令和３年８月平戸市教育委員会定例会議事録

日

時 令和３年８月 20 日(金)

場

所 平戸市役所４階会議室

出席委員
出 席 者

午後１時開会

午後２時 40 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８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。
久し振りにお天道様を拝んだように思います。
お盆を前後して、梅雨を思わせる連日記録的な雨続きでしたが、皆様い
かがでしたでしょうか。教育関係施設の被害につきましては、雨漏りや小
規模な崖崩れはあったものの、施設の使用の制限を要するような状況には
ありませんでした。平戸は小さな丘の連続で自転車をこぐ頃は、恨めしく
感じた坂道ですが、こと豪雨のときばかりはこの地形に感謝するばかりで
す。
さて、昨日、新型コロナウイルス感染症への対応として、県独自の緊急
事態宣言が発せられるなど、コロナ禍が深刻度を増しています。これから
秋のスポーツや文化事業など、各種行事が活発化するシーズンを迎えます
が、中止や延期を余儀なくされる事態が増えそうです。
ワクチン接種は順調のようですが、未だに収束の兆しはございません。
２学期からの学校行事の運営もまた神経を使うことになるようです。子
供たちの学びと貴重な体験事業につきましては、コロナ禍にあっても、ど
のようにしたら実施できるか。感染予防を徹底しながら前向きに取り組め
たらと思っているところです。
今日は、本会終了後に総合教育会議も控えており、長時間になりますが
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、戸田委員、久家委員を
指名させていただきます。
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（日程第３
教育長

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、７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、７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。
7 月 25 日県中学校総合体育大会視察に参りました。結果は、生月中学校
の空手部が男子団体形で準優勝、同じく空手道において生月中学校の波戸
くんが男子個人形優勝、男子個人組手準優勝、また、相撲団体で中部中学
校が準優勝、剣道競技女子個人で平戸中学校の川上さんが３位となりまし
た。それぞれ九州大会出場権を得ました。
28 日、市へき地連総会と講演会が新型コロナウイルス感染対策から平戸
文化センターホールで行われました。８月２日退職・現職校長会研修会が
行われ、前教育長の杉澤先生が講師を務められました。大変有意義なお話
でした。４日には県都市教育長会が１年半ぶりに長崎市で開催され、学校
統廃合、ヤングケアラー、教職員の人事評価、学力調査問題などについて
議論が交わされました。
５日、子ども議会は未来創造館において、市長、教育長と市内８中学校
の生徒会代表各２名と協議方式で行いました。これまでの議場においての
形式的なものから、一変した活発で充実した意見交換の場となりました。
６日の市教育会全体会研修会は教育委員会応接室により、各学校とのリ
モート形式で行われました。
今後の予定です。26 日には次年度予算要求を目的に拡大予算委員会を開
催します。９月１日には９月市議会定例会が開会予定です。
以上、報告させていただきます。

教育長

教育総務

（日程第５ 議事）
日程第５ 議事に移ります。
議案第 18 号 議会の議決を経るべき議案についての意見の申出につい
て、事務局の説明を求めます。
議案第 18 号

議会の議決を経るべき議案についての意見の申出につい
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課長

て、ご説明させていただきます。
以下、説明省略

委員

いただいた寄附金を基金へ積み立てるようですが、未来創造文化振興基
金とは、どのような基金なのでしょうか。

文化芸術活動の充実と豊かな人間性の形成を図り、文化を生かした個性
文化交流
豊かな地域づくりを行うため平戸市未来創造文化振興基金を設置してお
課長
り、コンクール等各種文化関係大会参加事業や文化振興に関する講習会、
研究会、展示会等開催事業などに補助金を交付しています。平成 22 年度
に猶興館高校ダンス部の全国大会出場がきっかけとなり、何か支援できな
いかということで文化振興のため基金が設置されています。
委員

コンクール等各種文化関係大会参加事業の補助の対象経費はどのよう
になっていますか。

県代表として九州大会以上へ参加する個人又は民俗芸能団体の交通費、
文化交流
宿泊費及び参加料が補助対象経費となっています。
課長
教育長

今回の寄附をいただいた経緯を教えてください。

横浜冷凍株式会社様が、田平に製氷工場を建設され、８月５日に竣工式
文化交流
を行っています。これから平戸市にお世話になるということで寄附をいた
課長
だいたもので、基金残高が残り少ない未来創造文化振興基金に積み立てる
ものです。
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 18 号 議会の議決を経るべき議案についての意見の申出につい
て、可決することといたします。

