令和３年６月平戸市教育委員会定例会議事録

日

時 令和３年６月 24 日(木)

場

所 教育委員会

出席委員
出 席 者

午前９時 30 分開会

午前 11 時 15 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６月平戸市教育委員会定例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。
梅雨とは思えない晴天続きですがが、委員の皆様には暑い中、ご出席い
ただきましてありがとうございました。
さて、５月から校長面談のため、先週から順次学校訪問をしています。
個々には問題はあるものの、いずれの学校も非常に落ち着いた雰囲気の
中、安定した学校運営がされております。特に、市外から新たに赴任され
た校長先生方からは、子供たちの態度や協力的な地域のあり様に、平戸市
で校長のスタートを切れたことへの感謝の言葉をよく耳にします。平戸市
の学校の状況は確かに都市部からお越しの先生方には、素晴らしいものに
感じられるようですが、今年は一層いい雰囲気に見えます。新型コロナウ
イルス感染症拡大という危機的な状況を子供たちなりに感じるものがあ
るのかもしれません。
また、ＩＣＴ教育につきましては、これまでも先進的に取り組んできま
したが、ＧＩＧＡスクール構想によるタブレットの一人一台が実現し、更
に進化したＩＣＴ教育の状況を目にするようになってまいりました。夏休
みには自宅に持ち帰らせることで、これまでと違った休みの過ごし方が実
現出来るよう、環境を整えたいと思っております。
一方、社会教育では、地域のソフトボール大会や運動会などの親睦交流
に類するような事業開催はまだまだ難しい状況ですが、生涯学習課が所管
する事業につきましては、できるだけ実施の方向で取り組むこととしてお
ります。
これからも難しい判断の連続になりますが、感染対策に万全を期しなが
ら慎重にそして前向きに事業推進を図ってまいる所存です。
それでは、議事日程により会議を進めます。
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（日程第２
教育長

教育長

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、宮﨑委員、岡委員を指
名させていただきます。
（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、５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
ご不明な点等ございませんか。
（「ありません。」の声あり。）
教育長

異議がございませんので、５月定例会の議事録については、承認するこ
とといたします。

教育長

（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ページをお開きください。主なものについて報告します。
５月 26 日、新入学一年生ＪＡ学童贈呈式につきましては、ＪＡながさ
き西海様から新入学児童に黄色の交通安全傘を贈呈して頂きました。ＪＡ
ながさき西海では管内の平戸市、松浦市、佐世保市の新一年生に贈られて
いるもので、今年度は平戸市で贈呈式を行ったものです。
28 日第 1 回生徒指導推進協議会、29 日第 26 回按針忌に出席しました。
31 日県中堅教諭等研修・第３ブロック実施運営委員会は今年度本市が担当
です。同じく 31 日記者懇談会・商工会議所青年部図書贈呈式は、毎月定
例的に行っている記者懇談会の席にて、商工会議所青年部から各小学校と
図書館に 50 冊の渋沢栄一「おかねってなあに？」という絵本の贈呈があ
りました。
６月４日には学校保健会総会をオンライン会議で行いました。７日には
６月市議会定例会が開会し、18 日に閉会しました。
６月 13 日、少年の主張大会を行いました。平戸文化センター大ホール
壇上での発表はさすがに素晴らしいものでした。心配しました入場者も発
表者、関係者を含めると約 500 人弱の方々に聞いていただくことが出来ま
した。委員の皆様にもご出席いただきましてありがとうございました。私
は、特に中学生の発表が素晴らしく感じられましたがいかがでしたでしょ
うか。
今後の予定です。７月６日に戦没者追悼式が平戸文化センターホールに
おいて開催予定です。14 日、中野小中学校給食・台湾駐福岡弁事処長来と
ありますのは、鄭成功生誕の地、中野の小中学校に福岡弁事処長から台湾
産マンゴーが贈られ、市長と一緒に中野小学校で給食を食べる予定となっ
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ています。
以上、報告させていただきます。
委員

少年の主張大会に私も出席さていただいたのですが、発表の時だけでは
なく、表彰の時にも丁寧にステージに礼をしている子が１人だけいまし
た。その子が最優秀賞を受賞したわけですが、やはりそういう子は、礼儀、
所作といったところから違うのかなと感心しました。

