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１月定例教育委員会会議録 

 

１ 開催日時 平成31年１月21日（月）14時59分～16時５分 

２ 開催場所 武雄市役所 ４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、奥川委員、貝原委員、副島委員、

大庭委員、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、福田ＩＣＴ教育監、

溝上図書館・歴史資料館長、諸岡教育総務課長、竹内学校教育課

長、山北生涯学習課長、弦巻こども未来課長、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、百合学校

教育課参事、樋渡教育総務課課長代理、松尾企画政策課長、永尾

企画政策課政策係長 

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 【奥川委員を指名】 

７ 前回会議録の承認  平成30年12月定例教育委員会会議録 

８ 教育長の報告  ０ １月11日 小松市長 ２期目スタート 

          １ 児童生徒 

 (1)表彰（市長表敬） 

  ・第46回バトントワーリング全国大会 

御船が丘小６年 久保 香
この

葉
は

 

  ・「わたしたちのくらしと農業」農林水産大臣賞 

武雄青陵中学校３年 小笠原暖
ほ

花
のか

 

 (2)県立中学校入学者選抜 

  ・武雄青陵中学校 男子66名 女子62名 計128名 

  ・致遠館中学校 女子３名 

 (3)インフルエンザ発生状況 

 ・これまでの学級閉鎖 武雄小１年・山内西小１年・北方小５年 

２ 人事異動関係 

 (1)西部事務所館内 異動協議会 １月29日～６回予定 

 (2)１月30日（水） 教育委員会佐賀県連絡協議会 

３生涯学習・文化関係 

 (1)１月３日 成人式 

 (2)１月12日 範蔵まつり 
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 (3)１月18日 高齢者学級「黒髪大学」50周年 

 (4)２月１日（金）～５日（火） 雄武町派遣交流事業 

 (5)２月15日（金）～17日（日） 県内一周駅伝 

４ 学校教育関係 

 (1)文部科学大臣優秀教職員表彰 北方中 石山 守 指導教諭 

 (2)キャリア教育文部科学大臣表彰 山内中 １月８日 表彰式 

 (3)ＩＣＴ教育アワード 2017（第１回） 首長協議会会長賞 

             2018 奨励賞 

             2019 「日本ＩＣＴ教育アワード」受賞 

９ 議 事 

  (1)提出議案 

   なし 

  (2)協議事項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規程に基づく意見の聴取) 

   ①法23条第１項 職務権限の特例について 

   ②１月臨時議会 補正予算について 

  (3)報告事項 

   ①卒業式・入学式について 

   ②図書館の選書について 

６ 各課等からの報告 

７ 次回開催日程について 

  【平成31年２月15日（金）15時～ 武雄市役所４階会議室】 

８ その他 

９ 閉会 

10 会議録 

 

 

 

午後２時59分 開会 

○教育長職務代理者 

 それではおそろいのようですので、始めたいと思います。 

 新しい年になりまして、今回が初めての会議であります。皆さん、新年明けましておめで

とうございます。今年度もまたよろしくお願いいたしたいと思います。 

 それでは、早速始めたいと思います。 

 きょうは、２人の委員さんがインフルエンザということです。あと１名の委員さんが欠席、
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全部で３名の委員さんが欠席ということです。 

