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８月定例教育委員会会議録 

 

１ 開催日時 平成24年8月22日（水）10時00分～11時58分 

２ 開催場所 武雄市文化会館 中集会室Ｂ 

３ 出席者名 教育委員：諸石委員長、古場委員長職務代理者、猪村委員、前田委員、浦郷教育長 

事 務 局：古賀教育部長、白濱教育部理事、蒲原こども部長、大宅教育総務課長、 

小野学校教育課長、井上文化・学習課長、諸岡未来課長、原田文化･学習課参

事、杉原図書館･歴史資料館館長、川副図書館･歴史資料館副館長 

４ 傍聴者数       なし 

５ 報道関係者      なし 

６ 議事録署名人の指名 【前田委員を指名】 

７ 前回会議録の承認  平成24年7月定例教育委員会会議録            【原案どおり承認】 

８ 教育長の報告        1）前回以降の報告(中体連、雄武町交流ほか) 

                        2）評価について 

            3）県・杵西・全国の動きから（人事、いじめほか） 

            4）秋に向かって 

９ 議   事 

 （１）提出議案 

第２２号議案  スポーツ推進審議会委員の任命について       【議案どおり議決】 

第２３号議案  武雄市教育委員会点検評価報告書について       【一部修正を承認】 

 （2）協議事項 

   平成２４年９月議会提出「教育に関する報告」について          【修正案を承認】 

10 各課等からの報告 

11 次回開催日程について 【平成24年9月27日（木）14時～】 

12 会議録 

午前１０時 開会 

○委員長 

 おはようございます。猛暑というより酷暑という日々でしたが、ここ数日なんとなく秋を感じる空に

なったようです。気持ちも落ち着いてくるような気がします。先日のこども議会では、いろいろとご配

慮、ご指導いただきありがとうございました。ご苦労様でした。ただ今より８月の定例教育委員会を始

めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 まず、議事録の署名人の指名ですが、今度は前田委員さんにお願いします。 

 では、前回の会議録の承認です。何か訂正等ありましたらお願いします。よろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕会議録は記録どおりに承認いたしました。 

 教育長の報告に進みます。教育長お願いいたします。 

○教育長 

 前回以降のことについて申し上げます。 

 行事については 2 ページに挙げております。 
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５点ほど申し上げます。1 つは、中体連等について、現在全国大会が行われており、9 ページに掲載し