教育長

昨年、コロナ禍ということもあり無観客に制限し、議会中継システムに
より配信しましたので、今年は観客を入れて開催しましたが、オンライン
での中継をしたかったところですが、色々と課題もあり断念しました。今
後、検討したいと考えています。
（日程第５

教育長

議事）

日程第５ 議事に移ります。
議案第 14 号行政手続等の押印の見直しに伴う関係教育委員会規則の整
理に関する規則について、議案第 15 号平戸市英語検定料助成金交付要綱
の一部を改正する告示について、議案第 16 号平戸市立小中学校事務修学
旅行実施基準の一部を改正する訓令についての３件について、関連議案と
して一括に議題といたします。

教育総務
議案第 14 号行政手続等の押印の見直しに伴う関係教育委員会規則の整
課長
理に関する規則について、議案第 15 号平戸市英語検定料助成金交付要綱
の一部を改正する告示について、議案第 16 号平戸市立小中学校事務修学
旅行実施基準の一部を改正する訓令について ご説明させていただきま
す。
以下、説明省略
委員

今回は、教育総務課及び学校教育課関連の議題ですが、生涯学習課所管
分の改正はないのでしょうか。

行政手続等の押印の見直しに関しましては、全庁的な見直しであり、見
理事兼生
涯 学 習 課 直し時期を２回ほどに区別しています。生涯学習課所管分につきまして
は、９月１日からの施行を予定していますので、８月定例会において議案
長
として提出する予定としています。
委員

どのような基準で押印見直しをするのでしょうか。

教育総務

内閣府が作成しています「地方公共団体における押印見直しマニュア
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課長

ル」に基づき、総務課で「申請書等の押印見直し指針」を作成しています。
その中で、判断基準としまして、押印が必要なものとしては、地方自治
法第 234 条第５項により記名押印が義務付けられている契約書等、平戸
市入札参加資格者に対して、登録印の押印を義務付けている入札・見積り・
契約の締結及び契約代金等の請求受領等に係るもの、国及び県の法令・条
例・通知等により押印が義務付けられているものがあります。
次に、署名が必要なものとしては、国及び県の法令・条例・通知等によ
り署名が義務付けられているもの、本人の意思による申請であることを署
名により担保する必要性があるもの、診断書、意見書、証明書など本人以
外が作成する申請書の添付書類で、当該書類の記載が作成者の意思による
ものであることを署名により担保する必要性があるものなどがあります。
押印も署名も必要ないものとしては、本人の意思による申請であること
を押印や署名により担保する必要性がないもの、例えば、施設の利用申込
み、閲覧・縦覧の申請書など対象が不特定の者で押印や署名を求めてまで
本人の意思による申請であることを担保する必要性がないものなどがあ
ります。

委員

新旧対照表を添付してもらうか、押印を削除した箇所を明示していただ
ければ分かりやすかったと思います。

様式の「㊞」の表示を削除するだけだったので省略したのですが、次回
教育総務
は検討いたします。
課長
今回の議案は、７月１日施行予定の改正する規則等を提案しています
が、これが全ての関係例規ではなく、まだ検討中のもの、また、見直しの
検討はしたものの改正しないと判断したものもございます。なお、検討中
のもので改正が必要なものにつきましては、今後の定例会に提案する予定
としております。
教育長

他に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

議案第 14 号から第 16 号までの議案について、原案のとおり可決するこ
とといたします。
次に、議案第 17 号令和４年度使用中学校教科書の採択について、議題
といたします。

議案第 17 号令和４年度使用中学校教科書の採択についてご説明させて
理事兼学
校 教 育 課 いただきます。
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長

以下、説明省略

（日程第６

その他）

教育長

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。

理事兼学

学校教育課所管の後援２件について、ご説明させていただきます。

校教育課
長

説明、省略

理事兼生
涯学習課

生涯学習課所管の後援３件について、ご説明させていただきます。
説明、省略

長
委員

（㈱）戦略営業コンサルティング主催のキッズマネースクールについ
て、開催状況などが分かれば教えていただきたいのですが。

理事兼生

状況を把握して、次回の定例会に報告させていただきます。

涯学習課
長

委員

スポＧＯＭＩについて、初めての開催ではないかと思うのですが、今ま
であったのでしょうか。私も参加してみたいと思いました。

理事兼学
全国的にも開催されているようで、平戸市では初めての試みとなりま
校 教 育 課 す。
「スポＧＯＭＩ大会ｉｎ平戸」実行委員会主催（観光課所管）で単にご
長
みを拾うだけでなく、スポーツ感覚で競わせることで関心を持たせ、環境
にもよく、観光客誘客を図る目的でイベント形式により開催予定です。
教育長

