令和３年 10 月平戸市教育委員会定例会議事録

日

時 令和３年 10 月 19 日(火)

場

所 教育委員会応接室

出席委員
出 席 者

午前９時 30 分開会

午前 10 時 20 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 10 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。
ここ数日急な冷え込みとなり、寝苦しさから解放され、毛布に包まれる
心地よさを感じる季節がようやく訪れました。皆様にはご多用の中、お繰
り合わせご出席いただきありがとうございました。
さて、一昨日は、４年に一度の市長選挙・市議会議員選挙が行われ、黒
田市政が４期目を迎えることになり、議員の若返りや女性議員の誕生な
ど、議会構成の顔ぶれも変わりました。選挙期間中、各候補の訴えや候補
者の主張を掲載した選挙広報も配布されるなど、平戸市の未来について議
論が活発に行われ、有意義な選挙戦ではなかったかと思います。改めて、
教育への関心の高さも思い知ったところでもありました。新しい議会体制
に大いに期待したいと思います。
それでは、議事日程により会議を進めます。

教育長

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、宮﨑委員、岡委員を指
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、９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。）
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教育長

異議がございませんので、９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。
10 月３日、午前中に平戸珠算選手権大会表彰式に出席し、午後から J リ
ーグ・エリートリーグ観戦に参りました。珠算選手権には 100 名からの小
中高校生が出場しており、本市の珠算熱の高さを感じました。またエリー
トリーグは九州に本拠地を置く J リーグ４チームのリーグ戦で、Ｖ・ファ
ーレン長崎のホームゲームとして開催されたもので、髙田春奈社長やお父
様の明氏も来ておられ、大いに盛り上がった大会でした。結果はアビスパ
福岡に２対１で逆転勝利でした。
６日の市中体連駅伝競技は、田平中学校が男女優勝でした。２位の女子
の南部中と男子の中部中は共に 11 月 11 日に諫早市で行われる県大会に出
場します。11 日には新たに着任しましたＡＬＴ１名に辞令を交付しまし
た。これで予定しています７人のうち４人が着任いたしました。
今後の予定ですが、25 日に平戸市学力向上会議を開催します。この会議
は、４年前から実施しており、学力向上の実績を上げた校長や教師に集ま
っていただき、効果的な学力向上対策について協議をします。近年の学力
向上は、この会議の意見の集約・周知によるところが大きいと感じていま
す。11 月５日には県都市教育長協議会、９日にはＢ＆Ｇ全国教育長会に出
席予定です。11 月 15 日には選挙後、初の臨時市議会が予定されています。
18 日は教育長の任期満了日です。
以上、報告させていただきます。

教育長

（日程第５ その他）
日程第５ 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。

理事兼生
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。
涯学習課
（第 70 回郡市対抗県下一周駅伝大会の後援依頼について）
長
説明、省略

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。10 月７日に安全衛生委員会が開催され、職場の安
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課長

全パトロールを実施しました。今回は、水道局と平戸小学校を実施し、委
員から職場の改善点などの意見をいただきました。13 日は、行政事務改善
委員会に出席しました。現在、市の行政サービスを提供するために借りて
いる借地に関して、指針となるものがないことから、基本方針の策定に向
けて検討しているところです。
今後の予定ですが、10 月 26 日に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。10 月６日、市中学校総合体育大会駅伝競技を久吹
校 教 育 課 ダムにおいて開催し、男女ともに田平中学校が優勝しました。15 日は、総
長

合学校訪問で田平北小学校を訪問しました。
今後の予定ですが、10 月 25 日、平戸市学力向上会議を開催し、今後の
児童生徒の学力向上に向けて、意見交換や提言を行う予定です。28 日は教
職員１次ヒアリングが始まります。30 日は、英検ジュニア（小学校）で約
20 名の参加予定です。
11 月５日は、指定研究校発表会で、中野中学校のふるさと教育の研究が
発表されます。６日は、中学生英語暗唱大会で 15 名の参加予定です。
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
拡大の影響により、11 月に延期して旅行先を県内で調整されています。以
上です。

理事兼生
まず、実績報告です。10 月３日にひらど市民大学特別講座「ひらど城下
涯 学 習 課 町まち歩き」を開催しました。12 日、指定管理者選定委員会が開催され、
長
ふれあい会館４館と地域交流センター２館について、地域の運営委員会が
選定されました。14 日、指名審査委員会が開催され、田平町中央公民館の
ホールを改修予定です。16 日は、北農成人講座閉校式、ひらど市民大学「平
戸の自然と貴重植物」がありました。
今後の予定ですが、10 月 26 日、紐差小学校区通学合宿、11 月９日、コ
ミュニティスクール及び地域学校協働活動関係者研修会、13 日、県民体育
大会が開催され、18 競技中 11 競技が参加予定です。以上です。
平戸図書
今後の予定ですが、10 月 25 日、図書館を使った調べる学習コンクール
館長
審査会を予定しています。10 月 27 日から 11 月７日まで、秋の読書週間イ
ベントとして、ブックリサイクル、映画会、ネイチャーゲームなど予定し
ています。11 日は、図書館協議会の予定です。以上です。
文化交流
まず、実績報告です。９月 29 日、文化芸術による地域ブランディング
課長
事業説明会がありました。10 月５日、長崎県障害者芸術祭第３回実行委員
会があり、12 月 12 日に平戸文化センターでの開催が決定されました。６
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日から市美術展覧会の受付を開始し、15 日に審査を実施しました。今後
は、11 月３日に表彰式を開催し、28 日まで各会場において展示する予定
です。
今後の予定ですが、10 月 23 日、平戸学講座「古絵図で巡る城下町」、平
戸くんち城下つんのーで祭が開催されます。11 月１日から 30 日まで世界
遺産イルミネーションイベントで小春日地区の田棚をライトアップしま
す。以上です。
教育長

