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令和 3 年 8 月定例教育委員会会議録 

 

日  時    令和 3 年 8 月 26 日（木）午後 1 時 30 分～午後 2 時 56 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）、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(川口)、市民図書館長(鴻上)、スポーツ課長

（春田）、施設営繕課長（吉永） 

議案等     議案第 18 号 伊万里市会計年度任用職員の任用について(非公開) 

傍聴者     1 名 

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      7 月定例教育委員会の概要を報告します。7 月 29 日、教育長及

び委員全員出席のもと、現地視察と会議を行いました。松浦スポ

ーツ・レクリエーション施設及び大坪コミュニティセンター、大

坪保育園複合施設を視察し、視察後、庁議室において会議を開催

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 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報告を行い、次に、8 月定例教

育委員会の日程について協議し、8 月 26 日（木）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。7 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。大雨で武雄、大町は大変な状況で、伊

万里市からも支援に行っています。学校は予定どおり始め、8 月

23 日に伊万里中と啓成中、24 に南波多郷学館、25 日に大坪小、

立花小、大川内小、波多津小、26 日に二里小、国見中、30 日に東

山代小が始まります。他の 11 校は 9 月 1 日からです。どの学校も

対策をして始業を迎えています。昨日 25 日に県と 20 市町の教育

長、県立学校長等での臨時会議が予定されていましたが、大雨の

ため延期になり明日 27 日に開催されます。 
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行事関係で中止になったものがたくさんあり、コミュニティミ

ーティングは７地区が中止、18 日のコミュニティ・スクール研究

大会も延期または中止かもしれません。佐賀県教育委員会連合会

役員会が延期、伊万里市教委主催の新採職員研修が延期、学校規

模適正化協議会が延期、明日 27 日に予定されていた伊万里市同和

問題講演会が中止になりました。 

         その中で一つご紹介したいことがあります。8 月 19 日に市長表

彰の善行者表彰ということで、市長と大川内町の故 前川日司様

のご自宅へ出向きました。前川様は平成 21 年から 13 年間、毎年、

市民図書館、大川内小学校に教育振興奨励基金へ御浄財を寄附さ

れ、７月 17 日にお亡くなりになりました。奥様に迎えていただき

仏前にお参りをして、表彰状をお渡ししました。前川さんはご自

身のお父様が亡くなられた時、家には一冊も本が無く、公共図書

館に通って本を読んで成長されたそうで、その体験から子どもた

ちに本をという思いで、つつましい生活の中からご寄附を続けて

いただいておりました。本当にありがたく、頭の下がる思いです。 

         8 月は行事等がいろいろ中止になりましたが、県の会議が明日

開催されますので、次回定例教育員会で報告できると思います。

報告は以上です。ご質問等はありませんか。 

酒見委員     大雨の被害等はありませんでしたか。 

施設営繕課長   市内の施設については、大きな被害はあっておりません。 

教育長      教育委員会連合会の慶弔規程の災害・風水害見舞について問い

合わせがありましたので該当なしと回答しました。（了解）他にあ

りませんか。（なし） 

         議案・議事の審議に入ります。本日は議案 1 件、報告１件の審

議となっており、議案第 18 号 伊万里市会計年度任用職員の任用

については個人に関する情報を含みますので、その説明及び質疑、

採決については非公開とすることが適当と思われます。従いまし

て議案第 18 号については、伊万里市教育委員会会議規則第 14 条

の規定に基づき非公開とすることにご異議ありませんか。（なし）

異議なしと認め、非公開として日程の最後に審議するものといた

します。 

それでは報告第 12号 令和 3年伊万里市議会第 3回定例会議案

に対する教育委員会の意見について、説明をお願いします。 

教育副部長兼教育総務課長  報告第 12号 令和 3年伊万里市議会第 3回定例会議案に対する

教育委員会の意見について説明します。市長から 9 月定例市議会

に提出する議案について教育委員会に意見が求められましたの

で伊万里市教育委員会事務委任規則第 2条第 1項の規定に基づき、
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別紙のとおり代理処分し、原案のとおり提出することに異議なし

