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令和 2 年 12 月定例教育委員会会議録 

 

日 時    令和 2 年 12 月 25 日（金）午後 2 時～午後 3 時 37 分 

出席委員氏名 松本教育長、酒見委員、松永委員、西山委員 

欠席委員氏名 山口委員 

出席を求めた事務局職員  

 教育部長（多久島）、教育副部長兼教育総務課長(梶原)、 

学校教育課長(中尾)、生涯学習課長（中尾）、スポーツ課長（春田）、 

市民図書館副館長(末次)、施設営繕課長（吉永） 

議案等    報告第 17 号 伊万里市会計年度任用職員の任用について 

報告事項   令和 2 年伊万里市議会第 4 回定例会の報告について 

傍聴者     無し 

開 会 

教育長    あいさつ 

議事録署名者の指名 松永委員、西山委員 

教育長     前回会議録の報告をお願いします。 

事務局     11 月定例教育委員会の概要を報告します。 

11 月 26 日、教育長及び委員全員出席のもと第 3 会議室において 

開催しました。議事録署名者として酒見委員、山口委員を指名し、 

前回会議録の報告を求め、承認をしたあと、教育長の報告を受け、 

議案・議事の審議に入りました。 

  報告第 15 号 令和 2 年伊万里市議会第 4 回定例会議案に対する

教育委員会の意見について、報告第 16 号 伊万里市会計年度任用

職員の任用について、以上 2 件の報告を行いました。次に 12 月定

例教育委員会の日程について協議し、12 月 25 日 金曜日、午後 2

時から第 3 会議室で開催することとし閉会しました。11 月定例教育

委員会の詳しい内容につきましては、お送りしました会議録のとお

りです。 

教育長     前回会議録の報告について質問等はありませんか。（「なし」の声） 

承認してよろしいでしょうか。（「はい」）の声）承認とします。 

次に教育長の報告です。報告の１点目、12 月 4 日に開会した定

例市議会は 23 日に討論・採決があり終了しました。議会について

は部長から報告があります。 

2 点目に、令和 2 年秋の叙勲で、元教育委員長の平山幸彦氏が瑞

宝双光章を受章されました。本来なら東京で受章式が行われるとこ

ろですが、新型コロナの影響で中止となり、12 月 7 日に佐賀城本丸

歴史館で伝達式があり、その日報告に来られました。例年であれば、

元教育委員長の叙勲の栄誉ということで、祝賀会を開催すべきとこ
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ろですが、延期にしています。 

3 点目に、伊万里中学校の南棟舎が完成し、新棟舎の普通教室を 

12月 21日に委員さん方にも視察してもらいました。狭いところに、 

あの幅、あの高さで一棟がきちっと建っているのが不思議に思えま 

す。昨日と今日で引っ越し作業をしていて昨日は生徒たちが、今日 

は教育委員会からもたくさん手伝いに行ってもらっています。3 学 

期から新しい校舎で授業が始まり、その後旧棟を解体して、北側の 

特別教室棟が建設されます。楽しみに待ちたいと思います。 

 4 点目に、11 月 27 日に総合教育会議があり、滝野校の統合閉校 

の件、黒川幼稚園の閉園の件について方針をいただきました。そ 

の日の決定を受け、12 月 3 日に経営会議を開いて正式に決定し、23 

日に議会の全員協議会で報告しています。滝野校はすでに準備委員

会が立ち上がっていますので、統合閉校に向けて、黒川幼稚園は現

在のところ令和 4 年度までいくということで次年度を迎えようして

います。見守りをお願いします。 

 最後の報告は昨日 12 月 25 日の伊万里市教育研究大会です。委員

さん方には各学校で参観していただきました。いかがだったでしょ

うか。実行委員長も言っていましたが、まさか１年前にはこんなこ

とになるとは思いもよりませんでした。このあとは確かにこういう

新しい社会が加速的に進んでいくのかなと感じました。先生方にも

しっかり伝わったかなと思いました。市民会館や市民センターの檀

上から話すより映像の方が参加者に近かったのではないでしょう

か。新しい時代が来るのを感じました。 

コミュニティスクールについて、根幹の部分の話をしてもらいま

した。それぞれの学校、地域でしっかり熟議を重ね、創り上げてい

かなければならない、誰かがするだろうという思いでは絶対うまく

いきません。自分が引っ張っていくぞという思いをもって関わって

くれて初めて成り立つと感じますので、先生方に意識していただき

たいと思います。コミュニティスクールに対してもご意見等をいた

だきながら進めていきたいと思います。報告は以上です。ご意見、

ご質問等はありませんか。 

Ａ委員     伊万里中学校の視察ありがとうございました。懐かしく、また、

新しい教育が始まるのだなという思いで見させていただきました。 

       子どもが入ったらどういう様子になるかなと思いながら見ました。 

市教研大会の 2 つの題材は、どちらも今からの伊万里が持ってい 

る課題であり、未来の子どもたちのために自分がという思いを、私

自身が、教員自身が持たなくてはならないと思いました。次年度か

ら有田と一緒にやっていく課題もあると感じました。子どものため
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にという言葉が生きた教育大会になるように、応援していきたいと

