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令和 3 年 4 月定例教育委員会会議録 

 

日 時     令和 3 年 4 月 27 日（火）午後 1 時 30 分～午後 2 時 57 分 

出席委員氏名  松本教育長、酒見委員、松永委員、山口委員、西山委員 

欠席委員氏名   無 

出席を求めた事務局職員  

  教育部長（多久島）、学校教育課長(中尾)、生涯学習課長（川口） 

スポーツ課長（春田）、市民図書館長(鴻上)、施設営繕課長（吉永） 

教育総務課副課長（樋口）、留守家庭児童クラブ係長（松尾） 

議案等     議案第 13 号 県費負担職員のもみの木学級での指導について 

（原案どおり決定） 

        議案第 14 号 令和 3 年度伊万里市の教育について 

（修正を加えて決定） 

報告第 4 号  伊万里市教育委員会事務局組織規則の一部を改正

する規則制定について 

傍聴者      無 

開 会 

教育長     あいさつ 

議事録署名者の氏名 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      3 月定例教育委員会の概要を報告します。3 月 25 日（木）、委員

全員出席のもと庁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。議案第 6 号 令和 2 年度教育に関する事務の管理及び執行の

状況の点検及び評価について 議案第 7 号 伊万里市立学校の管

理に関する規則の一部を改正する規則制定について 議案第 8 号 

伊万里市教育委員会教育長事務委任規程の一部を改正する規程制

定について 議案第 9 号 伊万里市公民館設置条例施行規則の一

部を改正する規則制定について 議案第 10 号 伊万里市民図書

館運営規則の一部を改正する規則制定について 議案第 11 号 

令和 3 年 4 月 1 日付け人事異動について、以上の 6 議案について

公開で審議し原案どおり決定、承認しました。次に非公開の議案

として議案第 12号 令和 3年 4月 1日付け会計年度任用職員の任

用について審議し質疑応答のあと原案どおり承認しました。また、

報告第 3 号 伊万里市青少年問題対策連絡協議会委員の委嘱につ

いて報告を行い、報告事項として成年年齢引き下げに伴う成人を

祝う式典に参加する方の対象年齢について、令和 3 年伊万里市議
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会第 1 回定例会の報告について、報告しました。次に 4 月定例教

育委員会の日程について協議し、4 月 27 日火曜日、午後 1 時 30

分から第 3 会議室で開催することとし閉会しました。3 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