 まず、議事録署名人の指名ですけれども、きょうは奥川委員さんになっております。よろ

しくお願いいたします。 

 それから、前回会議録の承認ですけれども、12月の会議録で何か訂正等がありましたらお

願いいたします。 

 〔Ｆ委員、Ａ委員より訂正あり〕 

○教育長職務代理者 

 よろしいでしょうか。 

 ほかにないですか〔「なし」と声あり〕。 

 それでは、次の教育長の報告ということになります。教育長お願いいたします。 

○教育長 

 皆さんこんにちは。インフルエンザ、御注意ください。 

 レジュメに従ってお話しさせていただきます。 

 １月11日に小松市長２期目がスタートいたしました。もう御存じのとおり、市長さんもそ

れぞれ持ち味、性格があられるわけですが、やっぱり対話とか誠実さとか、全力投球と自分

で掲げてありますけれども、まさに非常に誠実な対応をされてきての４年間だったろうと思

うわけです。そういう面で、無投票での２期目がスタートされました。 

 御存じのとおり、教育大綱「組む」も市長の思いも十分入ったものでありまして、そうい

う面でこども教育会議、非常に関心を持って教育にも目を向けていただき、予算もつけてい

ただいたという思いがしております。そういうことでさらに連携を深めていきたいと思って

おります。 

 児童生徒につきましては、そこに挙げておりますように市長表敬が行われる予定です。 

 それから、県立中学校の入学者選抜があっておりますが、今年度は128名の方が青陵中の

受験をされております。総数としては、そう毎年変わりない数値でございます。学校によっ

て、多い少ないというのは出てまいります。 

 ほかに致遠館中に３名、女子の方が受けておられるということもあります。 

 それから、インフルエンザの発生状況でありますが、これまでの学級閉鎖として、そこに

挙げております３校で出ております。いましばらく注意が必要だろうと思っております。 

 人事異動関係につきましては、１月29日から異動の話し合いがずっと６回予定されており

ます。 

 また、30日には県の連絡協議会がありまして、ここで各市町ごとの教職員の数等が正式に

示されるということでございます。 

 異動ではありませんけれども、御心配いただいております御船が丘小学校の校長先生も１

月末には退院予定のようでありまして、しばらく自宅休養があろうかと思いますが、復帰を



- 4 - 

待ちたいと思っております。 

 生涯学習・文化関係では、成人式、それから、範蔵まつり、黒髪大学の50周年もございま

した。高齢者学級ということで黒髪大学をされておりますが、50年ぐらい前からということ

で、私が高校生ぐらいのときからあっていたということで、意義深いものだと思っておりま

す。 

 それから、Ｆ委員さんに御苦労かけておりますが、雄武町の派遣交流事業というのが２月

１日から出発をいたします。 

 県内一周駅伝が２月15日から行われるということです。 

 それから、学校教育関係では、表彰が続いておりまして、北方中の石山指導教諭が優秀教

職員としての表彰、それから、キャリア教育文部科学大臣表彰として山内中が18日に表彰式

があっております。 

 それから、ＩＣＴ教育アワードということで、第１回が2017年だったんですが、今年は日

本ＩＣＴ教育アワード大賞を受賞してもらっております。ＩＣＴ教育監がしっかり頑張って

やっていただいて、最高の賞をいただいているという状況でございます。 

 一応報告としましては、以上でございます。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。 

 いろいろと表彰関係、非常にうれしいニュースが入っておりますけれども、何か御質問等

ありましたらお願いいたします。 

○Ｆ委員 

 前回と同じように雄武町派遣交流は昨日、第２回の事前研修会、今回でもう終わりになっ

て、あとは２月１日を待つのみになりました。１回目のときには男の子が少々落ち着かない

と言いましたけれども、今回見ていると、男の子が随分元気になっていまして、各場所での

挨拶の練習もしました。もうしっかりと家での準備もしてきまして、それから、個人のホー

ムテスイ先でのＰＲとか、向こうの小学校の交流でのＰＲもしっかりできていまして、皆さ

んに心配かけましたけれども、準備ができています。 

 １日は余り雪が降ったら、出発が早くなって４時出発という話でしたので、できるだけ５

時半ぐらいの予定の出発になるように、あとは天気を願っているところになりました。関係

している子どもさんを御存じの方は、元気に出発できるようなことで声をかけをしていただ

ければありがたいです。 

○教育長 

 ありがとうございました。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございます。 
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 ほかにないでしょうか。よろしいでしょうか〔「なし」と声あり〕。 

