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 令和 3 年 11 月定例教育委員会会議録 

 

日 時    令和 3 年 11 月 25 日（木）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） 

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） 

議案等     報告第 17 号  伊万里市教育委員会電子署名規程の一部を改正する

規程制定について 

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     10 月定例教育委員会の概要を報告します。 

10 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 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る教育委

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、以上 3 件の報告を行い、続いて報告事項 

令和 3年伊万里市議会第 3回定例会の報告について、報告しました。 

次に 11 月定例教育委員会の日程について協議し、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とし閉会しました。

会議の詳しい内容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。11 月は教育委員さん方に出席していただ 

       く行事等が多くありました。9 日の市の教育委員会表彰式では伊万

里市の教育に貢献していただいている方々を表彰することができま

した。 

18 日の市町村教育委員会オンライン協議会はいかがだったで 

しょうか。あのようにしてオンラインでの会議を始めていかなけれ

ばと思います。校長会も 12 月はオンラインでやりたいと提案して
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います。 

 11 月 23 日の大坪コミュニティセンター・大坪保育園複合施設の

落成式は雨が降らず開催できてよかったです。町民の方が大変喜ん

でおられたのが印象的でした。複合の意味を有効に生かしていただ

けたらありがたいと思います。 

 中学生の駅伝がよく頑張り、伊万里中学校女子は県大会で優勝し

全国大会出場が決まっています。啓成中女子は 3 位でした。男子は

啓成中学校が県大会 2 位、伊万里中が 3 位に入賞して 12 月 5 日開

催の九州大会に 4 チームが出場します。高校駅伝も伊万里実業高校

が県大会 3 位で、伊万里勢で初めて九州大会に出場するということ

で嬉しいニュースです。市内一周駅伝も盛り上がりそうです。県内

一周駅伝の伊万里市の躍進につながればと思います。 

11 月 16 日に佐賀県教育委員会連合会役員会があり、来年度の九

州大会は伊万里で開催することが正式に決まりました。明日、福岡

県との事務引継ぎを行います。令和 4 年度の総会は役員のみの参加

で、佐賀県から会長、副会長 2 名、事務局が参加し、各県からも 3

名程度の参加です。伊万里迎賓館で開催する予定で、教育委員さん

方には報告をしたいと思います。 

今日はこのあと退職校長会との教育懇談会があります。よろしく

お願いします。報告は以上です。ご意見、ご質問等はありませんか。

（なし） 

議案・議事の審議に入ります。本日は報告 1 件の審議となってい

ます。報告第 17 号 伊万里市教育委員会電子署名規程の一部を改

正する規程制定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 17 号 伊万里市教育委員会電子署名規程の一部を改正す 

る規程制定について、伊万里市教育委員会事務委任規則第 2 条第 2 

項の規定に基づき別紙のとおり臨時に代理し処分したので、同条第 

3 項の規定により報告します。第 3 条中「総合行政ネットワーク文 

書」を「電子署名を行う文書」に改めるものです。総合行政ネット 

ワークとは国や地方公共団体間で使用することを目的に平成 13 年 

から整備が進められたオンライン回線であり、国や地方公共団体 

における行政文書を紙媒体から電子書体へ交換していくために整 

備が進められました。伊万里市においても総合行政ネットワークを 

利用するため、平成 16 年度に伊万里市文書規程及び伊万里市電子 

署名規程が整備されたのに伴い、伊万里市教育委員会においても、 

市の規程に準じ、伊万里市教育委員会文書規程、伊万里市教育委員 

会電子署名規程を定めています。しかしその後、総合行政ネットワ 

ーク文書の利用が進まず、平成 24 年に全国的に廃止となっていま 
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す。現在、IT 技術の急激な進展により、国は税や地方債などの行政 

手続きについて、紙によるものからオンライン手続きへの切り替え 

を進めており、オンライン手続きにおいては、公印に代わり長の職 

責を証明する電子署名を使用するとなっていますが、その用途が、 

現在の文書規程及び電子署名規程においては、総合行政ネットワー 

ク文書に限定されているため、オンライン手続きを行う様々な文書 

に対応できるようにするため改正するものです。 

教育長     ご質問、ご意見等ありませんか。 

松永委員    教育委員会で電子署名を行う文書があるのですか。 

教育副部長兼教育総務課長 これまで事例がありません。 

松永委員    建築工事の入札などで使うことはありませんか。 

教育副部長兼教育総務課長 これは国や地方公共団体間のネットワークであり、契約は企業と

交わすので別になります。 

酒見委員    県立学校の予算執行で、県とのやりとりで少し使っていました。 

教育長     電子化は進んでいきます。公印廃止も進んでいます。 

松永委員    民間業者が国土交通省に入札手続きを行う時、証明会社に登録を 

       して、そこが発行した証明番号をもとに国交省と書類のやり取りを 

することがあります。建築図面も紙媒体から電子に変わり、線の表 

示などを国交省が定める色番号によって作成し、図面を納品する方 

法に変わっています。 

教育長     ほかにありませんか。（なし）次に、その他に入ります。 

（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 12 月 24 日（金）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）よろしくお願いします。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） 