と回答しています。内容について各課から説明します。 

 伊万里市立学校設置条例の一部を改正する条例制定について説

明します。令和 3 年度末をもって滝野小学校を東山代小学校に、

滝野中学校を国見中学校に統合することに伴い、同条例別表 １ 

伊万里市立小学校の部から滝野小学校を、同表 2 伊万里市立中学

校の部から滝野中学校を削除するものです。 

スポーツ課長   工事請負契約締結の変更について説明します。令和元年度から 

令和 3年度までの 3か年の継続工事で実施している松浦スポーツ・ 

レクリエーション施設整備工事について、しゅん工期限を 9 月 30 

日から 12 月 24 日に変更する変更契約を締結するものです。延長 

理由は、造成工事で発生した残土等の処分に期間を要したこと、

同じ地区内に計画されていた健康増進施設の建設予定地の変更に

伴い県や地元との協議や追加工事が必要になり期限内での工事完

了が見込めなくなったことによるものです。 

教育副部長兼教育総務課長  留守家庭児童クラブ管理運営事業です。修繕料の補正は、4 つ 

の児童クラブで料金徴収用の水道メーターが、計量法に定められ 

た有効期限 8 年を経過しているため、取り換えるための経費 10 

万 3 千円、また、2 つの児童クラブのエアコンが故障するなど現 

在までに想定以上の修繕料を要し、今後の予算に不足が見込まれ 

るため増額分として 20 万円、合わせて 30 万 3 千円を計上してい 

ます。原材料費の補正は、クラブを利用する児童の荷物が既設の 

棚に収まらず、他の児童の道具を間違えて持って帰ることが頻繁 

にあるため、支援員から一人ひとりの荷物が入る棚の設置の要望 

があっており、昨年、材料の合板等を購入して国見台公園管理事 

務所作業員の方に、冬場の作業の少ない時期に棚の制作を依頼し 

て設置したところ大変好評で、今年度も制作して頂けることにな 

り、原材料費 13 万 1 千円を計上しています。幅 180ｃｍ、高さが 

50ｃｍ、奥行き 45ｃｍで 4 列 1 段、50 個を制作する予定です。 

スポーツ課長   広域ごみ処理施設建設に係る地域振興事業です。松浦スポーツ・ 

レクリエーション施設の土木工事残土の増加に伴う処分経費の追 

加、健康増進施設の建設予定地変更に伴い、新たに駐車場舗装等 

の追加工事が必要になり、工事請負費 1 千 451 万 5 千円を計上し 

ています。 

教育副部長兼教育総務課長  学校統合事業です。令和 4 年 3 月 31 日をもって滝野小学校、滝 

野中学校が東山代小学校、国見中学校に統合されることから、学 

校の引っ越し作業にかかる経費として、グランドピアノや電子黒 

板、大型プリンターなどの運搬を専門業者に委託するための委託 
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料 71 万 9 千円、職員による引っ越し作業のためのトラック借上料 

