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 令和 3 年 10 月定例教育委員会会議録 

 

日 時    令和 3 年 10 月 26 日（火）午後１時 30 分～午後 2 時 50 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 

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)、スポーツ課長（春田） 

市民図書館副館長(末次)、施設営繕課教育施設係長（田中） 

議案等     報告第 14 号  伊万里市会計年度任用職員の任用について 

       報告第 15 号 令和 3 年伊万里市議会第 3 回定例会議案に対す教育 

委員会の意見について 

       報告第 16 号 伊万里市立学校規模適正化協議会委員の委嘱につい 

   て 

      報告事項     令和 3 年伊万里市議会第 3 回定例会の報告について 

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    9 月定例教育委員会の概要を報告します。 

9 月 27 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。 

 議案第 19 号 伊万里市立学校の通学区域に関する規則の一部を改 

正する規則制定について審議し、原案どおり決定しました。次に報告 

第 13 号令和 3 年度地域学校協働活動推進委員の委嘱について報告を 

行い、続けて令和 3 年伊万里市議会第 3 回定例会について報告を行い 

ました。 

このあと議事第 1 号 令和 3 年度伊万里市教育委員会表彰受賞者の 

選考について非公開で審議し、6 名 1 団体について表彰することに決 

定しました。次に 10 月定例教育委員会の日程について協議し、10 月

26 日（火）午後 1 時 30 分から第 3 会議室開催することとし閉会しま

した。会議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）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します。 

次に、教育長の報告です。10 月の行事を振り返ります。1 日に伊西 
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教育長     地区中学校駅伝大会がありました。生徒の元気な姿はいいなあと

思いながら見せてもらいました。コロナ感染症がまだ怖い状況なの

でロードレースは開催せず駅伝のみ開催し、伊万里中学校が男女と

もに優勝しました。同日午後から上峰町へ佐賀県教育委員会連合会

役員会に酒見委員と出席しました。上峰町は教育予算が潤沢で、特

色ある取り組みを話していただきました。 

10 月 4 日に退職校長会理事会が南波多郷学館で開催されました。

義務教育学校について知りたいということで、南波多郷学館で理事

会を開いていただき、学校教育課長、郷学館校長から説明を行いま

した。理解が進まれたと思います。 

10 月 8 日に杵西・藤津地域の教育長会がありました。教科書採択

の地区協議会について紹介します。これまで藤津地域と杵西地域は

別々に協議をしていて、前回、一緒に研究調査をしましょうという

ことで、両方の地域から先生方を選んで研究調査をしました。今回、

採択地区そのものを一緒にしてはどうかとお願いしていましたら、

その案がとおり、次回から教科書採択地区協議は杵西、藤津地域が

一緒になった地区で行うことになりました。教科用図書は採択地区

協議会で決定したものを各市町へ持ち帰り、各教育委員会で最終的

に決定します。次回から、地区協議会が広くなります。 

10 月 9 日、10 日に黒曜石シンポジウムが伊万里市民図書館であ

り、芝康次郎さんが一般市民向けにも講演されました。専門家の方

もたくさんおられオンライン配信もされました。伊万里腰岳の黒曜

石の希少性や歴史を振り返り、黒曜石についてもっと市民に広げた

いと思いました。 

10 月 20 日には、せいら教室の子どもたちが私の家に芋堀りに来

てくれました。芋さしの時は 4 人くらいでしたが芋堀りは 8 人来て、

最初は無口でしたが後はしゃべりながら、たくさん掘って帰ってく

れました。やはり体験活動は大事だと思いました。 

10 月 23 日に大川小学校 150 周年記念式典があり、学校教育課長 

と出席しました。コロナ禍のため保護者を呼ぶこともなく来賓の人

数も絞り、子どもたちも当初は各教室でリモートでの計画をしてい

ましたが、当日は体育館に集めて式典に参加できました。毛利東先

生から大川小学校の振り返りの話があり、大川小学校の子どもたち

も歴史をしっかり認識しました。 

10 月 25 日、今年度 1 回目の学校規模適正化協議会があり、後ほ

ど学校教育課長から報告がなされます。 

    報告については以上です。ご意見ご質問等はありませんか。（なし） 

   次に、議案議事の審議に入ります。本日は報告 3 件、報告事項 1
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件となっています。報告第 14 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 14 号について説明） 