市民図書館長  （行事予定等について確認） 

教育長     （学校教育課行事予定等について確認） 

教育長      今日、校長会の役員が来られて、土曜授業と来年の夏休みにつ

いて話をされました。2 学期の始業日を 8 月 25 日とし、8 月 31

日までの 7 日間のうち土日を除く 5 日間に午前中授業を行って、5

日間で 15 時間ほどを確保し、災害や感染等の臨時休校に備えると

いうことで統一しようかと考えています。これまで土曜授業は第

１土曜などを決めていましたが、それぞれの学校で地域の実情に

合わせて、必要であれば参観日などを行い、年間計画として決め
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ない形にし、平日にできるものはできるだけ平日に行うようにし

たいと思います。 

         卒業式について、今年は入試関係が少しずれた関係で、中学校

卒業式を 3 月 11 日（金）、小学校卒業式を翌週 18 日（金）に行い

たいと校長会から話があっています。よろしいですか。（はい）来

賓については、現在のコロナの状況であれば招待できるのではと

思われ、招待する範囲は市内で統一したいということです。入学

式は県立校が未確定のため流動的です。滝野小・中学校の閉校式

典は 3 月 26 日（土）に予定されています。 

         コロナ関連で、国がコロナにかかわる部分の制限を緩和しよう

としていますが、正式な通知は来ていません。何か動きがあって

いますか。 

スポーツ課長   スポーツイベントは、感染対策計画を策定して県の許可を得た

ものについては、宣言地域が 1 万人を上限、まん延防止対策地域

が 2 万人を上限とし、それ以外の地域は制限なしとなっています。

これらを行っていないイベントは従来通り 5 千人を上限として、

50 パーセントの収容です。 

教育長      学校ではまだ、熱がでたら兄弟の子どもも休んでいます。 

山口委員     市民センターも制限がかかっています。緩和されるのですか。 

生涯学習課長   各部で決めて良いとなっており、市民センターは市民生活部所

管ですので担当課で判断されます。 

山口委員     12 月に伊万里高校、伊万里中学校、武雄青陵中学校の吹奏楽部

3 校合同の演奏会が市民センターで予定されていて、観客は半分

の 285 名までと聞いています。緩和されればもう少し入れるのか

なと思います。 

教育長      生涯学習センター学習室の使用も制限はそのままですか。 

生涯学習課長  はい。教育委員会内で市民図書館とそろえる必要があり、        

様子を見ています。 

教育長      教育委員会事務局において検討しましょう。ほかにありません

か。（なし）    

         次に、令和 4 年伊万里市成人式についてお願いします。 

生涯学習課長   （令和 4 年伊万里市成人式について説明） 

松永委員     保護者の観覧について、数年前、市民センター会場では別室で

モニター観覧をされました。 

生涯学習課長   保護者の観覧について再考します。市民センター会場では、文

化ギャラリーなどでモニター観覧ができないか検討します。 

教育長      成人式についてほかにありませんか。（なし）そのほかにありま

せんか。 
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施設営繕課長   東山代の複合施設について現状を説明します。昨日、東山代町

建設促進委員会で説明を行いました。これから実施設計を進めて

いきます。東山代小学校については校舎、体育館、プールが 50

年から 55 年経過しており、校舎は耐震基準を満たしていません。

東山代コミュニティセンターも 44 年経過しており、今回、滝野小

学校まで含めた複合化を行い、北側グランドに建物を改築する計

画です。令和 6 年度に校舎改築を完了し、令和 7 年度に児童数 375

人 13 クラス、特別支援クラスが現在の 4 クラスと同じの合計 17

クラスで計画しています。今後の児童数は減少傾向で、現在の 1

歳児は 30人しかいませんが、17クラスを基準に計画しています。 

複合化施設の考え方として、個々の施設を一体的な建物として

つながりのある建物とすること、コミュニティセンターと学校の

共有スペースをできるだけ確保してコンパクトにし、コスト縮減

を図って早期に工事に着手し供用開始できるようにすること、中

庭と駐車場を一体的に利用できるようにしてコミュニティセンタ

ーのイベントができるようにしたいということがあります。校舎

はコの字型に建設して駐車場とつながりのある空間ができるよう

にします。文部科学省の補助枠で学校に多目的スペースを設けて

よいというものがあり、例えば教室の前に広めの廊下を設置して、

教室を開けるとオープンスペースとなり作業などができますが、

今回は複合施設なので、教室の前に多目的スペースを作ると、授

業中に町民の利用ができないので、個別の多目的室を確保してい

ろんな使い方をしてもらうように計画しています。 

1 階西側に児童クラブを 3 教室配置し、北側の道路側にコミュ

ニティセンター事務室を配置、校舎とコミュニティセンターの間

に多目的室、講堂、調理室を配置して共有スペースを設けていま

す。これにより通常の建物を建てるよりかなりコンパクトになり

ます。 

講堂の考え方ですが、通常、コミュニティセンターには面積 300

平方メートル程度で天井までの高さが 6～7 メートルくらいの講

堂がありますが、今回は体育館があるので、広くて高いスペース

を必要とする利用者は体育館を利用してもらい、講堂は普通教室

3 教室分くらいの面積を確保したスペースをコミュニティセンタ

ーの隣に配置して、かなりコンパクトな建物になっています。 

駐車場は現在のコミュニティセンター跡地に 120 台程度確保し

ます。児童は現在の国道側入り口から入り、南側校舎の昇降口か

ら学校に入ります。コミュニティセンターを利用される方は現在

の立石医院の方から入り、国道側へ出てもらう予定です。 
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職員室と校長室、共有スペース、コミュニティセンター事務室

