令和３年 12 月平戸市教育委員会定例会議事録

日

時

令和３年 12 月 22 日(水)

場

所

平戸市ふれあいセンター会議室Ａ

出席委員
出 席 者

午前 10 時開会

午後 12 時 20 分閉会

宮﨑トシ子委員、岡康則委員、氏田裕也委員、田中まきこ委員
松永靖教育長
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

委員名

質疑等

教育次長

（日程第１ 開会）
ただ今から、令和３年 12 月平戸市教育委員会定例会を開催させていただ
きます。本日の定例会は、新たな教育長並びに教育委員お２人方がご就任
されての初の会議となります。
これまで、本市の教育行政にご尽力いただきました小川茂敏教育長は、
11 月 18 日付けを以て、２期６年間の任期を満了し退任されました。また、
戸田眞須美委員並びに久家孝史委員におかれましても、１期４年間の任期
を満了し退任されています。
後任には、去る 11 月 15 日に招集されました平戸市議会臨時会において、
市長による任命の同意がされた氏田裕也氏、田中まきこ氏が 11 月 19 日付
で教育委員に就任されております。
なお、教育長につきましては、19 日から不在ということになりましたこ
とから、11 月 16 日から宮﨑トシ子委員に職務代理者として勤めていただ
いております。
教育長につきましては、去る 11 月 26 日に招集されました平戸市議会臨
時会において、市長による任命の同意がされた松永靖氏が 11 月 27 日付で
教育長に就任されております。
松永教育長におかれましては、昭和 57 年４月に長崎県公立学校教員とし
て採用され、平戸市立野子小学校教諭として教職の第一歩を踏み出し、平
成 13 年４月から平戸市教育委員会指導主事、平戸市立田助小学校校長、長
崎県教育委員会義務教育課管理主事、平戸市立田平北小学校校長、平戸市
教育委員会学校教育課課長、平戸市立紐差小学校校長を歴任し、平成 31 年
３月に定年退職されるまで、学校経営及び平戸市の教育行政に全力を投じ、
永きにわたり学校教育に尽力されました。
定年退職後も、引き続き平成 31 年４月から令和３年 11 月まで再任用教
諭として学校教育に携わり、地域の方々からの人望も厚く、長年の学校経
営及び教育行政経験から、教育に関して高い見識を有している方でありま
す。
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氏田委員におかれましては、昭和 54 年４月に北松浦郡鹿町町立鹿町小学
校教諭として教職の第一歩を踏み出し、平成 11 年４月からは学校長として
活躍され、大島村立大島小学校、平戸市立津吉小学校、平戸市立田平北小
学校、最後は、平戸市立田平南小学校校長として、平成 25 年３月に退職さ
れるまで、学校経営に全力を投じ、永きにわたり学校教育に尽力されまし
た。
教職員退職後も、平成 28 年４月から令和３年３月まで田平町中央公民館
館長として活躍されており、地域の方々からの人望も厚く、長年の教育行
政経験から、教育に関して見識を有している方であります。
田中委員におかれましては、これまで、平戸市立生月病院、平戸図書館
などで勤務経験があり、長崎県及び平戸市の各種委員会委員等を歴任して
います。
現在は、平成 30 年４月から山田・舘浦地区まちづくり運営協議会の集落
支援員として活躍されており、地域の方々からの人望も厚く、また、平戸
市生涯学習推進会議委員や第３期平戸市教育振興基本計画策定委員といっ
た教育関係の委員の経験もあり、教育に関して見識を有している方であり
ます。
※松永教育長、氏田委員、田中委員の順で就任挨拶
教育次長

任期につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第５条
に規定されております。新教育長である「松永靖教育長」の任期は、令和
３年 11 月 27 日から令和６年 11 月 26 日までの３年間でございます。
また、氏田裕也委員、田中まきこ委員の任期は、令和３年 11 月 19 日か
ら令和７年 11 月 18 日までの４年間でございます。
※宮﨑委員、岡委員、事務局側も教育次長から順に自己紹介