図書館を使った調べる学習コンクールですが、どのくらいの応募数があ
ってますか。また、図書館への新型コロナウイルス感染症の影響はどうで
すか。

平戸図書
応募数は例年 100 点ほどありますが、昨年度、今年度と減少しています。
館長
成績の方は全国で佳作を受賞している作品もあります。
コロナ禍で、やはり来館者数は少なくなっており、貸出冊数も減少して
います。図書館での滞在時間も減って、本を借りたらすぐに帰られる方が
多くなったように感じます。それでも、県内では２番目に多い状況のよう
です。
委員

市美術展覧会で田平会場での展示予定がないようですが、地元からの開
催要望などはないのですか。

文化交流
以前は田平でも展示していたようですが、地元住民へのアンケートや文
課長
化協会の意向なども確認したうえで、平戸会場と近いことや文化センター
が広く多くの作品を展示できるということもあり、平戸会場へ集約した経
緯があるようです。
委員

平戸小学校の安全パトロールを実施しているようですが、各学校共通の
もので情報を共有しておく必要があるような指摘事項などはあったので
しょうか。

教育総務
意見の内容に大小はありますが、平戸小学校に関する様々なご指摘を受
課長
けましたが、全校に共通するようなものは特にありませんでした。
委員

理事兼生

来週、通学合宿が紐差小学校区で開催予定ですが、紐差小学校区は頑張
って続けているようですが、地域にリーダー的な存在の方がいるのでしょ
うか。力強く感じます。
実施の有無については、実行委員会で決定していますが、新型コロナウ
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涯 学 習 課 イルス感染症の影響により、実施しない地区がある中で、紐差小学校区は
長
委員

頑張って実施していただいています。
昔は離島ということもあり、教職員の住まいの確保が重要ということで
教職員住宅を整備していましが、現在の状況はどうなっていますか。

教育総務
現在、離島である大島、度島をはじめ野子、紐差、鏡川などに 48 戸の教
課長
職員住宅があり、空きは 10 戸あるかないかだったと思います。
児童生徒数の減少による教職員数の減少もありますし、交通の利便性が
向上したこと、また、新しくきれいな民間アパートが整備されてきたこと
などが、空きが出ている理由ではないかと考えています。ＡＬＴも教職員
住宅に住んでいます。確かに離島時代に整備されたものが多く、古くなり
老朽化してきているのが現状です。
委員

来月の中学生英語暗唱大会に 15 名参加予定ということですが、大会の
趣旨等を説明したうえで、参加者はどのように決まっているのですか。

理事兼学
生徒には暗唱大会の開催について趣旨等を説明し代表者を募っていま
校 教 育 課 す。学校規模にもよりますが、生徒自ら立候補する場合や教師から声かけ
長
して代表を選ぶ場合などがあります。暗唱大会は普段使っている教科書等
の英文が題材となりますので、すべての生徒が挑戦できます。
委員

こばと児童クラブの生徒を図書館を使った調べる学習コンクールで永
田図書館に連れて行ったのですが、子どもたちの質問に対して、職員の方
に参考になる本を丁寧に教えてもらったりしました。その影響もあり、こ
れまで図書館にほとんど行ってなかった子が、親に図書館へ連れて行けと
言うようになりました。

委員

最近の子どもたちの姿勢が昔と変化しているように思います。スマホな
どの影響で、ストレートネックというか脊柱側弯症みたいな子が多いよう
に思うのですが、学校訪問の時など姿勢の変化などそういう視点で見てい
ますでしょうか。時代の変化によって、見直しが必要なのではないでしょ
うか。

理事兼学
学校では健康診断の折に学校医から児童生徒の脊柱側弯症を診ていた
校 教 育 課 だいています。学校教育課の学校訪問では、医学的ではありませんが、児
長
童生徒の学習姿勢を確認しています。ほとんどの学校で、全体的に落ち着
いておりきちんとした姿勢で学習に臨んでいます。授業でも特に学級活動
の中で「正しい姿勢」について学年に応じて指導を行っています。ただし、
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児童生徒の学習姿勢は教職員の学級経営力の差も出ますので、教職員への
指導助言も行っています。
委員

姿勢を良くすることで集中力が高まり、学力の吸収力を高めることにな
ると思います。

教育長

次は、（３）教育次長報告です。

教育次長

今回は特にありません。

教育長

次、（４）その他

委員

理事兼生
涯学習課
長
教育長

に移りますが何かありませんか。

最近、小学生の登校時の歩き方が、道路に集団で広がって歩いたり、自
動車が来ても避けないなど、マナーが悪くなっているような気がします。
少年センターの専門員が巡回するようにしたいと思います。

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 11 月 19 日（金）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、11 月 19 日（金）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６ 閉会)
以上すべての協議が終了しました。
以上をもちまして、令和３年 10 月教育委員会定例会を終了いたします。

午前 10 時 20 分

閉会

令和３年 10 月 19 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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