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２月定例教育委員会会議録 

 

１ 開催日時 平成31年２月15日（金）14時55分～16時10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、馬場委員、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、

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、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、田嵜こども未来課主幹 

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 【大庭委員を指名】 

７ 前回会議録の承認  平成31年１月定例教育委員会会議録 

８ 教育長の報告 

          １ 児童生徒 

 (1)Ｐｅｐｐｅｒプログラミング成果発表会（全国大会） 

  （小学校部門）橘 小  銅賞   （中学校部門）武雄北中 

  （部活部門） 武雄北中 銀賞 

 (2)県立中学校入学者選抜 

  ・武雄青陵中学校合格者 男子28名 女子23名 計51名（進学49

  名） 

  ・私立中学校進学者   男子４名 女子３名 計７名 

 (3)インフルエンザ発生状況  現在ほぼ終息状況 

 ・前回以降の学級閉鎖  御船が丘小３年・山内西小５年・武雄中

 １年 

 (4)雄武町児童交流（２月１日～５日） 

  ・大庭団長含め引率４名  児童15名 

 (5)問題行動等状況について 

２ 人事異動関係 

 (1)少人数学級 該当 ６校９学級 

        決定校 御船が丘小・朝日小・山内東小・川登中 

  ・加配教員の効果的な活動となるよう少人数学級を希望しないこ

   ともある 

 (2)異動事務の早期化 
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  ・修了式の日に辞任式をする予定（３月22日） 

  ・４月１日から新年度の体制で進めるねらい 

３ 生涯学習・文化関係 

 (1)１月26日 文化財防災デー 

 (2)２月13日 春風亭昇太・林家たい平 二人会 

 (3)14日 オリンピック・パラリンピック フラッグツアー 

      柔道 田知本・近藤選手の対談 

      ９日～ 図書館で企画展 

 (4)郡市対抗県内一周駅伝  本日～17日まで 

 (5)副読本「すごいぞ 武雄」完成 

    ～見たい 知りたい 学びたい 武雄の歴史～ 

９ 議 事 

  (1)提出議案 

   第26号議案 武雄市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 

   第27号議案 武雄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

         例の一部を改正する条例 

   第28号議案 武雄市小中学校事務共同実施組織運営規程の一部を改正する規程 

   第29号議案 武雄市ファミリーサポートセンター事業実施要綱の一部を改正する要綱 

   第30号議案 武雄市地域学校協働本部事業実施要綱の一部を改正する要綱 

   第31号議案 武雄市スポーツ施設検討市民会議設置要綱 

   第32号議案 公民館長の任命について 

   第33号議案 分校の休校について 

  (2)協議事項 

   ①平成30年度３月議会提出 教育に関する報告について 

   ②地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づく意見の聴取 

    （平成30年度３月補正 平成31年度当初予算） 

  (3)報告事項 

   ①自治公民館長の委嘱について 

   ②2019年度 武雄市官民一体型学校「武雄花まる学園」花まるタイムにいて 

   ③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３月22日（金）15時～ 武雄市役所４階会議室】 

８ その他 
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９ 閉会 

10 会議録 

 

午後２時55分 開会 

 