教育次長

教育長

教育長

教育委員会の会議につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関す
る法律第 13 条第１項の規定により、教育長が招集することになっており、
定例会は、平戸市教育委員会会議規則第２条の規定により、毎月１回、臨
時会は、教育長が必要であると認めるときに招集するようになっています。
それでは、平戸市教育委員会会議規則の規定により、教育長が議長とし
て会議の進行をよろしくお願いいたします。
それでは、日程に従い議事を進行します。
（日程第２ 教育長職務代理者の指名について）
日程第２ 教育長職務代理者の指名ですが、教育長職務代理者は、地方
教育行政の組織及び運営に関する法律第 13 条第２項において、教育長に事
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故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員
がその職務を行うと定められております。
従いまして、教育長の私から指名をさせていただきますが、今回は教育
長不在の期間が生じたため、前教育長の指名により、去る 11 月 16 日から
新たな教育長が指名する日までの間、
「宮﨑トシ子委員」に教育長職務代理
者を勤めていただいています。
引き続き、教育長職務代理者に、
「宮﨑トシ子委員」を指名させていただ
きたいと思います。
これに、ご異議ないでしょうか。
（異議なしという声）
教育長

それでは、
「宮﨑トシ子委員」を、教育長職務代理者に指名させていただ
きます。宮﨑委員、どうぞよろしくお願いいたしします。

教育長

（日程第３ 議事録署名委員の指名について）
続いて、日程第３ 議事録署名委員の指名についてですが、平戸市教育
委員会会議規則第 16 条第２項の規定において、議事録には、教育長の指名
した２人の委員及びこれを作成した職員が署名しなければならないとされ
ています。従いまして、同規則の規定に基づき、12 月定例会の議事録署名
委員を岡委員、氏田委員を指名いたします。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
なお、平戸市教育委員会会議規則第 16 条第１項において、議事録は、教
育長が事務局職員の中から指名して、これを作成させるとなっております。
引き続き、議事録の作成を教育総務課長 田中幸治に作成させることとし
ます。

教育長

教育長

教育長

（日程第４ 議事録の承認について）
日程第４ 議事録の承認につきましては、10 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。
異議がございませんので、10 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５ 教育長の報告について）
次に、日程第５ 教育長報告です。
10 月の定例教育委員会以降から私が就任するまでの前教育長の実績につ
いては、１ページ目に記載しておりますのでご一読ください。
資料２ページをお開きください。主なものについて報告します。
11 月 26 日、教育長として辞令を交付されました。任期は 27 日から３年
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間です。12 月３日教育支援委員会に出席しました。６日市議会が開会し、
20 日に閉会しました。14、15 日教職員人事２次ヒアリングを行いました。
22 日本日初めての教育委員会定例会となります。
今後の予定ですが、１月２日令和３年成人式の代替行事である実行委員
会主催による成人祝賀会、３日に令和４年成人式を市主催により平戸文化
センターにおいて開催予定です。９日は、第 52 回平戸縦断駅伝大会が開催
されます。11 日３学期始業式となっています。
以上、報告させていただきます。
（日程第６
教育長

議事）

日程第６ 議事に入ります。
議案第 23 号 平戸市大島村神浦伝統的建造物群保存地区交流拠点施設
条例施行規則の一部改正について、事務局の説明を求めます。

文化交流
議案第 23 号 平戸市大島村神浦伝統的建造物群保存地区交流拠点施設
課長
条例施行規則の一部を改正したいので、平戸市教育長に対する事務委任規
則第２条第７号の規定に基づき、教育委員会の議決を求めるものでござい
ます。
以下、説明省略
教育長

