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令和２年１０月 定例教育委員会 
 

日 時  令和２年１０月２３日（金）９時３０分～ 

 

場 所  市役所１１階会議室 

 

出席者 

 （教育委員） 

  西本教育長 中島教育長職務代理者 内海委員 萩原委員 

 （事務局） 

  山元教育総務部長兼新しい学校推進室長 松尾総務課長 杉本社会教育課長 副島総務課

長補佐 田中スポーツ振興課長補佐 

  陣内学校教育部長 久野総合教育センター長 

 

欠席者 なし 

   

 

 

傍聴者 なし 

 

内 容 

 (1)教育長報告 

 

 (2)令和２年８月分 議事録承認 

 

 (3)議 題 

  ①佐世保市教育委員会事務局処務規程の一部改正の件 

  ②佐世保市教育委員会職名等規則の一部改正の件 

 

 (3) 協議事項 

  ①なし 

 

 (4) 報告事項 

  ①令和２年度補正予算（１１号）の件（令和２年９月３０日専決処分） 

  ②令和２年９月定例会における一般質問答弁について 

  ③令和２年度「図書ボランティア研修会」及び令和２年度「佐世保市うちどく講演会」の開催

   について 

  ④市子連による単位子ども育成会への消毒液配布について 

  ⑤第４９回佐世保市市民体育祭実施報告 

  ⑥Ｖ・ファーレン長崎 佐世保市小学生応援事業の実施について 

  ⑦佐世保市陸上競技場の利用制限について 
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  ⑧学校再編の進捗状況報告について 

 

 (6)その他 

  ①なし 

 

◆ 教育長報告 

○  ９月２３日    定例教育委員会 

○  ９月２５日    常任委員会 

○  ９月２６日    徳育推進フォーラム 

○  ９月２７日    黒島小中学校運動会 

○  ９月３０日    教育委員会辞令交付式 

○ １０月 １日    学校訪問（福石中） 

○           針尾送信所ヘルメット贈呈式 

○           教育委員会辞令交付式 

○ １０月 ２日    定例中学校長研修会 

○ １０月 ５日    定例小学校長研修会 

○ １０月 ９日    前期教育委員会 

○ １０月１５日    学校訪問（広田小） 

○ １０月１７日    国際交流運動会 

○ １０月１９日    定例小中学校副校長・教頭研修会 

○ １０月２０日    学校訪問（宮小） 

○ １０月２１日    市町村教育委員会連絡協議会 

○ １０月２２日    文教厚生委員会協議会 

 

 

【西本教育長】 

 おはようございます。それでは１０月の定例教育委員会を始めたいと思います。 

 前回から特に変わったところというのはございませんが、学校再編について校長先生、

教頭先生まで全ての学校が終わって、次に保護者代表と地域代表の方々へのお話に入る

ということがスケジュール上決まっておりましたので、その前に、市議会議員の先生た

ちにも言っておかないといけないだろうということで、各会派を回っていって全ての議

員さんにはお話をしたところです。総論については御理解をいただいたということにな

っておりますけれども、各論に入ればいろいろと意見が出てくるかなと思います。ただ、

何も言わないと、また周りからお話が入って来たときに困るなということで、市議会議

員の皆様には、会派ごとに回って話をさせていただきました。やっぱりどうしても、あ

と県会議員さんも言わないといけないだろうと。特にその中のお一人は、該当校のＰＴ

Ａの会長さんでもあられますから、ずばり言えば宮本先生ですけど、そういうことがあ

って、県会議員さんにも言わないといけないなということで、ぼちぼちですけど回って

おります。今日もお一人お昼から回る予定にしていますが、なかなか時間が取れないの

で、一遍には難しいということになります。 

 それからもう一つですが、先々週ですか、会計検査が終わりました。一番大きな事業

でありました――佐世保市はいろんな問題があって、ブロック塀あり、トイレの改修あ

り、そして一番大きなのが空調設備の整備です。それら全てといいますか、見ていただ

いて、特に大きな問題はなしと、会計も無事に済みましたので、この事業については、
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特に問題なかったと思う次第です。大きな点は以上ぐらいかなというふうに思っており