学校教育課長   （報告第 14 号について説明） 

教育長      ご質問、ご意見等ありませんか。（なし）次に進みます。 

報告第 15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 15号について説明）内容について各課から説明します。 

スポーツ課長   10 月 15 日付けで市議会に追加提案した工事請負契約締結の変

更について説明します。松浦スポーツ・レクリエーション施設整

備工事について、残土等の処分費用の増加や同じ区域内に計画さ

れている健康増進施設の建設予定地の変更により追加工事が生じ

ることから、9 月議会冒頭に補正予算を提案し 9 月 24 日に可決さ

れましたので、従前の請負金額に可決された 2,587 万 5,300 円を

加え、請負金額を総額 6億 5,564万 8,400円に変更するものです。  

教育長      ご意見ご質問はありませんか。（なし）次に進みます。 

         報告第 16 号 伊万里市立学校規模適正化協議会委員の委嘱に

ついて、説明をお願いします。 

学校教育課長   （報告第 16 号について説明） 

教育長      ご意見ご質問はありませんか。（なし）併せて昨日の第 1 回学

校規模適正化協議会について概要説明をお願いします。  

学校教育課長   10 月 25 日、立花コミュニティセンターで令和 3 年度第 1 回目

の学校規模適正化協議会を開催し、4 つのことについて検討等を

していただきました。 

1 つ目は、委員の改選があっていますので、令和元年度からの

協議内容を確認しました。2 つ目として、今年 2 月に東陵中校区、

山代中校区、牧島小学校については一定の方向性を見出していた

だいておりますので、4 月に学校教育課長と学校教育係長で各地

区に出向き、それぞれの学校の在り方を考える会を設立してほし

いと要望をして回りました。各地区では 1 回または 3～4 回の会議

を重ねていただいており、それらの地区である大川町、松浦町、

山代町から報告をいただきました。3 つ目の柱として、2 月上旬に

答申をいただくよう予定しており、その方向性について確認しま

した。東陵中校区については大川小学校、松浦小学校を東陵中学

校と統合し義務教育学校とすること、山代中学校校区については、

山代西小学校と山代東小学校を統合する、同時に山代中学校と統

合し義務教育学校とすることを検討する、3 点目は、牧島小学校

については現段階では複式学級解消のための統合が求められるが、
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児童数の推移によっては複式学級解消の可能性があることや、校

区の見直しを含めて今後継続して検討するという、この 3 つの方

向性について様々な立場からご意見をいただきました。 

4 つ目として西九州大学の上野恵三先生からコミュニティ・ス

クールについての理解を深めるために講演していただきました。

以上です。 

教育長      ご質問、ご意見をお願いします。 

松永委員     東陵中学校区は、統合について概ね理解されている様子ですか。 

学校教育課長   校舎の老朽化などを考えると統合は概ねやむを得ないだろうと

いう考えの一方で、義務教育学校の理解がまだ進んでおらず、通

学保障がどうなっていくのかという不安要素もあるので、まだ賛

成と言えない方もいらっしゃるようです。そのあたりを丁寧に説

明しながら理解を求めていかなければならないと思います。 

松永委員     山代中学校区もいろいろ意見がありました、しかし統合はやむ

なしだろうということです。山代西小学校区の保護者さんも今の

ままでいいのではないかと思われる方もいらっしゃいます。しか

し、このままでは子どもたちのためにならないのではないかとい

う話がありました。ただ中学校と 3 年後にまた統合ということに

なると、それはどうなんだろうという話はありました。 

教育長      中学校はそのまま残してという感じでしょうか。 

松永委員     何年後ですか、とよく聞かれます。ある程度時期を示した方が

良いのではないかと思います。 

教育長      地域でしっかり話題としていただいて、声を届けていただきた

いと思います。 

         次に進みます。報告事項 令和 3 年伊万里市議会第 3 回定例会

の報告についてお願いします。 

教育部長     令和 3年 10月 15日に議案甲 36号 工事請負契約締結の変更に

ついて提出し、本会議での議案質疑等は特になく、同日開催され

た常任委員会で詳しく説明し質疑等は特になく承認されました。

10 月 7 日、令和 2 年度決算審査特別委員会が開催され、令和元年

度決算額との比較について概要説明し、議会からピックアップさ

れた 25 事業について主要な施策に関する説明書等により説明、質

疑応答を行いました。 

留守家庭児童クラブ管理運営事業について、職員が自前で棚な 

どを作りよく頑張っていると理解を示されました。旅費の流用に

ついて質問があり、新型コロナの臨時休校により市民交流プラザ

に臨時児童クラブを開設し、午前中は市内の中学校の先生方に従 

        事していただいたことにより旅費に不足が生じたと回答、支援を
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要する子どもの増加により令和 3 年度から支援員を 3 名増加し