○教育長職務代理者 

 まだ定刻の時間になっていませんけれども、議題も多いようですので早速始めたいと思い

ます。 

 改めまして皆さんこんにちは。 

 どうも先ほどはこども教育会議お疲れさまでした。引き続いての会議でお疲れだと思いま

すけれども、よろしくお願いいたします。 

 ２月２日の新聞に大きく載っておりました。武雄市が最優秀ということで、ＩＣＴ教育ア

ワードで全国で賞を受賞されたということです。これは教育長さん、あるいはＩＣＴ教育監

さんを中心にしてこれまで御苦労されてこられましたけれども、皆さんのお力でこういうの

が受賞できたと思っております。本当にどうもおめでとうございました。 

 また、先ほども出てきましたけれども、プログラミング成果発表会では、武雄北中が銀賞。

それから、橘小学校が銅賞を受賞されたということで、金賞こそ逃しましたけれども、本当

によく頑張られたと思っております。御指導された先生方、本当にお疲れさまでした。 

 それでは、早速議事のほうに入りますけれども、まず議事録署名人の指名です。今回は大

庭委員さんになっておりますけれども、よろしくお願いいたします。 

 次に、前回の議事録の承認ということですけれども、１月の議会の議事録、何か訂正する

ところが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」と声あり〕。 

 じゃ、そのとおり承認ということでお願いいたします。 

 次が教育長の報告です。教育長お願いいたします。 

○教育長 

 どうも引き続き御苦労さまです。 

 レジュメに沿ってお話しします。今お話にありましたように、Ｐepperではすばらしい成

績をつくってくれております。 

 それから、県立中学校の入学者選抜なんですが、青陵中学校の合格が51名、実際進学する

生徒が49名ということです。そのほかの私立中学校への進学者が計７名いらっしゃるという

ことです。この数は昨年とほぼ変わりません。 

 インフルエンザにつきましては、現在ほぼ終息状況で、前回以降、３学級で学級閉鎖がご

ざいました。雄武町の児童交流、団長さんお疲れさまでした。ありがとうございました。 

 それから、問題行動状況を別紙で差し上げております。 
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 いいほうからいきますと、中学校の不登校、これは平成28、29、30と掲げているわけです

が、トータルとしてずっと少なくなってきております。それでもそれだけの子どもさんがい

るということです。 

 それから、４の問題行動の小学校が67件と、これは過去３年に比べて非常に多い数値であ

ります。少しずつ減ってはいますけれども、状況はそういう状況です。 

 それから、人事異動関係ですが、少人数学級をするということになっていますが、今まで

ＴＴ、少人数加配というのがありましたけれども、そのうちの県内60クラス分、60名をそれ

に合わせようということで、市内では６校９学級が該当したんですけれども、決定したのは

御船が丘小、朝日小、山内東小、川登中ということです。これは実際どこでも希望してとい

うことじゃなくて、ＴＴですので、ほかの学級にも入れたほうがいいと、そういう使い方の

ほうがいいという校長先生の判断もございまして、４校希望して４校がそういう少人数学級

になるということです。 

 異動事務もずっと進んでおりますけれども、今年度の特徴的なこととして、修了式の日に

辞任式をするようにすると。 

 以前、御承知の方は４月１日新聞発表で４月６日、始業式のとき辞任式という、４月に

入ってからもまだまだ名残惜しい状況がありましたけれども、昨年度あたりからずっと早く

なりまして、今年度はさらに１週間ほど早くなっているような感じです。 

 生涯学習・文化関係では、文化財防火デー、それから落語の二人会。昨日は柔道の田知本

選手、近藤選手の対談がございまして、９日からずっとフラッグデーということで続けて

やってもらっておりました。 

 きょうから郡市対抗の県内一周駅伝があっております。応援をお願いします。 

 配ってあると思いますが、「すごいぞ 武雄」という副読本が完成しております。維新15

0年の記念事業ということで、県の補助を受けてできたものであります。立派なものができ

ていると思っております。 

 きょうはたくさん議題があります。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。 

 何かお聞きになりたいことはありますでしょうか、あったらお願いいたします。よろしい

ですか〔「なし」と声あり〕。 

 それでは、議事に入ります前に、こども教育部長から３月議会の報告をお願いいたします。 

○こども教育部長 

 ２点御報告です。３月議会につきましては、２月25日が記者発表、開会が３月４日、11日

から一般質問という方向で現在調整中でございます。 

 こども教育部関係の議案については、まず条例改正では、本日議案として提案をしており
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ます。その中で説明をいたします。 