思いました。 

Ｂ委員     市教研大会は山代西小学校で聴きました。時間が限られて急ぎ早

でメモがとりづらかったです。コミュニティスクールについては、

先生方もまだよくわからない様子でした。各町の区長さん方の意識

も変えていかなければならないと思います。コミュニティスクール

はまちづくりにつながるという話があり、まさにそのとおりだと思

っています。学校を取り巻く地域が、どこまで関われるかというこ

とが課題だと思います。 

Ｃ委員     伊万里中学校の普通教室は横長で、今後このようなタイプになっ

ていくのだなと思いました。北側の校舎ができるのが楽しみです。

市教研大会は立花小学校で視聴しました。GIGA スクールについては

どう使っていくか、ドリル的な使い方はいいと思いますが、授業を

いかに生徒に残すか、やはりノートなりというところになってきま

すので、教員は考えながら進めていかないといけません。楽しみな

がらやっていただければ発展していくと思います。コミュニティス

クールについてはリーダーシップを発揮する人が必要です。リモー

ト開催はおもしろかったですが、パワーポイントの画面が小さくて

見えにくかったです。 

教育長     教育委員会事務局の皆さんにもぜひ見てもらいたいです。放映が

ありますので見てください。 

それでは議案・議事の審議に入ります。報告第 17 号 伊万里市

会計年度任用職員の任用について、説明をお願いします。 

市民図書館副館長  （報告第 17 号について説明） 

教育長     ご質問、ご意見等はありませんか。（なし）次に進みます。 

報告事項 令和 2 年伊万里市議会第 4 回定例会の報告について、 

事務局から説明をお願いします。 

教育部長    報告事項 令和 2 年伊万里市議会第 4 回定例会の報告について、 

報告を行ないます。12 月 9 日の本会議議案質疑で、議案乙第 36 号 

令和 2 年度伊万里市一般会計補正予算（第 11 号）について、教育

関係予算について 4 名の議員から議案質疑がなされました。まず加

藤議員から図書館駐車場の整備について、アスファルト舗装以外の

選択肢がなかったのかという質問でした。舗装改修計画については

他の工法も選択肢に含め検討し、経済性や施工性等を比較し、予算

の範囲内で対応できるということでアスファルト工法を採用した

と回答しています。駐車場に植栽の予定はあるのかということで、

植栽の予定はありませんが、図書館フレンズの皆様から要望が上が

っているということで、どこに植えるのが適切かも含めてしっかり
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話をして工事にかかりたいと回答しています。次に梶山議員から、

市民図書館は都市計画区域内にあり駐車場法の届け出が必要では

ないかということで、駐車場法における届け出が必要な場合は、都

市計画区域内にあること、道路敷地外に設置され一般の人が自由に

利用できること、駐車できる部分の面積の合計が 500 ㎡以上あるこ

と、利用者から料金を徴取するもの、これらすべてに当てはまる場

合であり、市民図書館駐車場は料金を徴収しませんので届け出の必

要はありませんと回答しています。整備後の駐車台数が 101 台にな

ると思うが、身障者用駐車場は何台計画しているかということで、

佐賀県福祉のまちづくり条例では駐車台数 50 台に付き 1 台設置す

ることが望ましいとされており、改修後は 3 台必要であり既存が 1

台あるので新たに 2 台設置する計画であると回答しています。盛議

員からは、図書資料購入費に 300 万円上がっているがいくらで予算

要求したのかという質問で、500 万円要求し 300 万円の査定がなさ

れたと回答しています。また駐車場整備について図面がついておら

ず残念、今からでも配布できないかということで、図面は予算概要

書に通常、添付していますが、その掲載基準も含めて財政課と協議

していきたいと回答し、今回は 12 月 14 日の一般質問初日に全議員

に配布しました。次に中山議員から、散弾銃射撃場環境調査事業の

財源について、全てふるさと応援基金からの繰入金が充当されてい

るが、一般財源を投入してでも早期に問題解決を図るべきではない

かということで、総合政策部で回答し、現在はすべて一般財源にた

よるしかないが、今後は特別交付税や有利な起債が使えないかを含

めて国に働きかけていきたいと回答しています。散弾銃射撃場の鉛

汚染問題に対する副市長の考えをということで副市長に回答を求

められました。地域住民の皆さまの不安を解消するためにも早期に

解決すべき問題と考えているが、厳しい財政状況を勘案すると一気

に事業を進めることは難しく、10 月 6 日に開催された第 8 回伊万里

市散弾銃射撃場環境対策検討委員会において、これまで検討してい

た大型沈砂池の整備に先行して汚染土壌の撤去を行うこととし、特

に鉛の含有量や溶出量の大きいエリアから汚染土壌の撤去に着手

し、水質検査を引き続き行うなど経過観察を行いながら、順次撤去

エリアを拡大していくという方針について確認を得たということ

で、市全体の限られた予算の中で財源を捻出しながら事業の進捗を

はかっていくが、ふるさと応援基金繰入金のほかにも一般財源等も

活用しながら早期解決に努めたいと回答されています。 

次に 12 月 10 日の公共施設最適化調査特別委員会で、伊万里市立

学校規模適正化協議会の議論について報告しました。滝野校の統合
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については 11 月 5 日に第 2 回滝野地区説明会を行い、令和 4 年 4