ているが今後も増える見込みだがどのように考えているかとい

う質問に、処遇改善も必要だが支援員の負担軽減を図るために

増員する方向であり現場の状況を周囲に伝え、やりがいのある

仕事だと思ってもらえれば支援員の確保にもつながるのではと

説明しています。  

学校教育総務事業では樋渡議員から特別支援教育支援員が令

和元年度の 50人から 40人に 10人減っており支援が必要な児童

生徒の見通しについてどう考えているかという質問で、特別支

援学級への入級者は令和 3 年度の 4 月は 49 人で例年 50 人ほど

が見込まれると回答し、障害者福祉計画では目標値を 45 人と示

されているが今後も 40 人体制でいくのかという質問に対して、

文科省では全児童生徒の 6 パーセントから７パーセントに発達

障害がみられると言われ、伊万里市では 200 人を超えることに

なりマンツーマンの配置で行うのは難しく、現在は校内でシフ

トを組んで効率よく取り組む試みを行っており量より質を求め、

適切な支援ができているか見極めながら対応していきたいと説

明しています。令和 2 年度の支援員の研修内容を質問され、夏

休みに集まってもらい学校ごとに実情を報告してもらった、今

後は冬休みにも講師を招き具体的なケースに基づく研修会を予

定していると回答しています。先生方にも温度差があるのでは

ないか、研修が必要ではないかという質問に、教員は特別支援

教育への理解が前提条件でこれを除いて教育は考えられず年 1

回は校内研修を開き県や教育センターでの研修を受講している

者もあり、最近では特別支援教員免許を取得して教員になる者

もあり、特別支援教育については必須のものであると考えると

説明しています。 

スクールカウンセラー配置事業に樋渡議員からの質問で、令

和 2 年度は 4 時間から 8 時間で 1 ヶ月に 1 校あたり半日から 1

日で実施したとあるが例年 1 日から 2 日程度だったと思うがコ

ロナの影響で少なくなったのかと質問され、スクールカウンセ

ラーは持ち時間が限られており効果的な運用のため半日を基準

としケースによっては 1 日に 2 校巡回するなど効率よく対応す

るようにしていると説明しています。小学校と中学校で事業の

運営主体が異なり中学校が県補助事業であり不都合はないかと

聞かれ、内容によっては市へ連絡されており財源が異なるだけ

で特に不都合なことはないと説明しています。国の事業である

スクールアドバイザーの活用はどうかという質問で、現在のと
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ころ活用しておらず今後も活用の見込みはないと説明していま

