令和３年１月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 令和３年１月 21 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３年１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。
令和３年最初の教育委員会です。本年もよろしくお願いいたします。
先月の委員会では、成人式の開催についてご協議いただき、人生の大き
な節目であり、成人者として郷土への思いを再認識する意味でも大切な行
事であるので、十分な感染対策を講じて実施しようということで、ご確認
をいただいたところでした。しかしながら、その後、新型コロナウイルス
の感染状況が深刻度を増し、議会や医師会などの要請もございまして、非
常に残念ではありましたが中止を決断させていただきました。今日の感染
状況をみるにつけ、中止してよかったと改めて思っているところです。た
だ、その後、成人者からは、何とかみんなで集い・祝える会を催して欲し
いとの話が寄せられています。感染状況を見極めながら成人者の思いに答
える機会を是非設けたいと思っております。
新型コロナウイルスの感染については、これまで県下唯一の感染者ゼロ
都市でありましたが、１月６日、最初の感染者が確認され、以後今日まで
に市内感染者数は 19 名となりました。中には、児童の感染もあり、臨時
休業や学級閉鎖を余儀なくされたところです。本来なら希望に満ちた新春
を迎えるべきところですが、大変困難な状況が続いています。「台風一過
はいつも晴天」と言われますように、この深刻な状況も必ず晴れやかな時
が訪れます。一刻もはやく終息しますことを願って感染対策に全力を尽く
してまいりたいと存じます。
さて、新年の抱負でございますが、昨秋に取りまとめた第３期教育振興
基本計画は、これから取り組みの本番を迎えます。計画倒れにならないよ
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うに、具体的な目標を着実に実現すべく、気持ちも新たに職員一同取り組
んで参る所存です。
それでは、議事日程により１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、戸田委員、久家委員を
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、12 月定例会の議事録について

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

12 月定例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

12 月定例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。本来なら新年３日の成人式に始ま
り、クラブ対抗駅伝大会、平戸縦断駅伝大会等、新春を飾る様々な行事が
行われるところですが、現状を鑑み行事のほとんどを中止させていただき
ました。また、市内感染者対策として１月 16 日から 24 日まで、公民館、
図書館、社会体育施設の閉鎖を行っています。従いまして、報告書のとお
り行事のほとんどは、定例的なものばかりであります。
12 月 28 日に仕事納め式、明けて１月４日に仕事始め式が行われました。
５日には市消防出初式、７日には教職員の人事ヒアリングのため県庁へ出
向きました。12 日は臨時市議会がありました。議案は「土地の処分につい
て」でありまして、田平町古梶の約２ヘクタールの工業団地の売却契約で
す。今回誘致しました会社は、愛知県江南市のＫＴＸ株式会社です。12 日
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は、午前中に校長研修会、午後は保育園園長会に出席しました。20 日は第
２回市奨学資金貸付運営委員会を開催しました。
今後の予定ですが、２月３日に第２回初任研実施運営委員会及び連絡研
修を行います。14 日は平戸市表彰式です。市民表彰とともに教育委員会表
彰を行います。15 日の第２回拡大予算委員会は、学校長及び事務職員と教
育委員会による学校予算に関する協議の場でございまして、新年度予算に
ついて報告及び確認を行います。27 日は野子中学校の閉校式を予定してい
ます。主催は地元保護者等で組織します実行委員会でありますが、具体的
なところは、これからの協議となっています。
以上、報告いたします。
教育長

何かお尋ねはございませんか。よろしいですか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

教育長
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

議事）
議事に移ります。

議案第１号 令和２年度平戸市教育委員会表彰の被表彰者について
議題といたします。
事務局より説明願います。

教育総務
議案第１号 令和２年度平戸市教育委員会表彰の被表彰者について
課長
ご説明をさせていただきます。
以下説明、省略
教育長

ご質問はありませんか。
（「ありません。」の声あり）

教育長

議案第１号 令和２年度平戸市教育委員会表彰の被表彰者について
原案のとおり決定することでよろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり）

教育長

議案第１号

令和２年度平戸市教育委員会表彰の被表彰者について
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全会一致で原案のとおり決定します。
教育長

教育長

議案第２号 令和２年度平戸市スポーツ表彰の被表彰者について
題といたします。
事務局より説明願います。

生涯学習
議案第２号 令和２年度平戸市スポーツ表彰の被表彰者について
課長
説明をさせていただきます。
以下説明、省略
教育長

議

ご

ご質問はありませんか。
（「ありません。」の声あり）

教育長

議案第２号 令和２年度平戸市スポーツ表彰の被表彰者について
原案のとおり決定することでよろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり）