月に滝野小学校は東山代小学校と、滝野中学校は国見中学校と同時

に統合することとし、令和 3 年度を閉校準備期間とするということ

で了承を得たところです。11 月 27 日の総合教育会議、12 月 3 日の

経営会議を経て最終的に決定し、12月 4日に準備委員会を開催して、

閉校事業部会と統合通学対策部会を立ち上げましたと報告しまし

た。 

本会議一般質問では、14 名の質問者のうち 8 名の議員が教育関係

の質問で、12 月 14 日の 1 日目は、2 番目質問者の前田邦幸議員で、

市立学校の規模適正化について、学校規模適正化協議会での昨年度

から今年度にかけての協議の状況はということで、児童生徒数の減

少や校舎の老朽化等を踏まえ平成 25 年度以来 6 年ぶりに協議会を

再開し、昨年度 3 回開催し、「滝野中学校は国見中学校と統合する。

あわせて滝野小学校は東山代小学校と統合する。」という最終答申

が出されました。今年度は市で検討している公共建築物個別施設計

画のうち、学校教育系施設再配置計画案をもとに中央部は小学校単

位、周辺部は義務教育学校による統合とする、校舎の老朽化が著し

い大川小学校と松浦小学校を東陵中学校と統合し、義務教育学校と

する、複式学級を解消するため牧島小学校と山代西小学校について

中学校区を基本として統合する、この 3 点について教育的視点から

協議を行なっていると回答しています。今年度は 2 回開催しており、

次回の第 3 回協議会で一定の方向性を見出し、来年度に答申を出せ

ればと考えていると回答しています。次に、統合の考え方と進め方

ということで、10 年 15 年先を見据えた議論をするべきではないか

ということで、生徒数が少なく部活動も減っていることから、山代

中学校は国見中学校と統合すべきではないかと質問されています。

これについては、地域の意見として山代中学校と国見中学校の統合

を希望する意見があることは聞いていますが、今後の協議では義務

教育学校による統合を基本とするが、教育的効果という観点から国

見中学校との統合も含め幅広い協議を行いたいと考えている、また、

今年度から今後の伊万里市立学校の在り方について市全体の協議

も行っているところですと回答しています。次に、東山代小学校の

耐震化について、市長回答として、耐震化を統合時期に合わせるべ

きではなかったのかということで、東山代小学校の改築については

伊万里中学校の整備後に速やかに工事に着手する旨をこれまでも

説明してきており、令和 6 年度の完成を目指して進めているところ

であり、このような中で 11 月 5 日の滝野地区説明会において地元

了承をいただき、12 月 3 日の経営会議で令和 4 年 4 月 1 日に統合す
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ることが決定したので、結果として学校の改築よりも統合が早くな