ておりますように、武雄中はじめ、地区代表として、県大会へ、九州・全国へ勝ち進んでいます。 

その中でも、武雄中ソフトテニス部は団体で九州大会３位、全国大会ベスト１６という大活躍でした。 

尐林寺でも６位入賞など、他の個人種目でも例年以上の好成績を収めてくれています。生徒たちの自身

はもちろん、明るい話題で学校、保護者、地域に活気を与えてくれております。 

 ２つ目は、雄武町からの訪問交流につきましては、委員の皆様方には幾度もご出席いただきありがと

うございます。回数重ねまして、交流の目的が十分に果たせたと思っております。佐藤団長様からもお

礼状が届いております。 

 ３つ目は、夏休みを利用して子どもクラブや公民館などで、さまざまな体験活動が行われ、成果を上

げております。詳しくは、各課からの報告でお願いします。 

非常に暑い中、暑さ対策や安全対策などに気を配っていただき、それぞれの狙いに沿った事業が実施で

きていると感謝しております。 

 ４つ目は、北方町での取り組みを紹介いたします。地域子ども教室といって、小学生が各地区の公民

館に集まって、地域の皆さんが子どもたちを非常に温かく見守っていただいて、学習や催しが行われて

おります。直接連動しているわけではないですが、中学校ではコミュニティスクール運営委員会が、８

月３日に開催され、地域との結びつきを厚くした取り組みが計画されています。こども議会で北方中の

生徒が言ってくれたことも、ここに関連しております。後の資料にもありますが、区長会を先頭に扇風

機の寄贈が多数あり、「地域総参加」の体制を創っていただいていることを他町にも紹介していきたいと

思っています。 

 ５つ目に、こども議会についてです。中学生の学習にもでてきますので、子どもたちがより身近に市

政について考え、学習と関連させて、市民性を高めるという意味で、今回は青陵中も加えて中学生にし

たわけですが、各学校での学習も深まりをみせるだろうと、他の生徒にもつながるだろうと思っていま

す。私どもとしても、純粋な視点、考え方を知ることができるなど多くの価値を見いだすことができま

した。 

大きな二番目として、評価委員会の報告について、今回、委員さんが全員変わられて、新しい見方も

伺えます。評価を生かしてより市民の皆さんにわかりやすい教育行政を進めていく必要があろうと思わ

れます。 

次に、県・杵西に動きについて、１０月から事務所再編ということで、いくつか調整会議が行われて

います。また、人事関係では、来年度からの副校長制度、指導教諭制度等、校長、教頭含め、その選考

がこれから行われます。 

全国的にいじめの話題が尽きないわけですが、現在文科省の調査があっております。現在は、武雄市

内では緊急な対応を必要とする事案はないですが、いつでもあり得ると、また過去の事案についても訴

えがあっており、丁寧に対応していきたいと考えております。 

学力調査については、現在分析中で、対策実行への時期となっている。何回か経過しているので、経

年変化から何をしないといけないか考え対応していきたい。もちろん各学校でも対応していかなければ

ならないと思っています。 

これから、９月議会対応ですが、社会教育関係で相当な話題が予想されます。こちらの方針や対応を

説明し理解を求めていきたいと思います。 
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秋ですので、スポーツ、文化の季節です。今年度は、７００万円以上の文化庁の補助事業がありますの

で、それも含めて、これまで以上の盛り上がりになるようにできたらと思っています。スポーツ、文化

は市民の皆様の活力につながる部分ですので、意義あるものにしていかなければならないと考えていま

す。 

 以上です。 

○委員長 

 はい、ありがとうございました。ただいまの教育長の報告について、何かご質問等ありましたらどう

ぞ。 

○Ａ委員 

 先ほど、文科省へのいじめの報告についてありましたが、その結果については、来月の定例会でか報

告いただけますか。 

○教育長 

文科省の調査は項目が多く全国の集計は大変と思いますが、市内の分については、できるところは対

応していきます。 

○委員長 

 他にありませんか。無いようでしたら、議事に進みます。第２２号議案の提案をお願いします。 

○教育総務課長 

 ３ページ、第２２号議案スポーツ推進審議会委員の任命について、資料により説明（任期は前任者の

残任期間） 

○委員長 

 はい、市のスポーツ推進審議会委員の任命について、よろしいでしょうか。〔「はい」の声あり〕 

可決いたしました。よろしくお願いいたします。 

第２３号議案について提案をお願いします。 

○教育総務課長 

 4ページ、第２３号議案武雄市教育委員会点検評価報告書について提案。評価委員会の経過、提出され

た意見書について説明。意見書を受けて作成した報告書の内容について説明。報告書の「自己評価と今

後の課題」について、審議願い、ご意見をいただきたい。「外部評価委員の意見等」については、変更

しない予定である。 

○委員長 

 議会へ提出する点検評価報告書です。基本目標ごとに進めます。 

まず、基本目標Ⅰからお気づきの点ありましたらお願いします。 

 ありませんか。よろしいでしょうか。〔「はい」の声あり〕 

それでは基本目標Ⅱで何かありませんか。いいでしょうか。〔「はい」の声あり〕 

 それでは基本目標Ⅲで何かありませんか。 

○Ａ委員 

 １５ページの上から２行目、中ほどの「多くの方の」は「多くの方に」ですね。 

○委員長 

 文化財の保存と継承のところで、気になっているのですが、各地域でどう継承していくかが問題にな
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っているので、課題問題点に挙げなくていいでしょうか。 

○文化・学習課参事 

継承の対策として武雄市伝統芸能保存連絡協議会というのを組織してやっています。各地域のことな

ので、どこまではいって行けるのか難しい部分があります。良い表現ができればいいのですが。 

○教育長 

 連絡協議会を年数回開催して、昨年度は伝統芸能祭りも開催したし、連絡協議会の場が意見交換の場

となっていたし、その中で継承についても話題になっていたので、意義があったと思います。 

○委員長 

 議会に提出するものなので、連絡協議会を設けて今後の継承についても取り組んでいると。各地域の

ことでご存じとは思いますが、議員さんたちにもお知らせするという意味でご検討ください。 

他にございませんか。よろしいでしょうか。〔「はい」の声あり〕 

 基本目標Ⅳです。 

 通学路の安全確保のところの表現で、「している」と「対策を図る」のところがよく分からない。 

○学校教育課長 

 「している」は、現在もしているということで、「対策を図る」は、２４年度にということです。 

○Ａ委員 

 １７ページの耐震性の低い校舎の整備について、評価ではＣになっています。２３年度分は完了して

いるが、今後の対応ということで継続的に順時取り組んでいくということを入れた方が良いと思うが。 

○教育総務課長 

 はい、ありがとうございます。入れるようにします。 

○Ａ委員 

 携帯電話について、施策では「所持させない」と評価と課題のところでは「学校内での所持禁止」と

ありますが問題ないですか。 

○学校教育課長 

 持たせないようにとの呼びかけはしておりますが、現実問題として所持をゼロにするのは無理で、た

だ学校内に持ち込ませないとか、使い方とかは全中学校でＰＴＡ等いろいろな機会に言っています。 

評価委員会でも出ましたが、インターネットとかゲーム機でもできるということで、携帯電話に絞って

制限は難しいと思います。 

○委員長 

 よろしいでしょうか。〔「はい」の声あり〕 

 では、基本目標Ⅴです。 

よろしいでしょうか。〔「はい」の声あり〕２３号議案はこれで承認いたします。よろしくお願いい

たします。 

○教育総務課長 

 ご指摘の部分について修正、加筆し、まとめたいと思います。 

○委員長 

 では、次に進みます。協議事項「９月市議会提出教育に関する報告」について提案お願いします。 

○教育総務課長 
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 「教育に関する報告」(案)を読み上げて、提案。 

