令和２年 12 月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 令和２年 12 月 23 日(水)

場

所 教育委員会

午前９時 30 分開会

午前 10 時 40 分閉会

応接室

出席委員

戸田眞須美委員、久家孝史委員、宮﨑トシ子委員、岡康則委員
小川茂敏教育長

出 席 者

橋口教育次長 永田理事兼学校教育課長 石山教育総務課長
岩永生涯学習課長 今村文化交流課長 森川平戸図書館長

発言者
教育次長
教育長

質疑等
（日程第１ 開会）
ただ今から、令和２年 12 月平戸市定例教育委員会を始めます。
おはようございます。
早いもので、今年もあと１週間を残すのみとなりました。冬至も過ぎ、
これから徐々に日も長くなってまいります。一日も早くコロナ禍を克服し
陽光に満ち溢れる明るい日常が戻ってくることを願うところです。
さて、野子中学校の統廃合につきましては、教育委員会として熟慮の末
に南部中学校への統合を決断したところでございますが、12 月定例市議会
においては反対意見は全く聞かれず、市議会にもご理解をいただき関係条
例が可決されました。野子中学校は、令和３年３月 31 日をもちまして、
昭和 22 年創立から 73 年に渡たる歴史を閉じることになります。今後は、
閉校に伴う様々な課題につきまして、保護者や地域の方々と真摯に協議を
行うとともに、子どもたちの南部中学校への就学につきまして、最善を尽
くしてまいりたいと存じます。
それでは、議事日程により 12 月定例会を進めさせていただきます。

教育長

（日程第２ 議事録署名委員の指名について）
日程第２ 議事録署名委員の指名につきまして、岡委員、戸田委員を指
名させていただきます。

両委員

はい。

教育長

（日程第３
日程第３

議事録の承認について）
議事録の承認につきましては、11 月定例会及び 12 月臨時会
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の議事録について事前に送付しておりましたので、ご確認いただいている
と思います。
教育長

何かございましたでしょうか。
（「ありません。」の声あり。）

教育長

特にないようですから、11 月定例会及び 12 月臨時会の議事録について、
承認することでよろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

教育長
教育長

11 月定例会及び 12 月臨時会の議事録は承認されました。
（日程第４ 教育長報告について）
続いて、日程第４ 教育長報告です。
資料１ページをお開き願います。
主なものについて報告いたします。まず、実績報告です。11 月 20 日、
「Ｋｉｄｓジョブチャレンジ 2021」実行委員会に出席しました。３月 20
日と 21 日に規模を縮小して実施することになりました。25 日、生徒指導
推進協議会に出席しました。27 日、教育講演会を実施しました。教育講演
会は、例年、小中学校職員を対象として業務終了後に実施してきましたが、
今年度は、コロナ禍にあって一堂に会することをやめ、授業改善の出前講
座として広島大学の深澤教授にお越しいただき、根獅子小学校と中野小学
校の複式学級の授業を見ていただき、複式学級の授業についてのご指導を
いただきました。初任者研修中の教師の参加も多く、また、各学校からオ
ンライン研修ができるようにしたことから、大変有意義な研修となりまし
た。12 月７日から 18 日までの会期で 12 月定例市議会が行われました。状
況につきましては、後ほど、次長から報告させていただきます。14 日は野
子小中学校のＰＴＡ会長ほか数名が野子中学校の閉校に伴う要望にお見
えになりました。市議会の会期中であり、関連議案の審議が終わっていな
い中での訪問であったことから、お話を聞くだけにとどめました。15 日は
県立美術館で開催された「佐藤敬助の世界」展の視察に参りました。
今後の予定です。明けて１月３日は成人式を挙行します。７日と８日は
教職員人事ヒアリングが県庁にて行われます。16 日は市内中学校クラブ対
抗駅伝フェスティバル大会を久吹ダムコースにて開催する予定です。17 日
の第 51 回平戸縦断駅伝大会は、出場チームを県内に絞って実施します。
以上、報告いたします。
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教育長

何かお尋ねはございませんか。よろしいですか。

委員

12 月 14 日の野子小中学校ＰＴＡとの協議についてですが、どのような
内容だったのでしょうか。提案とかあったのでしょうか。主だったものを
教えていただけませんか。

教育長

ＰＴＡ会長と一緒にどちらかと言えば統合に反対されている２家族４
名がお見えになりました。内容といたしましては、登下校の交通手段につ
いてが主なものでした。ただ、この日は市議会会期中でありましたので、
聞くにとどめたところです。