とおりとなっております。以上、前回会議録についての報告です。 

教育長      質問等はありませんか。(なし)承認してよろしいでしょうか。

（はい）前回会議録は承認といたします。 

次に教育長の報告となっています。4 月 14 日、西部管内の教育

長会があり、今回は杵西・藤津地域に唐津玄海を加えた 11 市町の

会議でした。学校の欠員が収まらないという問題について話があ

り、4 月 14 日時点で、小学校は東松浦が未配置 3 人、杵西藤津地

域では小学校は 4月中旬に解消しましたが中学校が未配置 5人で、

そのうち非常勤対応で授業だけは出てもらいクリアしているのが

4 件です。東松浦地域は中学校の未配置はありませんでした。こ

の問題は県教育長会でも問題になり、文科省も調査を始め、各県

の状況を把握して対応したいということです。 

次に、新聞等でも話題になっている名前札の問題について、基

本的に学校の行き帰りは見えないようにすることで一致していま

す。縫い付け型で対応を待っているところもありますが、方向性

としては同じです。犯罪防止ということで警察からの要請です。 

コロナ禍においてプール指導をどうするかということも話題に

なり、基本的にすべての市町で、プール指導はやりましょうとい

うことになっています。コロナの変異株が出てきたので状況が変

わらなければいいですが。昨年、西部地区ではプール指導は行い

ませんでした。プールでの感染事例はありません。更衣室での感

染等に注意して万全の態勢でやるということになっています。フ

ッ素洗口についても、ほとんどの市町で中断していましたが、ほ

ぼすべての市町で、薬品に変えて実施するということです。伊万

里も 6 月から開始予定です。薬剤師会や歯科医師会の協力を得な

がらやっていきます。 

人事異動のへき地離島への配置について、今年は早く決まり、

唐津市からお礼のコメントがありました。離島のどの学校で何の

教科が足りないのか、小中別、養護など、足りない数を早めに出

し、各市町が当たっていき早く決めることができたということで

す。来年もなるべく希望者を募って配置ができればということで

す。報告は以上です。ご意見ご質問はありませんか。（なし） 

それでは次に、議案議事の審議に入ります。議案第 13 号 県費

負担職員のもみの木学級での指導について、説明をお願いします。 
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生涯学習課長   議案第 13 号について説明します。本議案は人権総合学習講座

『もみの木学級』の指導者として、県費負担職員である大川小学

校、東陵中学校の先生方に学習支援を行っていただくため、教育

公務員特例法第 17 条の規定に基づき、その職を兼ね従事すること

の許可についてご審議いただくものです。もみの木学級とは、人

権・同和教育の一層の推進を図るために、隣保館において地域の

小中学生を対象とした人権学習、仲間づくり、基本的学習などを

通じ人権感覚豊かな子どもたちを育成するための総合的な学習講

座です。令和 3 年度の実施期間は 5 月から 3 月までとし、週 2 回、

学校の授業が終わった後の時間帯に小中学生それぞれ年間 50 回

程度の開催を予定しています。令和 2 年度の参加者数は、小学生

10 名、中学生 5 名で今年度も同程度の申込みを見込んでいます。

専門的な見地からの指導が必要であり、26 名の先生方にお願いし、

1 回あたり 3 名から 5 名の先生方に指導をしていただきます。佐

賀県社会人権・同和教育活動事業費補助金を活用し、指導者謝金

として 1 回あたり 1 人 1,300 円をお支払いします。以上です。 

教育長      ご意見ご質問はありませんか。 

松永委員     基本的学習とは、学校で教える学習内容ですか。 

生涯学習課長   学校で習う基礎的学習で理解が不足している内容があれば指導

するということです。 

松永委員     わかりました。 

教育長      名前があがっていない先生もおられますか。 

生涯学習課長   すべての先生だと把握しています。 

酒見委員     ある先生に指導回数が偏ることはないですか。 

生涯学習課長   輪番制で、皆さん同じ回数です。 

教育長      ほかにありませんか。（なし）議案第 13 号については、原案ど

おり決定することでご異議ありませんか。（なし）議案第 13 号に

ついては原案どおり決定とします。 

         次に、議案第 14 号 令和 3 年度伊万里市の教育について、施策

ごとに説明をお願いします。基本方針についてお願いします。 

学校教育課長   1 ページ中段、新学習指導要領の実施時期について、小学校は

昨年度より、中学校は今年度より、と修正しています。下段は、

県の教育施策実施計画の変更に伴い修正しています。2 ページ、

今年度、学校教育の中で大きく 2 つのことが導入されることを記

述しています。1 つ目はＧＩＧＡスクール構想の実現による児童

生徒 1 人 1 台の端末整備と校内通信ネットワーク整備により、情

報活用能力や創造性を育成する教育の実現を目指すということ、2

つ目はコミュニティ・スクールに関わることで、子どもたちの現
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状と子どもを取り巻く環境の変化等から、家庭教育力の向上と共