教育長

次に、議案第 19 号 令和２年度平戸市教育委員会の自己点検・評価報
告書について、事務局の説明を求めます。

議案第 19 号 令和２年度平戸市教育委員会の自己点検・評価報告書に
教育総務
ついて、ご説明させていただきます。
課長
以下、説明省略
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委員

ＩＣＴ教育を活用した教育の推進の成果指標である情報モラル教育の
Ｒ２年度実績数値が、Ｒ６年度の目標値を既に超えていますね。

理事兼生
メディア安全指導員と連携し児童生徒や保護者に対し情報モラル教育
涯 学 習 課 の啓発をしていますが、最近は、子どもが犯罪や詐欺事件などに巻き込ま
長

委員

れる事案など全国的にあることから関心が高いことでもあり、親子とも意
識も高くなっていると思います。
ＩＣＴ教育を活用した教育の推進の成果指標である「ＩＣＴ教育を活用
した授業がわかりやすい答える児童生徒の割合」のＲ２実績値がＲ１基準
値より下回っていますが、取組内容には教職員のＩＣＴ機器活用は高まっ
ていると書いているのになぜでしょうか。

理事兼学
ＩＣＴ教育の推進によりＩＣＴ機器が整備され、授業における教職員の
校 教 育 課 ＩＣＴ機器の活用は増えてきているのですが、成果指標である児童生徒が
長
分かりやすいという実績値が下がっているのは、授業者のＩＣＴ機器の効
率的な活用が不十分であると考えられます。今後、研修などを重ね改善し
ていきたいと考えています。
教育次長

成果指標の内容によっては、講座の開催回数や参加人数など客観的に見
れる数値を用いている指標や文化財総数など累計数を進捗管理していく
指標がある一方、「〇〇と感じる割合」などといったその時の感情や状況
などに左右されたり、年によって対象者が変わるという調査結果を指標に
しているものもありますので、一時的に割合の数値が下がるということも
あり得るのではないかと思われます。

委員

成果指標の結果である実績値と取組内容の文面との整合性や文言の表
現など気になるところが他にも数点あるのですが。

教育総務
再度、見直しまして修正すべきところは修正させていただきますが、議
課長
会への提出までの時間もありませんので、表現の手法につきましては、来
年度に向けての課題にさせていただければと思います。
委員

ふるさと教育の充実の成果指標で、「ふるさとのことを理解し、愛情を
持っていると思うか」という調査結果が、Ｒ２実績値がＲ１基準値より下
回っています。目標値まで上げる必要があると思っていますが、現在でも
ふるさと教育には力を入れているところだと思いますので、調査の問い方
が難しかったのではないでしょうか。
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理事兼学
手元に調査表がないので内容が分かりませんが、その時の子どもの心情
校 教 育 課 や先生の取り組み方にも影響されるものだと思います。新型コロナウイル
長

ス感染症の影響により、実際に現場に足を運ぶふるさと学習の機会が減少
したことも要因ではないでしょうか。

教育長

この成果指標に限らず、Ｒ２実績値が全体的に下がっている状況にあり
ます。新型コロナウイルス感染症の影響によるものもおそらくあるのでは
ないでしょうか。
いずれにしても、実績値が下がっているものについては、その要因を押
さえておく必要があるでしょう。

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

教育長

理事兼学
校教育課
長
理事兼生
涯学習課
長
教育長

議案第 19 号 令和２年度平戸市教育委員会の自己点検・評価報告書に
ついて、可決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。
学校教育課所管の後援１件について、ご説明させていただきます。
説明、省略
生涯学習課所管の後援４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。７月 21 日、行政事務改善委員会、８月２日例規審
教育総務
査委員会に出席しました。
課長
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。
まず、実績報告です。７月 25 日から３日間中総体県大会を視察しまし
理事兼学
校 教 育 課 た。イングリッシュキャンプを７月 30 日に小学生、８月２日中学生を対
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長

象に日帰りで実施しました。３日は新たな人事評価制度評価者研修に参加
しました。５日は、子ども議会を昨年までの方法を変更し開催しました。
９日は、全校登校日とし平和学習を行いました。19 日は、通学路合同点検
で 15 か所を点検し、安全な通学路の改善に向け前向きに検討していくよ
うになっています。
今後の予定ですが、８月 26 日拡大学校予算委員会、９月１日は２学期
の始業式、２日は校長研修会、22 日総合学校訪問、30 日は定例学校訪問
の予定となっています。
また、修学旅行が各校予定されていましたが、新型コロナウイルス感染
拡大の状況により、延期の連絡が入ってきています。以上です。

