令和３年７月平戸市教育委員会定例会議事録

日

時 令和３年７月 20 日(火)

場

所 田平支所１階会議室

出席委員
出 席 者

午前９時 30 分開会

午前 11 時 10 分閉会

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７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。
まずもって、熱海市の土石流でお亡くなりになられた方々のご冥福と、
被災者皆様に心からお見舞いを申し上げます。長年暮らし慣れた生活基盤
が、もろくも崩れ去る現実は、さぞかし無念であられることだと思います。
一刻も早く復興され、穏やかな日々が訪れますようお祈り申し上げます。
さて、早いもので今年も半分が過ぎ、３日後には、東京オリンピックの
開会式を迎えます。昭和 39 年、我が家にも白黒のテレビがやってきまし
て、陸上競技男子 100ｍで初めてボブ・ヘイズの 10 秒フラットでの走りに
目を丸くしました。私にとって、初めての外国人、世界認識、日本日の丸、
スポーツの力といったものを意識した特別な時間でした。
再びの東京オリンピックです。コロナ禍の課題満載の大会ですが、世界
のアスリートたちが全力で疾走する姿は、この鬱積した雰囲気を吹き飛ば
してくれるものと期待しますし、教育的にも意義深い東京オリンピックで
あって欲しいと思います。
それでは、議事日程により会議を進めます。

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。

教育長

（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、６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。
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（「ありません。」の声あり。）
教育長

異議がございませんので、６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。
（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。
６月 28 日、奨学資金貸付基金運営委員会でした。奨学金の利用者は多
いようですが、市の奨学金を申請する者は年々減少しており、今回はとう
とう申請者ゼロとなりました。借りやすいようにと近年様々な見直しを行
ったところですが、それでも改善が見られません。後ほど少し意見交換が
できればと思います。
翌 29 日には補導委員連絡協議会総会に出席しました。昨年度は補導さ
れた者はゼロでした。７月６日には市戦没者追悼式に出席しました。９日
には生涯学習推進会議を開催しました。14 日中野小学校給食・台北駐福岡
経済文化弁事処長が来平され、鄭成功誕生記念式に出席された弁事処長さ
んの計らいで、友好都市台南産マンゴーをいただきまして、平戸北部の小
中学校の給食デザートとして提供しました。併せて、弁事処長さんご夫妻
と、市長と中野小学校４年生とともに給食を食べました。ＮＨＫ長崎や新
聞報道でも取り上げられたところです。
今後の予定です。明日 21 日、ＡＬＴジェイムズ君に感謝状を贈呈いた
します。本市では、ＡＬＴを６名配置することにしていますが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響で、予定していた者がことごとく入国ができませ
んで、この１年間は２名のみという状況にございます。ジェイムズ君は帰
国することになりましたので、あと１名のみとなりました。
25 日には県下各地で実施されます県中総体を視察する予定です。30 日
と８月２日には、それどれ小学生、中学生のイングリッシュキャンプを行
いますが、今年もまた新型コロナウイルス感染症対策から一日開催としま
す。また、退職・現職校長研修会は２日の予定です。４日には 1 年半ぶり
に県都市教育長協議会が長崎市で行われます。
５日には、子ども議会を今年は未来創造館で新たな方式で行います。６
日の市教育会全体研修会はリモートで行う予定です。
以上、報告させていただきます。

教育長

（日程第５ 報告）
日程第５ 報告に移ります。
報告第６号平戸市社会教育委員の委嘱について、事務局の説明を求めま
す。
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理事兼生
報告第６号平戸市社会教育委員の委嘱について、ご説明させていただき
涯 学 習 課 ます。
長

以下、説明省略

教育長

報告第７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、事務局の説明を求めます。

報告第７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
理事兼学
校 教 育 課 ついて、ご説明させていただきます。
以下、説明省略
長
教育長

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

理事兼生
涯学習課
長
理事兼学
校教育課
長
理事兼生
涯学習課
長
教育長

報告第６号平戸市社会教育委員の委嘱について、報告第７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、ともに承認するこ
とといたします。
（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。
生涯学習課所管の共催１件について、ご説明させていただきます。
説明、省略
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。
説明、省略
生涯学習課所管の後援１件について、ご説明させていただきます。
説明、省略
（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。

まず、実績報告です。６月 28 日、奨学資金貸付基金運営委員会を開催
教育総務
し、令和２年度の事業報告をいたしました。７月６日、平戸市保育会園長
課長
会に出席させていただき、保育会と教育委員会で連携事業ができないかと
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いうことで、具体的にはふるさと学習に資する事業に対して、スクールバ
スの活用ということを提案させていただきました。詳細は今後協議してい
く予定です。
７月 14 日、中野小学校ふれあい給食に同席いたしました。７月 19 日、
学校予算委員会に出席し、令和４年度の予算編成について協議を始めまし
た。
今後の予定ですが、８月 26 日に拡大学校予算委員会に出席する予定で
す。以上です。
理事兼学

