令和３年４月平戸市教育委員会定例会議事録

日

時 令和３年４月 21 日(水)

場

所 教育委員会

出席委員
出 席 者

午前９時 30 分開会

午前 10 時 50 分閉会

応接室

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
橋口教育次長、永田理事兼学校教育課長、久松理事兼生涯学習課長、
田中教育総務課長、今村文化交流課長、森川平戸図書館長

発言者

質疑等
(日程第１

開会)

教育次長

ただ今から、令和３年４月平戸市定例教育委員会を始めさせていただき
ます。

教育長

おはようございます。
若葉の美しい季節となりました。学校では、新入学生を迎え、大きな希
望を胸に新年度を迎えたところですが、ここにきて新型コロナ感染症が急
拡大をみせ、第４波の様相を呈してきました。
昨年度は、学校の休業や社会教育施設の運営、臨時教育委員会や電話協
議など対応策を重ねながらの一年でございましたが、今年度もまた、緊張
の日々が続くものと存じます。コロナ禍とは言え、子供たちにとっては平
常と変わりない貴重な時間でありますので、昨年度の経験も踏まえなが
ら、しっかりと育んでまいりたいと存じます。
何れにしましても、本教育委員会での協議を基本とした対策となります
ので、本年度もどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、議事日程により進めさせて頂きます。

教育長

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。
（日程第３ 議事録の承認について）
日程第３ 議事録の承認につきましては、３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。何か
ございましたでしょうか。
（「ありません。」の声あり。）
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教育長

特にないようでございますので、３月定例会の議事録については、承認
されました。
（日程第４

教育長

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ページをお開きください。主なものについて報告します。
３月 29 日は社会教育委員会、教職員退職者辞令交付式に出席しました。
31 日には南部地区放課後児童健全育成施設開所式に出席しました。この施
設は、小鳩保育園そばの市有地に建設された定員 40 名の施設です。
４月１日には、教育委員会職員、市役所新規採用職員、公立学校転入職
員等、会計年度任用職員の辞令交付式を行いました。今年度はコロナウイ
ルス感染症対策として、例年は県で行う新補校長や新規採用教職員等につ
いても、私の方から伝達交付をさせて頂きました。
６日、第 44 回長崎県下消防職員意見発表大会がたびら活性化施設で行
われ、審査長を務めました。県内各消防署から 15 名が発表しましたが、
内容、態度ともに消防職員らしく素晴らしい大会でした。
７日に中学校、８日に小学校の入学式が行われ新入生は小学生 229 名、
中学生 235 名でした。
13 日には佐世保特別支援学校北松分校の開校式がありました。当日は平
戸市、松浦市選出の県議、両市長等が出席しての式典でしたが、これまで
支援学校で学んできた中等部、高等部の生徒の立派な態度や挨拶にこの学
校の専門性の高さに感銘を受けたところです。
20 日には、平戸・松浦・北松地区の初任者研修会、初会式が行われまし
た。今年は県下 287 名の新規採用者のうち平戸・松浦に 28 名が配属され、
他県での経験者を除く 23 名が初任者研修を受けることになります。
今後の予定ですが、本日 18 時から市体育協会役員会があります。28 日
には都市教育長会が長崎市で開催予定です。５月８日にはオリンピック聖
火リレーが平戸市で開催予定であり、16 時 35 分に亀岡神社をスタートし、
16 時 57 分に平戸オランダ商館着となります。以上、報告させていただき
ます。
教育長

教育長

何かお尋ねはございませんか。
それでは、報告済みとさせていただきます。
（日程第５ 報告）
日程第５ 報告に移ります。
次は、報告第５号 平戸市教育委員会職員異動について
ます。

議題といたし
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教育次長

報告第４号
だきます。

平戸市教育委員会職員異動について

ご説明させていた

以下説明、省略
教育長

何かご質問はありませんか。よろしいですか。
（「はい。」の声あり）

教育長

報告第４号

平戸市教育委員会職員異動について

承認することとい

たします。
教育長

次、報告第５号 平戸市学校医、歯科医及び薬剤師の委嘱について
題といたします。

報告第５号 平戸市学校医、歯科医及び薬剤師の委嘱について
教育総務
させていただきます。
課長
以下説明、省略
教育長

議

ご説明

何かご質問はありませんか。よろしいですか。
（「はい。」の声あり）

教育長

教育長

報告第５号 平戸市学校医、歯科医及び薬剤師の委嘱について
ることといたします。

承認す

（日程第６ その他）
日程第６ 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。

生涯学習課所管の後援２件について、ご説明させていただきます。
理事兼生
説明、省略
涯学習課
長
学校教育課所管の共催１件、後援１件について、ご説明させていただき
理事兼学
校 教 育 課 ます。
説明、省略
長
教育長