を東側に集め、複合施設ということで情報共有をしていただきた

いと思います。中庭が駐車場とつながり、イベント開催ができる

ように計画しています。2 階と 3 階の南側に、72 平方メートルの

普通教室を 16 室配置しています。特別支援教室は間仕切りなどで

クラスの増加にも対応できます。ほかに図書室、理科室、音楽室

などを配置しています。防災面を考慮してシャワー室の設置や空

調整備など行います。1 階の多目的室は、管理職ゾーンに 1 つと、

体育館側にも配置していますので、町民を含めていろんな利用を

していただきたいと思います。共有ゾーンの調理室は、町民と学

校で共同で使ってもらいます。教室はすべて 2 階にあり、1 年生

は入学して 2 階まで階段を上らないといけないのが心配ですが、

西側に配膳室を置いて人が乗れるエレベーターを設置しますので

活用してほしいと思います。 

令和 4 年度に実施設計を行い、令和 5 年度からコミュニティセ

ンターと児童クラブも同時期に建設します。体育館とグランド整

備を除いて令和 7 年 4 月から新しい建物が供用開始できる予定で

す。できれば体育館は令和 6 年度に着手し令和 7 年度夏休みに完

了できるように進めたいと考えています。説明は以上です。 

教育長      現在の小学 3 年生は、令和 6 年度末に少しの間でも新校舎に入

れないでしょうか。 

施設営繕課長   入れると思います。令和 5 年 12 月くらいには出来るのではない

かと思います。 

松永委員     令和 6 年度の校舎解体時にはグランドが使えないのではないで

すか。 

施設営繕課長   はい。北側に校舎を建てている時は、体育の授業はプールと校

舎の間の南側グラウンドを使ってもらいたいと思いますが、校舎

の解体時は南側グランドも使えない時期が出てくるので、その間

は東山代運動広場を利用してもらいたいと思います。松浦スポー

ツ・レクリエーション施設が来年 4 月にオープンして一般利用者

は減少すると思われ、学校が優先的に使えるようにしたいと考え

ます。 

また、滝野地区の住民の方から、積雪時に家族で学校に泊まれ

るようしてほしいという意見があり、できる方向で検討したいと

思います。避難所でもあり簡易ベッドもあります。 

教育長      グラウンド利用者のトイレは体育館前のトイレですか。 

施設営繕課長   プールを解体しなければプールのトイレを兼用して使うことに

なりますが、プールを解体すれば運動場専用のトイレを作ります。



7 

 

水泳授業については時期をずらして民間委託する案もあります。

プール改築はコスト的に難しく、リニューアルしても校舎からか

なり遠くなります。 

また、1 階のコミュニティセンター側から多目的室と調理室に

入る場合は、廊下部分のドアに鍵が掛かっており、コミュニティ

センター側の廊下側から入り同じところから帰るということにな

ります。 

教育長      職員室にコミュニティセンター職員がいるということがあって

もいいのかなと思っていました。 

酒見委員     家庭科室と調理室は共同なので、調整が必要ですね。 

施設営繕課長   小学校は家庭科室を使う頻度が少ないので大丈夫だと思います。

施設の使用については毎月調整会議をしてもらいます。多目的室

には可動式の舞台を設置します。 

松永委員     学校の図書室について、市民図書館の分館のような位置付けに

できませんか。 

施設営繕課長   図書室を１階に配置したかったのですが、スペースがなく 2 階

に配置して屋外階段をつけています。将来的に階段を使って利用

を工夫していただきたいと思います。 

松永委員     学校が管理するのかコミュニティセンターが管理するのか、管

理上の問題も出てくると思います。 

施設営繕課長   数年後は児童数が減少してクラス数が減ってくると思われます。

その際に児童クラブを含めた施設利用の見直しをしていただきた

いと思います。 

教育長      2 階の図書室や 3 階多目的室も、共有という考え方ができない

かと思います。 

施設営繕課長   3 階多目的室は学校で利用を希望されています。体育館は講堂

を兼ねますので、現在の講堂のエアコンを移設し、不足する分を

新設して空調設備をつけたいと考えます。 

教育長      良い避難所になります。 

松永委員     コミュニティセンター1 階から体育館までの経路には、屋根は

つくのですか。 

施設営繕課長   渡り廊下で、屋根がついて車も通れます。体育館とシャワー室

の間にも庇をつけてスペースを作りたいと思います。 

教育長      実施設計を楽しみにしたいと思います。全体を通してほかにあ

りませんか。（なし）これをもちまして 11 月定例教育委員会を閉

会します。 

            

  （午後 2 時 50 分 閉会）                


