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令和 3 年 7 月定例教育委員会会議録 

 

日  時    令和 3 年７月 29 日（木）午後 3 時 3 分～午後 4 時 30 分 

場  所    伊万里市役所 庁議室 

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 

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）、教育総務課副課長兼総務企画係長（樋口） 

議案等     報告第 11 号 伊万里市いじめ問題対策委員会委員の委嘱に 

ついて 

傍聴者     無  

開  会 

教育長       あいさつ 

議事録署名者の指名 酒見委員、山口委員 

教育長      前回会議録の報告をお願いします。 

事務局      6 月定例教育委員会の概要を報告します。6 月 29 日、教育長及

委員全員出席のもと第 3 会議室で開催しました。議事録署名者と

して松永委員、西山委員を指名し、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。6 月定例教育委員会では報告 5 件と報告事項 1 件について

報告を行いました。報告第 6 号 中央公民館運営審議会委員の委

嘱について、報告第 7 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、報告第 8 号 伊万里市図書館協議会委員の委

嘱について、報告第 9 号 伊万里市子どもの読書活動推進委員の

委嘱及び任命について、報告第 10 号 令和 3 年伊万里市議会第 2

回定例会議案に対する教育委員会の意見について、以上 5 件の報

告と、報告事項 令和 3 年伊万里市議会第 2 回定例会の報告につ

いて 報告を行いました。次に 7 月定例教育委員会の日程につい

て協議し、7 月 29 日（金）午後 1 時 30 分から庁議室で開催する

こととし閉会しました。本日は視察研修を入れています。6 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います。以上、報告します。 

教育長      前回会議録の報告に対してご質問等はありませんか。（なし）報

告のとおり承認してよろしいでしょうか。（はい）前回会議録につ

いては承認といたします。 

         次に教育長の報告です。中体連が無事に開催され、子どもたち

が本当に頑張っている様子を見ることができました。7 月 3 日、4
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日に雨が降り 10 日、11 日まで延びた種目もありましたが、3 年生

にとっては本当に良かったと思います。県大会も 24 日、25 日で

開催され、市内の子どもたちも頑張ったようです。 

7 月 9 日に佐賀県市町教育委員会連合会総会に酒見委員と出席

しました。光田委員さんへの感謝状を預かり、お渡ししています。

ずいぶん恐縮されていました。県と市町教育長の意見交換会が、県

東部と西部に分けて年１回、県全体で年 1 回開催されていて、西部

地域の意見交換会分が先日ありました。次の全体会で話題になるの

は部活動のことだと思います。多久と基山が、中学校の部活動の研

究を県から委嘱されています。地域の力を借りた学校部活動で、多

久は義務教育学校でスクールバスがあるので部活動ごとに移動で

きる、基山も地域の力を借りて、ということです。伊万里も社会ス

ポーツ等について考えていかなければいけません。議論があちらこ

ちらで出てくると思います。 

山口委員     外部コーチを雇うということですか。 

教育長      仕事をしながらボランティアでされている方はいらっしゃいま

すが、専属の外部コーチは難しいと思います。東京オリンピック

に伊万里から 2 名出場していますが、柳本君は青嶺中に籍を置い

て唐津のビートスイミングで力をつけ、鳥山さんも小中学校時代

は伊万里のクラブで力をつけ、伊万里商業時代は学校部活動でし

たが、学校での部活動のいろいろな在り方が考えられます。中体

連も今後、そのことを考えていく必要があり、いろんな議論がな

されていくと思います。8 月 6 日に県全体の意見交換会があるの

で、そこでも議論されると思います。ほかにありませんか。（なし） 

         議案・議事の審議に入ります。報告第 11 号 伊万里市いじめ問

題対策委員会委員の委嘱について説明をお願いします。 

学校教育課長   報告第 11 号 伊万里市いじめ問題対策委員会委員の委嘱につ

いて説明します。伊万里市いじめの防止等に関する条例第 11 条の

規定に基づき、いじめの防止等のための対策を実効的に行うため

の専門的知見に基づいた審議および法第 28条第 1項に規定する重

大事態が生じた場合の事実関係を明確にする調査を行うために設

置する委員会です。委員の異動等に伴い新たに委嘱するものです。 

教育長      ご質問、ご意見はありませんか。 

松永委員     この委員会は定期的に会議が行われるのですか。 

学校教育課長   本委員会は、いじめの重大事態が発生した場合に、調査機関と

して位置付けられている側面があります。現在、伊万里市では幸

いに重大事態は発生していないため、年に一度、関係部署と情報

交換や対応の共通理解を図っています。昨年は１つのケースをモ
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デルとして、関係部署がどんなサポートができるか検討しました。  