委員

17 日の平戸縦断駅伝大会については出場チームを県内に絞っての開催
ということですが、チーム数はどのくらいになる予定ですか。

生涯学習
今のところ 15 チームの予定です。例年開催されている県内の催しが中
課長
止になっていることも影響しているのではないかと考えます。
教育長

他にございませんか。よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

教育長

それでは、報告済みとさせていただきます。
（日程第５
日程第５

報告）
報告に移ります。

理事兼学
報告第13号 平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく特別措置
校 教 育 課 について を議題といたします。
長
教育長
教育長

教育長

事務局より説明願います。
報告第13号 平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく特別措置
について ご説明をさせていただきます。
以下説明、省略
ご質問はありませんか。
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（「はい。」の声あり）
教育長

報告第13号 平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく特別措置
について 承認することでよろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり）

教育長

教育長

報告第13号 平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく特別措置
について 承認することいたします。
（日程第６
日程第６

その他）
その他 に移ります。

（１）共催・後援等について

説明をお願いします。

生涯学習
課長

生涯学習課から、後援２件について説明をさせていただきます。
説明、省略

教育長

お尋ねはございませんか。よろしいですか。
（「ありません。」の声あり）

教育長

（１）共催・後援等については報告済みといたします。

教育長

続きまして（２）各課長報告に移ります。

教育総務
課長

教育総務課です。資料 15 ページをお願いします。
まず、実績報告です。11 月 25 日、第２回学校給食研究会役員会に出席
しました。12 月 11 日、市議会産業建設文教委員会が開かれました。台風
災害関係予算、旧中津良小学校校舎解体関係予算、また、追加議案として
提出しました野子中学校廃止の関係条例について審査がなされ、いずれも
異議なく可決いただきました。
今後の予定です。１月 20 日、本年度第２回目の市奨学資金貸付運営協
議会を開催します。
以上、報告いたします。

理事兼学
学校教育課です。資料 16 ページをご覧ください。
校教育課
まず、実績報告です。11 月 27 日、平戸市教育講演会を開催しました。
長
12 月２日は市校長研修会、４日は平戸市教育支援委員会を開催しました。
16 日から 17 日は県教職員人事２次ヒアリングでした。
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今後の予定です。１月 7 日と８日は県庁に出向いて人事打ち合わせを行
います。８日は市内小中学校の３学期始業式です。12 日は校長研修会、15
日は教頭研修会の予定です。
以上、報告いたします。
生涯学習
課長

生涯学習課です。資料 17 ページをご覧ください。
まず、実績報告です。11 月 21 日、ひらど市民大学と東っ子ふれあい教
室を開催しました。28 日、第３回成人式実行委員会を開催しました。12 月
13 日は、Ｖファーレン長崎対東京ヴェルディ戦のパブリックビューイング
を文化センターで行いました。市民他サポーター300 名程が観戦しました。
15 日は佐藤敬助展の視察に同行しました。
今後の予定です。12 月 26 日は第４回成人式実行委員会を開催します。
1 月３日は令和３年成人式を挙行します。現在のところ、成人対象 323 名
中 241 名が出席する見込みで、出席率は 74.6 パーセントです。昨年度の
出席率 84.8 パーセントと比較しますと約 10 パーセント下回っています
が、コロナ禍の状況下ではやむを得ないことかと考えます。16 日は平戸市
内中学校のクラブ対抗駅伝フェスティバル、翌 17 日は第 51 回平戸縦断駅
伝大会を予定しています。１月 30 日 31 日は、長崎県内各市町のスポーツ
推進委員の研究大会が平戸市で予定されています。
以上、報告いたします。

平戸図書
館長

平戸図書館です。同じく資料 17 ページをお願いいたします。
まず、実績報告です。11 月 30 日、図書館協議会を行いました。12 月 19
日と 20 日は、永田記念図書館と平戸図書館で、冬のおたのしみ会、クリ
スマスおはなし会を行いました。
今後の予定です。１月 23 日、事前申し込み制で、栗林慧氏の講演会を
未来創造館で開催する予定です。70 名を受け付けます。万全のコロナ対策
をとりながら開催いたします。１月 26 日から２月４日までは、例年通り、
蔵書点検を行うため平戸図書館を休館いたします。
以上、報告いたします。