ったということで、統合には間に合わないが伊万里中学校の整備後

速やかに東山代小学校の改築に着手できるよう進めてまいりたい

と回答しています。 

12 月 15 日は 4 人の議員から質問があり、6 番目質問者の盛議員

は、児童生徒の健やかな成長のためにということで教育長から回答

いただいています。学校図書館について、学校長に学校図書館長の

辞令が出されたことによりどのような変化があったかという質問

で、学校図書館長の任命は平成 29 年度から始まり 4 年目となり、

次のような変化がみられたということで、校長自身が教職員へ、今

まで以上の学校図書館の環境整備や児童生徒が図書館を活用した

学習を積極的に呼びかけたため、学校図書館を積極的に活用してい

こうという教職員の意識が高まったこと、次に、自ら全校朝会や給

食時間に児童生徒に読み聞かせを行う校長も見られ、読書活動の推

進につながりましたと回答しています。また、GIGA スクール構想が

進む中、学校図書館に求められる方向性と考えはということで、学

校図書館はこれまでと変わらず活字に親しむところ、心の栄養を得

る書物との出会い、調べ学習での利用等、子どもたちの拠り所とし

て大切な場所であると考えていると回答しています。次に中学生の

制服についてということで、女子生徒の制服にスラックスをとりい

れることの議論はなされているかということで、県内各市でも検討

されており、本市では市内中学校校長会を中心に制服に係る検討委

員会を設置している、現在市内 8 校中１校、啓成中学校が、4 月か

ら女子生徒の制服をスカートとスラックスから選択できるように

し、生徒や保護者、新入学説明会でも紹介しているところです。各

学校においても検討委員会を開催し、生徒、職員、保護者の意見を

聞きながら意識をもって取り組んでいただきたいと回答していま

す。また生徒間で議論ができる場が必要ではないかということで、

各学校の生徒会が主体的に考え自由に意見を出せる場も必要だと

思う、それぞれの学校で生徒や保護者の意見を集約し、状況を把握

したいと回答しています。 

次に 7 番目質問者の力武議員です。林業研修センター・木工芸セ

ンターについてということで、木育活動について教育長回答を求め

られました。食育、農育、木育を含めた自然を学ぶ教育についてど

う考えるかということで、市内のある小学校では 3 年前に森林組合

の方から椎茸栽培について学び、今年椎茸を収穫することができた

ことを紹介し、実際に自然を学ぶ教育は子どもたちに鋭い感性や自

然への親しみ、環境問題に対する理解を育むものであり大変重要な
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教育だと考えていると回答されています。次に留守家庭児童クラブ

の児童支援についてということで、令和元年 12 月議会で幼保連携

について質問をされ、児童の情報を得るために同意書を取ることに

ついて十分な連携に至っていないという回答であり、その後、同意

を得ることについての協議、検討の状況はということで、昨年度末

からの新型コロナウイルス感染症の対応等に追われたこともあり、

協議検討には至っていない状況であると回答しています。申込時に

支援員が保護者や児童と面接して情報の把握に努めるとのことだ

ったが、実際にできているのかということで、新一年生や新たに利

用する児童の申込受付の際に支援員が保護者や児童との面接、聴き

取り等により情報の把握に努めるようにしており、利用開始後にお

いても支援員が気になる児童は送迎時に保護者と面談を行うなど、

児童に応じた受入ができるよう常に情報把握に努めていると回答

しています。来年度の募集に向けて情報収集対策はどのようにする

のかということで、来年度申込は 11 月 18 日から 12 月 9 日までに

行なっており、議員が他市の例で、申込書に児童の状況を記載する

欄が１ページほどあるものを紹介されましたが、すでに申込書が提

出されていますので、今後については再来年度に向けて参考にし、

申込書の記載内容を変更していきたいと回答しています。支援が必

要な児童に対する児童クラブでの支援対策についての市長の考え

はといことで、市長は 10 月 29 日に支援員との意見交換会に参加さ

れ、支援を要する児童が増えて対応に苦慮しているとの意見が多く

出されたため、来年度の契約更新において、支援を要する児童に対

応する支援員を増員することとしていると回答し、今後も学校や関

係機関、運営を委託している事業者と連携しながら、児童の実情に

応じた運営ができるよう努めていきたいと回答しています。 

次に 8 番目の前田敏彦議員から学力向上について、すべて教育長

回答です。全国学力・学習状況調査について今年度は実施されなか

ったが、調査の問題は各市町で活用するよう配布され、伊万里市で

はどのように活用したのかという質問で、活用した学校が 11 校、

今後活用予定が 11 校で、活用した学校は授業中や朝のスキルタイ

ム、放課後学習時に活用し、活用後は間違いのやり直しや解説、個

別指導等を行い、今後活用する学校は学期末の振り返りの授業や入

試前の対策問題として活用する予定ですと回答されています。公表

はどうしているのかということで、広報いまりとホームページに掲

載し、公表内容は調査内容や正答率、生活や意識調査の質問紙につ

いて、今後伊万里市として力を入れていきたいことについて公表し

たと回答されています。学力向上への取り組みとして具体的な事例
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はということで、放課後等補充学習事業を紹介し、主に中学 3 年生