ます。 

 早速内容に入っていきますが、（２）８月の議事録の確認です。大変申し訳ございま

せんが、ちょっと精査が遅れておりまして、出来上がっておりましたけれども、皆様の

お手元に届くのが遅れました。先ほどお渡ししたんではないかと思いますが、内容を御

確認いただいて、特にお気づきの点があれば、事務局のほうにお知らせをいただければ

と思います。 

 それでは（３）の議題に入りたいと思います。 

 ①です。佐世保市教育委員会事務局処務規程の一部改正の件でございます。当局から

御説明をお願いいたします。 

 総務課長。 

 

【松尾総務課長】 

 議題、資料のほうは本日机の上に置かせていただいてます、右上に当日配布①と書い

た資料でございます。１枚めくっていただいて１ページをお開きください。 

 佐世保市教育委員会事務処務規程の一部改正を行うものでございます。 

 内容といたしましては、先日、前期教育委員会会議の中で御説明をさせていただきま

した、スマート・スクール・ＳＡＳＥＢＯ推進室の設置に係るものでございます。国の

ＧＩＧＡスクール構想に関する環境をスピード感を持って整備し、フル活用による本市

教育委員会の全面的な刷新を推進するため、教育委員会の中にスマート・スクール・Ｓ

ＡＳＥＢＯ推進室を設置するものでございます。 

 内容につきましては３ページをお開きください。 

 名称を「スマート・スクール・ＳＡＳＥＢＯ推進室」といたしたいというふうに思い

ます。学校教育部のほうに位置づけまして、教育委員会事務局として機能を果たしたい

というふうに思います。 

 業務の内容といたしましては、学校におけるＩＣＴ環境活用の企画・立案に関するこ

と。二つ目に、ＩＣＴ環境に関する連絡・調整に関することでございます。この中には

１１人の職員が入るようにしていますが、これはいずれも各課会で今までもＩＣＴに携

わる業務をしてきた職員でございます。これまで各課会が担っていた業務につきまして

は、引き続き各課会で担うことになりますが、各課会が仕事を進めるに当たって、戦略

を構築したり方針を決めたりといったことをスマート・スクール・ＳＡＳＥＢＯ推進室

のほうで行うという趣旨でございます。 

 この規程につきましては、令和２年１１月１日から施行したいというふうに思ってお

ります。 

 ４ページにつきましては、新旧対照表を添付しておりますので、御参照いただければ

というふうに思います。 

 説明は以上でございます。 
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【西本教育長】 

 あわせて、次の教育委員会職名等規則の一部改正も同じ内容の件ですよね。同じように説

明をしていただければと思います。 

 

【松尾総務課長】 

 分かりました。失礼いたしました。 

 続きまして、佐世保市教育委員会職名規則の一部改正の件でございます。これも同じ

くスマート・スクール・ＳＡＳＥＢＯ推進室の設置に関わるものです。 

 スマート・スクール・ＳＡＳＥＢＯ推進室に副室長を置くことにいたしましたので、

職名規則の変更を行うものでございます。 

 同じように、今度は７ページの新旧対照表を御覧いただけますでしょうか。左側が改

正前、右側が改正後でございます。左側、役付職員として、こういった職員を設置して

おりますけれども、ここに副室長を加えるものでございます。こちらも令和２年１１月

１日から施行をしたいというふうに考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

【西本教育長】 

 ただいま①と②併せて説明をしていただきましたけれども、委員の皆様から内容等に

ついて御質疑等ございますでしょうか。 

 

【全委員】 

 ありません。 

 