に地域の教育力の向上が強く求められおり、本市ではコミュニテ

ィ・スクールを導入することにより地域全体で子どもを育む、地

域ぐるみの教育の推進に努めるということを追記しています。以

上です。 

教育長      3 ページの図では、伊万里市教育施策の目指す姿とありました

が、施策を削り、伊万里市教育の目指す姿としています。ご意見

ご質問はありませんか。 

酒見委員     文化財の保護が消えていますが、県の施策に無いからですか。 

学校教育課長   県に確認しましたが、文化財の保護は、施策の 6 つの柱には入

っていませんでした。 

酒見委員     2 ページ下段、重点的に取り組む施策というところにはありま

すが、1 ページでは消えています。 

学校教育課長   県の施策では消えていますが、伊万里市として文化財の保護は

重点的に取り組むというとらえ方だと思います。 

教育長      県の 6 つの柱をまず並べました。伊万里市の教育の基本方針と

しての重点施策が 2 ページ下段の部分ととらえていただければと

思います。 

酒見委員     わかりました。 

教育長      ほかにありませんか。（なし）次、4 ページからお願いします。 

学校教育課長   学校教育の推進です。学校教育課では多岐にわたる事業を展開

していますが、今年度の重点を見定めてしっかり取り組んでいく

必要があるということで、4 ページの枠囲みに令和 3 年度の重点

として、１ 教育内容と心の教育の充実として、(1)「子ども伊万

里学」の推進、（2）コミュニティ・スクールの推進、3 つ目がＧ

ＩＧＡスクール構想の推進、(4)家庭との連携による学力向上と指

導方法の改善、大きな 2 つ目として学校規模適正化と施設整備と

いうことで、（1）小学校・中学校及び義務教育学校の学校規模適

正化を明記しました。 

まず、（1）「子ども伊万里学」の推進では、伊万里のことを学ぶ

ことは以前から行われていますが、改めてＡⅠ、通信技術の急激

な発展など変化の激しい時代にあって、心の拠りどころや支えと

なるふるさと伊万里をもう一度見直していく必要があり、現在行

っている教育活動を、伊万里の「ひと」「こと」「もの」との関わ

りを通じて見直していくということです。伊万里で学び育つ子ど

もが伊万里の「ひと」「こと」「もの」とのかかわりを通じて「ふ

るさと伊万里」を学び、語り合うことは、「ふるさと」を愛し誇り

に思うことや自己有用感につながり、将来の夢や希望を実現する
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ための主体的な学びにもつながること、また、自らの人生を拓く