まず、実績報告です。定例学校訪問を順次実施しています。７月２日校

校 教 育 課 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した。
長
本日 20 日は１学期終業式です。
今後の予定ですが、７月 25 日から３日間中総体県大会を視察予定です。
イングリッシュキャンプを７月 30 日に小学生 20 名、８月２日中学生 19
名を対象に日帰りで実施予定です。２日は退職・現職校長合同研修会です。
３日は新たな人事評価制度評価者研修があります。９日は、山の日ですが
全校登校日とし、平和学習を行う予定です。以上です。
理事兼生
まず、実績報告です。６月 28 日にＶ・ファーレン長崎高田社長が市長
涯 学 習 課 表敬訪問されました。29 日補導委員連絡協議会総会が行われました。最近
長
は、補導件数はほぼゼロになっています。今後は巡回だけでなく他に何か
できないか検討しています。７月９日生涯学習推進会議を開催し市民大学
などを協議していただきました。新型コロナウイルス感染症の影響で大学
から講師を派遣できない状況です。16 日は、市体育協会役員会を開催しま
した。
今後の予定ですが、８月３日、４日に紙漉きの里において、青少年自然
体験交流事業 野外キャンプを新型コロナウイルス感染症対策で、日帰り
で実施予定です。３日、Ｊリーグエリートリーグ Ｖ・ファーレン長崎対
アビスパ福岡戦が、平戸市総合運動公園ライフカントリーで行われます。
普段トップチームで出場していない若手選手の育成を目的に行われる大
会です。
８月５日、長崎県こども・若者応援団表彰式が行われ、田助地区におけ
る３世代交流などが評価され、磯本氏が表彰されるようです。また、県が
国にも推薦する予定です。以上です。
平戸図書
今後の予定ですが、７月 26 日、27 日、30 日に図書館を使った調べる学
館長
習サポート講座を両図書館で実施します。７月 31 日、８月１日に開館６
周年記念イベントとして平戸図書館まつりを開催します。様々なイベント
を準備しており、栗林慧先生の講演会も予定しています。大人の方の参加
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者が少ないのでぜひとも参加していただきたいと思います。以上です。
文化交流
課長

まず、実績報告です。６月 25 日県障害者芸術祭実行委員会ＷＥＢ会議
を、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し、令和３
年度は１棟修理予定です。
７月４日に世界遺産登録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したが、天候不良
のため延期となり、22 日に変更しています。
７月 13 日、台北駐福岡経済文化弁事処長が来平し、平戸ロータリーク
ラブ 60 周年 鄭成功記念碑除幕式、鄭成功生誕祭（神事のみ）、中野小学
校ふれあい給食に参加しました。
７月 17 日から９月５日まで島の館において、夏期企画展「河童の島・
生月」を開催しています
今後の予定ですが、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。27 日文化財審議会、８月 21 日平戸学講座「平戸
の考古学」を開催予定です。以上です。

委員

平戸図書館まつりで本の福袋貸出をするようですが、何が入っているか
分からないので当たり外れがあるんじゃないかと思うのですが、市民の反
応はどうなんでしょうか。

図書館長

テーマやジャンルを決めて袋にまとめていますし、大人向け、子ども向
けと分けていますので、市民の皆様には大変好評です。

委員

８月３日のＪリーグエリートリーグは、入場料はどうなっていますか。
市民への周知はどのようにするのですか。

理事兼生
入場料は無料です。市外からの観客については、入場券を配布予定だそ
涯 学 習 課 うです。まだ、調整している内容もあり、広報紙には間に合わない状況な
長
ので、行政無線や市サッカー協会を通じて周知したいと考えています。
委員

市民大学に入学した受講生と入学していない聴講生の受講料を教えて
ください。

理事兼生
入学した受講生は、入学金 2,000 円、受講料は年間 1,000 円で、何講座
涯 学 習 課 でも受講可能です。入学していない聴講生の受講料は、１講座ごとに 500
長
円となっています。
委員

保育会との連携事業は大変すばらしいことだと思います。来年度の実現
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に向けて、今からどのくらいのペースで協議していく予定ですか。
教育総務
課長

具体的に何回くらい協議するとか決めていませんが、先日、提案をさせ
ていただき、質問などもいただいていますので、まずは保育園（所）の年
間スケジュールなどを把握し詳細を詰めていければと考えています。
少しでも早く実現したいと思います。

委員

先日、新聞で見たのですが、文化庁巡回公演で京都フィルハーモニー室
内合唱団の演奏が山田小学校であったようですが、本物の音楽に触れるい
い機会なので、保護者や地域の方たちにも聴かせたほうが良かったかなと
思いましたが。