○委員長 

 何かございませんか。 

○教育長 

 いくつか加えさせていただきたいと思います。６ページの中ほど、食育のところに、栄養教諭の授業

への参加と地場産物の利用、この２点を加えさせていただきます。 

 下から６行目のところ、北方中学校の前に北方の小学生を対象にした地域子ども教室についても触れ

させていただきます。 

 ８ページの文化財関係で、今年度は数百万の予算がついておりますので、その活用は秋がメインにな

りますので、文化遺産を活用した文化庁補助事業での地域活性化についても紹介させていただきたいと

思います。 

○教育部長 

 それと、今朝新聞に出ておりました図書館についてのコピーを差し上げております。７月１８日の臨

時議会で指定管理者について議決をいただき進めておりますが、９月には改修工事費を計上する予定に

しております。その後、改修工事に入りますので、休館という形になります。休館については、お話し

ておりませんでしたが、事務的には計画を進めておりました。ただ、記事を見ていただきますと、一昨

日の市長会の席で市長から、休館になった場合は他市の図書館での武雄市民の利用についてよろしくお

願いしますとの発言があり、記事になったということでご理解をいただきたいと思います。具体的なス

ケジュールについては、別紙により説明させていただきたいと思います。現在、基本設計、実施設計を

しており、出来ますと改修工事費を、９月３日開会の市議会に上程する予定です。スケジュールですが、

１１月１日から３月いっぱい閉館ということになります。児童図書については、１１月中旬から２月末

まで、文化会館の２階ラウンジで１万冊ほどの貸し出しができるようにしたいと考えています。子ども

たちへの読み聞かせについても文化会館の方で実施したいと思います。スケジュール表に載っておりま

す家具のこととか細かいことはこれから詰めて行こうと思っています。教育委員会の都度、最新の情報

をお伝えしていきます。以上です。 

○委員長 

 図書館のことについて報告していただきました。他に何かございませんか。 

○Ａ委員 

 新図書館構想については、新聞にも載っておりましたが、９月市報にはこのスケジュール表のように

くわしく載りますか。 

○文化・学習課長 

このスケジュールは、公表しておりませんので、内部資料としてご覧ください。９月市報には、閉館

のお知らせと児童図書等のサービスを文化会館で行うことを載せます。 

○Ａ委員 

 議会にもこのスケジュールは配付されますか。 

○文化・学習課長 

 議会での質問や要望がどの程度か未定なので、今のところ予定はありません。要望があれば必要な資

料は差し上げたいと思います。 
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○Ａ委員 

 このケジュール表はＣＣＣの方で作られたものと思いますが、中ほどの海外家具発注とあるのは、佐

賀県内にも家具はあると思うのですが、海外にわざわざ発注する理由はなんですか。 

○文化・学習課長 

 聞いておりますのは、代官山の蔦屋書店のノウハウを導入するという観点から、国内では調達できな

い部分が一部あるということで、それを海外発注するということです。 

○Ａ委員 

 運搬等で、国内産より割高になるのではないかと思うのですが。 

○文化・学習課長 

 できるだけ安くでとお願いしています。 

○図書館・歴史資料館長 

 閉館に関して、１０月３１日までの返却については、詳しくチラシを作って、利用者の方に貸し出し

の時にもお知らせしたい。回覧で周知もしたいと思っています。 

○文化・学習課長 

 昨日の公民館主事会でも、各町の館報でもお知らせしてもらうようお願いしております。 

○Ａ委員 

 ９月議会に工事費上程というと、備品購入費とかも入っていますか。 

○文化・学習課長 

 はい、その予定です。 

○Ｂ委員 

 他の市町の図書館の規模は存知ませんが、北方公民館の図書室も図書館ボランティアの方々の頑張り

や松本文庫の開設などで充実しておりますので、利用していただくようお願いします。 

○教育部長 

 ９月の市報等でお知らせします。 

○Ｃ委員 

 高校生が調べものに利用している冬休みや春休みがお休みになると困ると思うので、自習室のような

場所を提供してあげることはできないでしょうか。 

○教育部長 

 以前は、学習室として山内、北方支所の旧議場を開放したこともあります。学習室については検討し

ます。 

○委員長 

 要望すればきりがないのですが、新聞にもあるように児童図書以外の図書については、何か配慮がな

されているのですか。 

○文化・学習課長 

 文化・学習課、図書館としましては、できるだけサービス提供できる分は、したいと思っています。

現在もどういった方法があるのか調査中です。これまで上がってきた内容としましては、県内の図書相

互貸出を利用して、貸し出しができないか検討している。いまのところはっきりしていない。他の図書

館利用にしても今後話し合いが必要であると思っています。 
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○委員長 