ことや、これからの「伊万里」をつくり発展させていくことにも

つながります、としています。 

（2）コミュニティ・スクールの推進では、「地域と学校とが双方

向の信頼関係を深め、地域に信頼される開かれた学校づくりを推

進すること」「地域の意向を的確に学校運営に反映させ、創意工夫

しながら特色ある学校づくりを推進すること」「地域と学校とが相

互にその教育力を高め、協働して、より良い教育の実現に取り組

むこと」を目指していくとしています。 

（3）ＧⅠＧＡスクール構想の推進です。一人一台端末が整備さ

れ、これからの情報化社会を生きていく児童生徒に求められるネ

ットいじめやネット犯罪をはじめとする情報モラルの指導をより

一層充実させていきながらＧⅠＧＡスクールを進めていきたいと

いうことです。（4）家庭との連携による学力向上と指導方法の改

善ですが、これまでは指導方法改善を前の方に書いていましたが、

全国学力・学習状況調査等の結果を見ると、家庭学習時間の少な

さが目立ちました。主体的に学んでいくためには家庭でも自ら学

習できる子どもを育てていくことが必要ということで、学力向上

対策委員会を中心に児童生徒の学力に係る環境分析を進め、学校

と家庭が連携した学力向上の方策を探るとしています。 

6 ページ、（5）道徳教育・いのちの教育の充実、（6）生徒指導

の充実、（7）家庭教育力の向上、（8）図書館教育の充実について

は文言等の修正です。ふるさと学習の推進は「子ども伊万里学」

に吸収しました。（9）から(13）までは修正等ありません。9 ペー

ジ(12)土曜日等を活用した教育活動の充実については、ずいぶん

定着していますので省略しました。10 ページ(3)ⅠＣＴ利活用教

育の推進については、ＧⅠＧＡスクール構想の項に吸収しました。

11 ページ(5)健康教育の充実について「新型コロナウイルス感染

症をはじめとする」と追記しました。13 ページ（3）学校給食セ

ンターの円滑な運営の項で、ＰＦⅠ事業が 8 月末で終了するので

業務ごとに個別に委託契約を結び事業の継続を図ることなどを追

記しています。以上です。 

山口委員     ふるさと学習は今まで小学 3 年生で学習していたと思います。 

学校教育課長   小学 3 年生は社会科で伊万里市のことを学ぶので、その中でふ

るさと学習が入ってきていましたが、今回は、小学 1 年生から中

学 3 年までのすべての学年で伊万里の「ひと」「こと」「もの」に

積極的に係わる視点を持って教育活動を展開するという考えです。 

山口委員     自分の住んでいる地域でも知らないことがあり、学年を問わず
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学ぶべきだと思います。中学生の子どもが先日、観光客に城山公

園を尋ねられて答えられなかったと言い、さみしく思いました。 

酒見委員     5 ページ(2)コミュニティ・スクールの推進で、かぎかっこ（「」）

で 3 点書いていてありますが、箇条書きの方がわかりやすいと思

います。（3）ＧＩＧＡスクール構想の推進で、情報活用能力や創

造性を育成する教育の実現を目指すとありますが、高校で経験し

て思いましたが、タブレットは基礎学力定着のためのドリル学習

的にも使えると思います。そういうことも入れてはどうでしょう。 

学校教育課長   基礎学力の定着の文言を入れていきたいと思います。 

酒見委員     市民の方に、ＧＩＧＡスクール構想とはわかりにくいと思いま

す。学力向上にも利用できることをアピールできると思います。8

ページ(12)幼児園教育の充実で、黒川幼稚園が閉園したらこれは

消えるのでしょうか。 

教育長      消えますが、幼保小連携の文言が入ってくると思います。 

西山委員     9 ページ中段、いじめ・教育相談事業は、いじめ問題対策事業

とスクールカウンセラー配置事業がまとまった形ですが、スクー

ルカウンセラー配置事業が縮小されることはないですか。あの事

業は大変ありがたいです。 

学校教育課長   いじめ問題対策事業は緊急スクールカウンセラーを配置するも

ので、いじめに特化していて活用しにくい部分がありました。い

じめという部分もあれば発達障害関係の相談も多く出てきていま

すので、いじめとそれ以外に分けずカウンセラーが必要な時に必

要な子どもや保護者に配置できるように事業をまとめました。 

西山委員     時間が減るわけではないですね。わかりました。 

教育長      ほかにありませんか。（なし）先に進みます。施策 2 生涯学習

の推進についてお願いします。 

市民図書館長   取組方針で、表現の整理と時点修正を行なっています。14 ペー

ジ（3）資料の収集と保存・提供事業で、コロナの影響による社会

状況を挿入しています。3 行目は情緒的な表現でしたので改めて

います。また相互貸借によって資料の効率的な提供につとめてい

ますが、県立図書館と県内公共図書館だけでなく、西九州させぼ

広域都市圏といったネットワークも活用していますので挿入しま

した。（5）全域サービスの充実で、ぶっくん巡回ステーションが、

伊万里、立花コミュニティセンターを追加して 2 センター増えま

したので、74 から 76 に変更し、また、コミュニティセンターに

おける資料の受け取りや返却についてより便利にできるように努

めることを記載しました。ぶっくんの貸出に関する成果の表現は

削除しました。(6)市民との協働事業の推進では、過去の成果につ
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いては削除し、市民協働の基本理念を強調しました。「図書館フレ