【西本教育長】 

 参考までに、新聞の記事はお渡ししてありますよね。今日の長崎新聞と西日本新聞に

出ておりました。長崎新聞はよくまとめているなという感じがいたしております。 

 これについては、市長のほうにもよく御理解をいただいて、併せて実は、はんこをな

くすというか、行革担当の文書も国のほうで出ておりますので、佐世保の市役所全体の

事務も同じように変革しないといけないんじゃないのかという話になりまして、うちの

ほうが何というか火つけ役になったような形になりますが、今、市全体の事務処理を見

直すという、同じような対策室というか、推進室をつくるような動きになっています。

来週、記者会見がありますけれども、その中で、教育委員会だけ言うわけもいかんとい

うことになりまして、やっぱり佐世保市全体のことを含めてということで、教育委員会

もありますよということで、正式に今日ここでお決めいただいたものですから、市長の

ほうから話をしていただくという段取りになっているようでございます。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 

【全委員】 
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 はい。 

 

【西本教育長】 

 ありがとうございます。 

 本日は協議事項はございませんので、報告事項に移っていきたいと思います。 

 報告事項①です。令和２年度補正予算１１号の件で専決処分しておりますので、それ

について御説明をお願いいたします。 

 

【松尾総務課長】 

 資料のほうは、これも本日配付しております、右上に当日配付②と書いた資料でござ

います。こちらを１枚開いて１ページを御覧ください。 

 災害復旧費のほうを専決処分のほうさせていただきました。台風９号、１０号で被害

が出ました箇所につきまして、原状復旧するものについては災害復旧費で計上をいたし

ております。 

 ２ページを先に御覧いただけますでしょうか。 

 台風９号、１０号、御報告をさせていただいたとおり、大変大きな被害が学校施設で

出ました。そのうち、補助の要件に当たるものかつ現状、そのまま取り外したり撤去し

たりせずに、原状、元の形に戻すものにつきまして計上しているものでございます。こ

こに記載の１番から８番の施工箇所でございます。 

 これ以外のものは、今、予算編成をやっておりまして、１２月議会のほうで補正予算

を組んだ上で、改修のほうをしていきたいというふうに考えております。 

 金額のほうは３,８０９万円、９月３０日付で市長専決処分をして、今、国の査定を受

けているところでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

【西本教育長】 

 補正予算ですが、専決処分ということで、議会を開くいとまがない場合については、

市長が専決処分をし、後ほど次の直近の議会に報告するという手続でございます。 

 今、話がありましたように、台風での被害について早急に対応する必要がございまし

たので、各小学校、中学校の台風被害について補正予算を組ませていただいております。

いずれも、国の補助の関係もありますものですから、急ぎ対応させていただいたという

内容でございます。 

 中身について、委員の皆さんからの御質疑等ございますでしょうか。 

 一番ひどかったのはどれですか。 

 

【松尾総務課長】 

 金額的に大きいのは、日野中学校の渡り廊下の落下。これは避難者がいる中で落下し

たもので、４００万円ちょっと工費がかかるんですけれども。あと、金額的に大きいの
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は広田小学校の防球ネットが、これは１５ｍくらいあるものですから、基本的にかなり

多額の金額で、部活動の活動に制限がかかっているので、急いで補修をしたいというふ

うに思います。部活動と地域活動ともに制限されるものですから、早急に補修をしたい

というふうに思います。 

 

【西本教育長】 

 まだ工期も長いので、用心して部活をしないとですね。外に当たって、車を壊すとま

た費用がかかりますからね。 

 

【松尾総務課長】 

 分かりました。気をつけます。 

 

【西本教育長】 

 ほかにございませんでしょうか。 

 

【全委員】 

 ありません。 

 

【西本教育長】 

 それでは次です。 

 ②です。令和２年９月定例会における一般質問の答弁についてということでございま

す。 

 事務局のほうから説明はありますか。 

 

【山元教育総務部長兼新しい学校推進室長】 

 資料につきましては、事前にお配りしておりました資料の報告事項②になります。一

覧表を表紙につけてますけども、９月議会では、４名の方が質問をされております。佐

藤議員が、不登校児童生徒への支援の在り方。草津議員が、特別支援教育の取組につい

て。萩原議員が、新しい生活様式が求められる中、学校現場における働き方改革の現状

と今後の進め方、考え方についてという内容でございました。そして最後、田山議員が、

教育環境の充実ということですね。中身につきましては、ポイントとなるところは太字

にしておりますけども、後ほどでも御覧いただければと思います。 

 私のほうからは以上です。 

 