13 万 4 千円、トラック燃料費 1 万 1 千円を計上しています。また 

閉校記念事業として閉校記念誌の作成、閉校記念碑の設置、閉校 

記念式典の開催が予定されており、これらにかかる経費として滝 

野小中学校閉校事業部会へ補助金 200 万円を計上しています。 

         教育振興奨励基金です。本年 6 月以降に 1 企業、個人 4 名から 

        1 千 322 万円の寄附をいただきましたので教育振興奨励基金に積 

み立てるものです。このうち学校への指定寄附として東山代小学 

校へ 1 千万円、国見中学校へ 200 万円、南波多郷学館へ 100 万円 

となっています。 

 小学校管理事業です。現在、市内の学校の給食費や校納金など、 

        どの学校徴収金の徴収方法は、児童生徒が現金を学校に持参する 

現金徴収と金融機関による口座振替など学校により方法が異なっ

ており、令和 4 年 4 月から市内すべての学校における学校徴収金

の徴収方法を口座振替に統一して徴収事務の円滑化を図る学校徴

収金管理システム導入にかかる経費を計上しています。 

システム導入に係る業務や口座振替データー入力業務等の委託 

料として 118 万 7 千円、サーバー機器等の購入費用として備品購 

入費 234 万 6 千円のほか、伊万里小学校のグラウンドフェンス、 

大川小学校の教室床修繕など修繕料に 200 万円、伊万里小学校の 

渡り廊下改修、山代東小学校消防設備改修など工事請負費に 300 

万円を計上しているほか、昨年 8 月にいただいた南波多郷学館へ 

の指定寄附を財源として学校図書を購入するための備品購入費 

13 万 4 千円を計上しています。 

中学校管理事業です。小学校管理事業と同様に学校徴収金管理 

システム導入にかかる経費として委託料 55 万 1 千円、備品購入費 

108 万 7 千円を計上しています。また、定期点検で指摘があった 

青嶺中学校、国見中学校のエレベーター修繕などに要する修繕料 

190 万円を計上しています。 

 中学校建設事業の補正は、伊万里中学校建設にかかる令和 3 年 

度の国の交付金の補助単価が加算されることになり、国庫支出金 

を増額し繰入金、市債をそれぞれ減額する財源組替えを行なって 

います。 

生涯学習課長   史跡大川内鍋島窯跡学術調査事業です。この事業は平成 26 年度 

から継続して実施していますが、国庫補助金が当初予定より減額

となったため、事業費を見直し、142 万 7 千円を減額するもので

す。 

公民館管理運営事業です。生涯学習センター階段 2 階の天井か 
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ら雨漏りが発生しているため、修繕料 23 万 9 千円を計上していま

す。 

市民図書館長   図書館資料収集事業です。市民の生涯学習の拠点として様々な 

資料の収集、整理、保存、提供を継続して行い、市民の知る権利 

を保障しながら市民間の情報格差を減らすため、図書資料を更新 

して資料の新陳代謝をはかるための予算として備品購入費 500 万 

円を計上しています。財源はふるさと応援基金繰入金です。 

スポーツ課長   国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進事業です。令 

和 6 年度に佐賀県で開催予定の国民スポーツ大会・全国障害者ス

ポーツ大会に向けた広報啓発活動として県が創設した SAGA2024

新しい大会に向けた市町準備経費補助金を活用し、東京オリンピ

ック女子ホッケー競技出場の鳥山麻衣選手を招いた講演会及びホ

ッケー教室を開催するため、SAGA2024 伊万里市実行委員会負担金

として 53 万 4 千円を計上しています。 

教育長      ご意見ご質問をお願いします。 

松永委員     小・中学校管理事業の学校徴収金管理システム導入について、 

これまで学校の先生に多大な負担があったと思いますが、解消

されるのでしょうか。保護者が口座に入金しない事例も聞いてい

ます。対策は考えてありますか。 

教育副部長兼教育総務課長  滞納対策としては保護者の理解を求めていくしかありません。 

口座に入金しない保護者が発生するかもしれませんので、滞納が 

増える心配もありますが、システムを導入することで教職員の負 

担が減り、子どもと向き合う時間が増えること、現金を取り扱う 

リスクが減ること、事務職員の事務量は増えるそうですが現金を 

取り扱う精神的な負担が減ることなどから、これまでにも校長会 

からシステム導入の要望が出されていました。4 月からスタート 

するには今回の補正がぎりぎりのタイミングです。モデル校から 

導入するとして 6 月補正で要求しましたが、市長からは、学校の 

規模に関わらず現金徴収の問題は同じであり、教職員は異動もあ 

る、モデル校だけで進めるよりも市内統一したシステムで同時に 

進めることが望ましいとあり、今回要求しています。滞納対策に 

ついては努力していきたいと思います。 

松永委員     滞納対策として学校だけでなく教育委員会が請求する自治体も 

あります。そういう考えはありますか。 

教育副部長兼教育総務課長  給食費については教育委員会の係長以上で組織する「滞納給食 

費等徴収支援班」があり、学校から要請を受けて家庭訪問に行く 

体制を取っています。 

松永委員     悪質な事例は裁判も考えるなど、状況に応じて考えていかなけ 
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ればならないと思います。 