教育長

議案第２号 令和２年度平戸市スポーツ表彰の被表彰者について
会一致で原案のとおり決定します。

教育長

議案第３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 議題といたします。

教育長

全

事務局より説明願います。

理事兼学
議案第３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 ご説明をさせていただきます。
長
以下説明、省略
教育長
戸田委員

学校教育
課長

ご質問はありませんか。
友達関係について措置することがあるようですが、本来の校区に戻った
実績はありますか。
はい、ございます。
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宮﨑委員

中学生のなかには、校区に入部したい部活動がないから、措置を願い出
るケースが多いようですが、本来通うべき校区に入りたい部活動を創部す
ることは難しいのでしょうか。

部活動については、学校長の判断になります。生徒数や部員数等につて
理 事 兼 学 総合的に判断しているところです。
校教育課
長
部活動によって学校を変更できる制度は、県内どこの自治体でも認めて
教育長
いる制度ではありません。どちらかといえば、珍しい制度です。
確か、部活動を理由に、指定校から希望校に替わる時は、ルールを設け
戸田委員

ていましたよね。

はい、そうです。
理事兼学
部活動で指定学校を変更する場合については、希望する部活動がある一
校 教 育 課 番近くの学校に変更するようになります。
長
他にございませんか。よろしいでしょうか。
教育長
（「はい。」の声あり）
議案第３号
教育長

について

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

原案のとおり決定することでよろしいでしょうか。

（「はい。」の声あり）

教育長

議案第３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 原案のとおりといたします。
（日程第６
日程第６

報告）
報告に移ります。

教育長
教育長

報告第１号 令和２年度平戸市表彰及び生涯まちづくり表彰の被表彰
者の推薦について 議題といたします。
事務局より説明願います。

教育長
報告第１号

令和２年度平戸市表彰及び生涯まちづくり表彰の被表彰
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教 育 総 務 者の推薦について
課長及び
以下説明、省略

ご説明をさせていただきます。

生涯学習
課長
ご質問はありませんか。
教育長
（「ありません。」の声あり）

教育長

報告第１号 令和２年度平戸市表彰及び生涯まちづくり表彰の被表彰
者の推薦について 承認することとし、報告済みとしてよろしいでしょう
か。
（「はい。」の声あり）

教育長

報告第１号 令和２年度平戸市表彰及び生涯まちづくり表彰の被表彰
者の推薦について 承認することとし、報告済みといたします。

教育長

（日程第７ その他）
日程第７ その他 に移ります。
（１）共催・後援等について です。
報告はございますか。

教育長
今月はございません。
教育総務
課長
（１）共催・後援等については、報告事項無し

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。
教育長
教育総務課です。資料 10 ページをお願いします。
教育総務
まず、実績報告です。１月 13 日令和２年度教育委員会表彰の選考会を
課長
行いました。１月 18 日、野子中学校の統合に伴う協議のため野子中学校
に出向きました。20 日は本年度第２回目の市奨学資金貸付基金運営委員会
を開催しました。
今後の予定です。２月８日は第３回学校予算委員会です。14 日、平戸市
表彰式及び教育委員会表彰式が行われます。15 日は第２回拡大学校予算委
員会及び第２回事務の共同実施連絡協議会の予定です。
以上、報告いたします。
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学校教育課です。資料 11 ページをご覧ください。
理事兼学
まず、実績報告です。１月７日、市町別教育長ヒアリング、人事打合せ
校 教 育 課 が行われました。８日は市内小中学校の３学期始業式でした。12 日に市校
長
長研修会、15 日に市教頭研修会を行いました。18 日の市通学路安全推進
連絡会は、北部地区の通学路点検を行いました。19 日は２回目の市町別教
育長ヒアリングが県庁でございました。
今後の予定です。１月 25 日、第２回人権教育総合推進会議が中部ふれ
あいセンターで行われる予定でしたが、コロナ禍で文書による報告に換え
るようにしています。２月３日、初任者研修地区別研修及び実施運営委員
会、５日は臨時市校長研修会、８日は学校予算委員会です。同日午後は、
教務主任研修会を予定しています。15 日は第２回拡大学校予算委員会で
す。16 日第２回研究主任研修会、17 日市教頭研修会を予定しています。
以上、報告いたします。
生涯学習課です。資料 12 ページをご覧ください。
生涯学習
まず、実績報告です。12 月 26 日は第４回成人式実行委員会を開催しま
課長
して、冒頭の教育長挨拶で報告しましたように、実行委員にコロナ禍の状
況で成人式を中止することを報告し、今後の対応について協議しました。
１月 13 日は、令和２年度教育委員会表彰及びスポーツ表彰並びに生涯学
習まちづくり表彰の選考会を行いました。
今後の予定です。２月３日は、県公民館連絡協議会理事会・九州ブロッ
ク社会教育研究大会実行委員会・県社会教育委員連絡協議会・県社会教育
主事等連絡協議会がリモート会議で予定されています。７日は、市公民館
大会を開催しますが、コロナ禍でありますことから、例年とは少し違った
形で参加人数も縮小し、公民館表彰及び事例発表、そして今年度最後の理
事会を予定しています。14 日に予定しておりました郡市対抗駅伝特別大会
は中止となりました。同日、平戸市表彰式が予定されています。
以上、報告いたします。
平戸図書館です。同じく資料 12 ページをお願いいたします。
平戸図書
１月 23 日に予定しておりました栗林慧氏の講演会はコロナ禍の状況を
館長
考慮し、中止といたしました。１月 26 日から２月４日まで予定していま
した蔵書点検は、コロナ禍により 1 月 16 日から臨時休館になりましたの
で、これを利用して 1 月末までに終わらせるように日程変更しました。
以上、報告いたします。