山口委員     学校でとられるアンケートについての審議はされますか。重大

事態とはどのようなものですか。 

学校教育課長   各学校で学期ごとにとっているアンケートは、子どもたちや保

護者の実態を把握して学校が対応するために行なっています。重

大事態とは命にかかわる事案や多額の金品などが関わった事案等

です。 

山口委員     アンケートは、各学校で対策をとって、報告が上がってくると

いうことですか。 

学校教育課長   学校にもいじめ問題対策委員会があり、毎月、学校からいじめ

について数や内容などの報告があっています。 

教育長      内容によっては教育委員会事務局も関わりますね。 

学校教育課長   内容によっては出向いて、保護者と相談するなどの対応をしま

す。 

山口委員     保護者同士のことも出てくると思います。わかりました。 

教育長      ほかにありませんか。（なし）次に進みます。現地視察について、

松浦スポーツ・レクリエーション施設についてお願いします。 

酒見委員     この施設は、松浦の方からの要望があったのですか。 

施設営繕課長   松浦公民館を中心に町民の皆さんに有効な施設を考え、クリー

ンセンターの熱源を利用した温泉施設を考えられていましたが、

公民館がクリーンセンターから離れていて難しく、東部地区には

スポーツ施設がなかったので、スポーツ・レクリエーション施設

の要望があがってきました。 

山口委員     グラウンドは風が強く吹くようですが、風よけの防壁などをさ

れるのですか。 

施設営繕課長   風を止めるためにフェンスを高くする方法もありますが、風が

どこから吹くか分かりません。なるべく山を残したいという考え

はありましたが、切り盛りの関係で残土処分が多くなると経費が

高くなり、国見台のようなすり鉢状にすれば風が吹きにくいとい

うことはありますが、事業費が限られていて、風よけまでは難し

い状況です。 

山口委員     わかりました。 

スポーツ課長   冬は大川町の方から北風が吹くと思います。冬場はサッカーな

ど、夏場は野球やソフトボールの使用が多いと思います。 

山口委員     皆さんが集まることができていいと思います。子供がバレーボ

ールをしていて町の体育館を使ったことがありますが、松浦町に

あまり行ったことがありませんでした。 

施設営繕課長   これとは別に、クリーンセンターの業務で健康増進施設を建て
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られます。松浦コミュニティセンター横の駐車場に、全天候型、

