけど。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 そしたら来てるね。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 そうですよね。 

○教育長（栗原宣康君） 

 来られていたように思います。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 私もさっきそう思っていました。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 毎年行っていると思います。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 私が行かないことはあるけど、昨年は私が審査員だったので行きました。２

人ともいらっしゃった。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 多分審査員の方の名前を書いてあるんでしょうね。発表会は行っているので。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 私もそう思っていました。 
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○教育委員（坂本恭子君） 

 ほかにどこか項目が…… 

○教育長（栗原宣康君） 

 これは何から拾っていますか。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 表彰式と書いてあるので。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 代表で書いてあるのかなと思ったのですが、出席はみんなしているよなと

思ったので、ちょっとすみません。 

○教育企画課長（中山 誠君） 

 そうですね。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 ほかはいろいろ全部書いてあったりするので、あれっと。 

○教育企画課長（中山 誠君） 

 それでは、その部分ですね、１２月２５日の教職員研究論文等表彰式・発表

会につきましては、事務局のほうでその旨修正させていただきます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 学校訪問は全部、来られた方も拾っているので、これはちょっとそしたら修

正してください。 

○教育企画課長（中山 誠君） 

 はい。 

○教育委員（篠原智文君） 

 今年は何日にあるんですかね。同じ日ですか、大体。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 大体クリスマス。 

 クリスマスは教育論文の日よね。 

○教育委員（宮﨑美和君） 

 そのあたりですね。 

○教育企画課長（中山 誠君） 
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 それでは、この箇所については事務局のほうで訂正させていただいて、提出

させていただくときに御了承いただいてよろしゅうございますか。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 すみません。多分昨年もずっとそれで掲載してあったんでしょうけど、今見

て、そう思いました。すみません。 

○教育長（栗原宣康君） 

 ほかありませんか。 

 そしたら、これについてはよろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、ありがとうございました。議案第３８号について御承認をいただ

きました。 

 ここで唐津市立唐津幼稚園の閉園について可決をいただきましたので、追加

協議の準備のために暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

午後６時３２分 休憩 

午後６時３８分 再開 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、休憩前に引き続き会議を始めます。 

 本日、唐津市立唐津幼稚園の閉園について可決しました。これに伴い、市長

から議会に条例議案が提出されることとなります。協議事項として条例案が追

加提出されましたので、協議を行います。 

 唐津市条例の廃止に関する条例の一部を改正する条例制定について、唐津幼

稚園から説明をお願いします。 

○唐津幼稚園長（田島徳子君） 

 唐津幼稚園でございます。１ページをお開きください。 

 唐津市条例の廃止に関する条例の一部を改正する条例制定について御説明い

たします。 
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 提案理由といたしまして、唐津市立唐津幼稚園の廃止に伴い改正するもので

ございます。 

 ２ページの条例案の概要を御覧ください。 

 この議案は、唐津市立唐津幼稚園の廃止に伴い、唐津市条例の廃止に関する

条例の一部改正につきまして、９月の定例議会に提案するものでございます。 

 改正内容といたしましては、唐津市条例の廃止に関する条例の本則に唐津市

立幼稚園条例を加えるものでございます。 

 また、関連条例といたしまして、幼稚園医、幼稚園歯科医、幼稚園薬剤師に

関する条例が２つございます。 

 １つは、唐津市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関

する条例でございまして、別表から幼稚園医と幼稚園歯科医の項を削るもので

ございます。 

 ２つ目は、唐津市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害

補償に関する条例でございまして、第１条中「小学校、中学校及び幼稚園」を

小学校及び中学校」に改めるものでございます。 

 なお、経過措置といたしまして、改正前に発生した公務災害の補償につきま

しては、従前のとおりとしております。 

 この条例の施行期日は、令和３年４月１日といたしております。 

 ４ページに新旧対照表を添付しておりますので、御参照いただきたいと存じ

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） 

 ただいまの説明について御質疑等ございませんか。 

 唐津市条例の廃止に関する条例に唐津市立幼稚園条例を加えるというのが１

つと、もう一つは、閉園に伴って関連条例の中から幼稚園の項目を抜くという

この２つですね。質問ございませんか。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、この条例案につきましては、このとおり市長から議会に提出され
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ることとなりますので、手続をお願いします。 

 そのほかには何か教育委員の皆さん方からございませんか。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 特にありません。 

○教育長（栗原宣康君） 

 それでは、これで臨時教育委員会を閉会いたします。大変ありがとうござい

ました。 