文化交流

文化交流課です。資料 13 ページをお願いします。
まず、実績報告です。12 月 25 日、第２回史跡平戸和欄商館跡保存活用
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課長

計画策定委員会が行われました。
今後の予定です。１月 25 日と 26 日は文化財防火デーで市内施設 12 箇
所を巡回するように計画しています。今回は、コロナ禍でありますことか
ら、初期消火訓練を行うようにしています。
以上、報告いたします。
各課長報告が終わりました。ご質問はありませんか。

教育長
１月 18 日の野子中学校の統合に伴う協議について、お聞かせください。
久家委員
教育次長

18 日の協議は、野子中学校ＰＴＡの正副会長、野子中学校長と教頭、南
部中学校長、教育委員会で行いました。
ＰＴＡからの要望として挙がってきたのは、スクールバス、スクールボ
ート、制服等の学校が変わることに伴う新たな出費の有無、この３点が主
なところでした。部活動の早朝練習に行きたいからスクールバスを運行し
てもらえないかとの意見がありました。教育委員会としては、部活動の早
朝練習については、他校においても自主的な活動になるので、これに一つ
ひとつ対応することは難しいとお答えしております。10 月からの市交通網
再編によって南部地区に運行しているふれあいバスが、野子地区から南部
中学校に通学する手段の一つとして利用できるので、遠距離通学費を支給
することにより経済的負担軽減を支援していくように考えていることを
説明しました。また、スクールボートについては、令和４年度から対象と
なる生徒がいます。約１年ありますので、今後、協議・調整していきたい
と説明しました。制服、ジャージ、通学バックについては、南部中学校と
してはこれまで使っていた野子中学校の物で構わないということでした。
他には、南部中学校に行くことで環境の変化等に不安があるので、心のケ
アをお願いしたいとの要望がありました。この件については、できる限り
の対応はしていきたいと説明しました。
18 日の協議では、特段の異論はなく、了承してもらったところです。

岡委員

教育次長

野子中学校との協議は、18 日の協議で最後になるのですか。他に予定さ
れているのですか。閉校式とか、何か式典的なところはどのように予定さ
れているのですか。
２月 10 日に、ＰＴＡ全体にご案内し、ＰＴＡ要望に対し順次説明する
ように予定しています。閉校式は２月 27 日に予定しているようです。閉
校記念事業については、ＰＴＡとしてはコロナ禍で集まって話ができてい
ないということで今年度に開催することは難しいとのことで、来年度に何
らか行うようにしたいということでした。
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他にないですか。よろしいですか。
教育長
（「はい。」の声あり。）
（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。
教育長
次は、（３）教育次長報告です。
教育長
教育次長

先の１月臨時市議会については教育長から報告がありました。また、野
子中学校の件についても報告させていただきましたので、ここでは特にご
ざいません。
（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。

教育長
新型コロナウイルス感染症の状況、臨時休業等の対処について、ご報告
理 事 兼 学 させていただきます。
校教育課
説明、省略
長及び生
以上、報告いたします。
涯学習課
長
教育長

教育委員会として可視化した感染対策を講じることは、市民の意識高揚
や活動抑制につながるのではないかと考えまして、学校及び生涯学習課関
係施設での臨時休業・臨時休館をさせていただいたところです。
よろしいでしょうか。

教育長
（「はい。」の声あり。）
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。
教育長
教育次長

事務局としましては、令和３年２月 18 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。
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日程については、よろしいでしょうか。
教育長
（「はい。」の声あり。）

教育長

次回の定例教育委員会は、令和３年２月 18 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８ 閉会)
以上をもちまして、令和３年１月定例教育委員会を終了いたします。

教育長

午前 10 時 40 分

閉会

令和３年１月 21 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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