
- 1 - 

10月定例教育委員会会議録 

 

１ 開催日時 平成30年10月23日（火）15時33分～16時30分 

２ 開催場所 武雄市役所 ２階会議室 

３ 出席者名 教育委員：一ノ瀬職務代理者、岡本委員、森委員、奥川委員、貝原委員、副

島委員、大庭委員、馬場委員、浦郷教育長 

       事 務 局：松尾こども教育部長、山口こども教育部理事、弦巻こども未来課

長、竹内学校教育課長、山北生涯学習課長、錦織文化課長、諸岡

新たな学校づくり推進室長、野田こども未来課参事、樋渡教育総

務課課長代理 

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 【馬場委員を指名】 

７ 前回会議録の承認  平成30年９月定例教育委員会会議録 

８ 教育長の報告  １ 児童・生徒について 

 (1)中体連駅伝（杵島・武雄地区） 

  ・男子３位 山内中   女子３位 武雄中 

  ・11月９日（金） 県大会 

 (2)小中学校音楽会 

  今年度 川登中校区・山内中校区 計６小中学校発表 

 (3)不登校・問題行動等について（別紙） 

２ 行事から 

 (1)キッズウィーク（Ｐ５）   今年度初の試み 

 (2)認定こども園 大楠の里が開園  市内10園目 

 (3)公募美術展  今年度から中学生も参加 

 (4)武雄小    花まる学園開校 

 (5)九州都市教育長協議会  資料提供 

 (6)県教委連現地研修会（武雄市） 

  武雄小（ＩＣＴ教育視察）～子育て総合支援センター（吉牟田セ

ンター長講話）～図書館・子ども図書館視察 

 (7)県民体育大会 総合８位 

   優勝 卓球一般女子 

   ２位 バドミントン一般女子Ｂ 

   ３位 水泳一般男子・ソフトテニス一般男子・軟式野球一般Ａ 
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      相撲 

 (8)第１回佐賀県伝承芸能祭  鳥海浮立 県知事賞受賞 

３ 教職員関係 

 (1)少人数学級について 

  （該当校）御船が丘小 朝日小② 山内東小 山内西小 武雄中

川登中  計７学級 

県内で「60」を充てる（全てを少人数学級にするわけ

ではない） 

 (2)管理職受験 

   校長  小 ５名  中 ５名 

   教頭  小 ７名  中 ６名 

 (3)異動関係 

  ○ 同一市町長期在勤者の異動促進 

・15年以上  小学校 ３名  中学校 ３名 

・同一市町長期在勤   12年（最長15年） 

・教諭 同一校長期在勤 ６年（最長８年） 

９ 議 事 

  (1)提出議案 

   なし 

  (2)協議事項 

   ①平成30年度12月議会提出「教育に関する報告」について 

   ②犬走分校について 

  (3)報告事項 

   ①キッズウィークについて 

   ②図書館の選書について 

10 各課等からの報告 

11 次回開催日程について 

  【平成30年11月16日（金）15時～ 武雄市役所４階会議室】 

12 その他 

13 閉会 

14 会議録 

 