ンズいまり」の「協力と提言」をスローガンとしたパートナーと

しての活動を記載しています。(7)図書館の改修については、26

年が経過したこと、第 1 駐車場を改修し利便性が向上したことを

記載し、市のファシリティマネジメントに沿いながらサービスの

維持と建物の長寿命化に努めていきたいと記載しています。次に

２ 読書などによる家庭教育力の向上 (1)「伊万里市子どもの読

書活動推進計画」の実践で、新たな推進計画のコンセプトと基本

方針を示しています。16 ページ（2）うちどく（家読）の推進で、

用語説明や関連事業の補足が記載されていましたが、ある程度定

着していますので割愛しています。（3）学校やコミュニティセン

ターへの支援で、学校図書館への支援、コミュニティセンターへ

の支援を明記しています。学校図書館への支援については、あく

まで学校からの求めに応じた指導が基本であり、それを追記して

います。17 ページ、コミュニティセンターへの支援を書いていま

す。3 行目の家読については、ひらがなで「うちどく」です。以

上です。 

松永委員     第 4 次伊万里市子どもの読書活動推進計画について、パブリッ

クコメントは出ているのですか。 

市民図書館長   4 月 24 日までがパブリックコメント期間で、既に終了し、お二

人からご意見がありましたので、その修正をしています。 

酒見委員     14 ページ、また近年、という表現で、近年とはいつのことかわ

かりにくいと思います。16 ページにコロナ禍の影響という表現が

ありますのでそろえた方がいいと思います。 

市民図書館    コロナ禍の影響という表現にそろえたいと思います。 

教育長      16 ページ、①②③④と表記がありますが、・（ポツ）でそろえて

はどうでしょう。5 ページでは箇条書きにしました。 

市民図書館長   箇条書きにし、4 行使うようにしたいと思います。 

教育長      ほかにありませんか。 

生涯学習課長   令和 3 年度から開始する地域学校協働活動について記載してい

ませんでしたので、生涯学習の推進の中に加えさせていただきた

いと思います。 

教育長      わかりました。ほかにありませんか。（なし）次に、3 青少年

の健全育成の推進について、お願いします。 

生涯学習課長   文言等について修正はありません。 

教育長      ご意見等ございませんか。（なし）次、4 子育て支援の充実に

ついてお願いします。 

児童クラブ係長  19 ページ、取組方針の文言修正と、今年度は利用者が多く定員
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を増員したこと、支援員を増員したことを追記しています。1 幼

稚園における支援の充実 （2）公立幼稚園の就園に関する支援で、

これまで預かり保育料について保護者に一度負担していただき後

日還付していましたが、今年度から対象となる保護者から保育料

を徴収しないよう 3 月定例市議会で条例改正を行いましたので、

修正しています。20 ページ（2）運営管理体制の確立で、平成 30

年度から児童クラブの運営を民間事業者に委託し令和 2 年度で 3

年間の長期継続契約が満了し、今年度から新たに同じ事業者に委

託契約をしていますので、修正しています。 

教育長      ご意見ご質問はありませんか。子育て支援としての幼稚園と、

学校教育としての幼稚園教育で、両方ありますが、そろえて記入

はできないですね。子育て支援であり一緒ではないですね。何か

ありませんか。次、6 文化芸術・スポーツの振興についてお願い

します。 

スポーツ課長   22 ページ、伊万里市体育協会がスポーツ協会に改称しましたの

で修正しています。ハーフマラソンについて、新型コロナの影響

による時勢を反映した文言にしています。国民スポーツ大会・全

国障害者スポーツ大会の開催が令和 6 年度に変わったので修正し、

今年度、国見台球技場、野球場等の改修を予定していますので記

載しています。松浦町のスポーツ・レクリエーション施設につい

て 10 月の供用開始を予定していますので、準備を進めると記載し

ています。23 ページ、実行委員会の名称がＳＡＧＡ２０２４伊万

里市実行委員会に正式に変わりましたので修正しています。 

教育長      22 ページ、ハーフマラソンは通常開催に向けた検討を行います、 

としていますが、今のところ、開催するつもりですね。 

スポーツ課長   今の状況では、出来ません。7 月には判断しないといけません。 

教育長      昨年は、継続して開催しますと記載して、結果的に出来ません

でしたが、計画として、開催しますと書いてもいいのかなと思い

ました。 

スポーツ課長   新型コロナウィルス感染症の状況に注視し、はじめに書いてい

ますので、通常開催に向けた検討を行いますという表現にしてい

ます。 

教育長      わかりました。ほかにありませんか。（なし）次、24 ページ、

施策 6 人権教育と啓発の推進についてお願いします。 

生涯学習課長   取組方針です。関係機関との連携を強化し、の表現を削除し、

「連携」から「協働」に踏み込んだ表現にしています。地区巡回

講座などの住民啓発について、コロナ対策に留意することを追加

しています。24 ページ、輝く女性のためのホットタイムと市老人
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クラブ連合会については、相手方との協議の結果、今年は実施し