す。 

盛議員から年度別の相談内容について令和 2 年度は 458 件、 

保護者から 131 件、児童生徒から 118 件、その他教職員から 209

件となっており教職員からの相談が多いが内容はという質問で、

学級経営に関すること、家庭内のこと、個人的なこともあるよ

うだと回答しています。スクールカウンセラーの実情について

県への要望は行っているかという質問で、毎年県に対して行っ

ており教育長会等からも要望していると回答し、県議との懇談

会のテーマに挙がっていないようだということで、テーマとし

て挙げるよう今後検討していきたいと回答しています。 

いじめ問題対策事業について、この事業はいじめ問題に特化

しているのか質問され、令和 2 年度まではいじめに特化してい

ましたが令和 3 年度から複合的に幅広く柔軟な対応ができるよ

うにスクールカウンセラー事業と統合になっています。県内に

は NPO 法人スチューデントサポートフェイスと連携していると

ころもあるようだがどう考えるかという質問に、子どもの命に

かかわることなので関係機関としっかり連携していく必要があ

る、市内の学校でも NPO 法人スチューデントサポートフェイス

と連携しているところもあり、費用負担はないと回答していま

す。いじめ問題対策委員会は何回開催したかということで、令

和 2 年度は 1 回開催、この委員会は死亡事件など重大事件が発

生した時に第 3 者的委員会として開催するものであり当市では

幸い重大事件は発生していない、令和 2 年度は具体的なケース

を基にどの部署が対応するべきかなどについて確認でき有意義

な研修になったと回答しています。 

小学校要保護・準要保護児童就学援助事業について扶助費へ

27 万円の予算流用の理由を質問され、毎年度小学校新 1 年生に

入学前の支援を行っており予想した人数より多かったことから

予算に不足を生じたためと回答しています。事務事業の成果で

対象人員が減っているようだが今後も減少するのかという質問

に、9 月 1 日現在で小中学校とも増えており今後も増加を見込

んでいると回答しています。要保護に関して令和 2 年度から通

信費の支給も認められるようになり改正等ができているかとい

う質問に、国の動きに併せて令和 3 年度予算を検討する中で、

通信環境の悪い家庭へのタブレット端末の持ち帰りは想定して

おらずコミュニティセンターでの対応を考えており、現時点で

は予算化はおこなっていないと回答しています。タブレット端
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末についてその今後しばらくはその考え方でいくのかというこ

とで、今年度からコミュニティ・スクールも始まり地域で見守

る役割も担っており Wi-Fi 環境のない家庭においては今のとこ

ろコミュニティセンターの利用を考えていると回答しています。

修学旅行費は現物給付ができないかという質問で、精算額を支

給している、小学校は 5 年生から、中学校は 1 年生から全家庭

で積立を行っており現物給付となればやり方が変更になり全保

護者の同意も必要になるため現物給付は考えていないと回答し

ています。岩﨑議員から他市ではポケット Wi-Fi の支給を行っ

ているところもある、ポケット Wi-Fi を支給しても持ち帰りは

できないのかという質問に、ポケット Wi-Fi の情報だけがタブ

レット端末に残るだけなのでセキュリティ上の問題はないもの

と考えると回答し、インターネット環境の補助やポケット Wi-Fi

の支給など GIGA スクールを行う上でタブレット端末の持ち帰

りはセットだと考える、なんとかタブレット端末を持ち帰るこ

とを実現させる方向で考えてほしいということで、今後全く行

わないということではない、できるようにするにはどのような

対応が良いのか検討している、将来的にはセキュリティ上の問

題を解消して持ち帰らせるようにしたいと回答しています。セ

キュリティ上の問題としては、家庭のインターネットにつない

だ時に情報が端末上に残り、物理的に外部から抜き取られる可

能性があるため問題となっていると説明しています。運用上マ

ニュアルを決めてうまくやればよいのではということで、今後

も持ち帰りができる形で検討を進めてくださいということでし

た。 

図書館資料収集事業で樋渡議員から視聴覚資料が少ないので

はという質問で、視聴覚資料の充実は重要であると思っている

が DVD 一本 8 千円と購入単価が高く見送らざるを得なかった、

今後は十分吟味して資料収集に努めていきたいと回答していま

す。資料収集目標が 550 点とあり目標が高すぎるのではないか、

バランスのよい購入をお願いしたいということで、目標設定の

数値は日本図書館協会が人口別に設定している数値であり確か

に高い目標と思う、今後は現状に沿った目標値を設定すること

も検討したい、視聴覚資料の充実については障がいのある方に

対するバリアフリーの視点からも力を入れていきたいと回答し

ています。図書館の定期購入する雑誌を企業に委ねる雑誌スポ

ンサー制度をどう考えるかという質問で、都市部では成功例も

あるが地方では失敗もあるようだ、企業として行う広告の効果
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の有無や長期間継続して取り組むことの難しさがあるようだ、