 また、当初予算と３月の補正予算、これにつきましても協議事項の②でお願いをいたして

おりますので、その際に説明をさせていただきます。 

 それと、２点目ですけれども、教育委員さん、公募委員さんの今現在の状況ですけれども、

募集期間を１月末で締め切っています。１月末現在で７名さんの応募があっている状況です。 

 今後は２月24日日曜日に面接、論文による選考を行って、３月議会に人事案件として提案、

４月１日からの委嘱という方向で現在進めております。 

 以上２点の報告です。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。 

 何かお聞きになりたい方ありますか、よろしいですね〔「なし」と声あり〕。 

 それでは、議事のほうに入ります。 

 議事が第26号から33号議案まで８件あります。 

 それで、第26号議案と27号議案は関連しますので、一緒にお願いしたいと思います。 

 まず第26号議案 武雄市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について、御説明を

お願いいたします。 

○こども未来課長 

 ２ページ～５ページ、第26号議案 武雄市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例に

ついて、議案書により説明。 

○教育長職務代理者 

 続いて、27号議案もお願いします。 

○こども未来課長 

 ６ページ、第27号議案 武雄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について、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。 

 第26号議案は放課後児童クラブの利用料金の変更で、第27号議案は児童支援員の基礎資格

が追加になったということです。 

 まず、第26号議案のほうから何か御質問等ありましたらお願いいたします。 

○Ａ委員 

 第26号議案について、基本料金というふうにありますけど、基本の意味合い。例えば、

思ったのは、参加している児童が例えば事故とかなんとかあった場合に、例えば、保険的な

ものも含んで基本料金の中に算出してあるのか、そういうのは別途料金ですよというものな

のか、ちょっとわからなかったので、その辺を教えてください。 
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○こども未来課長 

 基本料金と申しますのは、あくまで基本の時間帯、通常日においては学校が終了から夕方

の６時までの学童の保育になります。この費用に関しましては、保険は別途利用を開始する

際に実費負担ということでいただいておりますので、あくまでこの放課後児童クラブの運営

に充てられる基礎的な金額といったところで御理解いただければと思います。 

○Ａ委員 

 実費負担というのは大体どのぐらい。 

○こども未来課長 

 年間800円ですね。スポーツ安全保険というものを利用しております。 

○Ａ委員 

 わかりました、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した。Ａ委員さんよろしいですか。 

○Ａ委員 

 結構です。 

○教育長職務代理者 

 ほかにありませんか〔「なし」と声あり〕。 

 ないようでしたら、次の第27号議案について、資格が追加されるということについて何か

御質問等ありましたらお願いいたします。 

 平成33年からそういう人が来られるかもわからないということです。よろしいですか

〔「はい」と声あり〕。 

 それでは、第26号議案と第27号議案、それぞれ可決ということでよろしいですか〔「異議

なし」と声あり〕。 

 じゃ、可決されましたので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次の第28号議案になります。武雄市小中学校事務共同実施組織運営規程の一部

を改正する規程ということで、提案理由をお願いいたします。 

○教育総務課長代理 

 ７ページ～12ページ、第28号議案 武雄市小中学校事務共同実施組織運営規程の一部を改

正する規程について、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。 

 第28号議案について、今説明していただきましたけれども、事務主任の明確化ということ

で、こういうことがされたということで、形式については県の様式に合わせているというこ

とです。また新たに副室長という部署を設けられたということなんですけれども、何か質問
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等ありましたらお願いいたします。 