何かご質問等はございませんか。
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委員

キッズマネースクール事業の後援申請について、この事業を実施するこ
とによる申請者にとってのメリットは何があるのでしょうか。

理事兼生

社会貢献の一環として、企業の力を生かしたセミナーを行うということ

涯 学 習 課 であります。
長
教育長

県立佐世保特別支援学校北松分校との交流事業を共催事業としてご報
告しましたが、その中でスクールバスの利用についてお話ししました。幼
保連携で保育園の園長の方たちとお話をしているところですが、園児たち
の自然体験、歴史探訪、文化遺産などを学ぶというような保育園の活動を
何か支援できないかということで、メニューを保育園等に計画をあげてい
ただいて、スクールバスを活用した事業を計画できないか検討したいと考
えています。
第３期平戸市教育振興基本計画の基本理念であるふるさとに誇りをも
つ人材育成にもつながることになると考えています。

委員

松浦史料博物館や平戸オランダ商館、平戸城などバスを貸し切って行っ
ていますが、それにスクールバスが活用できれば安心ですしありがたいこ
とです。

委員

郷土学習は、小学校でも大事ですが、小学校高学年では遅すぎるのでは
ないでしょうか。保育園など早い時期から平戸市のいいところを学ぶとい
うことはより大切だと考えます。カリキュラムの中に入れて教育すること
が、ふるさとを担う人材確保の実現に近づくのだと思います。
また、同じことを体験するとしてもその時の年齢によって感じ方も変化
があると思うので、ふるさとについて説明する側も単に同じ言葉で説明す
るのではなく、子どもの年齢に応じた心に響く説明の仕方が大事だと考え
ます。体験など肌で感じることを重ねることによって、知識になっていく
と思います。

教育長

自分の住んでいる地域の郷土学習はしているかもしれないが、平戸市全
体の郷土学習はあまりしてないんだろうと思います。
教育委員会としても体験を積み上げて指導していけるようにルール化
できるように方針案を作って学校に示し、今年度実施したいと考えていま
す。また、説明する施設側もふるさとを担う人材を育成するという覚悟を
持って説明してほしいものです。

教育長

他になければ（１）共催・後援等については報告済みといたします。
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続いて（２）各課長報告に移ります。
教育総務

教育総務課です。資料の 10 ページをご覧ください。

課長

まず、実績報告です。３月 31 日から４月１日にかけまして教育委員会
関係の辞令交付式を行いました。４月 16 日に学校事務職員研修会が行わ
れました。
今後の予定ですが、４月 27 日、第１回事務の共同実施連絡協議会が行
われる予定です。以上です。

理事兼学

学校教育課です。資料 11 ページをご覧ください。

校教育課
まず、実績報告です。３月 29 日は市公立学校教職員退職者の辞令交付
長
式、翌４月１日には市公立学校転入教職員辞令交付式を行いました。
４月６日は小中学校の始業式、７日は中学校と小中併設校の入学式、８
日は小中併設校を除いた市内小学校の入学式が行われました。
12 日は校長研修会、14 日は教頭研修会を行いました。
今後の予定ですが、４月 22 日の義務教育関係指導主事研修会は、新型
コロナウイルス感染症の影響により日帰りとなりました。
４月 25 日、５月９日、16 日には市内小中学校それぞれ運動会が行われ
ます。５月 23 日には市中総体球技と武道を行う予定です。以上です。
理事兼生
涯学習課
長

生涯学習課です。資料 12 ページをご覧ください。
まず、実績報告です。４月１日に第 1 回公民館長会議を行いました。
４月 14 日は長崎県障害者芸術祭（平戸市開催）第 1 回実行委員会に出
席しました。この実行委員会は、長崎県障害者芸術祭を平戸市で開催する
ために組織された実行委員会で、長崎県障害者協会が中心となり県、開催
市の福祉団体、行政機関がメンバーとなっております。芸術祭は、12 月 12
日に平戸文化センターにおいて開催予定で、障害者の作品展やダンスやコ
ーラスなどの出し物のほか、芸術祭のメインとして、障害者、健常者約 200
人がオーケストラの演奏で第九を歌うというイベントになっております。
同じく 14 日には第１回市体育協会３役会を行いました。
４月 16 日には県スポーツ協会第２回生涯スポーツ委員会、県民体育大
会第１回実行委員会に出席しました。
今後の予定ですが、４月 21 日に第１回体育協会役員会を行います。
４月 24 日は、令和３年成人式実行委員会を開催いたします。これは今
年中止となった成人式実行委員会で、前回の実行委員会では、８月か来年
１月に開催する方向で調整することとなりました。しかし、コロナ感染症
の状況によっては、時期の見直しや、オンライン開催も視野に入れ、状況
を見極めながら、さらに検討を進めていく必要があると考えております。
４月 29 日は長崎県スポーツ少年団軟式野球交流大会平戸松浦ブロック
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大会を開催します。
５月８日は東京オリンピック聖火リレーが平戸市で開催されます。聖火
リレーについては、後ほどその他の項で説明したいと思います。
そのほか、記載の会議に出席予定です。以上です。
平戸図書