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

教育総務
まず、実績報告です。５月 24 日、災害危険個所巡視ですが、中野小学校
課長
グラウンド法面が崩落の危険性があることから、危険個所として指定する
ため、市長、平戸警察署など関係機関等と現場確認を行いました。５月 28
日、昨年の台風被害を受けていた生月小学校屋内運動場の竣工検査を行い
ました。６月市議会定例会において契約議案が可決され本契約となりまし
た南部中学校大規模改修工事の工程会議を６月 18 日に行いました。
今後の予定ですが、６月 28 日に奨学資金貸付基金運営委員会を開催予
定です。以上です。
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理事兼学

まず、実績報告です。市中総体を５月 23 日には球技と武道、６月 10 日

校 教 育 課 は陸上競技を行いました。結果については別添の資料をご覧ください。
長
５月 27 日、28 日は全国学力・学習状況調査、県学力調査が各学校にお
いて実施されました。６月４日は学校保健会総会及び研究大会をオンライ
ンで行いました。14 日には県主催によるＧＩＧＡスクール地区別研修会が
実施されました。あと、新任校長訪問、定例学校訪問を順次行っています。
今後の予定ですが、７月２日校長研修会、７日教頭研修会、11 日長崎県
教職員採用試験が行われます。20 日は１学期終業式の予定です。以上で
す。
まず、実績報告です。５月 21 日に中部地区体育振興会総会に出席しま
理事兼生
涯 学 習 課 した。27 日長崎県公民館連絡協議会理事会、６月１日長崎県スポーツ推進
委員協議会理事会、11 日長崎県社会教育委員連絡協議会総会、16 日長崎
長
県スポーツ協会定時評議員会には、それぞれの本市の委員がオンラインに
よりに出席しました。６月 13 日は、少年の主張大会を開催しました。
今後の予定ですが、６月 25 日県障害者芸術祭実行委員会ＷＥＢ会議、
７月 16 日長崎県青少年育成県民会議に出席する予定です。以上です。
まず、実績報告です。６月２日平戸市図書館協議会を開催し、岡沢会長
平戸図書
が任命されました。６月 11 日学校・図書館連絡会を開催しました。以上
館長
です。
まず、実績報告です。４月 29 日から平戸オランダ商館において、三浦
文化交流
按針没後 400 年事業「三浦按針」展を開催中です。５月 29 日按針忌に出
課長
席、６月 11 日には、平戸のジャンガラ各保存会代表者会議を行いまして、
今年も新型コロナウイルス感染症の影響により、ワクチン接種もまだとい
うことで中止するということになりました。同じく 11 日田平教会教会守
についての協議、６月 19 日平戸学講座を開催しました。
今後の予定ですが、６月 25 日県障害者芸術祭実行委員会ＷＥＢ会議、
26 日大島地区の伝統的建造物群保存地区保存審議会を開催予定です。
７月４日世界遺産登録３周年記念として、封灯 2,600 個によるライトア
ップを平戸文化センター駐車場において予定しています。
７月 17 日から島の館において、夏期企画展「河童の島・生月」、７月 22
日から釣りの聖地平戸「釣りのある風景」写真展を開催予定です。以上で
す。
委員

世界遺産登録３周年記念のライトアップですが、内容についてもう少し
具体的に教えてください。
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文化交流