文化交流
課長

文化交流課です。資料 18 ページをお願いします。
まず、実績報告です。11 月 14 日から 23 日は、三浦按針没後 400 年事業
で崎方公園バラ園の命名式及びイルミネーション点灯を行います。同じく
11 月 23 日、第３回平戸学講座で棲霞園のお庭めぐりを行いました。28 日
は第３回平戸史再考講座として、平戸の祭礼行事について市学芸員による
講座を開催しました。11 月 30 日から 12 月１日にかけて、文化庁調査官の
現地視察として、大島村神浦伝建保存地区の調査が行われました。同じく、
８日にも文化庁調査官の現地視察として、カトリック田平教会の調査が行
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われました。田平教会は耐震工事に向けた現地調査です。20 日は、博物館
島の館のシンポジウムで、古代捕鯨、日本人にとって捕鯨について考えま
した。事前申し込み制で 100 名の参加がありました。
今後の予定です。12 月 25 日、史跡平戸和欄商館跡保存活用計画策定委
員会の２回目が行われます。１月 25 日と 26 日は文化財防火デーで市内施
設を巡回します。１月 30 日、今年度最後の第４回平戸史再考講座を開催
し、平戸の漁業についての講座です。
以上、報告いたします。
教育長

各課長の報告が終わりました。ご質問はありませんか。

委員

11 月 25 日、第２回学校給食研究会役員会についてです。役員の人数、
年間の開催回数、研究内容についてお聞かせください。

理事兼学
役員は、学校給食調理場の場長は校長が兼務しておりますので、校長が
校 教 育 課 ６名、これに栄養教諭、事務局として学校教育課と教育総務課が入りまし
長
て 12 名です。役員会は年２回開催しています。研究内容は食育です。例
年、7 月に学校給食研究会総会を講演会と一緒に行っていますが、今年度
はコロナ禍により中止としています。県大会についても今年度は中止にな
っています。ただ、今後は、県が学校保健と学校給食を一つにまとめた健
康教育研究会となりますので、本市についても一つにして研究していく方
向性でありまして、学校給食研究会は今年度で解散することになります。
委員

教育長

是非、第３期の教育振興基本計画の内容を忘れることなく、研究の継続
をお願いします。
他にないですか。よろしいですか。
（「はい。」の声あり。）

教育長
教育長
教育次長

（２）各課長報告については、報告済みとさせていただきます。
次は、（３）教育次長報告です。
令和２年 12 月定例市議会についてご報告いたします。12 月７日開会、
12 月 18 日の閉会で行われました。先月の定例教育委員会でご審議いただ
きましたとおり、条例案２件、「平戸市生月町柔剣道場条例の廃止につい
て」及び「平戸市立学校設置条例及び平戸市立学校施設の開放に関する条
例の一部改正について」、補正予算案 1 件、
「平戸市一般会計補正予算（第
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9 号）」、それに「指定管理の指定について」３件を提出し、いずれも原案
のとおり可決いただきました。平戸市立学校設置条例及び平戸市立学校施
設の開放に関する条例の一部改正についての質疑では、野子中学校の統廃
合に対して、もう少し早い時期に明らかにすることはできなかったのかと
いう内容の質問がありましたが、野子中学校については、例年、指定学校
変更が多い学校で、これが次年度の生徒数や学級数、教職員人事異動等に
関わるため、野子中学校が独自に中学校進学状況調査を２学期に行ったこ
とを説明し、その結果を受けて協議がなされ、その後議会への提案となっ
たことから、この時期となった旨を説明し理解を求めました。また、予算
関係では度島交流会館の指定管理料について、指定管理料の妥当性につい
ての質問があり、今回は指定管理初年度であることから、適切な金額がつ
かめない部分もあるので多少余裕をもった算定をしており、毎年清算する
ようにしている旨を答弁いたしました。
一般質問につきましては、８名の質問者があり、うち３名が教育委員会
に関連するものでした。まず、松尾実議員からは、県立佐世保特別支援学
校北松分校の現状と課題について質問があり、県の工事も順調に進捗し 12
月 25 日に完成する見込みであること、分校を希望する児童生徒数が直近
の調査では平戸市と松浦市を併せて 12 名いること、また、学校までの送
迎については、保護者の要望等を聞きながら関係機関と連携していく旨の
回答をいたしました。次に、竹山俊郎議員からは、行政改革に関して各部
署の取り組みについて質問があり、教育委員会に対しては、平成 28 年２
月に策定した「平戸市立学校等適正規模・適正配置基本方針」について内
容の確認がありました。あわせて、野子中学校の統廃合についての経緯や
教育委員会の考え方についての質問があり、これまでの経緯を詳しく説明
するとともに、子どもが学び成長するための教育環境を整えるためには統
合が必要である旨を答弁いたしました。次に、小山田輔雄議員からは、学
校給食の無添加、地産地消の推進について質問があり、学校給食における
地産地消の取組み状況や昨年度の農林水産省安全局長賞の受賞について
説明するとともに、今後も地産地消の食育の推進を行う旨の答弁をいたし
ました。
以上で報告を終わります。
教育長

