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令和２年４月定例教育委員会会議録 

 

１ 日 時   

令和２年４月２３日（木）午後２時００分から午後２時５５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、坂本恭子、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、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１８号 唐津市奨学基金条例施行規則の一部を改正する規則の制定 

について 
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          【原案どおり可決】 

議案第１９号 唐津市教育支援委員会委員の解嘱及び委嘱について 

          【原案どおり可決】 

議案第２０号 唐津市いじめ問題対策委員会委員の解嘱及び委嘱について 

          【原案どおり可決】 

議案第２１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】 

議案第２２号 唐津市社会教育委員の委嘱について 

          【原案どおり可決】 

議案第２３号 唐津市青少年支援センター運営協議会委員の解嘱及び委 

嘱について 

          【原案どおり可決】 

議案第２４号 唐津市都市コミュニティセンター運営委員会委員の解嘱      

及び委嘱について 

【原案どおり可決】 

  

 (2) 協議事項 

  ① 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価の実施方針につい  

て（教育企画課） 

(3) 報告事項 

  ① 教育長報告 

  ② 各課報告事項 

・共催及び後援について 

  ③ その他 

   ・教育委員会行事予定 

   ・令和２年度唐津市小中学校春予定の運動会・体育大会の実施について    

   ・臨時休館について 

 (4) その他 

 