教育長      他にありませんか。 

西山委員     督促文書を担任から子どもへ渡すということは、子どもへの配 

慮もあり、応じてもらえる家庭はいいですが、家庭訪問をしたこ

ともあります。子どもを真ん中にして考えなければいけないこと

と、大人がきちんと考えなければいけないことがあると思います。

システム導入は現場としてはありがたいですが、未納者の対応と

してはこれまでのように、担任から電話をかけるなど、そのよう

なイメージでしょうか。 

教育副部長兼教育総務課長  児童手当からの充当ができるか福祉課と協議しています。でき 

るだけ回収できるよう対策を講じていかなければならないと考え 

ています。 

教育長      口座振替手数料は統一できるのですか。 

教育副部長兼教育総務課長  市内 3 つの金融機関を取扱い金融機関として計画しています。

口座振替手数料は 1 回 55 円の予定です。 

西山委員     年間 500 円くらいの負担ですね。 

松永委員     学級費を払わない家庭があると、学級で使う資料の質が落ちる 

と聞いたことがあります。そういうことがなくなるような制度に          

なってほしいです。 

西山委員     事務の先生方はシステムを導入すると事務の負担が増えるにも 

関わらず、導入しようとしてくださるのはありがたいです。シス

テム導入で現場がうまく回ればいいと思います。 

酒見委員     県立学校では校納金関係はすべて事務室で行い、事務職員が滞 

納者への文書発送や電話を行っています。 

教育長      お金に関わる部分が完全に事務の先生にお願いできるというこ 

とになれば、学校の先生方の環境が全く変わってくると思います。

県内ではどれくらい導入されていますか。 

教育副部長兼教育総務課長  4 市 7 町で導入されています。 

教育長      半分以上ですね。 

教育副部長兼教育総務課長  システムを使うと総会用の会計報告や未納者への催告状がシス 

テムから出力でき、現場の負担がかなり軽減されます。 

教育長      数年前から給食費の公会計化について全国で進みつつあります 

が、給食費の公会計化については別に考えていかないといつまで 

もできないので、まずは徴収金システムを進めています。問題は 

あるかもしれませんが、見守っていただきたいと思います。 

他にありませんか。 

酒見委員     学校統合事業で、引っ越し用のトラックの運転を学校の先生が 

行うということですが、事故が心配です。 
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教育副部長兼教育総務課長  市職員が運転します。小学校、中学校に各 1 台準備して、滝野 

校で先生方と市職員で積み込み、東山代小学校と国見中学校で学 

校の先生方が降ろすように考えています。箱型トラックを 3 日間 

       借用する計画で、小さなものは少しずつ持って行ってもらうよう

に話しています。 

西山委員     波多津小学校の統合の時、3 月下旬は閉校記念誌や閉校記念式 

典など業務が集中して大変でした。コンテナを引っ越し業者から 

あらかじめ借りて、少しずつ荷物を詰めていけばいいと思います。 

教育副部長兼教育総務課長  そのようにできると思います。 

西山委員     校舎は残るのですか。 

施設営繕課長   解体する予定です。市の所有でなくなれば、利用してもらうこ 

ともできます。 

教育長      ほかにありませんか。中学校建設事業の財源組換えについて、 

もう一度説明してください。  

教育副部長兼教育総務課長  伊万里中学校建設にかかる令和 3 年度の国の交付金の補助単価 

が加算されることになり、国庫支出金を増額し、繰入金、起債を 

減額するという財源組換えを行なっています。 

施設営繕課長   国が今年度示した鉄筋コンクリート造１㎡あたりの補助単価が 

        18 万 1,700 円で、これは最低額であり、文科省の財源に余裕があ 

る時は加算があります。今年度は国の補助金が 7 千 800 万円加算 

されています。 

教育長      わかりました。ほかにありませんか。（なし）次に進みます。 

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、9 月 27 日（月）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。 