人工芝のスポーツ施設を、令和 4 年 3 月までに建てられます。こ

ちらも利用して頂きたいと思います。 

スポーツ課長   軟式野球大会や少年野球大会などは現在、国見台や東山代運動

広場を利用されていますが、松浦も使用されるようになり、これ

まで以上に松浦町に人が行くようになると思います。県民体育大

会や県内行事などでも活用したいと考えています。 

酒見委員     どこが管理するのですか。 

スポーツ課長   スポーツ課です。市の体育施設として条例に位置づけ、使用料

が発生します。 

酒見委員     スポーツ課に使用許可願を出すのですか。 

スポーツ課長   実務は地元のコミュニティセンターで行います。グラウンド維

持管理の草刈りやトイレ清掃などの業務は委託になると思います。 

施設営繕課長   もともとはクリーンセンターの事業なので環境課が担当してい

ましたが、地元からスポーツ施設の要望があり、当時の体育保健

課が担当となって、工事は施設営繕課が対応してきました。 

酒見委員     他のところでは熱を利用したプールや温泉施設などがあります。 

スポーツ課長   佐賀大和クリーンセンターの複合施設はグラウンドとプール施

設があります。 

施設営繕課長   西部クリーンセンターからコミュニティセンターまで温水を引

くことも考えられましたが、距離が遠かったです。 

教育長      グラウンドゴルフ場と多目的グラウンドは別々に使用許可願を

出すのですよね。 

スポーツ課長   そうです。 

教育長      調整池というのは、排水のためのものですね。 

施設営繕課長   そうです。木が生えている山に降った雨は浸透しますが、伐採

した山に降った雨は表面を流れて川に行き、川の水量が増えます。

その水量を溜めるポケットを作るのが開発のルールです。それぞ

れ谷ごとに調整池を設けることになっています。 

教育長      わかりました。ぜひ、賑わいの場になればと思います。 

次に、大坪コミュニティセンター・大坪保育園複合施設につい

てお願いします。鍵について現場で説明されましたが、もう一度

お願いします。 

施設営繕課長   中央に講堂があり、コミュニティセンターに来た人は講堂まで

は行けますが、向こう側の保育園へはマスターキーがないと行け

ません。保育園側からもそうです。防犯対策です。 

松永委員     防火区画もあるのですか。 

施設営繕課長   講堂からコミュニティセンターに入ったところにコンクリート
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の厚みがありました。あれが防火区画の壁です。 

松永委員     鉄扉で引き戸の防火壁ですね。 

施設営繕課長   エアコンはすべて都市ガスです。空調は電気や都市ガス、LPG

を使ったものがあり、大坪は都市ガスが来ているので都市ガスを

使います。ガスの方がコストも工事費も抑えられます。ガス空調

の室外機には車のエンジンが入っていて、車と同じで 3 年に 1 回

車検的な点検が必要です。 

西山委員     それでもコスト的に安いのですね。 

施設営繕課    大きな施設を作ると電気の容量が増えるのでキューピクルとい

う電気を受ける箱を作らなければいけませんが、ガス空調にする

ことで電気の容量が抑えられ、キューピクルが要りません。キュ

ーピクルは 1,000 万円くらいかかり、毎年専門業者に点検しても

らう必要があり、その費用より車検の方が安いです。 

松永委員     それでコミュニティセンターは LPG などのガス空調なのですね。 

施設営繕課長   その都度、ランニングコストと工事費を比較してやっています。

大きな施設ほど電気代のデマンド契約といってかなり複雑になり、

デマンドを管理する手間も省けます。 

教育長      今、大坪コミュニティセンターが建っているところはグラウン

ドゴルフ場になりますが、駐車場にもできるのですよね。 

施設営繕課長   駐車場にもできます。既存の保育園敷地は解体して砂利の駐車

場にします。保育士さんたちはそこに駐車されると思います。 

松永委員     大坪保育園の定員は何人ですか。 

施設営繕課    120 人くらいと思います。 

教育長      複合施設にしたメリットを生活やイベントに関わらせて、一緒

にしてよかったと思えるような形にぜひしてほしいです。 

施設営繕課長   説明会をして、地元の意見を取り入れながら話す中で少しずつ

意識が変わられています。 

酒見委員     保育園のお遊戯会など講堂を使ってできるのでいいですね。 

施設営繕課長   お遊戯会と地域のイベントを一緒にやるなどですね。 

教育長      地域の人も見に行ける形などできたらいいと思います。 

         次に、東山代小学校の件について説明してください。 

施設営繕課長   実施設計が始まりましたので、東山代の複合施設の事業につい

て現状、スケジュール、計画のイメージ、建物の構造等を説明し

ます。東山代小学校は耐震性が確保されておらず、建物は 49 年か

ら 54 年経過し、外廊下方式で雨天時には雨が降り込むなど、児童

の安全が確保されていません。東山代コミュニティセンターは耐

震補強をして耐震性はありますが、43 年経過していることから、

児童クラブ、滝野小学校も含めて複合化を図る計画となっていま
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す。3 棟舎は Iｓ値が 0.42、0.49、0.50 で、0.7 を満たしていま