伊万里市では 5 から 6 タイトルの雑誌を市民から寄贈してもら

うやり方で行っていると回答しています。行政資料の充実確保

について速やかに資料提出がなされているかということで、市

役所 1 階情報政策課と市民図書館に収めることとされており、

図書館では伊万里学コーナーに配置している、わからないこと

がある時は図書館のレファレンスにも問い合わせをしてほしい、

庁内各課には資料提供依頼を改めて行っていきますと回答して

います。盛議員から、ぶっくんが巡回している学校や企業でも

多くの本が借りられている、これだけ多くの本が借りられてい

る実績を示した方がいいのではないかということです。図書館

改修事業で、第一駐車場が整備され早急な対応をしていただき

大変良かった、雨がひどいときに入口付近に水がたまることが

あったが一時的なものであり様子を見ていく、念のため土嚢の

準備はしていると回答、令和 2 年度の学校図書館事務の研修内

容について質問され、10 月 30 日に市民図書館ホールで 21 名中

16 名の参加により実施、学校図書館先進地の DVD 視聴 60 分の

あと、参加者が 3 つのグループに分かれて情報や課題について

図書館職員も入り意見交換を行った。ブックフェア（共同購入）

もこの時期に開催したのかとうことで、過去 2 年間、開催でき

ていない、令和 3 年度は検討中であると答えました。 

散弾銃射撃場環境調査事業について山口常人議員からアクシ

ョンプランの内容について質問され、平成 25 年度に検討委員会

を設立、29 年アクションプランを策定、プランの方向性として

表流水と地下水の調査を継続して監視していくこと、大型沈砂

池の設置の検討を進める、汚染土壌撤去に向けた検討を進めて

いく内容であると回答しています。今年度調査した汚染状況に

ついて質問され、毎年実施している水質調査業務委託、土壌調

査業務委託については令和 2 年度末の 2 月から 3 月にかけて土

壌調査を臨時的に行い水質調査は年間を通じて表流水 6 か所、

地下水 2 箇所を雨季と乾季の年 2 回調査し、問題となるのは鉛

化合物の含有率が 0.01 ㎎/L を超えているかどうかということ

で、雨季に 2 か所、乾季で 1 か所基準値を超えていて、安定的

に基準値内に収まるよう注視していきたいと回答しています。

臨時的に行った土壌調査委託は令和 3 年 2 月 1 日から 3 月 22 日

まで 2 か月間、スキート射場上部の法面 3,600 ㎡の 36 地点につ

いて土壌汚染調査法に準じた調査を行い、表層から 30cm まで深

さ 10cm ごとに 36 地点を調査しています。5 月に開催した検討
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委員会で 20cm の深さまでは汚染度が高かったが 20cm から 30cm

は汚染度は高くなかったという結果報告を行っています。20cm

までは土壌を剥ぎ取り処分するとし、20cm 以下については不溶

化剤を使うなど何らかの対策を講じ経済性があり効果的な手法

を検討していると回答しています。これまで対応が長引いてき

た経緯もあるのでぜひ急いで結果を出してもらいたいというこ

とでした。 

学校給食センター管理運営事業について山口常人議員から 

令和 2 年度に異物混入があったかと質問され、全体で 27 件の異

物がらみの混入があり、うち 14 件がセンターで事前に判明し

13 件が学校で発見され、すべて非危険物で食物繊維や材料の一

部が変質、変色したものや包装紙の破片の一部が混入したもの

ということです。設備の老朽化における貴金属の混入が心配さ

れるが設備の維持管理修理にかかった費用を聞かれ、30 件あり

自動ドア部品取替え、漏水修繕、照明交換など建築設備が 7 件

で 156 万 3 千円、ボイラー、ガスタンク、灯油管、水道管など

管工事を伴う機械設備が 8 件 279 万 8 千円、厨房機器の傷みが

ひどく 14 件 276 万 3 千円、その他衛生設備、公用車など 726 万

8 千 183 円を支出したと説明しています。盛議員から、厨房の

修繕が 14 件あったということで施設の全体的な更新計画はな

いのかということで、15年が経過しており機器の劣化は著しく、

市長にも話を通していて大規模改修の指示も出ており現在協議

を進めている、PFI の受注事業者からも更新が必要な個所につ

いて提案を受けていると説明しています。岩﨑議員から漏水事

故があったということで概要説明をということで、手洗い器の

地下ピットからの立ち上がりの管がどこかで割れて通常 120 ト

ンくらい使用するところ 300 トンくらい流しており、1 トンあ

たり 290 円の超過料金がかかり 300 トンで 9 万円弱くらい費用

がかかったことになると説明しています。またしゃもじ等の厨

房器具で使わなくなったものをコミュニティセンターなどに払

い下げたりリサイクルしたりオークションで現金化するなど考

えはないかということで、今のところ間違いが起こらないよう

不具合が出たものは使わないようにしている、食器も学期ごと

に点検しで捨てているので、ご意見を踏まえセンター内で検討

していくと回答しています。決算委員会報告で、4 事業につい

て意見が付けられています。以上です。 

教育長       ご意見ご質問はありませんか。 

酒見委員      タブレットの持ち帰りについて質問があっていますが、セキ
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ュリティの問題もありますが、破損や紛失した時はどうなるの