 たくさんの方のいろいろな希望を叶えるのは無理なことですが、できるだけ借りやすい方策を講じて

いただければと思います。 

 他にありませんか。よろしいでしょうか。〔「はい」の声あり〕これで承認いたします。報告よろし

くお願いいたします。 

では、各課からの報告、教育総務課からお願いします。         

○教育総務課長 

１行事報告、２行事予定、３人事関係について、議案書により説明。 

○学校教育課長 

 １行事報告、２行事予定、３人事内申関係、４寄付採納について、議案書により説明。 

○文化・学習課長 

  生涯学習係分１行事報告、２行事予定、スポーツ係分１行事報告、２行事予定、文化芸術係分１行

事報告、２行事予定について、議案書により説明。 

○文化・学習課参事 

文化財係分１行事報告、２行事予定について、議案書により説明。 

○図書館・歴史資料館長 

 １行事報告、２行事予定について、議案書により説明。 

○未来課長 

 １行事報告、２行事予定について、議案書により説明。 

○委員長 

 ありがとうございました。各課からの報告について、ご質問等ございませんか。 

○Ａ委員 

 １３ページの学校教育課の中学校用電子教科書説明会は、他の学校はいつですか。９月から授業に使

うということですが。 

○学校教育課長 

 これは会場校ですので、教科別に行われるので、全学校がそこに参加します。 

○Ａ委員 

 もう１点、１６ページ９月２日の市総合防災訓練は、原発事故を想定してですかね。 

○文化・学習課長 

 今の予定では、原発の事故を想定して、伊万里市から北方公民館へ避難予定で、武内公民館は一般の

災害を想定して地元の方が避難されるということです。 

 追加です。図書館関係で市長がアンケート調査をする約束をしております。８月２９日、３０日、３

１日に対面調査 図書館及び周辺の施設で２００人から３００人、図書館に来館者、公民館来館者へア

ンケート、学校へも学生へアンケートを実施し、１，０００人に達するように準備中です。 

○委員長 

 年齢層を分けてですか。 

○文化・学習課長 

 対面調査はそこにみえた方ですので、あとはできるだけ結果的にたくさんの年齢層にお聞きできるよ
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う工夫してやっていきたいと思っています。 

○委員長 

 大変でしょうが、よろしくお願いいたします。 

他にございませんか。 無いようでしたら報告は終わります。 

次回の開催日程ですが、９月２７日１４時から、場所は未定です。 

その他で、何かございませんか。 

 学校教育課長さん、児童生徒の最近の朝食をとって学校に来ている割合、喫食率は大体 90％くらいで

すかね。 

 こども部長さん、学校教育課長さんに提案ですが、100％近づくために、今武雄市が取り組んでいる

「食育」「学校給食」指導の一環として、学校栄養教諭や学校栄養士の方にお願いして、「朝食メニュー」

の例を作ってもらって、家庭に配布したらどうですか。例えば、「朝食メニュー30 日」など、レシピに

出来上がり写真入りであれば、朝食づくりに悩んでいる家庭等に助かるのではないかと思います。中に

は、子ども自身が自ら料理して朝食を摂ってくることにもなるのではないでしょうか。 

 それと、学力向上についてですが、学力向上の方策の一つに、子どもが関心や意欲を持って学習に取

り組むためには保護者の関心・協力は不可欠と思います。保護者の関心・協力を得るためには、学校便

りや学級だよりや総会など、大人数が集まっている場で訴える以上に、担任が保護者と落ち着いて「学

習の必要性」についてじっくり話し合って理解してもらい、関心・協力を得ていく、もちろん学習＝点

数にならないように留意してですが、具体的対策が必要ではないでしょうか。 

 いじめについても同じことが言えると思います。いじめを防ぐための方策の一つに、子どもの家庭で

の生活の様子に、保護者が関心を持って見守り、変化に気づくことはとても大事だと思います。学力向

上と同じように、担任が保護者と落ち着いて「いじめの卑劣さ・悲惨さ」を理解しあい、いじめを予防

し、なくすための対応等に協力と努力を、共通理解と共通実践を訴えていくなど、具体的対策が必要で

はないでしょうか。 

 他にないようでしたら、これで８月の定例教育委員会を終わります。お疲れ様でした。季節の変わり

目です。お身体を大切に、気をつけてください。 

 

午前１１時５８分 開会 

 