 それでは、議事のほうに移りたいと思います。 

 提出議案はありませんけれども、協議事項があります。協議事項に入る前に、本日の協議

事項について連絡があります。 

 本日の協議事項については、議会前の協議ということで非公開としたいという旨の申し出

がありました。それで、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第７項及び第８項

により、出席者の３分の２以上の議決により、非公開になりますということです。それで、

ここで採決をとりたいと思いますけれども、この協議事項について、非公開として了承され

る方の挙手をお願いいたします。 

○Ａ委員 

 質問をいいですか。ちょっとよくわからない、初めてなので。 

○教育長職務代理者 

 事務局、説明をお願いします。 

○教育総務課課長代理 

 職務代理者が言われましたのは、人事案件その他の案件について公表や傍聴を控えたい議

案、今回の中では協議事項については非公開にしたいと。今回お願いをしていたのは、傍聴

者が来ている場合ということだったんですけれども、この議案をしている最中に傍聴者が来

る可能性もありますので、事前にその非公開という旨の教育委員さんの了承をもらいたいと

いう意向でございます。 

○教育長職務代理者 

 よろしいでしょうか。仮に傍聴者が来られた場合には、もう非公開ということになってい

るから出てもらうということですよね。 

 協議事項を非公開にするということですけれども、賛成の方は挙手をお願いします〔賛成

者挙手〕。 

 ありがとうございました。全員賛成ということで了承されましたので、お願いいたします。 

 それでは、まず①法23条第１項職務権限の特例について、教育総務課課長代理お願いいた

します。 

○教育総務課課長代理 

 協議事項（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規程に基づく意見の聴取）

法23条第１項職務権限の特例について、別紙協議事項資料により説明。 

○教育長職務代理者 

 それでは、企画政策課のほうから説明をお願いいたします。 

○企画政策課長 

 教育委員の皆様におかれましては、こども教育会議や秋田訪問等、多岐の事業にわたり御
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協力いただきましてまことにありがとうございます。 

 それでは、早速ですけれども、担当のほうから今回のスポーツの移管について御説明させ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

○企画政策課政策係長 

 ４ページ～５ページ、事務移管趣旨について、別紙協議事項資料により説明。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、今の説明に対しまして、何か御質問等ありましたらお願いいたします。 

○Ａ委員 

 ２点お伺いしたいと思います。スポーツ課へ昇格するということですが、市役所の行政部

署で言えば何部に配置されるのかということをまず１点。 

 それと、現在、生涯学習課のスポーツ係で行われている主な具体的な活動というか、いろ

いろあると思うんですけれども、イメージをちょっと教えていただければなと思います。そ

の２点よろしくお願いします。 

○企画政策課長 

 部については、今度、市長部局において協議等を正式に諮る必要があるかと思いますけれ

ども、今のところ、先ほど申しましたように、健康、あとは合宿誘致、広い分野にかかわり

ます。そういうものを踏まえて、総合して企画部、もしくは総務部とか、そういった特定サ

イドの部じゃなくて、広く部を構えるところに配置の予定ではございます。 

○生涯学習課長 

 現在のスポーツ係の主な活動ですけど、スポーツ振興に関する部分につきましては、ス

ポーツ推進委員さんとかによる市民の方への普及啓発とか、あとさわやかクラブ武雄でのそ

ういった健康づくりのスポーツ活動とか、そういったところ、あと体協でのいろんなスポー

ツ大会だとか、そういったところですね。あと子どもたちの学校以外の体育活動、そういっ

たところにも努めております。もう一つは、体育施設の維持管理も大きなものでございまし

て、現在29施設ございますけど、そういったものの維持管理も行っております。そのほか、

例えば、今度の県内一周であるとか県民体育大会とか、そういったものとか、市のスポーツ

イベントとか、そういったところも取り組んでいるところでございます。 

 以上です。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございました。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 
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 どうもありがとうございました。ほかに何か御質問等ありませんでしょうか。 