事務局の説明が終わりました。委員の皆様から何かご質問、ご意見があ
ればお願いいたします。
（「ありません。」の声あり。）

教育長

それでは、議案第 23 号 平戸市大島村神浦伝統的建造物群保存地区交流
拠点施設条例施行規則の一部改正につきましては、可決することといたし
ます。

教育長

議案第 24 号 平戸市立小・中学校におけるハラスメントの防止等に関す
る要綱の一部改正について、事務局の説明を求めます。

議案第 24 号 平戸市立小・中学校におけるハラスメントの防止等に関す
教育総務
る要綱の一部を改正したいので、平戸市教育長に対する事務委任規則第２
課長
条第７号の規定に基づき、教育委員会の議決を求めるものでございます。
以下、説明省略
教育長

事務局の説明が終わりました。委員の皆様から何かご質問、ご意見があ
ればお願いいたします。
（「ありません。」の声あり。）
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教育長

それでは、議案第 24 号

平戸市立小・中学校におけるハラスメントの防

止等に関する要綱の一部改正につきましては、可決することといたします。
議案第 25 号

令和３年度平戸市教育委員会表彰の選定について、事務局

の説明を求めます。
議案第 25 号 令和３年度平戸市教育委員会表彰の選定について、平戸市
教育総務
教育委員会表彰規則第７条及び第８条の規定に基づき、審査をお願いする
課長
ものです。
以下、説明省略
教育長

事務局の説明が終わりました。委員の皆様から何かご質問、ご意見があ
ればお願いいたします。
（「ありません。」の声あり。）

教育長

それでは、議案第 25 号 令和３年度平戸市教育委員会表彰の選定につき
ましては、全会一致で原案のとおり決定いたします。

教育長

議案第 26 号 令和３年度平戸市スポーツ表彰の選定について、事務局の
説明を求めます。

議案第 26 号 令和３年度平戸市スポーツ表彰の選定について、平戸市ス
理事兼生
涯学習課 ポーツ表彰規則第７条及び第８条の規定に基づき、審査をお願いするもの
です。
長
以下、説明省略
教育長

事務局の説明が終わりました。委員の皆様から何かご質問、ご意見があ
ればお願いいたします。
（「ありません。」の声あり。）

教育長

それでは、議案第 26 号 令和３年度平戸市スポーツ表彰の選定につきま
しては、全会一致で原案のとおり決定いたします。

本日審査いただきました平戸市教育委員会表彰並びに平戸市スポーツ表
教育総務
彰につきしては、市民表彰及び景観表彰と併せまして、平戸市表彰式とし
課長
て令和４年２月６日に平戸文化センターにおきまして開催いたします。後
日、教育委員の皆様にもご案内いたします。

教育長

（日程第７ 報告）
次に、日程第７ 報告に移ります。
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報告第８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。
教育総務
課長

報告第８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、平戸市教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定により代理し
たことから、同規則第３条第２項の規定に基づき、次のとおり報告いたし
ます。
条例改正１件、補正予算１件、指定管理者の指定７件、工事請負契約の
変更が１件であります。
以下、説明省略
なお、本報告については、12月市議会へ提案したものであり、11月に委
員会を開催できなかったことから、平戸市教育長に対する事務委任規則の
規定により教育長が代理し、その報告をさせていただいていますが、通常
であれば、委員会において議決をいただいてから市議会へ提案するという
ことになりますので、今後は、委員会において議案として議決を求めるこ
とになります。

教育長

事務局の説明が終わりました。委員の皆様から何かご質問、ご意見があ
ればお願いいたします。

委員

この案件については、市議会の議決を経るべき議案であるので、教育長
が代理して教育委員会へ報告するのではなく、教育長不在の期間があった
とはいえ、教育長職務代理者がいるので、事前に定例会を開催し教育委員
会の議決を経るべきだったと思うが。

教育次長

おっしゃる通りだと思います。しかしながら、平戸市教育長に対する事
務委任規則に基づいた臨時代理であり、その報告をさせていただいている
ということは申し添えます。

教育長

それでは、報告第８号 議会の議決を経るべき議案についての意見の申
出については、承認することといたします。
報告第９号
ます。

平戸市教育委員会職員異動について、事務局の説明を求め

教育総務
報告第９号 平戸市教育委員会職員異動について、平戸市教育長に対す
課長
る事務委任規則第３条第１項の規定により代理したことから、同規則第３
条第２項の規定に基づき、次のとおり報告するものです。
以下、説明省略
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教育長