せん。敷地面積が 26,846 ㎡、コミュニティセンター敷地まで含め

ると約 3 万㎡あります。令和７年度に新しい校舎で開校する予定

で、児童数 361 人、13 クラスで計画しています。令和 3 年 7 月 6

日に基本設計、実施設計を村田・メイ共同企業体と契約し、校舎

建築を令和 5 年から令和 6 年の 2 ヶ年継続で行い、体育館とコミ

ュニティセンターを令和 7 年度に建築、運動場等外溝整備を令和

7 年に行ない、令和 7 年度末に完了したい考えです。建設イメー

ジとして、北側グラウンドの南側に 3 階建ての校舎を建設し、北

側に体育館を建設する計画です。この計画のメリットとして、工

事エリアと学校エリアを分離でき、児童の安全を確保しながら工

事ができること、北側グラウンドは現在の校舎敷地より 60ｃｍほ

ど標高が高く大雨時の浸水対策など安全対策や工事期間を必要最

小限にできること、既存校舎を使いながら工事ができるので仮設

校舎が必要ないこと、既存のコミュニティセンターに隣接してい

るのでコミュニティセンター敷地の有効活用ができることです。

工事中はグラウンドが使えなくなりますが、サブグラウンドを利

用していただいて体育の授業等を行ってほしいと思います。この

計画を令和 2 年 10 月 15 日に地元の建設促進委員会に説明し了解

をいただいています。校舎は 3 階建て延べ床面積約 4,900 ㎡、体

育館が約 920 ㎡、児童クラブとコミュニティセンターで 640 ㎡、

合計約 6,400 ㎡の規模になる見込みです。コミュニティセンター

は鉄骨造、校舎と体育館は鉄筋コンクリート造を予定しています。 

このような建て替えの際には、校舎を木造でできないかという話

がよく出てきます。木造建築については平成 26 年 6 月に建築基準

法が改正され、3 階建ての大規模木造校舎の建設が可能になりま

した。しかし耐火に要する対策工事にコストがかかります。3 階

建ての計画図を 2 階建ての木造建築にすると地面に接している床

の面積である建築面積が約 1.5 倍になり、東西方向に 100ｍ延び

てＭＲ横の水田まで飛び出します。現在 4,000 ㎡を超える校舎で

2 階建ては青嶺中学校で東西 100 メートルありますが、敷地も広

いです。また、3 階建てを 2 階建てにすると、屋根や基礎の面積

が増えるので 1 割程度コストが増え、さらに耐火建築となり 1 割

から 2割アップします。設計費においても木造建築は 4割アップ、

管理費が 3 割アップします。企画政策課のファシリティマネジメ

ント室で建物の使用可能年数を算出していますが、鉄筋コンクリ

ートは 100 年使用、木造は 60 年使用の設定で、40 年違います。

東山代小学校の場合は、木造にすると概算 5 億円上がります。木
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造建築についての特別な補助金はありません。地元の方々からも

雨や防災の面を考えて鉄筋コンクリートで丈夫な建物を作ってほ

しいという話もあります。このようなことから、東山代複合施設

については、北側グラウンドに鉄筋コンクコンクリート 3 階建て

で校舎を建設する計画で進めたいと思います。 

教育長      ご質問等をお願いします。 

酒見委員     プールはどうしますか。 

施設営繕課長   プールはリニューアルします。 

酒見委員     木材も値段が高くなっていますね。 

施設営繕課長   はい。また、この規模になれば 1,500 ㎥くらいの木を調達する

必要があり材料が調達できるか不安です。また、火事の時に１時

間燃えても必要最小限の柱が残るように、柱の強度を計算して燃

え代という余裕の幅が必要で、子どもたちが避難している間に校

舎が崩れないようにしないといけません。また、コンクリートの

壁を 2,000 ㎡ごとに作って燃え広がらないようにする複雑な設計

になり、設計費が 4 割ほど高くなります。消火活動の際に消防車

が建物のそばにつけるよう、建物はロの字型でなく、コの字型に

作らなければいけません。 

教育長      他に意見はありませんか。それでは、このような計画で進めて

よろしいでしょうか。(はい) 