午後３時33分 開会 
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○教育長職務代理者 

 それでは、始めさせていただきたいと思います。 

 これから一雨ごとに寒くなってくる時期になりましたけれども、きょうはせっかくのおく

んちというときに雨になりまして、走っての流鏑馬はできなかったんですけれども、馬を

引っ張っていって、的の前に立って射てということはあっていたようで非常に残念でした。 

 それでは、早速始めたいと思います。 

 きょうは提出議題はございません。協議事項と報告事項ということになっております。 

 まず、議事録署名人の指名ですけれども、今回は馬場委員さんにお願いします。よろしく

お願いします。 

 それから、前回の議事録の承認ですけれども、皆さん前もってごらんになったと思います

けれども、何か訂正等がありましたらお願いいたします。はい、どうぞ。 

○Ｅ委員 

 訂正ではないですが、お礼を言いたいなと思って来ました。 

 実は前回、白岩体育館のアンケート等の話の前に、僕が生涯スポーツとか学校体育施設の

話をした中で、松尾部長さんから総合管理計画みたいなのを市が立てておられることを教え

ていただきまして見させていただきました。そしたら本当に40年、中長期的な形での、まず、

前もっての10年間計画とかも本当に総合的に計画が立っていることを知りまして本当に恥ず

かしかったということと、読ませてもらったお礼をということです。 

 実際、国体が５年後とか、今後、小さい学校あたりの施設とかそういったことがあったも

ので、体協の役もしながらの発言をしたつもりで質問をしましたけど、本当に勉強不足のお

わびと同時に、教えていただいて、松尾部長さんが言っていただいた総合計画がしっかりと

読めましたので、お礼を言いたいと思います。この前、施設の計画を教えていただいて、見

させてもらって本当にありがとうございました。 

○こども教育部長 

 ありがとうございました。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございました。 

 では、訂正とかは特にないですかね〔「なし」の声あり〕。 

 訂正はないということで、承認ということでお願いします。 

 次は教育長の報告になっております。教育長よろしくお願いします。 

○教育長 

 こんにちは。おくんちですので、短くいきたいと思います。 

 差し上げているプリントのとおりでございます。 

 児童・生徒につきましては中体連の駅伝、11月９日に県大会があります。市内から出場し
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てくれるというのは大変ありがたいことで、頑張ってくれております。 

 それから音楽会が、今年度からやり方を変えてありまして、川登中校区と山内中校区の６

小・中学校で発表がありました。なかなか楽しい、すばらしい発表でございました。 

 来年度は武雄中校区、その次が北方と武雄北中校区という分け方にされているようです。 

 それから、不登校、問題行動等について別紙としていますが、同時に、武雄中学校の不登

校生徒数の推移というのを出しております。その前もかなりいたんですが、平成30年度はあ

と半年近くあるわけですから、ふえるのは間違いないですが、全体としては非常に減少して

いる傾向で、学校はもちろん、保護者の方等、大変御協力いただいて一生懸命やってもらっ

ている成果だろうと思っております。 

 これは武雄中学校を出しているというのは意味がありまして、ほかの４校は実はあんまり

減っていないですね。ですから、そのあたりを対応していかないといけないだろうと思って

おります。しかし、武雄中学校の努力はしっかりと御理解いただきたいと思って、あえて出

しております。 

 小・中学校の問題行動についても、これは全学校ですけれども、以前とすればかなり減少

しておりまして、大変ありがたく思っているところであります。 

 ２番目、行事からとしておりますが、(1)キッズウィークについては後ほど報告があると

思います。 

 (2)認定こども園、大楠の里が開園いたしました。 

 それから、(3)公募美術展、今年度から中学生も参加するということですが、若干、周知

不足で寂しいところがありましたけれども、来年度以降進めていきたいと思います。 

 (4)武雄小学校の花まる学園が開校しまして、たくさんの人に大変応援をいただいている

というところです。 

 (5)九州都市教育長協議会をあえて出しておりますが、資料提供の年に当たりまして、本

当に何十年ぶりのことなんですけれども、学校教育の部門で資料提供させていただきました。 

 それから、(6)県教委連の現地研修会、これは県教委連の役員さん方の現地視察ですが、

これもまた、武雄市に回ってきまして、武雄小学校でＩＣＴ教育関係、それから、子育て総

合支援センターで吉牟田センター長の講話、そして、図書館・子ども図書館を視察いただく

ということで行っております。 

 (7)県体は総合８位ということで、実は躍進賞を期待していたんですが、残念ながら総合

８位という結果でありました。 

 Ｅ委員さんがおっしゃったのとも絡むんですが、総合的に、すぐに短期的に競技力が向上

するわけじゃありませんので、長期的な視点でその強化等を、市民の皆さんが楽しんでいた

だけるというところからだと思いますけれども、進めていかないといけないと思っておりま

す。 
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 それから(8)は第１回佐賀県伝承芸能祭で、鳥海浮立が県知事賞を受賞されております。 