教育長      第 3 会議室は空いていませんか。広い場所がいいと思います。 

事務局      会場が取れましたら変更するようにいたします。 

教育長      お願いします。次回は 9 月 27 日（月）です。（はい）次に、 

行事予定等について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。 

松永委員      土曜授業は市内一斉に日にちが決まっていないのですか。 

学校教育課長    以前は決めていましたが、各学校の行事等に合わせて年間 2

日から 3 日程度開催してもらうよう各学校に委ねています。 
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松永委員      わかりました。 

教育長       次に、市民図書館からお願いします。 

市民図書館長    第 4 次伊万里市子どもの読書活動推進計画について説明しま

す。平成 13 年度に制定された子どもの読書活動推進に関する法

律に基づき、伊万里市では平成 16 年に第 1 次推進計画を策定以

来、22 年、28 年に見直しを行い、第 3 次計画まで策定していま

した。今回、推進委員さんの協力をいただいて第 4 次推進計画

を策定しました。基本目標を「読んで、話して！楽しい読書」

とし、読むだけでなく表現することで読書への関心と意欲を高

めようとするものです。今後、学校や幼稚園、家庭、関係機関、

団体等と連携しながら、5 年間、具体的な活動に取り組んでま

いります。教育委員の皆様にもご理解、ご協力をお願い申し上

げます。 

酒見委員      今年のカブトガニの産卵がほぼ終了しましたので報告します。 

今年の産卵確認つがい数は 1,509 です。8 月 8 日までは、大潮 

になるので 2 日ほど来ましたが、11 日からの大雨でぴたりと来 

なくなりました。現在の多々良海岸の塩分濃度は１％くらいで

淡水と同じくらいで、復活するのに数日かかるため、今年は終

わったかなと思います。1994 年は増えた年でしたが、いまりん

ビーチ周辺の埋め立てをしていた時期で、産卵できなくなった

つがいが多々良海岸に来て産卵したので増えたと思われ、次の

年から減りました。2009 年頃から 500 つがい前後で安定してい

ましたが、昨年が 700 つがいくらいで過去 2 番目に多く、今年

急に増えました。増加の要因はわかりません。6 月に 140 つが

い、8 月に合わせて 1300 つがいくらいです。7 月までは観に来

る方も増えました。梅雨明けが早く、つがいが 6 月頃から来る

ようになり例年の 3 倍くらい来ました。小倉の曽根干潟も沖合

で北九州空港の工事をしていた時に 2,000 つがいくらい来て、

今は 400 つがいから 500 つがいです。海岸が広いところです。

去年、山口県が 1,000 つがいくらいでしたが、今年は 600 つが

いくらいに減っています。 

山口委員      満月の時に産卵数が増えるのですか。 

酒見委員      満月と新月の大潮のあとの 1 週間くらいに産卵が増えます。 

その後、小潮になりいったんゼロになりますが、今年はゼロに 

なりませんでした。カブトガニの総会を 8 月下旬に小倉でオン 

ラインで予定していましたが、福岡県に緊急事態宣言が出て、 

メイン会場が使えなくなり、各支部もサテライト会場を予定し 

ていましたが使えなくなったところがあり、延期になりました。 
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教育長       例年だと 8 月の前半くらいまで来るのですね。 