○Ｂ委員 

 ちょっと確認です。23年から始まっているので、少しかかわっていたと思うんですけれど

も、これは実施中心校というのは、今、武雄市内では中学校区内で５校ぐらいを指定されて

いるんでしたっけ。必ずしも中学校が中心校とかじゃなくて、小学校が中心校になることも

あったんですかね。どがんしよったですかね。５校も中心校ってありましたか。 

○学校教育課長 

 今、第１グループ、第２グループ、第３グループの３つです。 

○Ｂ委員 

 ３つですか。 

○学校教育課長 

 それで、小学校も中学校も。 

○教育長職務代理者 

 Ｂ委員、それでいいですか。 

○Ｂ委員 

 以前、小学校、中学校が１つの塊で、そこで支援室を置いていろんな各学校の事務職員の

レベルというか、年数というかな──が違ったので、それをできるだけ共同でやっていった

ほうがスムーズにいくんじゃないかなといって、多分23年ごろ始まったというふうに記憶し

ていたんですけど、武雄市はどういうふうな形だったかなと、ちょっと確認ということで、

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」と声あり〕。 

 ないようですので、承認ということでよろしいですか〔「異議なし」と声あり〕。 

 じゃ、このとおり可決するということでよろしくお願いいたします。 

 それでは、次が第29号議案になります。武雄市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

の一部を改正する要綱について御説明をお願いいたします。 

○こども未来課参事 

 13ページ～15ページ、第29号議案 武雄市ファミリーサポートセンター事業実施要綱の一

部を改正する要綱について、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。 

 拡大をしたいということで、提案するということです。何か質問ありましたらお願いいた

します。 

○Ａ委員 
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 先ほどから「ダブルケア」という用語を使われているんですけれども、ちょっと不勉強で

済みません、「ダブルケア」というのはどういうものなんでしょうか。 

○こども未来課参事 

 子育てをしながら、実は子育てをしているお母さんが親の方とかの介護まで担っていると

いうことで、現在、少し高齢出産とかなさる方は、親さんも少し介護が必要なケースとかも

出てこられている方もいらっしゃいまして、どちらも担うというのが非常に大変という状況

がある方がいらっしゃいます。そういうものを「ダブルケア」ということで表現しておりま

す。 

○Ａ委員 

 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した。ほかにないでしょうか。 

○Ｂ委員 

 先ほど市長さんとのこども会議の中でも上がっていたように、貧困家庭支援というか、武

雄市の取り組みとしてすばらしい、また、こういうふうに改正がなされるというのはいいこ

とだなと思いつつも、低所得者、生活保護世帯になれば、もう入っていますよという提案理

由に書いてある、市町村民税非課税世帯と、ちょっと済みません、専門的なものがわからな

くて。これは、低所得者というのは、一応基準というのがあるんでしたよね。 

○こども未来課参事 

 市町村民税の非課税世帯と生活保護の世帯ということで、２つの区分でしております。 

○Ｂ委員 

 僕たちのところに来ているのも、この収入であれば子育ては大変だよというのをよく聞き

ますし、ひとり親家庭の厳しさというのはわかるんですけれども、低所得というのがどのく

らいだったのかな。金額はその家庭によってそれぞれ違うということですね。 

○こども未来課参事 

 そうですね、はい。 

○Ｂ委員 

 大体よく言う年間200万円か250万円か、その辺とか、その辺よりも、もっと低いんですか。 

○こども未来課参事 

 家族構成とかによってもいろいろ変わってくるので、一概に幾らとかいうのは難しいかと

思います。 

○Ｂ委員 

 そういうことですね。 

○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。ほかにないでしょうか〔「なし」と声あり〕。 

 そしたら、第29号議案ですけれども、このとおり異議なしということでよろしいですか

〔「異議なし」と声あり〕。 

 じゃ、異議なしということで、可決になります。 

 次に、第30号議案 武雄市地域学校協働本部事業実施要綱の一部を改正する要綱について

説明をお願いいたします。 

○教育総務課長代理 

 16ページ～17ページ、第30号議案 武雄市地域学校協働本部事業実施要綱の一部を改正す

る要綱について、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。 

 要点は、コーディネーターと言っていたのを推進員に変えるということと、国庫補助の文

言に従って変えるということと、もう一つは、これまで推進員さんを推薦していたのは学校

長だけだったのが、公民館長という文言になったということです。 

 何か御質問等ありましたらお願いいたします〔「なし」と声あり〕。 

 よろしいですか〔「異議なし」と声あり〕。 

 特にないようですので、これについても異議なしということで、可決ということになりま

す。どうもありがとうございました。 

 続きまして、第31号議案 武雄市スポーツ施設検討市民会議設置要綱ということについて

説明をお願いいたします。 

○生涯学習課長 

 18ページ、第31号議案 武雄市スポーツ施設検討市民会議設置要綱について、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。 