【西本教育長】 

 御案内のとおりかと思いますけれども、いずれも文教厚生に所属される議員さんたち

の御質問でしたので、中身はよく御存じの上で質問をされているのかなというふうに思

いました。 
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 内容につきましては、特にございませんでしょうか。 

 

【全委員】 

 ありません。 

 

【西本教育長】 

 ありがとうございます。 

 ③です。令和２年度図書ボランティア研修会及び令和２年度佐世保市うちどく講演会

の開催についてということでございます。当局から御説明をお願いいたします。 

 社会教育課長。 

 

【杉本社会教育課長】 

 資料は当日配付②の３ページをお開きください。 

 令和２年度「図書ボランティア研修会」と「佐世保市うちどく講演会」の実施になり

ます。実はこれは県のほうから、今、毎年、図書ボランティア研修会を開催されていま

して、その御案内が来たんですが、佐世保市でも「うちどく講演会」を毎年やっている

んですけれども、昨年度はコロナの影響で中止いたしました。今年もコロナの状況がど

うなるか分からないということもあり、目的が同じだったので、県とお話をさせていた

だきまして、ぜひ共催という形で、両主催でできないかと協議を進めまして、今回共同

で開催をするようになりました。実施のほうがまだ案となっているのは、県のほうが最

終調整はされてまして、来週には皆さんに御案内できるかというふうに思っております。 

 内容につきましては、１１月２１日土曜日の２時から４時３０分ということで、相浦

地区公民館のほうで開催します。対象は、地域で活動されている図書ボランティアの方

といたしておりまして、内容につきましては、県が策定されている県の子ども読書活動

推進計画、それから佐世保市が本年策定しました、第３次佐世保市子ども読書プランの

概要の説明と、メインは童話作家の新井悦子さんに子供の本に込める思いということで、

童話作家そして母、図書ボランティアとしての立場から、本、読書、読み語りの魅力を

お話ししていただこうというふうに思っております。 

 コロナ対策ということで、１１０名の定員のところを５０名から７０名というところ

で募集をかける予定としております。 

 以上でございます。 

 

【西本教育長】 

 ただいまの件について、委員の皆様から御質疑等ございますでしょうか。 

 合田委員。 

 

【合田委員】 

 期日の１か月前を切ってますので、県から承認が下りて連絡いただいたら、私、図書
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ボランティアネットワークにラインで流しますので。よろしくお願いします。 

 

【杉本社会教育課長】 

 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 

【西本教育長】 

 多いんですかね。５０人から７０人ということですね。 

 

【合田委員】 

 そうですね。割と今年ボランティアの研修会も全部中止にしているので、多分これだ

けなんですよ。なので、できれば呼びかけて。情報交換の場もあるからですね、ぜひ。 

 

【杉本社会教育課長】 

 よろしくお願いします。 

 

【西本教育長】 

 よろしくお願いします。よろしゅうございますか。 

 

【全委員】 

 ありません。 

 

【西本教育長】 

 次です。④です。市子連による単位子ども育成会への消毒液配付について、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

 社会教育課長。 

 

【杉本社会教育課長】 

 資料は事前配付の分の１４ページをお開きください。 

 活動の紹介ということで今回資料を配らせていただいております。 

 佐世保市子ども会育成連絡協議会が、今年度は子ども会の活動もいろいろと中止にな

っている中で、特に少年の船の行事をやむなく中止をされて、その分の予算が浮いてい

るので、ぜひ子ども会の皆さんにも、コロナだからといって何でも中止にするのではな

くて、できる活動を検討いただきたい、皆さんに還元できればということで、消毒液を

皆さんに配付することを決めたというお話を聞いたので、この場でお知らせさせていた

だこうと思っております。 

 既に１０月１８日に配付は終わっておりますが、このような形で、地域の中での活動

というところもぜひ進めてくださいということで市子連のほうも考えてらっしゃいます

ということでの御紹介でした。 
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 以上でございます。 

 

【西本教育長】 

 ただいまの説明について御質疑ございますでしょうか。 

 