- 3 - 

【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冨永委員を指名した。 

 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） 

 それでは、皆様こんにちは。ただいまから４月の定例教育委員会を始めたい

と思います。 

 それでは、議案のほうに入っていきたいと思います。 

 議案第１８号、事務局お願いします。 

○学校支援課長（渡邉鯉恵子君） 

 学校支援課です。議案第１８号 唐津市奨学基金条例施行規則の一部を改正

する規則の制定についてでございます。 

 提案理由としましては、新型コロナウイルス感染症の影響で、休業、離職、

会社の倒産及び所得の減少等により家計が急変し、就学困難となった者を対象

に奨学生を追加募集するため、改正するものです。 

 改正内容ですが、令和２年度に限り、奨学金を受ける高等学校、中等教育学

校及び高等専門学校並びに専修学校に在学する者の人員について、「２４人以

内」を「６０人以内」に、また、大学については、対象者が「入学する者若し

くは大学の第３学年に編入する者」とあるのに「在学する者」を加え、奨学金

を受ける人員について、一般枠の「１９人以内」を「６０人以内」と改正する

ものです。 

 あわせて、別表第３条関係の高等学校等の支払いの時期につきまして、「毎

学年の初め」とあるのを「毎学年の年度中」と改正するものです。 

 以上です。 

○教育長（栗原宣康君） 

 先ほど提案理由でありましたとおり、この新型コロナウイルス感染症で非常

に厳しい状況にある子どもたちや家庭を支援しようということでの提案でござ

いました。 



- 4 - 

 新しい委員さんなどいらっしゃいますので、金額とかも併せて言っていただ

けますか。 

○学校支援課長（渡邉鯉恵子君） 

 通常ですと、金額は、高校等は１年度につき２０万円、大学等は一括で６０

万円を貸し付けることになります。これは無利子です。 

 返還に関しましては、卒業の１年後から返還が終了するまで、毎月月額１万

円を払っていただくというのが原則になっています。 

○教育長（栗原宣康君） 

 大学、専門学校等は一時金で６０万円ですね。高校の３年、または高専の５

年が、１年間に２０万円ずつということですね。ですから、６０万円の場合は

５年間で返すということになりますね。 

 何か御意見や御質問はございませんか。 

○教育委員（篠原智文君） 

 質問ですが、財源は基金ですか。それにはゆとりがあるということですね。 

○学校支援課長（渡邉鯉恵子君） 

 今回、人員を６０人以内としたのは、一応シミュレーションは行いまして、

今現在、現金ベースでいいますと１億８，０００万円程度あるんですけれども、

この後、今年度の貸付けを６０人にするというのと、既に貸付けを決定して、

まだ高校生の在学中の方、それから、今後募集人員一杯一杯でずっと貸付けを

していったとした考えの中で、返還金の中に若干の滞納もあるだろうというこ

とを考えながら試算した結果、１０年後になったとしても、預金の残高が３分

の１程度に一回落ち込みます。しかし、それからは徐々に上昇していくという

形が見えましたので、運営はできると考えて、最大６０人以内であれば、この

制度が今後も継続的に運営できるだろうという予想で判断し、提案しているも

のです。 

○教育委員（篠原智文君） 

 分かりました。 

○教育長（栗原宣康君） 

 他にありませんか。 
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この規則改正は、３ページの４にありますように令和２年度限りということ

での取り組みでございますので、この後、またこのようなことがあれば、その

ときに考えることになると思いますが、元々の枠の中でと来年度から戻ると

思っているところです。では、第１８号、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、ありがとうございました。そのように進めさせていただきます。

２の協議事項に参ります。教育企画課お願いします。 

○教育企画課長（中山 誠君） 

 教育企画課でございます。協議事項です。 

 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価の実施方針について御協

議願います。資料は、議案集の５ページ以降になります。 

 こちらは例年行っているもので、大まかに言いますと、事務局で所定の事務

事業について自己評価を行いまして、それについて４名の有識者の方によりま

して意見聴取をさせていただきます。そして、そこから浮かび上がった問題点、

課題点等につきまして、また事務局で改善策を検討して、一通り形にしたとこ

ろで、教育委員会で御決議、その後、市議会へ提出、そして、市民への公表と

いう形で、要は内部事務の点検・評価、それから改善について検討状況をオー

プンにするということで行っております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 まず、制度の概要ということですけれども、そこにございますとおり、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条におきまして、「教育委員会は

毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行

い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表

しなければならない」との条文に基づきまして実施をしております。 

 ２番になりますが、点検評価の項目ということで、大きく分けて２つござい

ます。 

 １つ目が教育委員会の活動状況、こちらは教育委員の皆様方によりまして、

今回の定例教育委員会、臨時教育委員会の会議の運営状況や、各種学校行事な
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ど、どれくらい参加されているかの状況、そういったものが１つ。 

 ２つ目、こちらが一番大きなところになるのですが、唐津市教育の基本方針、

あるいは教育大綱に重複する形で６項目、重点項目がございます。この各６項

目に従って教育委員会事務局の事務事業、こちらをカテゴライズいたしまして、

その中で、まず先ほど申しましたとおり自己評価を行っていくという形になり

ます。 

 ３番の実施方法につきましては、見開き右の７ページのフローチャートが分

かりやすいと思いますので、こちらで説明いたしますと、半分より下、右のほ

うに１番、２番、３番、４番、５番とありますが、上のほうで先程申し上げた

重点６項目について各事務事業を区分いたしまして、それについて評価を行う

と。 

 １番で自己評価の実施、これは事務局で行います。これにつきましては、４

月から７月くらいまでの間で行います。 

 そして、２番ですが、有識者からの意見聴取、こちらも例年８月ぐらいに

行っておりますが、毎年選任させていただいております４人の委員にお願いい

たしまして、各課について委員からヒアリングを受けまして、そのディスカッ

ションの中で問題点、課題点について協議というか、浮かび上がらせていくと

いう形になります。 

 それを経まして、同じ８月くらいになると思いますが、３番の改善策の検討、

そこで浮かび上がった課題に対してどういった方向性を持って取り組んでいく

のかということを検討いたしまして、文言化いたします。 

 ここにはございませんが、それが終わったところで、いつもは８月の定例教

育委員会のほうで素案といいますか、そこまでの結果をお示しさせていただき

まして、８月のこの場で御協議いただくと。その中で、全体的によしであれば

いいのですが、その場でも当然御意見等出てくることがありますので、それに

ついて取りまとめた上で、９月の上旬に書面決議という形で教育委員の皆様方

の御決議をいただきます。 

 それを経た上で、４番になりますが、市議会への提出と。議会に報告いたし

まして、ホームページ上で市民への公表という形になります。 
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 ８ページと９ページについては、先程申し上げたフローチャートの細かい説