 武雄市スポーツ施設検討市民会議設置要綱ということで、今度新たにつくられるというこ

とですね。前もって、１月30日にあった臨時会で既に提出して、それが認められて、こうい

う設置案をつくるということのようです。 

 何か質問等ありましたらお願いいたします。特にないでしょうか〔「なし」と声あり〕。 

 よろしいでしょうか〔「異議なし」と声あり〕。 

 そしたら、異議もなしということですので、このとおり可決をすることになります。よろ

しくお願いいたします。 

 どうもありがとうございました。 

 とんとんと行っていますけれども、第32号議案になります。公民館長の任命についてお願
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いいたします。 

○教育総務課課長代理 

 19ページ～24ページ、第32号議案 公民館長の任命について、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。 

 公民館長の任命ということで、武雄公民館と武内公民館、引き続きということなんですけ

れども、何か御質問等はありますでしょうか〔「なし」と声あり〕。 

 じゃ、これもないようですので、このとおり可決ということでよろしくお願いいたします。 

 次は、第33号議案、分校の休校についてです。 

 これについて提案理由、御説明をお願いします。 

○学校教育課長 

 25ページ～26ページ、第33号議案 武雄市立山内東小学校犬走分校の休校措置について、

議案書により説明。 

○教育長職務代理者 

 これは以前の教育委員会でも出ておりましたけれども、武雄市立山内東小学校犬走分校の

休校ということです。 

 ここに書いてあること、前もってお配りしてありましたので、皆さん読んできておられる

と思いますけれども、何か御質問等ありましたらお願いいたします。特にないですよね

〔「なし」と声あり〕。 

 そしたら、これも特にないようですので、このとおり可決ということになります。よろし

くお願いいたします。 

 議事が８件ありましたけれども、スムーズに進みました。どうもありがとうございました。 

 次が、協議事項ということになります。 

 まず、①の平成30年度３月議会提出 教育に関する報告について、説明をお願いいたしま

す。 

○教育総務課課長代理 

 27ページ～29ページ、協議事項、①平成30年度３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。 

 平成30年度３月議会提出 教育に関する報告ということで、今度議会に提出される報告で

すけれども、説明していただきました。 

 何かこういうことに関してはとか、いろいろ質問がありましたらお願いいたします。ない

ですかね〔「なし」と声あり〕。 
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 特にないようですので、このとおり承認ということになります。どうもありがとうござい

ました。 

 次、②ですけれども、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づく意

見の聴取ということで、これも説明をお願いいたします。 

○教育総務課長 

 30ページ～34ページ、協議事項、②地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規

定に基づく意見の聴取（平成30年度３月補正、平成31年度当初予算）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。 

 たくさん項目がありますけれども、前もってお配りしてありましたので、皆さん目を通さ

れていると思います。 

 何か御質問等ありましたらお願いいたします。 

 まず、30ページと31ページのところで何か質問ないでしょうか。 

○Ｂ委員 

 十分見ていなくて質問して申しわけありませんけど、学校教育課の、前回も部活動指導員

ということで話も出たこともありましたけど、指導員２名のうち１名が配置となっています

けど、これはどんな活動というか、どんな部活動というか。どんな学校に、どんな人が配置

されているんですか。 

○教育長職務代理者 

 30ページの４番のところです。 

○Ｂ委員 

 ４番とか６番あたり、部活動指導員配置促進事業補助金、部活動指導員活用研究事業補助

金。 

○学校教育課長 

 当初２名配置予定で予算を組んでおりましたけれども、指導員がなかなか見つからず、１

名は見つかりました。山内中学校の剣道でございます。それで、１名分、見つからなかった

分の減額ということです。 

○教育長職務代理者 

 もし見つかっとったら、もうこのとおりでよかったということですね。 

○学校教育課長 

 そうです。 

○Ｂ委員 

 あと１つは、どこかの学校が希望を出しとんさったという、それとも、予定で２人ぐらい
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はせんばいかんという予算じゃないですよね。どこかが手を挙げて、ぜひうちに配置してほ