ご質問はございませんか。よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

（３）教育次長報告は、報告済みといたします。

教育長

次、（４）その他

に移ります。
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理事兼学

平戸市教育支援委員会が 12 月４日に開催されましたので、ご報告いた

校 教 育 課 します。平戸市教育支援委員会は、平戸市教育委員会の諮問により、児童
長
生徒の特別支援学級や特別支援学校の就学、通級教室の入級措置等につい
て、医師等の専門的な知見をお持ちの方を委員として、適正な就学につい
てご協議いただくものです。
説明、省略
以上、報告いたします。
生涯学習
この度、長崎大学名誉教授で日展会員であられた佐藤敬助氏が急逝さ
課長
れ、ご遺族の意向により、永田記念図書館の故.永田菊四郎先生と現長崎
県美術協会の木下会長とのご縁から、永田記念図書館に佐藤先生の作品を
寄贈したいとのお話がありまして、本市に作品数点を頂戴する運びになり
ました。
教育長

佐藤先生の作品は、平戸文化センターのホールにもございます。突然の
お話ではありましたが、ありがたいことに、永田記念図書館と平戸図書館
のほか、全部で４点の作品をいただけるようになりました。

教育長

成人式について、先程、生涯学習課長から報告しましたが、令和３年成
人式は対象者 323 名中 241 名が出席の予定です。出席率としては、74.6 パ
ーセントということで、昨年度に比べ約 10 パーセント下回っていますが、
この状況は、コロナ禍のなかではやむを得ないことかと考えます。
コロナ禍のなかでの成人式の挙行については、各自治体動きはさまざま
です。平戸市成人式は、1 月３日、十分な感染症対策をとって挙行するよ
うに準備を進めています。
そこで、少し、ご意見をお聞かせください。

委員

数年前から楽しみにしていてＰＣＲ検査をして戻ってくる方もいます。
実施して欲しいといった意見、本人が帰ってきたいのに帰ってこないでと
は言えないといったい意見、式には参加するがその後の同窓会は出席しな
いで帰るようにしているとか、様々な意見を聞きます。

生涯学習
平戸中学校地区とか南部中学校地区とか、同窓会を中止する動きもあり
課長
ます。新成人者もコロナ禍のなかの成人式であることを意識した行動を考
えているようです。新成人者の自覚と我々スタッフのしっかりしたコロナ
対策をもって、成人式を挙行したいと考えています。
委員

成人式を挙行するために、実行委員会やスタッフがコロナ対策について
令和２年 12 月定例会
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しっかり考えていることに頭が下がります。コロナ対策には、日常生活に
おいても個々の温度差がありますので、高い意識をもって臨んでいただく
ようお願いします。
成人式での新成人の何気ない会話やスナップ写真のなかの何気ない笑
顔に柔らかな幸せを感じる時、私たちは、ふるさとの“ひと”
“もの”
“こ
と”をどのように想っているのか、在学中に受けるふるさと教育が学びと
してどのように浸透したのか、感じるのではないでしょうか。ふるさとが
好きでなければ、ふるさとに住んでいる人や友達が好きでなければ、何気
ない笑顔や会話は生まれないと感じます。成人式は“ふるさと教育”の検
証の場でもあるのではないでしょうか。
是非、感染症対策に細心の注意を払っていただき、できるだけの対策を
していただき、実施が成功することを願っています。
教育長及
び生涯学
習課長

ありがとうございます。

教育長

他に何かございませんか。
（「ありません。」の声あり。）

教育長

それでは、（４）その他 を終わります。

教育長

次は、次回定例会の日程についてです。

教育長

事務局、お願いします。

教育次長

教育長

事務局としましては、令和３年１月 21 日（木）午前９時 30 分から教育
委員会応接室でお願いしたいと考えております。
日程については、よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

教育長

次回の定例教育委員会は、令和３年１月 21 日（木）午前９時 30 分から
教育委員会応接室で開催ということで予定させていただきます。
(日程第７ 閉会)
以上をもちまして、令和２年 12 月定例教育委員会を終了いたします。
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午前 10 時 40 分

閉会

令和２年 12 月 23 日

会議録署名人
署名人

委員

署名人

委員

会議録調製職員
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