明文ですので、割愛させていただきます。 

 私からは、行政評価の実施方針についての説明は以上でございます。御協議

よろしくお願いいたします。 

○教育長（栗原宣康君） 

 これまでも教育委員会の事務の管理や執行状況についての点検・評価につい

ては毎年実施をさせていただいていたものですけれども、これについて何か御

意見、御質問はございますか。 

○教育委員（冨永祐司君） 

 特にありません。 

○教育長（栗原宣康君） 

 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、御協議ありがとうございました。これで、さらに進んでまいりた

いと思います。 

 ３の報告事項に参ります。 

 今回、教育長報告は、私の外での会議や行事等のほとんどが中止になって参

加をしていません。先日からコロナ感染症対策について、教育委員の方々にも

お集まりいただいたり、いろいろと御意見をいただいたりしました。 

 ２１日の火曜日から学校が臨時休業ということで進んでまいりましたけれど

も、３月の休校と同じく、朝８時１５分から１４時まで、児童クラブを希望す

る子ども、また、自宅で保護者と過ごされることが難しいところは学校に来て

もらっていいですよと案内をしていましたが、その状況について報告をしたい

と思います。初日は小学校が７５３名。中学校が９名。次の日、昨日は小学校

が６９０名、中学校が６名で、本日は小学校が６８６名、中学校が６名という

ことで、おおよそ小学生は１０％ですね。初日は１１％ありましたが、１０％

程度。そして、中学生は０．２％程度の数で登校しているということです。 

 ３月の状況でいきますと、最初、小学校は１，０００人ほど来ていました。
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児童クラブの子どもに登録しているのは約２，０００人で、その半数程度が最

初来ていましたけど、最終的に３月２３日は８１０人ほどだったんですね。８

００人超だったのですが、それが今回さらにちょっと少なくなったかなという

感じの数です。もう少し少なくなることも考えていましたが、家の状況ではな

かなかやはり、お家の方が見られるのは難しい家庭もあるのかなという状況が

ここで見てとれる状況です。 

 また、登校日の設定につきましては、各学校で１回程度、もしくは２回でも

構わないし、学校の状況によっては設定しないこともありますと御案内をして、

できたら中学校区ごとに日程を合わせてというようにしていましたけれども、

各学校、状況は様々で実施をしているようです。やり方も学校によって、この

期間の子どもへの連絡の仕方、あるいは登校日の在り方についても、学校で工

夫してやられているように報告を受けているところです。 

 ５月７日の再開は、感染の状況が収まって再開ができることを期待している

ところですけれども、また続けて感染者が昨日、今日と発生、陽性者が出てい

るという状況で、県や他の市町と連絡を取りながら、５月７日以降のことにつ

いては早く決定をしていきたいと思っております。 

 何かコロナ感染についてございましたら、教育委員さんのほうから。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 放課後児童クラブですけど、人数で先ほど教育長が言われたように１０％程

度ということで、数字の上ではですね。 

 でも、知人に聞いたところ、放課後児童クラブを通常やっているところは教

室が決まっているじゃないですか。そこに４０人位がわっと行くと。そのあた

りを学校で考えてもらいたいということを聞きましたので、ああ、そういう状

況はちょっと怖いねという話をしたところでした。 

○教育長（栗原宣康君） 

 もともと、このくらいの人数だったらこの部屋でという割り当てをしている

わけです。今がその数で言ったら、児童クラブはパーセンテージだと４０％程

度でしょうか。前回の段階でも３分の１程度だったので、それまでの状況と比

べたら、今は３密からはやや状況はよくなっているのかなと。 
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 もともと児童クラブで最初から過ごしてもらう計画で、３月のときも計画し