平戸文化センター駐車場において、封灯として、紙袋の中に 2,600 個の

課長

ろうそくに火をつけて、世界遺産のマークをかたどった 10ｍ程度の大きさ
で、未来創造館から見えるようにライトアップを予定しています。

委員

ＧＩＧＡスクール地区別研修会の内容を教えてください。ＩＣＴに不得
手の教職員の方もいると思うので、そういった方々をどのように研修して
いくのでしょうか。

理事兼学
ＩＣＴ環境に応じた１人１台タブレットの効果的な活用を想定した研
校 教 育 課 修で、県主催で講師が派遣され、各学校２名の参加により全ての教員が一
長

委員

定程度の活用ができるように行うものです。学校内研修も含めて、レベル
アップを図る予定です。
個人的には、現職のころは、教科書、ノートなど紙と黒板、あと朗読が
あれば教育はできると考える方でした。私はＩＣＴに疎いのですが、最近
は大きな転換が必要だと考え直すようになってきました。
今後の大まかな研修スケージュール、計画があれば教えてください。推
進していくためには、プロジェクトチームなどを立ち上げる必要があるの
ではないでしょうか。

理事兼学
校長１名、担当１名の研修参加となりますが、管理職の意識付けも大事
校 教 育 課 だと考えます。
長
一昔前には、紙と鉛筆が中心だったのが、タブレットも１人１台となり、
文部科学省は教育のマストアイテム（必需品）と位置付けています。７月
中には家庭でも使えるルーターも購入し、貸し出す予定をしています。
ＩＣＴ教育の推進を図るため、ＩＣＴ研究指定校として志々伎小学校、
協力校として南部中学校においてドリルをさせる予定をしています。
また、ＩＣＴに長けているメンバーで構成したＩＣＴ検討委員会を設置
する予定です。
１学期を慣れる期間、２学期を工夫する期間として、家庭学習までつな
げていくように計画しています。
委員

教職員の方の働き方改革にもつながると思います。
不登校問題など色んな課題が解決しないまま、大きな新しい取り組みが
始まり、頭の切り替えが大変だろうとは思いますが、頑張っていただきた
いと思います。

委員

Ｗｉ-Ｆｉ環境が整っていない家庭へルーターを貸し出すということ
は、大変いい取り組みだと思います。
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理事兼学
家庭のＷｉ-Ｆｉ環境状況のアンケートを実施したところ、89％が整っ
校 教 育 課 ている状況のようです。それ以外の整っていない家庭にルーターを貸し出
長

す予定をしています。いずれは、家庭で環境整備できるように持っていき
たいと考えています。

委員

貸し出すのはいいですが、有害なサイトにつながることが怖いですね。

理事兼学
校教育課

市が提供するものしか繋がらないように設定しますので大丈夫です。

長
委員

その制限はどのようにするのですか。

理事兼学

セキュリティソフトで制限をかけ、原則、ユーチューブも見られない状

校 教 育 課 況です。ＮＨＫ番組や文部科学省の教育用動画などは見られるようにしま
す。ただ、どうしても、稀にフィルターをすり抜ける可能性も有りうるの
長
で、その時は、見ないように指導することも情報モラル教育だと考えてい
ます。
教育長

教育委員の皆様には、是非、現場を見ていただきたい。９月頃とかに学
校訪問を計画できればと考えています。子どもたちは想像以上に慣れるの
が早いのに驚いています。

委員

これまでは公立学校の弊害ではないですが、横並びの教育しかできず、
教えたことを同じようにしか出来なかったものが、ＩＣＴ教育により、理
解度が早い子はどんどん進んでいけることによって、差別化した授業がで
きるようになるのですかね。

ドリルパークは、個別採点化ができ、その場ですぐに正解かどうか分か
理事兼学
校 教 育 課 るようになっています。理解が早い子は先に進めるし、理解が遅い子は理
解できるまで何度でもできるようになっていますが、ある一定のところま
長
ではみんな届くようになっています。
また、正解するとポイントがつくなど、ゲーム的な要素もあるので慣れ
るのが早い要因かもしれません。履歴が残るので、子どもの取り組む状況、
理解度が把握でき、個別指導に効率的に取り組めるようになっています。
委員

中総体の競技種目で、ソフトテニスや卓球など男女分かれている種目が
ありますが、サッカーや野球などは、女子はどうしているのでしょうか。
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理事兼学