次に、次回定例教育委員会の日程についてお願いします。 

事務局      次回定例教育委員会は 8 月 26 日（木）午後 1 時 30 分から庁議

室で開催したいと思いますが、いかがでしょうか。（はい） 

教育長      次回定例教育委員会は 8 月 26 日（木）午後 1 時 30 分から庁議

室で開催したいと思います。 

         次に、行事予定等事務連絡をお願いします。 

教育総務課副課長兼総務企画係長 （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      ご質問等はありませんか。8 月 2 日（月）の伊西地区教育研究

大会は本年度初めて西松浦郡と合同で開催されます。オンライン

開催ですので委員の皆さんはどちらに参加されますか。 

山口委員     学校から案内が来ていたので中学校に行きます。       

酒見委員     大会議室で参加します。 

西山委員     大会議室で参加します。 

松永委員     地元の小学校に行きます。 
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教育長      承知しました。ほかにありませんか。 

酒見委員     カブトガニについてお知らせします。6 月に 40 つがい来て、梅

雨明けの 7 月 12 日夜から急に増え、3～4 日で 700 つがいほど来

ました。７月 25 日（日）の産卵を観る会の大潮の時が普段はピー

クですが、梅雨時が早かったため来ないのではないかと心配して

いたものの、この日も来ました。今年の特徴として新月と満月の

大潮の間にいったんゼロになるのですが、7 月 12 日の小潮の時に

ゼロになりませんでした。今のところ 1,400 を超えています。昨

年が 700 で、2 倍です。来年、再来年も増えていけば、伊万里湾

の環境が良くなって 14～15 年で成体になっていると言えるのか

もしれませんが、理由はよくわかりません。昔、いまりんビーチ

の造成工事をしている時に 1～2 年増えたことがあり、海底を扱っ

ているので逃げてきたのかなと話していましたが、工事が終わっ

たら減りました。今年は産卵地周辺で何か工事をやっているわけ

でもありません。8 月は来ないだろうと思っていますが、8 月も来

たら 2,000 近くになるかもしれません。毎日多くの方が多々良海

岸に来られ、県外から福岡や広島、帰省の方などが観に来られて

います。先日は民間の児童クラブの子ども達が 50 人ほど来ていま

したので、１時間ほど説明をしました。 

教育長      国内のほかの産卵地の状況はどうですか。 

酒見委員     一時期は北九州の曽根の干潟で 2,000 近く来て多かったですが、

今は減りました。去年、急に山口県の海岸が増えて 1,000 以上で

す。小倉、山口、大分は海岸線が続くので関連性がありますが、

そこと伊万里とは、唐津の虹の松原に干潟がなくて途切れるので、

関連がありません。伊万里と長崎は関連性がありますが、九十九

島は調べようがなく、どうなっているかわかりません。昨日も多々

良海岸に 10 つがい以上来て、隣接する多々良南海岸にもそれくら

い来ています。見に来られた方は喜んで帰られます。産卵が集中

するので先に産卵した卵を、次のつがいが掘り起こしていまい、

潮が引くと掘り出された卵が砂浜で乾燥して死んでしまうので、

カブトガニの館で卵を保護しています。それを毎日見に来る子ど

ももいます。カブトガニの館は今、来館者がたくさんおられます。 

施設営繕課長   カブトガニは、いつもはどこにいるのですか。 

酒見委員     海の底です。産卵が終われば伊万里湾大橋より外に出て、福島

くらいまで行きます。北部九州だけにいるのも不思議なものです。 

スポーツ課長   産卵は夜ですか。 

酒見委員     昼、夜の満潮時です。 

施設営繕課長   GPS を背負ったカブトガニはいるのですか。 
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酒見委員     莫大なお金が要ります。潜るので衛星で取れません。夏に取り

付けて冬までとなると電池がもちません。大きな電池を背負わせ

るわけにもいきません。   

教育長      まだ、しばらく観れますね。ほかにありませんか。（なし）以上

をもちまして令和 3 年 7 月定例教育委員会を終わります。 

 

 

                     （午後 4 時 30 分 終了） 