しいとなったけど、指導員がどうしても見つからなかったのでということですね。 

○学校教育課長 

 今年度の県の補助事業としては初めての事業でしたので、教育委員会として武雄市の規模

で考えたときに２名を希望したという状況です。学校にも話をし、人を探してもらいました

が、なかなかそれに時間など合う方がいらっしゃらなかったということでございます。 

○教育長職務代理者 

 ありがとうございました。 

 ということで、Ｂ委員さんよろしいですか。 

○Ｂ委員 

 はい。 

○教育長職務代理者 

 それでは、33ページ、34ページについての質問があったらよろしくお願いいたします。 

○Ａ委員 

 保育士の、地方というか、佐賀における不足というのは、新聞等で時々見たので理解して

いるつもりなんですけれども、武雄市としても不足しているという現状でしょうか。それで、

上げられておるわけですけれども、どういう形、補助金を出すということですけれども、希

望者を探し出すことが非常に難しいかなと。ここら辺だったら、佐賀か福岡の短大あたりで、

もしくは大学の幼児教育関係があるところだと思うんですけれども、そういう企業努力じゃ

ないけれども、せっかく金出すんだったら、使ってほしいという気持ちがあるのは当然なん

ですよね。そういう開拓のあり方について、ちょっと御質問します。 

○こども未来課長 

 33ページのナンバー６にも保育士等就労支援補助金を用意しておりまして、こちらは常勤

の保育士になられた場合は10万円、非常勤が５万円、それからさらに、武雄市に転入された

ら10万円ということで、２年間お勤めいただくことが条件です。 

 その中で、今、潜在保育士という、資格は持っているけれども、保育の仕事をされていな

いといった方が、県内には約3,000名ほどいらっしゃると報道されておりますけれども、こ

ちらについては県の保育士・保育所支援センター、県の社会福祉協議会が行っているんです

けれども、そこで保育士の名簿の方への我々の制度のアプローチをしていただいております。

制度の周知についてはですね。 

 それと、保育園、認定こども園さんも直接、そういった方がいらっしゃったらお声かけを

されていますけれども、ちょうど一昨日ですけれども、保育の仕事、合同求人説明会という

催しを市役所１階ホールでハローワークさんともタイアップをいたしまして、市内から８園

参加されました。その中で、13人の保育士の資格を持った方が見えられて、26マッチングで
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すね、面接をされて。そういった、本当地道な活動が必要になってくると思います。 

 それと、やっぱり今後、一旦定年退職をされた方とかにも、短い時間でもいいので、お仕

事をしていただく、１時間とか２時間でもいいので、お手伝いをしていただければと。実際、

保育士が不足しているか、不足していないかといったところは、配置基準ですね、現状では

充足はしているわけでございますけれども、昔から、保育の仕事は、言うなれば家に持って

帰ってとか、そこら辺のレストランでとか、よくされていましたけれども、そのような負担

がかからないように、できるだけ多くの方に、資格を持った方にこの仕事、保育、幼稚園も

ですけれども、かかわっていただきたいといったところで、周知する機会があればといった

ところでは、ハローワークさんの力もいただいている状況でございます。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。 