事務局の説明が終わりました。委員の皆様から何かご質問、ご意見があ
ればお願いいたします。
（「ありません。」の声あり。）

教育長

それでは、報告第９号

平戸市教育委員会職員異動については、承認す

ることといたします。
報告第 10 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。
理事兼学

報告第 10 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

校教育課 について、平戸市立学校の通学区域に関する規則第３条の規定に基づき、
長
児童生徒にかかる特別措置の願い出について許可したことから、平戸市教
育長に対する事務委任規則第３条第２項及び第４条の規定に基づき、次の
とおり報告するものです。
以下、説明省略
教育長

事務局の説明が終わりました。委員の皆様から何かご質問、ご意見があ
ればお願いいたします。
（「ありません。」の声あり。）

教育長

それでは、報告第 10 号 平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく
特別措置については、承認することといたします。
報告第 11 号
求めます。

令和３年度平戸市民表彰の推薦について、事務局の説明を

報告第 11 号 令和３年度平戸市民表彰の推薦について、平戸市表彰規則
教育総務
第５条の規定に基づき、次のとおり推薦しましたので報告するものです。
課長
以下、説明省略
教育長

事務局の説明が終わりました。委員の皆様から何かご質問、ご意見があ
ればお願いいたします。
（「ありません。」の声あり。）

教育長

それでは、報告第 11 号 令和３年度平戸市民表彰の推薦については、承
認することといたします。
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教育長

（日程第８ その他）
次に、日程第８ その他の１のその他の報告に移ります。
(1) 共催・後援等について、事務局の説明を求めます。

理事兼生
涯学習課

生涯学習課所管の後援５件について、ご説明させていただきます。
説明、省略

長
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
教育長

委員

説明、省略
事務局の説明が終わりました。委員の皆様から何かご質問、ご意見があ
ればお願いいたします。
現在、後援等依頼の回答について、回答後に教育委員会へ報告していま
すが、回答期限までに時間が短いものは仕方ありませんが、教育委員会に
おいて承認後に回答すべきだと思うので、今後は、回答後の報告ではなく、
教育委員会において審議するようにしていただきたい。

教育次長

今後は、回答期限まで時間的制限などがないものについては、できる限
り教育委員会において審議、承認後に回答するようにしたいと思います。

教育長

それでは、承認することでよろしいでしょうか。共催・後援等について、
報告済みといたします。

教育長

次に、(2) 各課長報告について、教育総務課から順番に説明をお願い
します。

教育総務
まず、実績報告です。10 月 26 日に学校予算委員会が開催され、令和４
課長
年度の教育委員会関係の当初予算について協議しました。11 月２日に企画
財政課による令和４年度予算編成説明会に出席しました。９日は教育委員
会の安全運転管理者であることから、安全運転管理者講習をオンラインで
受講しました。
12 月は市議会定例会が開催され、13 日に産業建設文教委員会に出席し議
案説明と質疑応答がありました。20 日には教育委員会表彰及びスポーツ表
彰選考会を開催し、本日上申させていただき審査いただきました。
以上です。
理事兼学
まず、実績報告です。10 月 25 日に学力向上会議に出席しました。30 日
校教育課 は英検ジュニア開催し 16 名の参加、11 月６日は中学生英語暗唱大会を 15
長
名の参加で開催しました。５日は中野中でふるさと教育の指定研究校発表
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会、12 月２日は志々伎小でＩＣＴ教育の指定研究の中間発表会がありまし
た。３日は教育支援委員会を開催し、特別支援の就学について審議してい
ただきました。
今後の予定ですが、１月 18 日教職員人事について教育長ヒアリングに出
席予定です。以上です。
理事兼生
まず、実績報告です。11 月 13 日、14 日県民体育大会が県北地区をメイ
涯学習課 ン会場として開催され、11 競技、約 200 人が参加しました。19 日平戸松浦
長