を対象に希望者を募る学校や、学習内容の定着が不十分な生徒など

を対象にするなど学校によって活用の仕方は様々で、各学校に学力

向上対策コーディネーターがいますので、市全体の学力向上につい

て検討し、学校に持ち帰って全職員で取り組むようにしていると回

答しています。放課後等補充学習事業で学習習慣を確立するために

は、受験対策ではなく中学１、2 年生で活用すべきではないかとい

うことで、放課後ということで 1，2 年生は部活動があり放課後の

時間の確保が厳しいこともありますが、全校生徒を対象に学校や生

徒の実態にあわせて効果的に活用していかなければならないと考

えていると回答されています。また、学力の差が出始める小学校に

も広げるべきではないか、県の補助事業であり小学生も対象を加え

るよう県に拡充を求めてほしいということで、県に問い合わせたと

ころ、県においても 1、2 年前に小学校への活用を検討したことが

あったが、中学生の方が課題が多いということから今年度も中学生

で活用を予定し、小学校では地域人材の活用を含め検討していきた

いと回答されています。議員が秋田県横手市に視察に行き、少人数

学級が効果があると聞いたが伊万里市ではどのように考えている

か、県への働きかけを行なってほしいということで、市内の学校の

多くは少人数規模になっており、規模が大きい学校は複数の教員で

授業を行うティームティーチングや、1 クラスを 2 つに分ける少人

数学級に対応できるよう教員の加配を行なっており、加配に関して

は定数に関することなので教育長連合会から県を通じて国へ要望

しているところですと回答しています。今後の対策についてどのよ

うに考えているかということで、2 つのことに重点を置きたいとし、

1 つ目は授業改善、2 つ目は家庭や地域との連携で、授業改善につ

いては教職員の研修を更に充実させ全職員で意識を高め、基礎学力

の定着のためのドリルタイムや小中連携の充実を継続していくこ

とが大切であり、自分で考え自分で取り組んでいく主体的な学びと

なるような授業づくりに取り組むことが大切だと考えているとい

うことです。2 つめは、学校が家庭や地域と連携しながら家庭学習

を充実させることが必要だと考えており、家庭での学習の充実は学

習意欲と大きな関係があり、家庭においても自ら学ぶ子を育てるた

めに、育友会や PTA とともに方策を検討していきたいと回答されて

います。課題は数年前からはっきりしていると思うが結果が出てい

ない。横手市のように教育長が方針を示す必要があるのではないか

という質問をされ、児童生徒の学力向上のためには学校、家庭、地

域の連携が不可欠である、来年度からすべての学校で導入するコミ
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ュニティスクールの機能を生かし、地域人材の活用や地域の OB 教

師による学習指導などについても検討していきたいと思っている。

前回の校長会でも、調査ではかることのできる学力は、学力の一部

でしかないが、調査内容は現在、社会が求めている力でもある。こ

の結果をしっかり受け止めて、危機感を持って取り組む必要がある

と話しをしました。私個人としても、点数がすべてではないと思っ

ている。子どもたちが夢を持ち、その夢の実現に向かって必要な

様々な知識や能力がつくように努力していくことが教育の目的の

ひとつだと考えている。学校職員は調査結果を真摯に受け止め、学

力向上へ向けて本気で取り組む姿勢を見せなければならないと思

っている。効果的な家庭学習について検討していく必要があり、宿

題のあり方を含め、学校長がリーダ-シップをとって学校、家庭、

地域が三位一体となり本市の子どもたちの明るい未来のために本

気で取り組んでいきたいと思っているという回答です。同じく学力

向上に対する市長の考えはということで市長回答ですが、市長就任

以来、教育環境の充実は大切なテーマとして取り組んできた。すべ

ての小中学校にエアコンの設置を行った。今年は新型コロナウイル

ス感染症の影響で一学期が 8 月 7 日まで延長され、クーラーの効い

た教室で快適な授業を受けることができたことは大変喜ばしかっ

た。また来年 4 月からは児童生徒一人一台のタブレット端末を配置

することになっており、GIGA スクール構想の実現に向けて全庁あげ

て取り組んでいる。またプログラミング学習により論理的思考力を

深めるばかりでなく、様々な学習効果が得られる。これからも伊万

里市の子どもたちの未来を応援していき学力向上につながる教育

環境の充実に努めますということでした。 

        次に 10 番目、井手勲議員です。市長マニフェストの成果と今後の

政策的課題ということで、学校へのエアコン設置は完了したか、改

めて確認したいということで、市長回答です。当初は平成 30 年度か

ら令和 3 年度までの 4 年計画で実施する予定だったが、国の交付金

も追い風となって 2 年目ですべての普通教室と特別支援教室に設置

を完了することができた。中学校は昨年 6 月から、小学校は 9 月か

ら共用開始していると回答されています。次に留守家庭児童クラブ

の時間延長と日曜日の開設について確認したいということで、平成

30 年度から運営を民間委託したことにより支援員の安定的な確保

が可能になりましたので、平成 31 年 4 月からすべての留守家庭児童

クラブにおいて閉所時間をこれまでの午後 6 時から、午後 7 時まで

に延長することができました。日曜日と祝日の開設については、県

内他市町では今のところ開設しているところは無く、今後、保護者
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アンケート等によりニーズを把握し、運営を委託している事業者と