 以前はあっていたんですが、５年ほどの間あっていなかったということで、第１回になっ

ているようであります。大変すばらしい発表をしてもらっていたようであります。 

 それから、３の教職員関係について３点出しております。 

 (1)少人数学級についてとしていますが、新聞等で大きく出されまして、少人数学級を導

入するというような報道で、36人以上はどの学級でもそういうふうになるだろうという誤解

を与えやすい報道でありまして、県内では先生方60人分、60学級が少人数に充てるというこ

となんですね。ですから、大体小学校で130、中学校で40ぐらいの学級がそれに該当すると

見ておりまして、そうしますと約半分ぐらいが少人数学級になると。これは教育委員会で決

めなさいと、どこを選定するかは教育委員会で決めなさい。 

 どこでも希望されるのかというと、そうでもないんですね。基本は希望されるところが多

いと思いますけれども、今まで少人数ＴＴで加配というのがついていたわけですね。ティー

ム・ティーチングに当たっていた先生の分をその60人分を少人数学級にしてもいいですよと

いうことなので、いや、それよりもＴＴでいろんな学級に出てもらったほうがいいというよ

うな校長先生もいらっしゃるようでありますので、これからもその希望をとって調整をして

いかないといけないということ。 

 ちょっと誤解を受けやすい報道がなされていましたので、混乱している部分がございます。

これは管理職がかなりの数おやめになるんですが、一応受験される方がそれだけいらっしゃ

るということです。 

 異動関係では、現在のところ同一市町に長期に努めてある方の異動を、昨年度あたりから

かなり徹底されていまして、現在15年以上いらっしゃる方が小学校３名、中学校３名いらっ

しゃいます。そういう方はどうしても異動ということになってこようかと思います。 

 大体の基本線が下の２つですが、同じ町に12年、最長でも15年という縛りがあります。視

野を広げていただくというところでですね。 

 それから、教諭の場合だと同じ学校に６年、長くても８年という縛りがありますので、こ

の線で動いて異動していただくというようなことになってまいります。 

 そういうことで報告といたします。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。 

 今の報告で、何かお聞きになりたいことがあったらお願いいたします。はい。 

○Ｄ委員 

 冒頭に近いところで、武雄中学校の不登校生徒数が非常に減少していると。非常にいい傾

向かなと思って見ておりました。特に30日以上が激減ぐらいに減っていますので、非常に効

果が何かしらあってじゃないかなと思います。 
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 学校教育課の課長さんあたりで、この辺のところ、もし要因というか、何かわかっている

とかお気づきになるようなところがあれば、ちょっとお伺いしたいなと思いますが、何かあ

りますでしょうか。 

○教育長職務代理者 

 不登校が減っている原因、要因ですね、何かわかりますでしょうか。課長さんお願いしま

す。 

○学校教育課長 

 １つは、武雄中学校区で小中の連携を非常に大事にされて、情報交換を定期的にされてい

ます。それが何年か続いて形になってきたというのが１つ。 

 もう一つは、スクラムの分室とか、あるいは訪問相談員さんとか、スクールカウンセラー

とか、そういったところが、コーディネーターを中心に機能して効果を出してきたんだろう

ということで、これは何年かかけてずっと努力をされてきたものだろうと考えております。 

○Ｄ委員 

 どうもありがとうございました。 

○教育長職務代理者 

 ほかにないでしょうか〔「なし」の声あり〕。 

 そしたら、教育長の報告はこれで終わります。 

 次は、議事のほうに移りたいと思います。 

 先ほども申しましたように提出議題はありませんので、協議事項です。 

 まず、①の平成30年度12月議会提出「教育に関する報告」についてお願いいたします。樋

渡教育総務課課長代理。 

○教育総務課課長代理 

 ２ページ～４ページ、①平成30年度12月議会提出「教育に関する報告」について、議案書

により説明。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。 

 12月議会がちょっと早まったということで、ここに提案されておりますけれども、何か疑

問な点とかありましたらお願いいたします。 

○Ｂ委員 

 ２ページの武雄市青少年育成市民会議の活動としてということで、あす先進地研修会とい

うことをおっしゃいましたけど、その先進地の場所はどこですか、お願いします。 

○生涯学習課長 

 あすの研修ですが、佐賀ダルクといって、薬物依存からの更生の場、そういう施設が佐賀

にありますので、そちらを見て、あとは維新博のほうで説明を受けるような行程となってお
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ります。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。今のでよろしいですか。 