酒見委員      はい。お盆くらいまで来ますが、今年は大雨で抑えられまし 

た。 

教育長       ほかにありませんか。 

学校教育課長    学校のコロナウィルス対応について紹介します。8 月中に始 

業式を迎える学校が市内で 10 校あり、学校には保護者の方々か 

ら、この状況で学校を開くのかというご意見をいただいたり、 

学校教育課へも電話をいただいたりしていますが、判断した理 

由は、唐津市と伊万里市では現状が違うということです。コロ 

ナが蔓延した時に休業等をしなければならない状況を想定して 

早めに学校を始めて備えたいこと、年間行事等もすでに計画済 

であるため始業されています。部活動は 8月 31日まで停止です。 

子どもたちや保護者に危機意識を持ってもらう趣旨もあります。 

学校施設は 8 月 31 日まで使用を制限し、修学旅行については行 

先や泊数の検討を行っています。9 月 1 日からすべての学校で 

始業しますので、保護者あてに文書を発送するよう準備をして 

います。濃厚接触者または陽性になった場合は学校へすぐ連絡 

してもらうこと、この連絡が頼みの綱であること、毎朝の検温 

と健康観察に協力してほしいこと、少しでも風邪症状等があり 

体調が悪い場合は登校させないこと、学校で風邪症状等がみら 

れた場合は下校させるのであらかじめ考えておいて頂きたいと 

いう内容です。 

また、検査のあり方が大きく変わります。保健福祉事務所の 

業務が逼迫していて、これまでどおりの対応ができないという 

ことです。これまでは例えば 3 年 2 組で陽性者が確認されれば

クラス全員もしくは 3 年生全員をその他の接触者ということで

検査していましたが、それができないということで、今後は学

校、保健福祉事務所と協議しながら濃厚接触者を特定し、その

濃厚接触者のみの検査を行い、それ以外の接触者については検

査しないというように変わります。これについても明日 27 日の

県の会議で協議をしていただき、来週 30 日（月）の校長会で周

知したいと思います。以上です。 

山口委員      濃厚接触者のみの検査を行い、クラスは閉鎖するのですか。 

学校教育課長    クラスは一旦、閉鎖します。 

酒見委員      濃厚接触者に感染が無かったと認められた時に、閉鎖を解く

のですか。 

学校教育課長    陽性者が出たら一旦、学級を閉じます。濃厚接触者に特定さ

れた人は PCR 検査をして、結果が出た段階で学校を開くという



10 

 

ルールになっていますが、検査をした時は陰性でも、後から陽

性になる偽陰性というものがあり、県や保健福祉事務所と協議

をして、例えば 5 日間はクラスは閉じるなど、基準についても

検討してもらわないといけません。 

教育長       これまでは感染が疑われた場合にはクラス全員を検査してい

ましたが、検査ができないとなれば保護者は不安になると思い

ます。文科省は検査キットを使用すると言っていますが、不安

が強い人はまず検査キットで簡易検査をするなどシステム化し

ないと混乱すると思います。明日の会議で聞きたいと思います。 

西山委員      保護者は検査キットを自費で買うことになるのですか。 

教育長       それについても明日の会議で聞いてきます。 

酒見委員      濃厚接触者は、陰性になってもすぐには登校できないですね。 

学校教育課長    2 週間は登校できません。 

西山委員      クラスに濃厚接触者が１人 2 人いた時に、それ以外は検査を

受けないけれど、学級は閉鎖するのですか。 

学校教育課長    閉鎖します。 

教育長       ニュースでは文科省が臨時休校の基準を決めると言っていま

すので早く決めてもらいたいと思います。他にありませんか。 

酒見委員      災害についてですが、レベル 3 の高齢者等避難が出て保育園

は休園になりましたが、小中学校は休校になるのですか。 

学校教育課長    県からは市単位でということで、伊万里市としては原則休校

の判断になると思います。そうでない場合は、伊万里市は市域

が広く地域によって状況が違うので、学校長の判断になります。

今朝の大雨でも、伊万里中学校区では校長同士で話をされ、午

前 9 時までの時差登校にされています。 

酒見委員      レベル 3 だから自動的に休校ということではないのですね。 

山口委員      部活動は一斉に休止になりました。 

教育長       よろしいでしょうか。（はい） 

次に、非公開の審議に入ります。 

 

教育長       他にありませんか。（なし） 

これで 8 月定例教育委員会を閉会します。 

 

 

 

                    （午後 2 時 56 分 閉会） 

 

 



11 

 

 