ておりましたけれども、３密を避けるために学校で午後２時までとしているわ

けですね。そこでは広い所で、ごく少数の子どもたちが来ていまして、その後、

午後２時以降に児童クラブへ行っているのですが、児童クラブはもともと２，

０００人程で、自宅で過ごしている子も含めて今来ているのは六百数十名です

から、各児童クラブの状況からしたら、かなり少なくはなっているんだろうと

思っていますけれども、やはり保護者の方も児童クラブの人数の過密状況につ

いては心配をされているようです。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 そうですね。登録は先ほど２，０００人と言われていましたけど、来る子ど

もは少なくなっているんですね。 

○教育長（栗原宣康君） 

 はい。 

○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。 

○教育長（栗原宣康君） 

 他にありませんか。 

 とにかく、まずは大人の人たちの動きが止まってといいますか、大人の行き

来が少なくなって、そして、子どもたちの動きも少なくなってということで、

終息に向けてのモーメントがだんだん大きくなっていくといいなと思いますけ

ど、学校はきっと子どもたちを待っていますし、子どもも行きたいと思ってい

ることは間違いないので、できるだけそのように近づくことを願っていたいと

思います。 

 また、ありましたらどうぞ。 

○教育委員（篠原智文君） 

 質問ですが、今、学校に子どもたちが部分的に登校してきているということ

ですけど、職員については、７割、８割削減と政府も言っていますが、自宅勤

務とか、そのようなこともされているわけですか。 

○教育長（栗原宣康君） 
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 はい、伊藤課長から報告をいたします。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 学校教育課の伊藤でございます。在宅勤務につきましては、本日から５割程

度の出勤ということでお願いをしているところです。ただし、登校日につきま

しては、その限りではございません。 

 ５割の方が休まれるときに在宅勤務もできるように、自宅へ出張させるとい

う方法を県が取ってよいということでしたから、その方法を市からも取ってよ

いということで、今、通知をしているところでございます。 

 各学校、もう少し休みを増やしたいということで、５割より出勤を少なくし

ている学校も聞いていますが、それぞれ対応しながら、できるだけ３密になら

ず、学校で勤務せずに自宅でできるような方向へ進めているところです。 

 あわせて、福岡県等から出勤している職員につきましては、可能な限り自宅

へというようにしておりますが、まだ学校が動いているところがありますので、

完全に自宅へというところまでは来ておりませんけど、配慮しながら、今、進

めているところです。 

 以上でございます。 

○教育委員（篠原智文君） 

 分かりました。 

○教育長（栗原宣康君） 

 教職員課のほうから県下一斉に県立学校に対してそのことの通知がございま

して、併せて市町の教育委員会に通知があって、それに準じて、うちのほうで

も在宅勤務について取り組むよう学校に通知をしたところです。よろしいです

か。 

○教育委員（篠原智文君） 

 分かりました。 

○教育長（栗原宣康君） 

 他、何かございましたら、また後ほど出してください。先へ進みたいと思い

ます。（２）の各課の報告事項に参ります。教育総務課、よろしいですか。 

○教育副部長兼教育総務課長（林山弘美君） 
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 教育総務課でございます。１０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３件、後援が８件、合計１１件でござ

います。 

 行事名、主催者名等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） 

 予定されている行事が、全て予定通り行える状況であるとよいなと思いなが

ら見ているところです。おそらく委員さん方も同じだと思いますけど、よろし

いですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 (３)のその他に参りたいと思います。 

 行事予定についてです。 

○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。１１ページをお願いいたします。 

 教育委員会の令和２年４月２３日から令和２年５月３１日までの行事予定で

ございます。 

 ４月３０日と５月１日の春季定期総会、校長・統括事務長会は中止となって

おります。５月１１日月曜日の学力向上運営委員会、これについては延期と

なっております。そのほか、５月１９日の学力向上研究会は、午前中の部は縮

小、午後は中止となっております。５月２１、２２日の全国都市教育長協議会

定期総会並びに研究大会山口大会、教育長出席でしたが、これは中止となって

おります。 

 そのほかについては一覧表のほう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） 

 県の大会、それから全国の大会、直近になって中止と言ってまいりましたの
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で、表にそのまま残っていますけれども、無くなりました。また、うちで主催