○Ｂ委員 

 はい。 

○教育長職務代理者 

 ほかにないでしょうか〔「なし」の声あり〕。 

 では、特にないようでしたら、次の項目に移りたいと思います。 

 ２番目の犬走分校についてです。提案をお願いいたします。 

○学校教育課長 

 ②犬走分校について、別紙により説明。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。 

 先ほど申されたとおり、犬走分校の児童が来年はゼロになるということで、33年、34年に

なると４名とか３名とかいらっしゃいますが、一応休校ということにするということですが、

何か御意見ありましたらお願いいたします。 

○Ａ委員 

 今回、休校になったとして、例えば、今、課長のお話もありましたけれども、保護者の

方々の意見を尊重して今後の対応を決めたいということでしたが、31年度、32年度について

もゼロか１なので厳しいとして、先ほどあった33年度に４人入りたいという、要するに休校

が明けるという基準というか、判断はどのような形で行われることになるか教えてください。 

○学校教育課長 

 休校については、県教育委員会のほうに確認をしましたけれども、県教委のほうに何か書

類等の提出とかが必要かというと、そうではないということですので、再び休校をやめても

う一度開く、学校を開校するということも同様と今のところは判断をしております。また、

ここの教育委員会の場で御協議をいただいて最終的には決めていくべきものだろうと思って

います。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。 

○Ａ委員 

 今10月ですけれども、再開校するとしたら、例えばそこに職員の配置をするとか、そうい

うのをどの時点で決めるとかいう、多分時期的なものもあるかと思いますし、どの時点で教

育委員会が判断しなきゃいけないかということ。 

 それともう一つ、休校中の施設管理というか、誰がどのような形で休校の状態の犬走分校
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を見ていくのか、例えば定期的に誰か行くとか、開校するときにどういうふうになるとか、

そういう基準がもしあれば教えてください。 

○学校教育課長 

 再開する場合の判断は時期的にいつするのかということですが、職員の配置といったこと

もありますし、もちろん通われる子どもさんたちも、先をきちっと示さないと、不安のまま

ずっとつなげていくということはできないと思っています。予算編成の前ぐらいには、やは

り方向性を示さないといけないと思っておりますので、今ぐらいの時期だろうと考えていま

す。 

 それから、休校中の施設の管理については、あくまでも廃校ではなく休校ですので、学校

がまだあるということになると思っています。施設の管理については、今現在、答えを持ち

ませんので、きちんと調べて、また次回でも報告ができればと思っています。 

○教育長職務代理者 

 Ａ委員さんよろしいですか。 

○Ａ委員 

 はい、ありがとうございます。 

○教育長職務代理者 

 ほかにないでしょうか。 

○Ｄ委員 

 さっきの説明の中では、今回、保護者の意向という形でおっしゃられていたわけですけれ

ども、保護者の意向については、今後、犬走分校のみならず、ほかの分校でも、もし該当が

あれば、保護者の意向をきちんととった上で休校とするのか、存続とするのかということが

なされるのでしょうか。 

 となると、保護者の意向というのが基準があって、このぐらいの人数に達したら保護者の

意向を必ずしますというような、そういう取り組みみたいなのはあるのでしょうか。 

○学校教育課長 

 基準については、私の知る限りはございません。 

 保護者の意向を今回は一つ大事にした点ではございますけれども、さらには、今まで犬走

分校が、地元の方にも大変愛され、また支援もいただいてきたところでもありますので、地

元の方の意向、そういったものも大事にしていかなければいけないということもあります。 

 また、保護者の方の意向だけで決めるというわけではなくて、そのほかもろもろの状況、

環境もあろうかと思います。１人でも、やはり分校がいいと言う方もいらっしゃるかもわか

りませんので、そこは丁寧な説明と、こちらの情報収集を行って決めていくものだろうと思

います。 

 今回の場合については、やはり、ずっと前から話をしながら、情報を収集してきた部分が
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ございます。今後もまた地域の方にも説明をして御意見をお伺いするとか、そういった形で