地区人権教育研究大会が、約 90 人の参加により開催されました。20 日平
戸文化センターにおいて、Ｖファーレン長崎ｖｓジュビロ磐田のパブリッ
クビューイングが開催され約 200 人のファンがＪ１昇格に向けて応援しま
した。
12 月 12 日中瀬草原クロスカントリーが約 200 人の参加により開催され
ました。19 日九州ブロック社会教育研究大会長崎大会が長崎県庁で開催さ
れ、本市の社会教育委員と生涯学習課職員が参加ました。
今後の予定ですが、１月２日に新型コロナウイルス感染拡大により中止
となった令和３年成人式の代替行事として、実行委員会主催による成人祝
賀会を、３日に令和４年成人式を文化センターにおいて市主催で開催予定
です。９日は、第 52 回平戸縦断駅伝大会を宮の浦から文化センターの区間
で開催します。県内 20 チームが参加予定です。以上です。

平戸図書
実績報告です。10 月 25 日、図書館を使った調べる学習コンクール審査
館長
会があり、平戸小から１名を推薦しています。27 日から 11 月７日は秋の
読書週間イベントとしてブックリサイクル、大人・こども映画会などを実
施しました。13 日、17 日はまちゼミ出張図書館を実施しました。ＣＯＬＡ
Ｓ事業として、17 日津吉はつらつ健康教室が、12 月 14 日平戸口社会館児
童が平戸図書館へ来館しました。以上です。
文化交流
まず、実績報告です。10 月 23、24 日平戸くんち城下つんのーで祭が旧
課長
町地区一帯において開催されました。11 月３日に平戸市美術展覧会表彰式
を開催し、作品の展示は 13 日から 28 日まで各会場において展示しました。
11 月１日から１か月間、世界遺産イルミネーションイベントを小春日地区
で実施しました。
12 月４日長崎ＯＭＵＲＡ室内合奏団と市内の中学校、高校の吹奏楽部コ
ンサートが平戸文化センターにおいて開催されました。12 日から１月 31
日まで、島の館において、企画展「生月島の渡り鳥写真展」を開催中です。
今後の予定ですが、12 月 26 日ふれあいセンターで、平戸出身や平戸に
お勤めだった教職員の方たちにより「平戸での出会いに愛をこめて」と題
して、ひらんコンサートが開催されます。１月 26 日から 30 日までふれあ
いセンターで長崎県選抜作家美術展が開催予定です。以上です。
- 9 -