○Ｅ委員 

 唐津の話ですけど、唐津はヨット競技が非常に盛んで、ヨットの大会、何大会やったかな、

多分３年か４年ぐらい続けて実施されたことがありました。そのときに、やっぱり市全体で

盛り上げようということで、参加者は高校生、ジュニアなんですけれども、いろんな市内の

各部署が集まって実行委員会が毎年実施されていて、もちろん学校関係もそうなんですけれ

ども、例えば、観光協会であるとか、それからボランティア活動で通訳が必要ですので、そ

ういうのがあって、非常にバックアップ体制がとれているなという感じがしました。その感

じた背景、今度切り離して位置づけられるということですけれども、大きな大会があるとか

ではなく、平生からやっぱり全体の目配りがきいてあって、年度当初にも学校関係として出

なければいけなかったり、校長会が出すとか、そういうのがあっておりましたので、移管に

ついては市全体でスポーツを振興するという視点だろうというふうに理解をしますので、非

常にいいことじゃないかなと思います。ただ、そういうのが一過性に終わらないように、や

はり全体でするんですよという体制をとっていくための課昇格ということで全力をいただき

たいなというふうに思います。 

 スポーツというのは、個々人の健康増進のためでもあるわけですけれども、やはり市発展

の１つの、特に競技性が、競輪場があるわけなんですけれども、何か１つ２つ、武雄じゃな

ければやれないという競技があれば、それを核として発展させ得る余地がとてもあると思い

ますので、ぜひその辺も視点を持ちながら、全体を巻き込んでしていっていただきたいと思

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。じゃ、今の点。企画政策課長。 

○企画政策課長 

 御承知のとおり、昔からの歴史とか競技とか、そういうのを重視して、市民全体となって

そういったスポーツのまちづくりに取り組んでまいりたいと思いますので、皆さん御協力よ

ろしくお願いいたします。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。Ｅ委員さんよろしいですか。 

 ほかにないでしょうか〔「なし」と声あり〕。 

 ないようですので、このとおり承認ということでよろしいでしょうか。承認される方は挙

手をお願いいたしたいと思います〔賛成者挙手〕。 

 どうもありがとうございました。全員賛成ということで認められましたので、よろしくお

願いいたします。 

○教育総務課長 
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 もう一つ追加でお願いしてよろしいですか。 

○教育長職務代理者 

 はい、お願いします。 

○教育総務課長 

 先ほど御意見等頂戴いたしましたところでございますけど、先ほどの企画政策課の説明の

中で、４ページにございますけれども、特例条例の制定の流れで、今回企画のほうから教育

委員会の意見聴取ということで行われました。この後、３月議会のほうに議案が提出されて、

議会からも同じように、７ページになりますけど、先ほどの説明でございました第23条の第

２項の規定によりまして、議会からも同じように意見の聴取がある予定になります。 

○教育長職務代理者 

 ほかにないでしょうか〔「なし」と声あり〕。 

 それでは、次の②のほうに移っていいですか。 

 それでは、②の１月臨時議会補正予算について、お願いいたします。 

○生涯学習課長 

 ②１月臨時議会補正予算について、別紙協議事項資料により説明。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。議会で認められました補正予算について説明がありまし

たけれども、何か御質問等ありましたらお願いいたします。 

 特にないようですので、よろしいですか〔「異議なし」と声あり〕。 

 じゃ、そういうふうによろしくお願いいたします。 

 それでは、協議事項は以上です。 

 次、３番目の報告事項に移ります。 

 ①卒業式・入学式についてお願いいたします。学校教育課長。 

○学校教育課長 

 ①卒業式・入学式について、別紙資料により説明。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。昨年の１月25日に協議された内容に基づいてこういうふ

うに日程を決められたという報告でした。 

 それでは、次のほうに移ってよろしいですか。 

 ②の図書館の選書についてですけれども、図書館の選書につきましては、別紙にこういう

ふうに資料として別紙にとじてあります。何か御希望等はありますか。「絶対にボケない生

活」とかいうおもしろいものもありますけれども、よろしいですか〔「異議なし」と声あ

り〕。 

 じゃ、特にないようですので、これでよろしくお願いいたします。 
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 それでは、第６番目の各課からの──はい、お願いいたします。 

○学校教育課長 

 報告事項を１点加えさせていただきたいと思います。 

 山内東小学校の分校の募集について、武雄市内の小学校のうち、中規模校以上の学校に募

集をしていたところですけれども、１月18日が申し込みの締め切りでした。これまで説明会

に参加された方はいらっしゃいましたけれども、実際、１月18日までの申し込みはありませ

んでした。 

 そこで、今のところ犬走分校については休校の予定であり、舟原分校については在籍児童

数が８名となりますので、複式学級になります。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございました。はい。 

○こども教育部理事 

 報告事項を１点お願いしたいと思います。 

 きょう報道で出ておりましたけれども、Ｔカード情報に関する一部報道ということで、Ｃ

ＣＣ（カルチュア・コンビニエンス・クラブ）の個人情報につきまして、まずＣＣＣのほう

から公式に出ている部分の一部をちょっと読ませていただきたいと思っております。 

 「個人情報の取り扱いに関し弊社は、捜査令状があった場合にのみ、必要最小限の個人情

報を提供するという協力姿勢をとってまいりました。一方、弊社の保有する個人情報は年々

拡大し、社会的情報インフラとしての価値も高まってきたことから、捜査機関からの要請に

基づき、2012年から「捜査関係事項照会書」があった場合にも、新たに施行された個人情報

保護法に則り、一層の社会への貢献を目指し捜査機関に協力してまいりました。今後につき

ましては、Ｔ会員のみなさまに個人情報の取り扱いについて、よりご理解いただけるよう、

個人情報保護方針およびＴ会員規約に明記するようにいたします。」ということで出されて

おります。 

 それと、Ｔカードでの武雄市図書館利用に関する規約によりまして、図書館の貸し出し履

歴情報についてはＣＣＣに提供されませんという規約がございます。それと、また、ＴＰＪ

（Ｔポイントジャパン）に対しても、その図書館の貸し出し履歴情報は提供されないという

ことで規約のほうに載っておりますので、図書館における貸し出し情報につきましては、現

在もＣＣＣのほうに情報提供はされていないという状況でございます。 

 私ほうからの報告は以上でございます。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。きょうの新聞にも載っておりましたけれども、図書館に