最終的には決定をしていかなければいけないと思っております。現在のところは保護者の方

の意向というのも一つ大きな要因であるというところでございます。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。今のでよろしいですか。 

○Ｄ委員 

 ぜひ保護者の意向も入れた上での判断、トータルの判断は当然、教育委員会がやるかとは

存じますけれども、保護者の意向を教育委員会に預けたうえでの推進になりますので、その

辺も重々酌んだ上で、きちんとした判断をしていただきたいと思います。 

○教育長職務代理者 

 ほかにないでしょうか。 

○Ｅ委員 

 多分以前の北方のときもそうだったかもわかりませんが、西川登の矢筈分校にかかわった

ことがあります。今、保護者の意見とか地元の意見とかある中で２つあって、１つは１年生、

２年生という形で本校に通うとしたときに、早く帰ったり、小学校の低学年であったりする

ので、安全面、そういう要望が、例えば、犬走はそこまでないのかもしれませんけど、例え

ばタクシーを出してほしいとか、スクールバスはないのかもしれませんけど、そういうふう

なものが出てくる可能性もあります。それは33年入学とか34年入学の４名さん、３名さんの、

もう保育園かどこか行かれている年齢なので、保護者さんたちがその２年間ぐらいは休校に

しても、また再度としたときの意見が分かれたときとか、もちろんさっき言われたように保

護者の意向とか、地元の意向を大事にするということはよくわかりましたけど、その辺の要

望も出てくるのかなという、安全面の部分の１つと、その保護者の意見が２つに分かれたり

したときあたりもやっぱり少しずつ詰めていたほうがいいのかなという感じがいたしました。 

○教育長職務代理者 

 今のは参考にされてということでよろしいですか。 

○学校教育課長 

 はい。 

○教育長職務代理者 

 ほかにないでしょうか。 

○教育長 

 私の地元でして、我々は31人で１学年だったんですが、これまでも保護者のいろいろ意見

はありました。もう本校に行ってよくないかとかですね。合併前に新しい立派な校舎になっ

て、昨年はエアコンまでついて。一挙に休校というのは、やっぱり３～4年後は増える時も

ありますし、子どもの様子から見て、やっぱり分校にやったがよくないかというような、今
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の時点で、そういう子どもさんも現実おられたりします。そういうことで、今、御意見いた

だいて、そういうことも踏まえて判断したいと思います。 

 見えないメリットというのがありまして、分校が１つなくなると、今、複式１学級で１人

先生ですけど、２人先生が減ることになるんですよね。それから、図書館施設であったり、

いろんな施設であったら、分校は１校としてカウントするようなところさえあるわけですね。

だから、そういうメリット、表に見えないようなメリットもあるわけです。しかし、現状と

して、ちょうど今夜、区のほうに話しに行こうかと言っているところですが、大方この２年

間については、少なくともそういう感じかなという思いで。ですから、10月というのは

ちょっと早目のように思いますが、一回地域の人の声も集めてもらって進めていきたいと

思っているところです。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。 

 そしたら、分校についてはよろしいでしょうか〔「異議なし」の声あり〕。 

 では、次の報告事項に移りたいと思います。 

 ①キッズウィークについてお願いいたします。 

○教育総務課課長代理 

 ５ページ、①キッズウィークについて、議案書により説明 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。 

 まだアンケートが全部回収されておりませんので、そこら辺を全部回収してから、もう一

度発表するということでした。何か今聞いておきたいということがありましたらお願いいた

します。よろしいですか〔「なし」の声あり〕。 

 そしたら、キッズウィーク、ことしが初めてでしたので、いろいろアンケートとかを参考

にされて、またよろしくお願いしたいと思います。 

 次に移りたいと思います。②図書館の選書についてです。 

 図書館の選書については、前もって配付物がありましたので、それを見られていると思い

ますけれども、何かお気づきの点、御希望等ありましたらお願いいたします。特によろしい

ですか〔「なし」の声あり〕。 

 では、これでよろしくお願いいたしたいと思います。 

 それでは、議事については以上で終わりです。 

 次は各課からの報告ということです。これにつきましては７ページから書いてあります。

特に説明とかをしたいということがありましたらお願いいたします。はい、どうぞお願いし

ます。 

○新たな学校づくり推進室長 
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 Pepperプログラミング成果発表会について、チラシにより説明。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。 