サッカーや野球は男女別に種目は分かれていません。野球は把握してい

校 教 育 課 ませんが、サッカーは男女区別なく男女一緒に出場しています。
長
教育長

次は、（３）教育次長報告です。

教育次長

令和３年６月市議会定例会についてご報告いたします。
６月７日開会、６月 18 日の閉会で行われました。教育委員会関係の議
案は、承認 1 件、議案２件ですが、全議案とも承認、可決されました。
令和２年度平戸市一般会計補正予算（第 15 号）では、ＧＩＧＡスクー
ル構想実現事業、中体連補助金、学校建設事業等の執行残額の理由などに
ついて確認されました。
そのうち、外国語指導助手招致事業については、現在、招致予定の７名
のうち２名のみとなっており、英語教育への影響はなかったのか、臨時の
職員の雇用などは考えなかったのかという趣旨の質問でありましたが、複
式学級の半日制や松浦高校からの応援等などで対応している。コロナ禍が
長引くようであれば、本事業が活用できる方向性を検討する必要がある旨
を回答いたしました。
また、令和３年度平戸市一般会計補正予算（第３号）中の学校保健特別
対策事業（小学校費で 5,772 千円、中学校費で 2,991 千円）の増額補正に
つきまして質疑が行われました。
学校保健特別対策事業では、購入する空気清浄機の配布計画について、
どういった基準で行われるのか、また機器の性能について確認されまし
た。また、購入にあたっては、メンテナンス費用等も考慮の上購入すべき
との意見がありました。
今回の補正については、国が示す実施要項において、校長の判断で迅速
かつ柔軟に対応することとなっているため、機器の配置については各校に
調査を行い調整しながら配置していることを説明いたしました。
また、一般質問につきましては 10 名の一般質問者があり、内３名が教
育委員会に関連するものでした。
質問内容につきましては、松本正治議員からは教育行政について、「ス
ポーツ少年団の活動について」、及び「中学校のクラブ活動について」の２
点について質問がありました。
この２点については、共通する少子化を背景とする問題として、スポー
ツ少年団の存続や生徒のクラブ選択肢の確保について、教育委員会として
この先どう考えているのかという質問でした。
まずは状況把握に努め、勧誘支援や中学校部活動においても国、県の動
向を見ながら対応していく旨回答いたしました。
山田能新議員からは教育行政について、
「ＩＣＴ教育の現状と課題」
「学
令和３年６月定例会
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校の遊具、運動施設」
「こどもの貧困問題について」について質問がありま
した。
「ＩＣＴ教育の現状と課題」では、課題である教職員のスキルアップ、
職員研修会の開催、研究校の指定等について説明いたしました。
「学校の遊具、運動施設」では、昨年度の調査に基づき、使用を中止し
ている遊具、教具について再開の見込み等について、質問がありました。
遊具、教具の更新、修繕については、調査に基づき計画しているが、他
の学校施設の整備もあるため、３年で整備を予定していること等について
説明いたしました。
なお、このことについて最後に市長の考えを求め、早急に対応する必要
性は認識している旨の回答が行われました。
井元宏光議員からは、
「コロナ禍の学校教育」では、オンライン授業や部
活動の現状について、質問がありました。
「ライフカントリーのあり方」では、もっと利用向上を図るべきでない
かという趣旨の質問でしたが、芝の養生もあり関係団体とも協議の上利用
制限をしているが、今後も利用促進に向け取り組んでいく旨を説明いたし
ました。
以上、報告いたします。
教育長

次、（４）その他

に移ります。

福祉課から平戸市障害者自立支援協議会の次期委員の推薦を依頼され
教育総務
ております。
課長
現在は、宮﨑委員が教育委員会からの推薦により教育関係者として当協
議会委員となられております。次期の任期は、令和３年７月１日から令和
５年６月 30 日までの２年間でございます。会議の開催予定としては年１
回程度と聞いております。委員の皆様でご協議をお願いいたします。
教育次長

委員
委員

理事兼生
涯学習課

教育委員としての任期の関係もございますので、岡委員にお願いできれ
ばと思います。
了解いたしました。
参考までにお尋ねします。今年のツーデーウォーク開催の予定はどうで
しょうか。準備期間もあるでしょうから事務に支障が及ばないように、開
催の有無を決定するタイムリミットはいつ頃になるでしょうか。
８月には決定したいと考えています。

令和３年６月定例会
- 10 -

長
教育長

次は、次回定例会の日程についてです。

教育次長

事務局としましては、７月 20 日（火）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。

教育長

それでは、次回定例教育委員会は、７月 20 日（火）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６月教育委員会定例会を終了いたします。

午前 11 時 15 分

閉会

令和３年６月 24 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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