○Ｂ委員 

 それに関連してですけど。 

○教育長職務代理者 

 はい、Ｂ委員さん。 

○Ｂ委員 

 二、三日前の新聞、西九州大学が将来的には何か、こういう保育関係を、今まで佐賀短大

とか佐賀女子短大が多かっただろうと思うんですけど、西九州大学がこういうコースを設け

るというのが新聞に載っていて、この前、西九州大学の先生と話しよったら、介護も含めて

福祉関係が多いですよね。何か外国の人たちも目玉として西九州大学にどんどん入れていく

ようなことを学校の先生が言われたんですけど、もちろん人権的な感覚からですけど、やっ

ぱり武雄市の保育園、幼稚園でも、それは外国籍の人でも保育士にはなれる──それは問題

ないですよね。 

○こども未来課長 

 資格を持っていらっしゃったらということにはなります。実際、市内にも外国人の乳児さ

んを預かったりとかもしていますので、そういったところでは今後、やはり国際的な多様性

を持った対応というのも求められつつあると思います。 

○Ｂ委員 

 何かそんなことで西九州大学の先生が言われていましたので。 

○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〔「なし」と声あり〕。 

 特にないようでしたら、了承ということでよろしいですか〔「異議なし」と声あり〕。 

 そしたら、協議事項の②のほうも了承ということでお願いいたします。どうもありがとう
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ございました。 

 次に、報告事項です。 

 自治公民館長の委嘱についてということでお願いします。 

○教育総務課課長代理 

 35ページ、報告事項、①自治公民館長の委嘱について、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。 

 次、②の2019年度武雄市官民一体型学校「武雄花まる学園」花まるタイムについてという

ことですけれども、説明をお願いします。 

○新たな学校づくり推進室長 

 35ページ、報告事項、②2019年度武雄市官民一体型学校「武雄花まる学園」花まるタイム

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。 

 花まるタイムの時間、あるいは回数ですね、そこら辺が出ましたけれども、何か質問等あ

りましたらお願いいたします。これ以外でも学校でいろいろ考えられて、３回以上されても

いいということですね。 

○新たな学校づくり室長 

 はい。 

○教育長職務代理者 

 ここに書いてあるのはあくまでも例であって、ほかに学校によって時間帯を変えるとか、

そこら辺があると思いますけど、少し時間とか、そこら辺を柔軟に考えてということです。

特にないでしょうかね〔「なし」と声あり〕。 

 じゃ、そういうことでよろしくお願いいたします。 

 次は、図書館の選書についてですけれども、これにつきましては、前もって別紙で配って

ありましたので、これをごらんいただきたいと思います。 

 次は、各課からの報告です。 

 各課からの報告につきましても、前もってお配りしてありました教育委員会（その２）の

中に載っております。これで新たにつけ加えるとか、説明が必要なところがありましたらお

願いいたします。 

○文化課長 

 図書館・歴史資料館の企画展、図書館・歴史資料館リニューアルオープンからの来館者50

0万人達成が間近であることの説明。 

○生涯学習課長 
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 県内一周駅伝について説明。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。 