【全委員】 

 ありません。 

 

【西本教育長】 

 次です。⑤です。第４９回佐世保市市民体育祭実施報告です。 

 スポーツ振興課長補佐。 

 

【田中スポーツ振興課長補佐】 

 では、私のほうから報告させていただきます。資料の１６ページをお開きください。 

 開催日時１０月１０日、１１日をメインといたしまして、現在も若干競技は残ってお

りますけれども、開催させていただきました。 

 開催に当たっては、各競技団体のほうに意向確認を事前に行いまして、スポーツ部門

として２２競技実施させていただきました。中止した競技も数種目ございまして、そこ

については資料のほうに列挙している状況です。 

 新型コロナウィルス感染対策を取り、主に消毒と換気の対策を取って行っております。

また、総合開会式につきましては、そこに書いておりますように、感染防止のために今

回は中止ということで行っております。 

 １７ページのほうに、開催の模様の写真をつけております。このように、換気と、な

るべく密にならないようにというところで、観客の方にも御協力いただいて、観戦いた

だいています。参加者数につきましては、今現在まだあっている途中ですので、途中経

過というところで出しております。約７,０００人を超える方々に御参加いただいており

ます。 

 私のほうからは以上です。 

 

【西本教育長】 

 ありがとうございます。市民体育館についての報告ですが、御質疑等ございませんか。 

 

【中島委員】 

 私の個人的な感想なんですけれども、今回、コロナというのがあったので、実際やる

かやらないかで、やるという形になって、いくつかの会場を巡って、競技の縮小とか、

やり方を少し工夫しながらやられているんですけれども、結局、選手とボランティアス

タッフ、協会、体協、競技団体の方々の御苦労というのは、裏方は大変だったと思いま

す。規模を小さくして、簡素化してといいながらも、実際裏方の仕事は何倍も大変なの
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で、そういった点においては本当に。ただ、選手の方々のいろんな話を聞けば、今年は

こういった機会がほとんどなかったので、仲間と久しぶりに直接会えて非常によかった

と。市民の楽しみや機会の創出というのは、本当に行政の大事な部分ですが、大変だっ

たと思います。まだ、明日、明後日も競技が残ってるんでですね、様子は見させてもら

いますけれども、この場をお借りして、いろんな形で教育長さんのほうからでも、すば

らしかったというか、こういう形でできたというか、やろうというか、そういったもの

は本当によかったなと思いますし、今後のいろんな、私どもが携わる教育活動の大きな

道しるべともなったんじゃないかんというふうに感じました。本当にありがとうござい

ました。お世話になりました。大変でした。 

 

【西本教育長】 

 ありがとうございました。本当ですよね。もし機会があったら、何かの形で伝えてお

いてください。 

 次です。⑥です。Ｖ・ファーレン長崎、佐世保市小学生応援事業の実施についてというこ

とでございます。 

 スポーツ振興課長補佐。 

 

【田中スポーツ振興課長補佐】 

 引き続き、スポーツ振興課から説明します。当日配付の資料５ページをお開きください。 

 Ｖ・ファーレン長崎、佐世保市小学生応援事業でございます。これにつきましては、毎年

８月に観戦ツアーを企画して行っていたんですが、新型コロナ感染症対策ということで、Ｊ

リーグのほうも無観客での試合が行われていたんですけれども、先頃、ガイドラインが示さ

れて、観客の動員が可能というところで始まったものですから、我々の課内でも確認をいた

しまして、先ほどおっしゃったように、機会の創出というところもありましたので、観戦に

ついてもできるだけやる方向でいこうじゃないかというところで、協議を行いました。 

 このたび、１１月２８日にホームゲームがありますので、そこに子供たちを連れていこう

というところで、今、企画しているところになります。例年ですと、往復はがきを送ってい

ただいてやっていたんですが、今回はこのチラシに枠があると思うんですが、ここにＱＲコ

ードをつけまして、スマホもしくは市のホームページ上から入力をしていただいて、御登録

をやっていただくという、簡素化といいますか効率化を図っているところになります。 

 Ｖ・ファーレンも今現在、第４位というところにつけてますので。 

 