も協議しながら開設の必要性等を検討していきたいと考えていると

回答しています。3 つ目の教育施策について、学校の交通安全教育

はどのように行っているかということで、子どもたちが交通事故に

遭わないように安全に行動し、自分の命を自分で守るために大変重

要な教育である、学校では日頃から登下校や休日中の交通マナーに

ついて朝の会や帰りの会の折に繰りかえし担任が指導し、校外学習

においても事前に危険個所や交通ルールについて指導を行っている、

新入学の時期である毎年 4 月から 5 月には、交通安全教室を全学校

全学年で実施していますと回答しています。どのような内容で進め

ているかということで、小学校 1、2 年生では登下校や日常生活にお

ける安全な道路の歩き方、横断歩道の渡り方など、日頃からお世話

になっている駐在所の警察官や交通安全指導員さんにご指導をして

頂いています。小学校 3 年生から 6 年生及び中学生には、自転車の

正しい乗り方や交通事故の事例、自転車点検などについて駐在所の

警察官のご指導や DVD 視聴等、発達段階に応じた指導を行なってい

ると回答しています。次に虫歯予防対策について、フッ素洗口はど

のような経緯で始めたのかということで、佐賀県の乳幼児の虫歯保

有率が全国ワーストワンで高い割合であったことから、平成 14 年度

から小学校と公立幼稚園においてフッ素洗口事業を開始し、保育園

は平成 13 年度から、私立幼稚園は平成 23 年度から、中学校は平成

26 年度から順次開始しました。実施してからの効果はということで、

県のデータをもとに回答させてもらい、県内の 12 歳児の一人平均虫

歯数は、フッ素洗口を小学校で開始した平成 14 年度は 2.57 本であ

るのに対し、10 年後の平成 24 年度は 0.8 本、令和元年度では 0.6

本と大幅に減少しており、継続的な実施により着実に効果が表れて

いますと回答しています。今後の方向性は、厚生労働省が今年７月

にフッ化物ナトリウム試薬を劇物に指定したのを受け、10 月から事

業を休止しています。しかしフッ素洗口を実施することで着実に効

果が表れていますので、来年 4 月以降、県が推奨する医薬品での実

施について学校や関係機関と協議し検討したいと回答しています。 

        12 月 16 日は 3 人の議員が質問されています。11 番目の山口恭寿

議員は、小中学校特別支援教育支援員について、教育長回答です。

支援を必要とする子どもたちのために特別支援教育支援員の必要性

についてどのように考えるかということで、支援を要する子どもた

ちは年々増加傾向にある中、特別支援教育支援員は支援を要する子

どもたちのために必要な存在であり、支援を受けることで学習に取

り組んだり、良好な友達関係を築くことができることから、他の子
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どもたちの学習環境を整えるためにも必要な存在であると考えてい

ると回答されています。次に学校配置の状況はどうかという質問で、

学校の希望調査をもとに現在 40 名配置しており、一番多い学校では

小学校 4 校、中学校 2 校の計 6 校にそれぞれ 4 名ずつ配置、小学校

1 校、中学校 1 校の計 2 校にそれぞれ 3 名ずつ配置、あとはそれぞ

れ 1 名ずつ配置しています。昨年度 50 名から今年度 40 名になった

理由はということで、子どもの様々な特性に対応する支援員を適正

に配置するために、子どもがどこに困り感をもっているか、また常

時支援が必要な子どもかどうかを客観的に判断するため、佐賀県教

育センターが作成した調査を導入し特別支援教育に造詣の深い先生

方と検討するなど、配置基準を見直した結果、40 人の配置としたと

回答されています。大規模校の大坪小学校において今年度 3 人の配

置が諸事情により 1 人が休職して大変不足しているという声を聞く

が現状をどう認識しているかということで、40 名体制というのは県

平均の 1.4 倍になっており、他市町より手厚い支援ができていると

考えており、子どもたちの様々な状態に対応できる支援員の採用に

努め、適性な配置を行っていきたい、現場の状況については実際に

学校を訪問して子どもの様子を確かめ、必要であれば他校からの異

動も考え柔軟に対応するなど適性な配置に努めたいと回答されてい

ます。同様に市長にも質問され、現状をしっかり把握した上で、本

当に必要なところには配置ができるよう検討していきたいと回答さ

れています。 

        12 番目の岩﨑議員は、ブラック校則の見直しについて、現状と課

題ということで、教育長回答です。市内小中学校の生活心得を見る

と、詳しく明記している学校が多くあるが、最近ではマフラーや手

袋等の防寒具も厳しく指導せず、寒暖に合わせ着用期間を変更した

り、コロナ対策で教室の窓を開けているので、ひざ掛けを認めてい

る学校もあるようです。何がブラックなのかを確認し、各学校の校

則を見直す良い機会ととらえたいと回答されています。ツーブロッ

クは基準が難しい。現在すべての県立学校が校則見直しを行ってお

り、髪型や服装等の細かいことも話し合いの段階を踏んで決定する

とのことで、中学校も今後どのような基準にするのか課題になって

くると回答されています。次に生徒会の役割ということで、生徒会

の機能を果たし、生徒たちの手で校則の見直しについて提言してほ

しいということで、校則の見直しについて提言した市内の中学校の

取り組みを紹介し、一つの校則緩和の要望について生徒会本部役員

がアンケートを取り、校長へ申し出て説明し、生徒たち自身で判断

し行動できるようにすることを約束するために生徒会役員がプレゼ
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ンテーションをしています。校則は生徒が安心して学校生活を送れ