令和３年 12 月定例会

教育長

報告が終わりました。委員の皆様から何かご質問、ご意見があればお願
いいたします。

委員

平戸図書館のＣＯＬＡＳ事業でスクールバスを送迎に利用しているよう
ですが、保育園等も利用できるのでしょうか。

平戸図書

事前にご連絡していただければ日程調整したいと思います。

館長
教育長

続きまして、(3)教育次長報告をお願いします。

教育次長

令和３年 12 月定例市議会についてご報告いたします。
12 月６日から 20 日までの日程で行われ、教育委員会関係としては、条
例議案１件、予算議案１件「平戸市一般会計補正予算（第 12 号）」、「指定
管理の指定について」７件及び「工事請負契約の変更について」提案し、
いずれも原案どおり可決となっております。
議案への質疑では、産業建設文教委員会等の中で工事請負契約の変更に
ついて、当初の設計が甘かったのでないかという指摘がありました。今後
は当初設計の段階から、教育委員会、学校、建築技師等で現場を詳細に確
認し、精度を高めていく考えであることを答弁いたしました。
一般質問につきましては、11 名の一般質問者があり、内５名が教育委員
会に関連するものでした。
まず、山内貴文議員からは、小中学校におけるタブレット端末の使用に
ついて質問をいただきましたが、主な質問といたしましては、タブレット
端末の使用による小中学校の授業の現状やインターネットを通じてのいじ
めやトラブル等への対処、通信環境不備家庭に対する支援、端末の破損に
対する賠償などの質問がありました。
授業の現状については、新学習要領の趣旨を踏まえ、ＩＣＴを活用して
個別学習や協働的な学びを行っていること。フィルタリング等のセキュリ
ティ対策やパスワード設定の状況については、適正指導、管理に努めてい
ること。通信環境対策としては、要保護、準要保護家庭に無償のルーター
の貸し出しを行っていること。端末の破損については、故意でなければ、
保護者の負担は無いことなど回答いたしまた。
次に、松口茂生議員からは、児童・生徒の登下校時の安全確保に関して、
通学路の点検等について質問がありました。
通学路の点検については、県、警察、学校等の関係団体と連携して平戸
市通学路安全推進連絡会を設置し、定期的に点検を実施しており、点検の
効果もあっていることなど回答いたしました。
また、学校での安全教育についても質問があり、危険回避の学習など行
い、自分の命は、自分自身の力で守ることのできる力を育む交通安全教育
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を行っている旨を回答いたしました。
次に、針尾直美議員からは、生涯学習課における人権教育の実施状況、
学校におけるＬＧＢＴ（性的マイノリティ）について、どのような教育が
行われているかについて質問がありました。
人権教育の実施状況については、人権講座の開催状況並びに関係団体と
の共催による人権教育研究大会について、回答いたしました。
ＬＧＢＴ教育については、今年度から中学校保健体育の教科書の採択理
由の一つとして「ＬＧＢＴ」の記述あることが挙げられていることとなっ
たことやそうした教材を通して、性の多様性を知りどうすればみんなが安
心して生活できるかを考える人権教育の観点からも取り組んでいる旨を回
答いたしました。
また、ＬＧＢＴ教育を行う上での配慮や課題については、教員や保護者
の理解、環境づくり、養護教諭やスクールカウンセラーなどを含めた相談
サポートや医療機関、専門機関との連携が図れる支援体制の整備について
回答いたしました。
次に、大村謙吾議員からは、ＩＣＴ教育について通信環境に関し質問が
あり、現時点では電波が届かない家庭はありませんが、立地条件によって
は、電波が不安定な家庭はあるようなので、大手通信会社が電波改善措置
を無償で貸し出す制度もあることなどを回答いたしました。
次に、池田稔巳議員からは、子ども達を取り巻く防犯対策に関し、声掛
け事案等の状況や、対応について、また防犯カメラの設置状況について質
問がありました。
声掛け事案、不審者情報は令和元年度４件、２年度６件、３年度８件あ
っているが、児童生徒に危険が及ぶような事案は起こっていないこと、も
しも起こった場合の対応については、学校はまず被害にあった子どもの心
のケアを行い、教育委員会、近隣の学校、警察等に連絡し、ＰＴＡ等とも
連携をはかりパトロールを実施するなどの対応を行う旨を回答いたしまし
た。
また、防犯カメラの設置については、市内の公共施設の設置現状の一つ
として学校の状況のお尋ねでしたが、津吉小学校のみの設置であること回
答いたしました。
以上、報告いたします。
教育長

報告が終わりました。委員の皆様から何かご質問、ご意見があればお願
いいたします。
（「ありません。」の声あり。）

教育長

(4)その他について、事務局から報告等がありますので、説明をお願いし
ます。
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理事兼学
平戸市教育支援委員会が 12 月３日に開催され、本年度の審議結果の答申
校教育課 を受けましたので、ご報告いたします。
長

本委員会は、医師等の専門的な知見をお持ちの方を委員として、21 名で
構成されています。平戸市教育委員会の諮問により、令和４年度の特別支
援学校や特別支援学級、通級教室の入級措置等について、適正な就学につ
いてご審議いただいております。審議の結果は配布している資料にあると
おりです。
以下、説明省略
以上、報告いたします。