文化交流
山田小学校の児童だけでなく生月小学校の児童も参加しての公演でし
課長
た。本来なら、絶好の機会でありますので、保護者や地域の皆さんにも聴
いてほしいところではありますが、今回は、新型コロナ感染症の影響を考
えて児童のみを対象に行いました。
委員

本日は、１学期の終業式ということですが、特に何事もなくほっとして
いるところです。これまでと違った夏休みとは、何か特別なことがあるの
でしょうか。
また、新たな人事評価制度とはどういうものなのでしょうか。

理事兼学
新型コロナウイルス感染症が拡大しだして、２年目の夏休みを迎えるこ
校 教 育 課 とになります。家庭でもしっかりと感染防止対策を徹底していただきたい
長
と思います。
ＧＩＧＡスクール構想で環境が整いましたので、条件が揃ったところか
らタブレットを持ち帰る学校もあります。宿題をプリントで出すのではな
く、ミライシードのドリルパークで出しています。正解数に応じてポイン
トがたまるなど、興味・関心を高める工夫もあり、児童生徒は楽しく取り
組めますし、先生方には、誰が、いつ、何の問題をしたかなどすぐに分か
ります。また、丸付けが不要になるなど働き方改革にも繋がるものと考え
ています。
新たな人事評価制度とは、評価結果がいよいよ管理職だけではなく、一
般職にも給与へ反映されることになると思われます。九州では長崎県が最
後ということになります。
教育長

第３期平戸市教育振興基本計画の目標にも掲げています平戸検定ジュ
ニアバージョンをいよいよ令和３年度に取り組みます。夏休み期間中に中
学２年生を対象に実施しますが、今後も継続していけるよう期待している
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ところです。
委員

保育会と教育委員会の連携事業については、ご提案いただきありがたく
思っています。先日の園長会でも色んな質問がありましたが、園長会とし
ても前向きな意見が多く出ていました。

教育総務
先日の園長会では、想像以上の質問をいただきましたが、期待の高さを
課長
感じたところです。なるべく早く詳細を詰めて、実現に向けて取り組みた
いと考えています。
委員

理事兼生

令和３年の実施できなかった成人式は、いつ頃、どのような内容になり
そうでしょうか。
例年、１月３日に開催していますので令和４年成人式は 1 月３日に、実

涯 学 習 課 施できなかった令和３年の成人式は１月２日に実施予定です。成人証書は
長
先に郵送していますので、授与式は行いませんが、例年よりも実行委員会
が積極的に動いておりまして、内容はアトラクション、恩師のビデオメッ
セージ、成人のメッセージ、写真撮影などを考えているようです。
委員

県立ではありますが、４月に佐世保特別支援学校北松分校が開校して、
併設している田平中学校側から見た特別支援学校の影響による生徒たち
の状況はいかがでしょうか。

理事兼学
特に報告など受けていませんので、トラブルなどによる支障はないもの
校 教 育 課 と考えています。休み時間など生徒同士の交流もあったり、教師同士の交
長
流もあり、特別支援教育に対する理解が深まっています。
また、市内に分校ができたということで、保護者、子どもを対象とした
見学会も参加しやすい環境になり、特別支援学校での教育について保護者
の意識も変わってきているようにも感じます。
委員

先日、津吉小学校の学校訪問をさせていただきました。感想ですが、先
生方が学力向上を大切に取り組まれているなと感じられました。
私たちも、タフな子どもを育む、生きる力を見に付ける、そのためには、
まずは自分の思いを伝えることができるようにと子どもたちに伝えなが
ら取り組んでいるところです。

教育長

今後も教育委員の皆様には、学校を訪問していただきたいと思います。

教育長

次は、（３）教育次長報告です。
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教育次長

特にありません。

教育長

次、（４）その他

に移ります。

以下の４件について報告
・奨学資金貸付基金の令和２年度事業報告
・生涯学習推進会議委員の紹介
・令和３年度子ども議会の実施内容
・令和３年度長崎県学力調査結果の概要
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、教育委員会定例会を８月 20 日（金）午後１時か
ら市役所会議室でお願いしたいと考えております。また、総合教育会議を
同日午後３時 30 分から市長室でお願いしたいと考えており、内容につい
ては総務課と協議しています。

教育長

教育長

それでは、次回の教育委員会定例会は、８月 20 日（金）午後１時から市
役所会議室で、総合教育会議を午後３時 30 分から市長室で開催というこ
とで予定をさせていただきます。
(日程第７ 閉会)
以上をもちまして、令和３年７月教育委員会定例会を終了いたします。
午前 11 時 10 分

閉会

令和３年７月 20 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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