 今回は武雄市役所の１階ホールということですので、お間違えのないように。この点につ

いて何かお聞きになりたいことはありますか。 

○Ｂ委員 

 去年のペッパーの成果発表会を見に行ったときに、小学生の部と中学生の部と別々の教室

であっていたんですけど、これを見たら９時から４時までということで、長丁場なんですけ

ど、そういう小学生の部、中学生の部、順番とかいうのがあって、こんなに長くなるんです

か。 

○新たな学校づくり推進室長 

 午前中に小学生部門とか部活部門とか、午後から中学校部門とか、そういう部門別で時間

の割り振りを今考えている次第です。詳細についてもまた御案内を出す分に詳細を添付して

お出しすることになろうかと思います。最後に全体の結果発表ということで考えている次第

です。 

 ただ、午前と昼の間に昼休みを設けていますので、午前の部門は午前中に結果発表、表彰

ということになる計画で進めております。そのあたりもスケジュールの表も先ほどお示しす

るということで申しましたので、そちらのほうを確認いただければと思っております。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。 

 ほかに、どうぞ。 

○生涯学習課長 

 14ページ、県民体育大会について、議案書により説明。 

○教育長職務代理者 

 どうも御苦労さまでした。こども未来課参事。 

○こども未来課参事 

 たけおこどもフェスタについて、チラシにより説明。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございました。では文化課長。 

○文化課長 

 企画展について、チラシにより説明。 

 伝統芸能祭りについて、チラシにより説明。 

 第60回弁論大会について、説明。 

 宝くじ文化講演について、チラシにより説明。 
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○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。 

 ほかにないでしょうか。 

○教育総務課課長代理 

 11月３日武雄市・武雄市教育委員会表彰式について、説明。 

 10月23日佐賀新聞の記事（障害者雇用の再調査の件）について、新聞記事にて説明。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。 

 先ほど弁論大会の審査員についてという話もありましたけれども、その審査員と、それか

らもう一つ、雄武町の来年度の派遣につきましては、教育委員会が終わった後、こちらのほ

うで決めたいと思いますので、教育委員さんは恐れ入りますけれども、このまま残っていた

だきたいと思います。 

 各課からの報告で補足はほかにないでしょうか〔「なし」の声あり〕。よろしいですね。 

 それでは、次回の日程ですけれども、11月16日金曜日、午後３時からこの４階会議室であ

ります。 

 次、その他ですけれども、その他でありましたらお願いいたします。 

○Ｃ委員 

 この間のこども教育会議のときの関連ですけれども、今月の市報に子育て相談のことを写

真つきで、とても明るい感じで紹介、案内をされていたのがとてもよかったなというふうに

思いました。 

 それで、もう一つお願いですけれども、武雄ポータルのほうに入っていくと、子育て相談

のところに、きょうちょっと確認して見ていたんですけれども、「発達」という言葉がな

かったように思ったんですね。それで、自分の子どもが「発達」についてちょっと不安があ

るとかという、子育ての不安という言葉はあるんですけれども、その中に１つ「発達」とい

う言葉を入れていただいたほうが、よりわかりやすく保護者にも常時ポータルを見て、ここ

に相談しようかなというふうに思われるのかなと思ったものですから、よろしかったら御検

討いただければと思います。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。 

 今の御意見を参考にされて、またよろしくお願いいたしたいと思います。 

○こども未来課参事 

 参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

○教育長職務代理者 

 ほかにないでしょうか〔「なし」の声あり〕。 



- 13 - 

 ないようでしたら、これで終わりたいと思いますけれども、これから後半の学校訪問もあ

りますし、また、物産祭りといろいろ行事もあるようです。 

 これから寒くなりますとインフルエンザの時期にもなりますし、また風疹も結構東京とか

ではやっているようですので、皆さん体調管理に気をつけられて、よろしくお願いいたした

いと思います。 

 それでは、これで終わります。どうもお疲れさまでした。 

午後４時30分 閉会 

 

 

 