【内海委員】 

 ３位です。 

 

【田中スポーツ振興課長補佐】 

 ３位に上がってるんですかね、すみません、更新していませんでした。 

 Ｊ１が見えてきているんじゃないかなと思うので、頑張っていただけたらというふうに思
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います。 

 以上です。 

 

【西本教育長】 

 微妙な立ち位置ですので、２８日がどういう試合か分かりませんけれども、うまくいけば

Ｊ１昇格につながる試合かもしれないということで。 

 多数と言っても、バス何台ですか。 

 

【田中スポーツ振興課長補佐】 

 今最大でバス１０台。一応列を空けて、おおよそ半分ぐらいの定数にして乗せようとして

いますので、それでバス１０台になる予定です。全部で二百数十名が対象になります。 

 

【西本教育長】 

 ２２０名という形になると、１台に２２人でしょう。 

 

【内海委員】 

 半分くらいですね。定員の半分ですね。 

 

【合田委員】 

 いいんじゃないですか。 

 

【西本教育長】 

 以上の件、何か御質疑ございますでしょうか。 

 

【全委員】 

 ありません。 

 

【西本教育長】 

 ありがとうございます。 

 それでは⑦です。佐世保市陸上競技場の利用制限についてでございます。 

 スポーツ振興課長補佐。 

 

【田中スポーツ振興課長補佐】 

 資料のほうは１８ページをお開きください。 

 

【西本教育長】 

 当日配付資料……。 
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【田中スポーツ振興課長補佐】 

 当日ではなくて、事前配付の１８ページになります。 

 佐世保市総合グラウンド陸上競技場の利用制限についてということで、来年度が２種

の公認の検定の受検年度に入っております。ですので、ここにありますように、１１月

１日から４月１６日までを利用を制限いたしまして、そこにあるように改修工事を行う

ようにしております。国際競技関係の競技規則の改正が一部ありましたので、それに合

わせる形で、トラックのほうを改修いたしまして、２種公認を従来どおり受けられるよ

うにしたいというふうに考えております。 

 期間が１１月から来年４月までということで、ちょっと長期間になりますので、周知

といたしまして、広報させぼ、それからホームページ、そのほか陸上競技場等々にも掲

示しておりますし、体育協会のほうから通知で各競技団体のほうにも連絡しております

ので、ここはきちんと行っていきたいというふうに思います。来年の春にはきちんと２

種の公認が受けられるようにしたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

【西本教育長】 

 各競技団体にも（公財）佐世保市体育協会のほうから直接話はしてあるんですか。 

 

【田中スポーツ振興課長補佐】 

 競技団体のほうには（公財）佐世保市体育協会を通じてということになっています。 

 

【西本教育長】 

 はい、分かりました。 

 

【田中スポーツ振興課長補佐】 

 主には佐世保市陸上競技協会のほうになるので、そこにはもう通知済みでございます。 

 

【西本教育長】 

 佐世保市総合グラウンド陸上競技場は２種の公認だったかな。 

 

【田中スポーツ振興課長補佐】 

 そうです。２種です。 

 

【西本教育長】 

 それに改修をするということでございます。 

 委員の皆さんから何か御質疑等ございますでしょうか。 

 

【中島委員】 

 これも佐世保市陸上競技協会の方々といろいろお話する機会があったので、お尋ねを

再度しますけれども、実際これはレーンの幅を３センチ短くしないといけないというこ
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とでやって、大体大まかな経費というのは結構かかるとのことですが、大体どれぐらい

の経費がかかるのでしょうか。 

 もちろん、今年度から来年度、そしてタイミングとしてこの時期というのは一番いい

と思うんですけども、もう一つお尋ねが、実際にこの期間にやるというのはかなり前か

ら関係の競技団体に連絡ありましたので、大会そのものは前後にずらしてやってたり、

会場を変更して大会を計画しているんですが、この期間というか、日常的に競技場はい

わゆる高校であったり、うちの中学生なんかも、いわゆる練習会場として、トラックも

そうなんですけども、フィールドも使ってますよね、サッカー競技だとかが。そういっ

た練習場が半年間空白になるわけです。いろんなところを探してこう代替の分をされる

と思うんですけども、これが半年間封鎖されることによる、受皿は県立大とかあります

が、そういった要望とかお問合せとかはないんですか。経費の件と閉鎖による他の施設

の受皿について分かっている範囲でお尋ねしたいと思いますけれども。 

 