関する利用とか、そういうものは提供されないということです。 

 ほかに、何か今の件で質問はないですか。 
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○Ｅ委員 

 提供されないということでしたけれども、中には、図書館の利用者の中で心配をされてい

る旨が出てきたりはしないかなというのを今お話を聞いて思った次第ですけれども、何かの

形で周知なり告知なりをされますでしょうか。 

○図書館・歴史資料館長 

 基本的に、提供されないというのはＴカードのコンピューターと図書館のシステムのコン

ピューターは全く別だから提供のしようがないということで情報自体が絶対に行かないんで

すよね。ですから、ＣＣＣのほうには図書館の履歴情報は行かないし、履歴自体も、本を返

していただいた時点で全く消えますので、そのこと自体のデータがなくなるということで御

理解をいただきたい。 

 そして、今おっしゃったように、やっぱり心配されている方が多分いらっしゃると思いま

す。ですから、今のところ本社のほうで最終的な確認が行われていますので、あとは図書館

としては、図書館のお客様用に何かコメントを、そういうことは一切ないというのを、今

おっしゃられて、ああ、これは必要だなと私も思いましたので、持ち帰って、なるべく早目

にそういうのを出せるような態勢をとっていきたいと思っています。ありがとうございます。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。ほかにないでしょうか。 

○こども教育部長 

 私のほうからは、スポーツに関する事務の移管についての本日配付の資料があるかと思い

ます。先ほども中身の説明が出ていましたけれども、８ページ、９ページに、小松市政の２

期目の公約ということで挙げられています。特に９ページのほうに、「４年間のお約束」と

いうことでそれぞれの項目が掲げられておりますけれども、４年間の市長の最重要項目とし

て、市長が我々に指示されたのは、観光、農業、スポーツというところです。 

 それに伴って、教育委員会に絡む公約の内容について補足説明をさせていただきます。 

 まず、「つくる」という項目がありますけれども、その中の４番目と５番目。４番目に、

「全小学校にＡＬＴ(外国人の先生)を配置し、英語教育を充実します。」とあります。ここ

で市長からの指示があったキーワードは、ＡＬＴと地域のつながり、英会話教室、地域行事

への参加交流、国際交流、ＣＩＲの活用、そういった指示が現在なされております。 

 それと、同じく「つくる」の項目の中の５番目、「ふるさと教育を通じて未来を担う人づ

くりを進めます。」。このキーワードは、高校生のまちづくり、中高生の起業勉強会、それ

と、先ほどもちょっとありましたけれども、秋田との交流、これがキーワードということで

指示を受けております。 

 続いて、「まもる」の項目の中では、３番目に「子どもの医療費助成を高校卒業まで拡大

します。」と。これは、直接は福祉部の関連事業になるかと思います。 
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 それと、一番最後のところの６番目、「文化をまもり、その支援や保存・活用を進めま