平戸図書館です。

館長

「ＧＷは図書館へ行こう」と題して色々な催しを企画しています。
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を図りながら実施していき
たいと考えています。以上です。

文化交流
課長

文化交流課です。資料 13 ページをお願します。
まず、実績報告です。１月 12 日から３月 31 日にかけて世界遺産と関連
施設を巡るスタンプラリーを行いました。４月 12 日に地域文化ブランデ
ィング事業ＷＥＢ会議を行いました。この事業は５年後の国民文化祭に向
けた準備等を行うものです。
今後の予定ですが、４月 29 日から６月 13 日にかけて三浦按針没後 400
年事業として三浦按針展を開催します。同時に 29 日に第７回ＡＮＪＩＮ
サミット、30 日に第 26 回按針忌を開催予定です。
５月４日に国指定名勝「棲霞園、梅ケ谷津偕楽園」の庭園講座、４日、
５日に春の特別公開をいたします。資料を添付していますのでご覧くださ
い。以上です。

教育長

（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。

教育次長

３点ほど報告いたします。
市長から招集されます総合教育会議については、例年同様２回の開催を
予定していますが、日程については未定です。
学校訪問についても、例年同様２回の開催を予定していますが、日程は
未定です。総合教育会議，学校訪問、いずれも、教育委員会定例会と同日
に計画したいと考えています。
例年、５月に開催しておりました長崎県市町村教育委員会連絡協議会総
会及び県市町村教育委員会合同研修会について教育長部会以外は、新型コ
ロナウイルスの感染防止のため、中止となりましたのでご報告いたしま
す。以上です。

教育長

（３）教育次長報告は、報告済みといたします。
次、（４）その他 に移ります。
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理事兼生

東京 2020 オリンピック聖火リレーについて、ご説明いたします。

涯学習課
聖火リレーは、３月 25 日福島県をスタートしており、全国各地を巡り
長
７月 23 日に東京へリレーされます。平戸市では、５月８日に 16 時 35 分
に亀岡神社をスタートし、約 20 分をかけて平戸オランダ商館までの 1.7
ｋｍを９人のランナーで聖火をリレーすることになります。また、詳細な
コースなどについては、嘱託員便で市民の皆様にも周知しております。
当日は、リレー時間帯の前後に交通規制も行われます。警備・救急車両
等含め約１ｋｍの隊列編成になる予定です。
また、平戸オランダ商館では、ミニセレブレーションも予定しておりま
すので、教育委員の皆様にも参加いただきたいと考えています。
教育長

その他何かありますでしょうか。

委員

市民大学の開催状況について、新型コロナウイルス感染症の影響をどの
くらい受けたかお尋ねします。

理事兼生
令和元年度は 10 回予定していたものが９回の実施、令和２年度は８回
涯 学 習 課 予定が４回実施、今年度は大学講師の派遣ができないと言われており、地
長
元講師の活用やオンラインでの実施など開催方法について検討中であり
ますが、８回ほど予定したいと考えています。
委員

理事兼生
涯学習課
長
教育長

教育長

教育次長

受講者の中には意識が高い方がいます。学びたくても新型コロナウイル
ス感染症の影響で学べない、学習機会が減少している中で、そういった方
たちが継続して学べるような機会を提供するために受講料を無料にでき
ないものでしょうか。
ご意見を参考にさせていいただきます。

新型コロナウイルス感染症により、制度を見直すいい機会と捉えて、視
野を広げて従来とは違う魅力あるものにしていく必要があると考えてい
ます。
それでは、（４）その他 を終わります。
次は、次回定例会の日程についてです。
事務局としましては、５月 20 日（木）午前９時 30 分から教育委員会の
応接室でお願いしたいと考えております。
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教育長

それでは、次回定例教育委員会は、５月 20 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をさせていただきます。

(日程第７
教育長

閉会)

以上をもちまして、令和３年４月定例教育委員会を終了いたします。

午前 10 時 50 分

閉会

令和３年４月 21 日

議事録署名人
署名人

委員

署名人

委員

議事録調製職員
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