【田中スポーツ振興課長補佐】 

 私が４月に来たんですが、５か月ほどいなかったものですから。ただ、私が戻ってき

てからは特段そういった案件があっているとか、あったとかということは聞いていませ

ん。特に佐世保市陸上競技協会を中心に競技団体さんのほうには御理解していただいて

いるのかなというふうに思っています。 

 ただ、私どもも確かに、練習会場を含めて、長期間使えなくなるというデメリットが

生じるというのは分かってはいるんですけれども、なかなかちょっと。本来であれば、

メイングラウンドとサブグラウンドが通常あって、練習とかはメインでできなければサ

ブでやってもらってというところが当然あるんでしょうけれども、どうしても相浦はメ

イングラウンド一面しかないものですから、そういうところが不都合があるというのは

認識はしております。 

 特段要望等というところまでは上がってきてはいません。帰ってから確認はいたしま

すので、もしそこで具体的なものが上がっていれば、御報告させていただければという

ふうに思います。 

 

【西本教育長】 

 半年間使えないといったら、かなり影響が大きいです。 

 

【中島委員】 

 結構使ってますね、あそこは本当に。 

 

【西本教育長】 

 これは何年ぶりだったか、２種を取るために大がかりな、１億円近い工事になってま

す。大きな工事なので、事前には話はしているんだろうと思いますけれども、やっぱり不便

はおかけするので、混乱がないように対応はお願いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 
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 ほかよろしゅうございますか。 

 

【全委員】 

 ありません。 

 

【西本教育長】 

 次です。⑧です。学校再編の進捗状況を報告についてということで、事務局から報告

をお願いします。 

 教育総務部長。 

 

【山元教育総務部長兼新しい学校推進室長】 

 資料は事前にお配りしておりました１９ページになります。 

 冒頭で教育長から御報告がありましたとおり、９月までにこの表の左のほうのＡの日程、

学校管理職への説明が終わりました。そして１０月の頭のほうから、市議会の議員さんに会

派説明という形で説明も終わりまして、今週の水曜日、１０月２１日からＢ日程に入りまし

た。１０月２１日が木風小学校、昨日の２２日が白南風・潮見小学校、福石中学校に参って

おります。説明は、前回お配りしておりました一覧表の中の該当地区分をお配りして、パワ

ーポイントも使って３０分ほど説明、３０分ほど質疑応答という内容でやってます。対象が

ＰＴＡの役員さんや自治協の役員さんなので、双方紛糾するということもなく、スムーズに

会が開かれております。 

 やはり、御意見としては、今のところ、通学距離が長くなる。特に福石中学校、崎辺中学

校という案を出しておりますので、そこが気になるので、いろんな対策を検討してください

という前向きな言葉でございました。 

 もう一つＰＴＡのほうから、あまり大きな声では言われないんですが、自治協との区域の

バランス、学校区と違うというところ、そこが自治協区域を変えてもいいんじゃないでしょ

うかという意見をこっそりと後でおっしゃるというような状況もありました。 

 というのが、終わってからアンケートという形で、御意見とかあればまたそこにも書いて

くださいとお願いしておりまして、そういったことが書かれているような状況です。来週以

降も適宜、Ｂ日程を進めていきたいと思っております。 

 それと白南風小学校で、民児協の会長さん、前教育委員の深町さんも来ていらっしゃいま

した。やっとここまで来ましたねという労いの言葉と、ほかの教育委員さんたちにもよろし

くお伝えくださいということでしたので、御報告しておきます。 

 以上でございます。 

 