るような決まりは最低限必要ですが、疑問に思うものについては生

徒会が主体的に関わり、学校、保護者、地域の方々が納得できるよ

うな提案をしてくれることを期待しますと回答されています。校則

の見直しについては、髪の色など人権にかかわることもあり、明ら

かに人権侵害と思われるものや、必要性に疑問があるものは、子ど

もを取り巻く環境を見直す良い機会であると考え、校則については

社会全体の意識が変わらなければならず、地域とともに学校づくり

を進めるコミュニティスクールでも議論され、学校内だけでなく保

護者や地域で共通認識し、情報共有と理解を求めることが大切です。

今後、各学校の実情に応じた方法で見直しを進めていきたいと思い

ますと回答されています。次に散弾銃射撃場のこれからということ

で、第 8 回環境対策検討委員会の結果を説明してほしいということ

で、10 月 6 日に開催された委員会では、昨年度に実施した雨季、乾

季の水質調査結果を報告するとともに、これまで検討していた大型

沈砂池の整備に先行して汚染土壌の撤去を行うこととし、特に鉛の

含有量や溶出量の大きいエリアから汚染土壌の撤去に着手し、経過

観察を行いながら順次撤去エリアを拡大していくとの方針について

確認を得たところです。これを受けて、今回の補正予算で汚染土壌

の撤去に向けた事前調査として深度別の土壌汚染調査を行うための

経費を計上していると回答しています。次に平成 30 年 2 月に実施し

た地元住民との検討委員会を定例化してほしいということで、地元

住民の方々の不安を取り除くため、また、市の取り組みや解決策な

どについて理解を深めていただくためにも大切な取組と考えている

ので、有識者委員の皆様はもとより、地元の皆様の意向も確認させ

ていただきながら調整したいと回答しています。費用について、す

べて市が単独で負担する方向にあるが、県営射撃場や汚染土壌処理

施設の誘致などにより県や企業との共同による対策は考えられない

かというご提案で、これまでに県営射撃場としての再開や汚染土壌

処理施設等の誘致については検討を行ったことはありませんと回答

し、今は、これから汚染対策を一歩でも前へ進めようとしている段

階なので、現段階では議員ご提案の対策について検討することは考

えておりませんと回答しています。汚染対策に関するこれからにつ

いて市長の思いはという質問で、地元をはじめ関係する皆様に長期

間にわたり不安をもたらすことになっており、解決に向けては汚染

源となっている土壌の撤去が不可欠であると認識している、しかし

汚染対策には多額の費用を要することから、市の財政事情を考える

と汚染度の高い範囲を優先的に撤去するなど、できることから着手
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し、計画的に取り組んでいきたいと回答され、事業の財源について

は特別交付税や優良な起債制度などの財政支援についても国等に対

して強くお願いしていく必要があると考えている、周辺住民の皆様

の不安を少しでもなくすために、とにかく一歩でも前に進むことを

第一に、検討委員会の協力や地元の皆様のご理解を得ながら対策を

講じていきたいと回答されています。 

        最後に 13 番目の松永孝三議員です。成人式における新型コロナウ

イルス感染症対策ということで、本年度の成人式の概要はというこ

とで質問されました。令和 3 年 1 月 10 日（日）に会場を 7 つに分散

して午後 2 時から開催予定であり、対象者数は 12 月 1 日現在で 591

人、昨年は 653 人でしたので、62 人の減となっています。この人数

は 12 月 1 日時点の住民基本台帳に基づく人数に、市外転出者からの

申し出分を加えた人数であり、今後の申し出の件数によっては増減

する可能性がありますと回答しています。会場での感染対策はとい

うことで、国からの通知を踏まえ大きく 3 つの観点から対策を講じ

るということで、3 蜜対策、会場入場に際しての対策、参加者への

注意喚起、の 3 点です。3 蜜対策としては 5 点で、1 点目は会場を 7

つに分散、2 点目が座席の間隔を概ね 2ｍ確保する、3 点目が会場内

の十分な換気、4 点目が式典時間の短縮、5 点目が保護者の入場の制

限です。次に、会場入場に際しての対策は 3 点で、1 点目はマスク

着用の徹底、2 点目は検温の実施、3 点目は手指消毒液による消毒の

徹底です。最後に、参加者への注意喚起ということで、新型コロナ

ウィルス接触確認アプリ、通称 COCOA のインストールをお願いする

ほか、式典後の同窓会等での飲食のルールを記載したチラシを配布

するとともに、式典内でも注意を促すアナウンスを行うこととして

います。次に従事者の感染症対策をどうするのかということで、市

役所職員スタッフが 91 名ということで、12 月 23 日に従事者説明会

を開催し、マスク着用、検温、手指消毒、COCOA のインストールの

ほか、日頃からマスクの着用、こまめな手洗い、3 蜜回避など基本

的な感染対策を実践するよう徹底しますと回答しています。また、

直前になって体調不良者が出た場合は、スタッフを交代して対応す

ると回答しています。開催後に陽性者が判明した場合の対応につい

てということで、保健福祉事務所の指導のもと、必要に応じて接触

者の探索、患者と濃厚接触者への連絡に協力するとし、事前対策と

して、式典に参加する新成人、従事者、来賓について、連絡先を事

務局の方で把握すると回答しています。次に、成人年齢引き下げ後

の成人式開催について、県内の状況はということで、現時点では決

定しているところは 3 市 3 町で、武雄市、鹿島市、嬉野市、吉野ヶ
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里町、白石町、太良町であり、すべて現行どおりの 20 歳を対象とさ