す。」と。ここのキーワードは、文化による心の豊さをつくる。特に、文化発表の場をふや

す。武雄蘭学の保存・活用、文化と観光の連携という指示になっております。 

 最後、「いどむ」につきましては、先ほどもありましたようにスポーツのまちづくりとい

うことで、今現在行っているスポーツ係の業務がありましたけれども、今後、体育施設の整

備、各種大会とか合宿の誘致というのも新たな課題ということで挙げられております。 

 あと最後、その「いどむ」の中の真ん中、「企業誘致や学校の積極的誘致にチャレンジを

します。」というような項目が市長の公約ということになっております。 

 現在、市長とのヒアリングを行いながら、公約の実現に向けた具体的な施策等については、

今後調整をしていくということで、早いものについては当初予算から計上するものもあるか

と思いますけれども、現在まだ調整中の段階ということです。 

 ということで、補足説明、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。 

 それでは、次に、１月18日金曜日に行われました市町村教育委員研修協議会の報告を、Ａ

委員さん、よろしいでしょうか。 

○Ａ委員 

 福岡の天神ビルでの市町村教育研究協議会に参加をしてまいりました。133名の教育委員

の皆さんの研修ということで、文科省からの行政説明の後に３分科会に分かれまして、グ

ループディスカッション等が行われました。 

 第１分科会が学校における働き方改革、第２分科会がいじめ対策、不登校支援について、

第３分科会が地域と学校の連携、協働についてということでありまして、武雄から参加した

教育委員は全て第１分科会のほうに出させていただいて、各市町の教育委員さんたちと、そ

れぞれの地域の取り組みについてお話を伺うことができました。 

 それで、その中に、第１分科会ではなかったんですが、資料をたくさんいただきましてそ

れを見ていたんですけれども、第３分科会の地域と学校の連携、協働についてというところ

で、福岡県の春日市がコミュニティースクールを、学校支援ボランティア、生徒ボランティ

アということで、年間3,000人から4,000人の方がコミュニティースクールに参加をしている

ということで、それとあわせて、補導件数というのが示されておりまして、平成21年から平

成26年まで、平成21年が1,000件を超えているんですけれども、平成26年には、補導件数が

６件になっているということで、以前、武雄警察署からも出されました地域の補導件数が、

問題行動が減ったりとか、地域の安心・安全につながるといった、本当に副次的な効果とい

うのは武雄以外にも、地域と学校の協働で見られるんだなというのを改めて感じましたし、

こういったことを学ぶ機会というのは今回初めてだったので、今後ももしそういう機会があ
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れば、ぜひ積極的に参加をするような形をとっていただければなと思いました。 

 以上です。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、次の各課からの報告に移ってよろしいですか。 

 各課からの報告は、一応ここに書いてありますけれども、訂正、あるいはつけ加え、ある

いは補足説明等ありましたらお願いいたします。どの課からでも結構です。 

○生涯学習課長 

 雄武町児童交流団派遣事業、東京2020オリンピック・バラリンピックフラッグツアー、郡

市対抗県内一周駅伝について説明。 

○こども未来課長 

 保育のお仕事合同求人説明会について説明。 

○こども未来課参事 

 子育て支援者交流会について説明。 

○文化課長 

 「キティズパラダイス」について、別紙資料により説明。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。 

 ほかにはないでしょうか〔「なし」と声あり〕。 

 じゃ、次の項目に入ります。 

 次回の日程ですけれども、次回の定例教育委員会は２月15日金曜日３時から、４階の会議

室ということになります。事務局より補足があるようで。 

○教育総務課課長代理 

 ２月15日の３時からは教育委員会ですけれども、今、企画のほうから２月15日の１時半か

らこども教育会議を予定しております。予定ということで、２月15日、13時30分、場所のほ

うは後だって通知が来ると思いますので、よろしくお願いいたします。 

○教育長職務代理者 

 定例教育委員会の日ですけれども、１時半からこども教育会議があるということです。 

 ほかにないでしょうか。 

○教育長 

 まだ10日ばかりありますが、定例会議はきょうが最後でありますので、５名の公募委員の

皆様にお礼を申し上げます。 

 この４年間を振り返りますと、先ほどのＩＣＴの全国最先端の表彰もそうでありますが、

花まるにしろ、今まで取り組んだことのないような取り組みを進めてきたわけであります。
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皆様方には貴重な提言、また助言、そして、実際に先頭を切って活動していただくと。教育