理事兼生

まず、実績報告です。８月３日、４日に紙漉きの里において、青少年自

涯 学 習 課 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として日
長
帰りで実施し 38 名の参加でした。
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、磯本氏が表彰されました。また、県が国に
も推薦しています。
今後の予定ですが、８月 24 日少年の主張長崎県大会がビデオ審査に変
更して実施予定です。28 日に今年度のひらど市民大学開校式を開催しま
す。９月５日、市民体育祭総合開会式の予定ですが、新型コロナウイルス
感染症の拡大により開催有無を協議する予定です。以上です。
平戸図書
まず、実績報告です。７月 26 日、27 日、30 日、８月４日に図書館を使
館長
った調べる学習サポート講座を両図書館で実施しました。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、栗林
慧先生の講演会など実施ました。
８月９日、中野小学校と紐差小学校の平和集会に参加し、絵本の読み聞
かせを行いました。
今後の予定ですが、８月 23 日、図書館お仕事体験を永田記念図書館で
予定しています。23 日から 26 日に予定していた平戸図書館へ行こうは、
新型コロナウイルス感染症拡大により中止とします。以上です。
文化交流
まず、実績報告です。天候不良のため延期となっていましたが、７月 22
課長
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実施しています。
７月 22 日から釣りの聖地平戸「釣りのある風景」写真展を開催しまし
た。27 日文化財審議会、８月 20 日平戸神楽振興会総会に出席しています
伝統行事としては、大島の須古踊り、流儀、度島盆ごうれい、舘浦須古
踊りなど行われています。
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今後の予定ですが、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」を開催中です。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

９月１日が２学期の始業式ですが、新型コロナウイルス感染症が拡大し
てきていますが、対策などはどのようになりますか。猶興館高校の文化祭
は中止になったようですが。

理事兼学
８月 19 日から長崎県がステージ５に引き上げられ、教育活動レベル３
校 教 育 課 で実施されるようになります。体育大会やクラスマッチなど地域の実情に
長

応じて見直しを図るようになります。今後、小学校陸上競技大会なども予
定していますので、感染状況を見ながら実施の有無について検討していき
ます。

委員

通学路合同点検の点検箇所を教えてください。

理事兼学
今回は、南部地区を中心に関係機関と一緒に点検を行いました。津吉小
校 教 育 課 学校周辺などの交差点や狭隘な道路など危険と思われる 15 か所について
長
確認をしました。スクールゾーンの道路標示の塗り直しなども確認したと
ころです。
委員

市民大学ですが、大学から講師派遣が難しい中、地域の方が講師となる
ことや受講生は高齢者が多いと思いますが、高齢者の多くがワクチンを接
種している現状なので開催する方向で検討していただきたい。

理事兼生
新型コロナウイルス感染症対策を十分にとったうえで、８月 28 日に開
涯 学 習 課 校し、実施していく方向で考えています。
長
教育長
教育次長

教育長

次は、（３）教育次長報告です。
９月市議会定例会については、開会は９月１日（水）の予定となってお
ります。また、令和２年度一般会計決算認定議案については、９月市議会
会期中に決算特別委員会において、決算審査が行われます。日程につきま
しては、後日、議会運営委員会において決定されるため、分かっておりま
せん。
次、（４）その他

に移ります。
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教育次長

新型コロナウイルス感染者が、全国的、長崎県内にも拡大してきており、
８月 19 日から長崎県がステージ５に引き上げられ、平戸市内にも感染者
が発生しています。このような拡大方向にある現状を踏まえ、社会教育施
設及び社会体育施設の使用制限について、教育委員の皆様のご意見を伺い
たいと思います。

委員

私たちには新型コロナウイルス感染症に対して、専門的な知見も情報も
行政以上に持ち合わせていない状況です。その時々での状況に応じて、行
政で適切な判断をしていただく方が、よりよい判断ができるのではないか
と考えます。ただ、ワクチン接種が進んできていることもあり、昨年の雰
囲気とは違う状況ではないかと思います。

教育長

関係部署と協議、連携して判断していきたいと思います。

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９月 29 日（水）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。

教育長

それでは、次回の教育委員会定例会は、９月 29 日（水）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。

教育長

(日程第７ 閉会)
以上すべての協議が終了しました。
まもなく学校では、２学期が始まり賑やかさを取り戻しますが、コロナ
禍にあって学校のみならずあらゆる行事・業務が緊張の連続になることと
存じます。ただ、朗報もございまして、平戸市のコロナワクチンの接種率
は非常に高く、９月末には 12 歳以上者の実に 79％、全人口比 72.5％の接
種率になる見込みだそうです。関係職員や医療機関の取組みに感謝したい
と思います。
以上をもちまして、令和３年８月教育委員会定例会を終了いたします。

午後２時 40 分

閉会

令和３年８月 20 日
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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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