れていると回答しています。本市はどのように考えているかという

ことで、今年度中に決定することで準備を進めており、社会教育委

員の会議と教育委員会で審議し、パブリックコメントを実施して、

それらを踏まえて最終的に決定すると回答しています。このことに

ついての市長の考えはということで、新型コロナウイルス感染症の

影響に伴い、本市における様々な行事が中止等を余儀なくされてい

る中で、成人式は他の行事と異なり、対象となる新成人にとって一

生に一度きりの機会であることから、新成人とその保護者の思いに

寄り添うとともに、社会に貢献できる大人としての自覚を促す貴重

な式典であるという意義を踏まえ、コロナ禍においても開催するこ

とを決定した、従って、感染防止対策に万全を期して、新成人の思

い出に残る成人式にしたいと回答されています。成人年齢引き下げ

後の成人式対象者の年齢については、社会教育委員さん、教育委員

さん、パブリックコメントでの市民の方々のご意見を踏まえて判断

し、今年度中に公表したいと考えていますと回答されました。 

        常任委員会について報告ですが、17 日の総務委員会で債務負担行

為の補正で留守家庭児童クラブの債務負担行為をあげていましたが、

意見はありませんでしたが、支援を要する児童対応の支援員の配置

についてということで質疑がなされました。18 日は文教厚生委員会

があり、意見として市民図書館駐車場の件で、障害者用駐車場をピ

ロティ内に 2 台確保するよう努めることということで、これに基づ

き 2 台確保するようにしているところです。図書館資料の購入費に

ついて今回 300 万円でしたので、今後購入費の予算の確保に努める

ことという意見が付けられたところです。以上です。 

教育長     ご意見ご質問をどうぞ。 

Ｃ委員     中学生の制服について、啓成中が来年度からスラックスを採用す

るということで、伊万里実業高校も採用していますが、学校によっ

ては今の上衣とのバランスがとれず、上衣まで検討しなくてはいけ

ないところが出てくるのではないかと思います。 

Ａ委員     関連で、国見中学校と滝野中学校が統合することを機会に制服を

変える話も出ているのでしょうか。 

学校教育課長  現在のところはそのような話は出ていません。 

教育長     そのような議論も出てくるかもしれません。ほかにありませんか。 

Ｂ委員     前田邦幸議員の学校規模適正化の質問で、各地区で、自分たちの

地域がどのようにあるべきか協議する場を、公共施設の統廃合につ

いて説明会があるそうですのでその折に、地域で議論をしていかな

くてはいけないという働きかけをしていただきたいと思います。 
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学校教育課長  私たちも危惧しています。今、学校規模適正化協議会で話し合い

をしている大川町、松浦町、牧島地区、山代町の区長会に出向いて

現在の議論の経緯等を説明しています。そこにある学校の校長には、

どこかが旗を振らないと始まらないので、校長がまずスタートを切

れるような準備をお願いしたいと話しています。校長先生方とも連

携しながら進めていければと思っています。 

教育長     ほかにありませんか。 

Ｂ委員     力武議員の質問で、林業研修センターは黒川町にあるのですよね。

市民の皆さんはご存知かなと思い、もったいないように思います。

伊万里農林高校の森林工学科も少なくなっていっていると思います。 

Ｃ委員     農林高校をもっと使ってほしいと思います。林業学科があるのは

県内で唯一ここだけです。 

Ｂ委員     高校生の力を活用したいですね。 

教育長     ほかにありませんか。 

Ｃ委員     虫歯予防で、生徒の多くを虫歯治療に行かせる必要があった高校

がありました。 

教育長     フッ素洗口については、学校の役割は終わったのではないか、あ

とは家庭に戻してもよいのではないかという意見もあります。 

Ｂ委員     図書館フレンズ伊万里が植栽についての募金箱を市民図書館内に

設置しました。駐車場には車止めは設置されるのですか。 

施設営繕課長  中央の 2 列のところは無いです。車の大きさによっては車両が前

に飛び出します。周りの側溝があるところは付けます。 

教育長     ほかにありませんか。（無し）次回定例教育委員会の日程について

事務局からお願いします。 

事務局     次回は 1 月 28 日（木）午後 1 時 30 分から庁議室で行いたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

教育長     よろしいでしょうか。（「はい。」の声）よろしくお願いします。 

       次に、行事予定等事務連絡を各課からお願いします。 

教育副部長兼教育総務課長  （行事予定等について説明） 

生涯学習課長   （行事予定等について説明） 

スポーツ課長   （行事予定等について説明） 

市民図書館副館長 （行事予定等について説明） 

学校教育課長   （行事予定等について説明） 

教育長      全体的に何かありませんか。 

生涯学習課長   （成人式について、コロナの状況等確認） 

教育長      これをもちまして 12 月定例教育委員会を閉会します。 

                          

（午後 3 時 37 分 閉会） 