委員会のチェック機能にとどまらず、そういう全面的な御協力をいただいたということで感

謝を申し上げたいと思います。 

 市長とのこども教育会議でも、非常に幅広く、深く御意見を頂戴しまして、武雄市の子ど

もたちのために必要な課題についていろんな議論ができたように思っております。 

 この制度自体につきましても、初めてのことでふなれなこともありまして、任期、長い発

令をしたりしていたところもございます。そのあたりは本当に申しわけなく思っております。

この後さらに第２期の公募を今しているところでございます。 

 皆様方におかれましては、今後とも教育委員会に関心を持っていただいて、さらにいろん

な面で御指導、御助言をいただけたらというふうに思っております。お礼の言葉といたしま

す。本当にありがとうございました。 

○教育長職務代理者 

 実は、この場で一言おやめになる教育委員さんにと思っていたんですけど、５時半からま

た同じメンバーで会議がありますので、そこで一言いただきたいと思いますので、この場で

はこれで終わりたいと思います。事務局より何かありますか。 

○教育総務課課長代理 

 先ほど傍聴者に対する非公開ということで承認いただきありがとうございました。 

 それで、今回の協議事項の議事録については、２月15日の定例教育委員会で承認され、そ

の後、公表という流れになるんですけれども、これが３月の議会ですので、公表する時期が

若干ずれてきます。それまではちょっと言えないということになりますので、それは御了承

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○教育長職務代理者 

 最後の件は口外されないようによろしくお願いいたします。 

 ほかに、よろしいですかね。はい、Ｅ委員さん。 

○Ｅ委員 

 実は、今、佐賀新聞で、県の高校生の定時制と通信制の生徒の生活体験発表会の原稿が16

日からずっと載っているんですよ。きょうも唐津商業の生徒さんが載っておられました。こ

の前は武雄市長賞ということで載っておられました。佐賀県知事賞をいただかれた有工定時

制１年生の前山綾那さんという方がいらっしゃるみたいです。それで、この方の文章を読ん

で、ちょっと僕も長く学校に務めましたけれども、非常に理路整然として、いろんな示唆を、

やっぱり教育に携わる人たちに与えることがあったなと思って、「負うた子に教えられる」

ということわざもありますけれども、よかったので、何かの機会で目を通していただければ

ありがたいなと思って、ちょっと紹介をします。 

 不登校の経験で、小学校６年生の３学期から、中学校は３年間で１回しか登校できなかっ
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たと。その中でされたことは、最初、不登校になったきっかけは、友達とのささいなけんか

であるとか、先生にちょっと強く指導されてのこととか、そういうのがきっかけとしてあっ

たみたいですけれども、最初は楽だなと思っていたのが、だんだんやっぱりこれではいけな

いという気持ちになられて、２つの視点ですね。１つは、自分の好きな料理とか手芸とか絵

を描くことを通して、ものを達成する喜びを自分の中で感じることができて、それが高校の

進学、彼女は有工定時制のデザインのほうへ進んでいるんですけれども、そのデザインの勉

強へつながっていったということが１点。 

 ２つ目が、勉強をやっぱり途中から、ああ、これでいいだろうかというふうに自分で覚醒

して、そして、高校入試のための問題集で、中学２年生の範囲までしかやれなかったけど、

それで高校受験に臨まれたそうなんです。しかし、中学２年生までの勉強は自分でとにかく、

お母さんの手を借りてとか、いろいろなことを借りながら、一生懸命勉強をしたと。 

 ここで私たちが教えられることは、勉強を切れずにしたという、しかも自分が行きたい学

校があって、そことつなげて勉強ができたということ。私も、何で不登校になるかという原

因追及は結構するんですよね。ところが、それと並行して、じゃ、どうしたら抜け出るかと

いうことをするというのがなかなか機会としてなかった、ほかの人たちはやられていたかも

しれないけれども、なかなかできなかったので、この文章を読んで教えられたことは、今

言った２点が主な点なんですけれども、何かの機会でまたちょっと、特に学校教育課長さん

あたりも読んでいただいて、４月からの運営に何かプラスになるようにつなげていってもら

えれば。武雄市は比較的不登校が少ないんではないかなと思うんですけれども、やっぱりゼ

ロであることが一番望ましい姿だとは思っておりますので、プラスすることに資していただ

ければなと思って、ちょっと紹介を、僕が紹介するのも変なことなんですけれども、気にと

めましたので、ちょっとプラスしました。済みませんでした。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。実は、私も一番最後は有工の定時で担任を２年間させて

いただきましたけれども、本当にすごい感動します。卒業するときにはですね。そういうこ

とで、私もその記事を読ませていただいたんですけれども、私のほうがかえって、この前山

さんという生徒さんに力をいただいたという感じでした。それは12面に書いてあったと思い

ますけれども、14面を見たら、不登校の生徒の対応の仕方をどうすればいいかということで

書いてあります。それと両方あわせて見ていただいたら、また非常に今後のためになるかな

と思いますので、あわせて見ていただければ。私はとっております。そういうことで、非常

にいい紹介だったなと思っております。私もぜひ紹介したいなと思っておりました。 

 それでは、これで終わりたいと思いますけれども、まだまだこれから寒さも続きますし、

また年度末でもあって、これから大変だと思いますけれども、体調管理には十分気をつけら

れて頑張っていただきたいと思います。 
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 どうもきょうはお疲れさまでした。 

午後４時５分 閉会 

 