【西本教育長】 

 ありがとうございました。今から本格的に入っていって具体的な内容が地元の皆さんで分

かるようになってくるということになると、いろいろ意見が出てくるかなというのはもう予

想されたことですが、本当に説明する職員も大変だと思います。結論ありきじゃありません

というスタンスで行っておりますので、どこかで着地点を見い出しながら、持っていきたい
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と思います。 

 なかなか学校は難しいですから。 

 

【合田委員】 

 そうですね。 

 

【西本教育長】 

 急がないといけない、老朽化が進んでいるところはですね、していかないといけないし、

譲り合うところは譲り合っていかないと。 

 委員さんの中で何か御意見等ございますでしょうか。冒頭言いましたように、市議会議員

への説明が終わっておりまして、県会議員もぼちぼち説明をしているかと思っております。

やれるところからやっていかざるを得ない。２０年ちょっとのスパンを見ていますからとい

うところで御理解と御支援をいただきたいと思います。 

 以上、報告事項は終わりですが、全体通して委員の方から何か御質疑等、御意見等ござい

ますか。 

 

【全委員】 

 ありません。 

 

【西本教育長】 

 スケジュールを先ほどされていたと思うんですが、総合教育会議も１２月にありますし、

議題も次回ぐらいには決めていかないといけないかなと思います。 

 それから宿題があります。６月の議会のときに、学校再編の話を全員協議会で行ったとき

に、ある議員さんが、教育委員会の教育委員さんの顔と、考え方も聞いてみたいというふう

におっしゃって、本当は９月議会でしようかなと思っていたんですが、学校再編の話を９月

議会にすると、地元におろす前になってしまいますので、ちょっと御勘弁をということで、

会派説明会のほうに行かせていただきました。 

 １２月議会ぐらいには、何の議題で集めてお話するか分かりませんが、既に学校再編の話

もおろしておりますから、そういったところで、簡単に状況経過の説明をする中で、御出席

をいただくことになるかもしれないと思います。 

 その中で、お一人ずつ何か御発言をいただく可能性もあるかもしれません。その点につい

てはまた後ほど調整をしていきますので、決まりましたら、前期か後期か分かりませんが、

その辺りでお願いをしたいというふうに思います。まだ１２月議会の日程も決まっておりま

せんが、会期中にとは思っております。そのときにはよろしくお願いしたいというふうに思

っております。 

 ほかになければ、その他の事項に参りたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

 

【全委員】 
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 はい。 

 

【西本教育長】 

 それでは（６）のその他ですが、その他について事務局のほうから何かありますか。 

 

【副島総務課長補佐】 

 次回の前期委員会ですね。こちらの開催予定ですけども確認をさせていただきます。 

 次回は議題なしということで視察をさせていただきます。三川内方面、針尾のほうと

無窮洞のほうと、回るときは、午後１時３０分に正面玄関に御集合いただき、内海委員

はお迎えに上がるという形で、１４時から１６時終了をめどに行わせていただきたいと

思います。 

 それと定例教育委員会ですけれども、１１月２０日９時３０分から、同じくこの１１

階会議室で開催させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【西本教育長】 

 １１月９日が前期でしたか。 

 

【副島総務課長補佐】 

 前期が９日になります。 

 

【西本教育長】 

 ただいまの日程についてそれぞれの委員さんから何かありませんでしょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 

【全委員】 

 はい。 

 

【西本教育長】 

 それでは全ての案件について終了いたしましたけれども、全体を通して委員の皆さん

から特に御質疑等ございませんでしょうか。 

 

【全委員】 

 ありません。 

 

【西本教育長】 

 なければ、今日の日程は全て終わりました。ありがとうございました。 

 ＩＣＴ推進室が１１月１日に辞令交付ということになります。本格的にＧＩＧＡスク

ールからスマート・スクールということで動き出しますので、どういうふうに動き出す
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か分かりませんが、その都度御説明をさせていただきたいというふうに思います。ご支

援をよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは以上をもちまして１０月の定例教育委員会を終了したいと思います。どうも

お疲れさまでございました。 

 

その後、次回開催予定日を確認し、終了。 

 

 ------- 了 -------  