する学力向上運営委員会の延期、それから、研究会については縮小で進めてま

いりたいと思います。 

 それでは、行事について、もう一つ、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。令和２年度唐津市小・中学校春予定の運動会、体

育大会の実施について、４月２１日現在のものを載せています。 

 期日を変更したところが多くございます。丸のついていない４番、高島小学

校、６番、湊小学校、１１番、納所小学校、１３番、馬渡小学校、１５番、小

川小学校、５番、厳木中学校、６番、馬渡中学校、８番、小川中学校が５月実

施の予定と上がっておりますが、現在、臨時休業に入りましたので、恐らく変

更していくものと予想しています。 

 確認はこちらで取ってまいりますが、従来であれば教育委員さんの御出席を

お願いしていたところですが、今回につきましては、残念ながら、来賓等をま

ずお呼びすることはできませんので、お控えいただくことになると思います。 

 秋には子どもたちの姿を見せられたらいいなと思っていますが、状況を見な

がら、御案内を差し上げていきたいと思っています。 

 以上でございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 ありがとうございました。 

 一番下に表がございますが、小学校は学校数３３校のうち、春の運動会の予

定は１６校だったのですが、期日を見直した学校が１１校あったということで

す。中学校については、春が９校予定していたところ、６校が期日を見直した

ということになります。 

 実際、これで秋に予定していた修学旅行と日程が近づいてしまった学校がか

なり増えてまいりましたので、学校運営上、あるいは行事への取組の上で、か

なりタイトな日程になってきているのかなという学校が増えている状況です。 

 それからあわせて、表の右側に、校区の運動会と一緒にやっていたところが

ございますが、校区の分は中止を決められたところがかなり多いように思いま
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す。これは春予定の学校だけ上げていますが、ここに上がっていない秋予定の

学校で校区の運動会が春にあるというところが、それを中止されているように

聞いているところです。 

 よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 

 ありがとうございました。 

 では、そのほか報告事項はどこかございますか。市民センターも含めて何か

ありましたらお願いします。 

 図書館お願いします。 

○教育副部長近代図書館長（櫻井実規子君） 

 近代図書館です。近代図書館は、４月２２日から５月６日まで臨時休館をし

ております。 

 そして、美術ホールの開催予定の分ですけれども、４月１８日から５月１０

日まで、唐津市所蔵品展「唐津うつわの美－献上唐津を中心に－」ということ

で予定をしておりましたが、これにつきましては、３月上旬ぐらいにできたら

いいなということで予定をしております。 

○教育長（栗原宣康君） 

 年が替わってということですね。来年ですね。 

○教育副部長近代図書館長（櫻井実規子君） 

 来年です。 

 予定をしておりました分については、中止だったり、延期だったりで、なか

なか思うように開催ができないところでありますけれども、できるようになっ

たらまたお知らせをいたしますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○教育長（栗原宣康君） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（栗原宣康君） 
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 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ございますが、５月２８日木曜日午後２時か

らここでの開催に予定をしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 唐津市教育の日のことについては。 

○教育長（栗原宣康君） 

 それは、学校教育課から併せて説明をお願いします。 

○学校教育課長（伊藤春雄君） 

 前回の臨時教育委員会の折に唐津市教育の日については話を進めていただき

ました。 

 ここに載せている文書は、学校、それから幼稚園に通知した文書ですので、

内容につきましては、お読みいただきたいと思っていますが、簡単に言います

と、６月１４日、本年度唐津市教育の日は、子どもは学校に出てきて給食を取

りますが、そこで行われている学校行事等につきましては、学校長が判断をし

て、無理をなさらないようにというところでの通知文になっています。 

 以上でございます。 

○教育長（栗原宣康君） 

 よろしいですか。 

○教育委員（坂本恭子君） 

 はい。 

○教育長（栗原宣康君） 

 ほかにございませんか。 

それでは、４月の定例教育委員会をこれで終了いたします。ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 