か、また、持ち帰ると授業に持ってくるのを忘れたりして授業

の進度をストップさせたりすることがあり、いろんな問題があ

ると思います。 

教育部長      県内他市でも破損の場合の費用負担など苦慮されています。 

山口委員      持ち帰った場合、どういう使い方をするのですか。 

学校教育課長    オフラインという Wi-Fi 環境につながず宿題等のやり取りが

できるシステムがあるので、緊急時のみでなく、まずはオフラ

インでの持ち帰りが実現できるような形で考えていこうと思い

ます。 

教育長       当初は、まず使わせる、持ち帰るようにという空気がありま

した。 

学校教育課長    学校の授業で活用している様子は、子どもたちは私たちが想

定している以上に早く使えるようになっています。ある小学校

では、タブレットで調べ、調べたものを付箋にメモで残し、そ

れを並び替えて発表する準備をしている、大人がプレゼンをす

るような技量を身に着けている子どももいます。 

酒見委員      子どもの上達は早いです。 

教育長       ほかにありませんか。 

松永委員      図書館資料収集事業で、今年は駐車場整備をしたから資料費

は少なくなっていますが、資料費はそのような理由で削減する

ものではないと思います。資料費が図書館の質を高めます。資

料費は以前とすると削減されており予算を確保してほしいです。 

教育部長      資料費はベースを決めて経常経費としてお願いできるよう頑

張らなければいけないと思います。 

松永委員      市の中央部に図書館があって周辺部はぶっくんで隅々までカ

バーしているということになっていますが、実際に学生さんな

どを見ると、市民図書館の近くの伊万里中学校や啓成中学校、

大坪小学校の子どもさんたちなど中心部の子どもたちは勉強で

きる環境がそこにあって、周辺部の子どもがそうできるかとい

うとそうではありません。黒川町や今度計画される東山代のコ

ミュニティセンターなどに図書館の分館があればと思います。

私はいつもそのことを考えます。 

教育長       ほかにありませんか。 

山口委員      特別支援児童生徒支援員は子どもの人数に対して定数はない

のですか。 

学校教育課長    特別支援学級には定数がありますが、発達障害等を持たれた

子どもさんについて、何人について 1 人の支援員をつけなさい
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という決まり事はなく市町の判断になっています。 

山口委員      教育委員会で配置を決めるのですね。 

学校教育課長    毎年各学校から該当する子どもさんの人数をあげてもらい、

必要に応じて指導主事が学校を訪れて実態をしっかり見て、配

置基準に基づいて配置をしています。40 人という人数を有効に

使うためには、これまで伊万里はマンツーマンで 1 対１の対応

をやってきた学校がほとんどでしたが、それでは 200 人以上の

支援員が必要になってきます。立花小学校では次の週の時間割

を支援員で眺めながら、例えば図工などで刃物を使うときは支

援員が必要なので、前の週に次の週のシフトを自分たちで話し

合って決めて、効率的に支援ができる体制を整えている事例が

あったので、支援員の研修会で周知していただき、各学校に持

ち帰っていただいて検証してもらうという形で取り組んだとこ

ろです。 

山口委員      学校内で授業内容によってシフトされるのですね。支援員が

40 人に減ったのはそういうことを考慮してのことですね。今後

増加傾向にあるならば、増やさなければならないことも出てき

ますね。 

学校教育課長    状況をみながら、増やすべき時期が来たときにお願いするこ

とになります。 

教育長       ほかにありませんか。（なし）次に、その他、（1）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 11 月 25 日（木）午後 1 時 30 分から、 

第 3 会議室で行いたいと思いますがいかがでしょうか。 

教育長       よろしいですか（はい）次回定例教育委員会は 11 月 25 日（木） 

午後 1 時 30 分から第 3 会議室で開催することに決定しました。 

次に、（2）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       ほかにありませんか。 

生涯学習課長    伊万里市カブトガニを守る会および日本カブトガニを守る会

の顧問を務められている原田久美先生が、永年にわたるカブト

ガニの保護活動及び地域文化の振興に関する功績が認められ、

令和 3 年度地域文化功労者表彰を受賞されることが決まってい

ます。これは文部科学大臣表彰です。表彰式は 11 月 1 日に京都
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で行われますが、ご高齢ということもあり現地への遠出は厳し

いということで出席を見合わせ、日を改めて伊万里市役所で教

育長による伝達式を行うようにしております。 

教育長       日程が決まったら教育委員さん方もご出席をお願いします。

ほかにありませんか。（なし） 

       これをもちまして 10 月定例教育委員会を閉会します。 

            

 

 

  （午後 2 時 50 分 閉会） 

                