委員

県立佐世保特別支援学校北松分校の生徒は、少ないようですが減るとい
うことですか。

先ほど説明した人数は、新たに就学する児童生徒数で減るということで
理事兼学
校教育課 はありません。松浦市からの就学者も３名増える予定で、現在よりも増え
る見込みです。実際に学校を見学していただいてから判断してもらってい
長
ますので、徐々にですが分校を選ぶ方が増えているものと考えています。
委員

資料の備考欄の休級、復級とはどういう意味ですか。

休級とは、種別ごとになりますが、以前特別支援学級がありましたが、
理事兼学
校教育課 令和４年度には該当者がいなくなり学級が一時休止になるということで、
復級とは、逆に該当者が令和４年度に就学することによって、特別支援学
長
級が復活するということになります。
また、開設とは、今までその学校には特別支援学級がなかったものが、
新たに特別支援学級ができるということになります。
委員

言語障害の子どもの数が高学年になるにつれ減っているように見えるの
ですが、訓練によるものでしょうか。

年齢が低いこともあり低学年の方が多い状況ですが、訓練により修了し
理事兼学
校教育課 ていくようです。
長
福祉課から平戸市障害者計画及び障害者福祉計画策定委員会の委員交替
教育総務
の推薦を依頼されております。
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が、先に推薦させていただきました平戸市障
害者自立支援協議会との関係性や会議も同日に開催するようでありますの
で、できれば同協議会委員と同じ方を推薦いただきたいと依頼されており
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ますので、岡委員にお願いできればと思います。任期は、令和４年６月 30
日までの残任期間でございます。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

了解いたしました。

教育総務
また、長寿介護課から平戸市介護保険事業画等策定委員会の次期委員の
課長
推薦を依頼されております。
これまで、久家前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したが、先月の任期満了に伴う退任により
替わりの委員を推薦するものです。任期は、３年間ですが、今回は令和５
年３月 31 日までの残任期間でございます。
委員の皆様でご協議をお願いいたしますが、教育委員としての任期の関
係もございますので、氏田委員にお願いできればと思います。
委員

了解いたしました。

教育長

その他に委員の皆様から何かご質問、ご意見がありますか。

委員

先月、田平地区で声掛け事案がありましたが、関係機関等への周知はど
のようにしているのでしょうか。

理事兼学
事案発生後の学校から関係機関等への周知については、教育委員会、近
校教育課 隣の学校、警察署に第一報をいれるとともに、保護者へメール等を利用し
長
て事案の内容と注意喚起を行います。同時に、児童生徒にも安全指導を行
うとともに、教職員は、ＰＴＡ関係者、警察等、関係機関とともに事案発
生場所近辺のパトロールを行います。教育委員会としては事案発生につい
てすべての学校にメールにて注意喚起を行うとともに必要に応じてパトロ
ールを行います。
委員

民生委員なども可能な限り巡回などの協力もするし、また、
（警察の）補
導員の方々もいますので、ぜひ活用していただきたいと思います。

理事兼学
民生委員や地域の補導員の方々への協力依頼については、事案の内容に
校教育課 応じて平戸市少年センターなど関係機関と連携してまいります。
長
岡委員
今朝の長崎新聞に小鳩保育園の餅つき大会に国際交流員が参加し、園児
と交流を深めた記事が掲載されていました。素敵な交流をしているなと感
じました。
一方、「わいせつ教職員200人処分」という記事があり、たくさんの児童
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生徒も被害を受けているようですが、本市の状況を次回の定例会にでも教
えてください。
委員

最近、ヤングケアラー問題が話題となっている。本市の状況や対策など
を次回の定例会にでも教えてください。

教育長

教育次長

それでは、次回の教育委員会定例会の日程等について、事務局から説明
をお願いします。
事務局としましては、次回定例会を１月 20 日（木）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、１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。

森本中部
公民館長

施設のご案内をいたします。
説明、省略

教育長

（日程第９ 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 12 月教育委員会定例会を終了いたします。
皆様お疲れ様でした。

午後 12 時 20 分

閉会

令和３年 12 月 22 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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