ないということで削除しています。25 ページ、インターネットを

活用するという部分を最初に記載しました。26 ページ、人権問題

に関する市民意識調査は 5 年に 1 回であり、昨年度実施しました

ので削除しています。 

教育長      ご意見等ありませんか。（なし）次、27 ページ、7 文化財の保

護についてお願いします。 

生涯学習課長   １ 文化財の保存と保存活動団体への支援 （1）文化財の保存

で、令和 2 年度は今までの発掘調査の成果をまとめる整理作業を

行い、報告書を作成するとしていましたが、報告書作成にかかる

国庫補助が令和 2 年度、3 年度とも採択されなかったことから、

令和 3 年度は市民への成果発表をすると修正しています。28 ペー

ジ（3）文化財の展示・公開、啓発活動について、今年度は夏休み

期間中に伊万里の生き物展という企画展を開催しますので追加し

ています。 

教育長      成果発表すると書いてありますが、6 月の発表は延期しますか。 

生涯学習課長   後ほど説明したいと思います。 

教育長      ほかにありませんか。（なし）12 ページの学校の耐震化につい

てお願いします。 

施設営繕課長   12 ページ（3）学校の耐震化で、今年度から東山代小学校の基

本設計に取り組むこととなりましたので追記しています。7 月上

旬に設計業者を決定し、来年度まで基本設計、実施設計という形

で進めていく予定です。 

教育長      伊万里中学校については昨年度に引き続き、改築工事を行うと

いう表現ですね。 

施設営繕課長   そうです。 

教育長      全体をとおしてご意見等ありませんか。（なし）いただいたご意

見等を加えた形で修正をさせていただき、議案第 15 号については、

修正を加えた形で決定してよろしいですか。（はい）修正等を加え、

決定します。 

次に、報告第 4 号 伊万里市教育委員会事務局組織規則の一部を

改正する規則制定について、説明をお願いします。 

教育部長     （報告第 4 号について説明）別表第 2 職名に主幹を追加し、

別表第 3 についても、職位に加えるものです。 

教育長      よろしいですか。（はい）次、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      次回定例教育委員会は、5 月 26 日（水）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。 
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教育長      28 日に総合教育会議と同日に開催するようにしていましたが、

当日午前に佐賀での用務が入ったため、定例教育委員会は 26 日

（水）に変更でよろしいでしょうか。（はい）5 月 26 日（水）午

後 1 時 30 分で決定します。 

         次に、行事予定等事務連絡について、各課からお願いします。 

教育総務課副課長 （行事予定について説明） 

生涯学習課長   （行事予定について説明） 

スポーツ課長   （行事予定について説明） 

学校教育課長   （行事予定について説明） 

生涯学習課長   黒曜石についてのシンポジウム、「日本列島の中の腰岳黒曜石原 

産地」という名称で、6 月 12 日と 13 日に開催を予定していまし

たが、秋に延期することで決定しました。講師 7 名のご都合を調

整しながら日程を決定していきます。伊万里市民図書館ホールで

の開催を予定しています。 

酒見委員     退職校長会総会は中止になりました。カブトガニを守る会総会

が例年 8 月下旬に行なわれますが、今年担当の小倉でオンライン

開催の予定です。来年は大分県杵築市、再来年に伊万里で開催予

定です。 

教育長      カブトガニの産卵を見る会の予定はどうですか。 

酒見委員     7 月 25 日は良い潮の日なのですが、どのように開催するか、今

のところ不明です。 

教育長      ほかにありませんか。（なし）以上をもちまして 4 月定例教育委

員会を閉会します。 

 

         

              （午後 2 時 57 分 閉会） 

 

       

 