 武雄市としては、あしたが一番通るところですので、応援のほうもよろしくお願いいたし

ます。 

 ほかにないでしょうか〔「なし」と声あり〕。 

 そしたら、次が次回の日程のほうにいってよろしいですかね。 

 じゃ、次回の日程は３月22日金曜日、４階の会議室ということです。 

 その他、ありましたらお願いいたします。 

○Ａ委員 

 要望になるかと思います。きょうも話題になっておりましたけれども、最近、虐待とか、

いじめとかが随分とニュースの俎上にのる機会が多いと思うんですけれども、考えてみれば、

やっぱり気づく、気づきというのが非常に大事じゃないかなと思うんですよね。そういう意

味では、学校生活、児童・生徒については、学校生活は非常に時間帯が長いですので、先生

たちが気づく機会が多かったりするかなと思うんですけれども、自分の反省も込めてですけ

れども、なかなか気づく機会がなかったりすることもある、あるいは見逃すことも多いこと

もあるかなというふうに思うんですよね。 

 そういう意味で、気づきのポイントをぜひ、忙しいですけれども、３月か４月の早い段階

で学校の研修のわずか10分、15分でも結構だと思うんですけれども、そういう機会を武雄市

として、統一として１回ポイントをこういうところに気をつけてくださいとか、気づいたと

きにはこういう体制で上げてくださいとか、そういうのはやっぱり共通認識でしておったほ

うがいいんじゃないかなと思うんですよね。なかなか上がってこないとつい見逃してしまう、

そういうのが出てきたら、発覚したら、そこをつかれていくというようなこともあったりし

ますので、気づくチャンスをより明確にするという意味で、できたらそういう研修を、短時

間で結構ですので、学校教育課主導でして、各学校で実施できるようにしていただければな

というふうに思います。 

 一応、希望ということです。お願いしておきます。 

○教育長職務代理者 

 これは非常に大事なことだと思います。やはり気づく先生もいらっしゃるかもわからない

ですけれども、なかなか余りそこら辺が経験が少ないと気づかないとか、そういうのもある

と思いますので、ぜひここら辺は共通認識として、そういうまずいじめとか、そういう家庭

での虐待とか、そういうのも含めまして、気づきのポイントみたいなのを検証していただけ

ればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○生涯学習課長 
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 トムソーヤフェスティバルについての説明。 

○教育長職務代理者 

 文化会館の大ホールのほうですね。 

○生涯学習課長 

 はい、大ホールでございます。 

○教育長職務代理者 

 ということで、17日の日曜日、トムソーヤフェスティバルがあるということです。よろし

くお願いいたします。 

○教育長 

 先ほどＡ委員さんから大事なところを言っていただきまして、実は、先日の校長会でも話

をしておりました。表になっている数値ですので、大体昨年度で８件ぐらいの報告があって

おり、そのうちの４件が小・中学生に該当する世帯ということです。今回のはいろいろそれ

ぞれ学校なり、教育委員会なり、いろんなところで対応の不手際というのがあったかという

ふうなことを思いますので、非常に大事なところですので、重ねて指導していきたいと思い

ます。 

○教育長職務代理者 

 よろしくお願いいたします。ほかにないでしょうか。 

○教育総務課長代理 

 平成31年度定例教育委員会スケジュールについて説明。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。 

 その他で何かございませんか。 

○教育長 

 臨時教育委員会について説明。 

○教育長職務代理者 

 臨時教育委員会が入るということです。その他でないですかね〔「なし」と声あり〕。 

 では、ないようですので、副読本についてお願いいたします。 

○文化課長 

 副読本について説明。 

○教育長職務代理者 

 どうもありがとうございました。ほかに。 

○Ｂ委員 

 ２月１日から５日まで雄武町に行って、秋田県の竿燈まつりで、武雄と佐賀と秋田県との

関係というのはいろいろなところでＰＲされておりますけど、今回、北海道に行ってみて、



- 17 - 

雄武町の方からもそうでしたし、北海道神宮の方からも、もっと佐賀は誇りを持てと。武雄

とか佐賀藩はすごいということを強く向こうの方から言われて、七賢人じゃないけど、鍋島

直正公であるとか、島義勇さんの話なんかも、すごく子どもたちにも言われるし、僕も知ら

ない世界もありましたけど、佐賀はもっと米がつくれるというだけでも南九州とは違うとば

いと。米のとれるところは福岡か佐賀か、せいぜい長崎の一部じゃないかと言って、佐賀の

ことをえらく北海道の方が褒められて、ちょっと感動というか、もっと地元を知らんばいか

んなという、そういうのも多分これにかかって、同じようなところかなと思いました。お土

産はありませんでしたけど、ちょっと言葉のお土産でお許しください。 

○教育長職務代理者 

 本当に雄武町はどうもお疲れさまでした。団長さんを初め、また段取りをずっとしていた

だいた生涯学習課の皆さん、どうもありがとうございました。 

 きょうもこども教育会議で出ておりました郷土愛ということにもつながってくると思いま

すので、ぜひ御活用をお願いいたしたいと思います。どうもありがとうございました。 

 ということで、一応、本日用意してあった議題は終了ということになります。 

 そしたら、これでほかにないようですので、２月の定例教育委員会を終わりたいと思いま

す。どうもお疲れさまでした。 

午後４時10分 閉会 

 


