令和４年１月平戸市教育委員会定例会議事録

日

時

令和４年１月 20 日(木)

場

所

平戸市教育委員会応接室

出席委員
出 席 者

午前９時 30 分開会

午前 12 時閉会

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４年１月平戸市教育委員会定例会を開催させていただ
きます。
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。

教育長

教育長

教育長

皆さんおはようございます。全国的に新型コロナウイルス感染者が急増
し、長崎市と佐世保市にまん延防止等重点措置が今月 21 日から３週間適用
されることになりました。平戸市も２けたの感染者が２日連続し、学校に
も影響を及ぼしています。
中学生は 60％以上の生徒がワクチン接種を済ませていますが、小学生は
ほとんどの子が接種をしていません。感染力が強いといわれるオミクロン
株の感染がこれ以上広がらないことを願いながら、厚生労働省や文部科学
省、そして、長崎県の指針に基づいて対応をしているところです。学校に
おいても、これから年間のまとめの学習に入る大切な時期に入るだけに、
新型コロナウイルスの感染拡大は大きな問題になっています。協力し、支
えながら、何とか乗り越えたいと思っていますので、ご理解とご協力をお
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 議事録署名委員の指名について）
続いて、日程第２ 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項の規定に基づき、１月定例会の議事録署名委
員を氏田委員、田中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。
（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、12 月定例会の議事録について
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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、12 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

教育長の報告について）

次に、日程第４ 教育長報告です。
主なものについて報告します。12 月 24 日、生月剣道スポーツ少年団が
１月初めに大阪で開催された全国大会出場の市長表敬訪問に同席しまし
た。１月２日、昨年中止となった成人式の代替え行事として開催された成
人祝賀会に出席しました。皆さん礼儀正しくて感動しました。３日は市主
催の令和４年成人式を開催しました。
６日、18 日は教職員の人事について県庁でヒアリングを受けました。内
容については、今後教育委員の皆様にもお示ししたいと思います。
９日は、第 52 回平戸縦断駅伝大会が県内チームに限定して開催されまし
た。11 日は適応指導教室「のぞみ教室」の始業式に出席しました。早く学
校への復帰を望んでいます。
今後の予定ですが、１月 22 日の長崎県スポーツ推進委員研究大会は、新
型コロナウイルス感染拡大により中止となりました。２月３日、４日の長
崎県都市教育長協議会は、１日に短縮となりオンライン会議に変更となり
ました。
６日は平戸市表彰式を開催し、市民表彰と併せて教育委員会表彰及びス
ポーツ表彰を実施予定です。公民館大会は表彰のみ行います。18 日は地区
別教育長会があります。
以上、報告させていただきます。

委員

今後の成人式ですが、９月の定例会において 20 歳で実施するということ
でしたが、決定ということでよろしいでしょうか。

理事兼生
20 歳で実施するということで市長と協議し決定していますし、議会にも
涯学習課 説明をしています。仮称「20 歳（はたち）の集い」ということで内容等検
長
討していく予定です。
委員

ＡＬＴは、新型コロナウイルス感染症の影響により、予定どおりに来日
できていないと聞いていましたが、現在、何人来日できているのですか。

７人予定のうち現在６人となっており、１人がまだ来日できていない状
理事兼学
校教育課 況です。
長

- 2 -

宮﨑委員
教育長

適応指導教室「のぞみ教室」は、現在何人通級しているのですか。
11 日の始業式は、３人が出席でしたが、中学生５人が対象となっていま
す。担任が参加できるように午後から始業式を行っています。
（日程第５

教育長

議事）

日程第５ 議事に入ります。
議案第１号 令和３年度平戸市教育委員会表彰の選定について、議案第
２号 令和３年度平戸市スポーツ表彰の選定について、関連がありますの
で併せて事務局の説明を求めます。

教育総務
課長

議案第１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

教育委員会表彰規則第７条及び第８条の規定に基づき、議案第２号 令和
３年度平戸市スポーツ表彰の選定について、平戸市スポーツ表彰規則第７
条及び第８条の規定に基づき、併せて審査をお願いするものです。
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、議案第１号 令和３年度平戸市教育委員会表彰の選定及び議
案第２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。

教育長

議案第３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
議案第３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
校教育課 ついて、同規則第３条の規定に基づき、許可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３号

平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく
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特別措置につきましては、全会一致で原案のとおり許可することといたし
ます。
（日程第６
教育長

報告）

次に、日程第６ 報告に移ります。
報告第１号 令和３年度平戸市生涯学習まちづくり表彰の選考につい
て、事務局の説明を求めます。

理事兼生
報告第１号 令和３年度平戸市生涯学習まちづくり表彰の選考につい
涯学習課 て、平戸市生涯学習まちづくり表彰規程第２条及び第５条の規定により選
長

考したことから、次のとおり報告いたします。
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、報告第１号 令和３年度平戸市生涯学習まちづくり表彰の選
考については、承認することといたします。
（都合により約 30 分休憩）

教育長

（日程第７ その他）
次に、日程第７ 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。

学校教育課所管の共催１件、後援１件について、ご説明させていただき
理事兼学
校教育課 ます。
説明、省略
長
理事兼生
生涯学習課所管の共催１件、後援５件について、ご説明させていただき
涯学習課
ます。
長
説明、省略
教育長
教育長

委員

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。
「子どもの潜在能力を引き出す脳科学」は、オンライン講座で４日で４
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回あるようですが、４回とも同じ内容でそのうち受講可能な日を選んで１
回受講すればよいのでしょうか。それとも、４回で１講座の４日間受講が
必要となるのでしょうか。
理事兼生
涯学習課
長
教育長

確認が取れていませんので、確認してご報告いたします。

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、
承認といたします。
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
課長

まず、実績報告です。１月５日、令和４年度予算査定がありました。12
日は、生涯学習まちづくり表彰選考会に出席しました。
今後の予定ですが、２月６日に平戸市表彰式を開催し、市民表彰、教育
委員会表彰、スポーツ表彰をする予定です。以上です。

理事兼学
まず、実績報告です。１月６日、18 日教職員人事について教育長ヒアリ
校教育課 ングに出席しました。19 日、通学路安全推進連絡会で紐差小学校区２か所、
長
根獅子小学校区５か所の合同点検を行いました。
今後の予定ですが、２月 18 日地区別教育長会で教職員人事について内定
される予定です。以上です。
理事兼生
まず、実績報告です。１月２日、令和３年成人式の代替え行事として成
涯学習課 人祝賀会、３日は成人式を開催しました。９日は、第 52 回平戸縦断駅伝大
長
会が開催され、県内 18 チームが健脚を競いました。
今後の予定ですが、新型コロナウイルス感染拡大により、１月 22 日の長
崎県スポーツ推進委員大会は中止、ひらど市民大学は延期にしました。県
下一周駅伝大会も中止です。30 日の平戸市ＰＴＡ研究大会北部大会・生涯
学習講演会は、現在のところ開催予定で、オンラインにより配信もいたし
ます。
２月６日は平戸市表彰式を開催予定で、同日午後は公民館大会を予定し
ていましたが中止とし、生涯学習まちづくり表彰などの表彰式のみとする
予定です。以上です。
平戸図書
実績報告です。１月５日、ＣＯＬＡＳ事業にビートル学童が来館しまし
館長
た。19 日、イクボスセミナーに出張図書館で出向きました。
今後の予定ですが、蔵書点検のため、１月 25 日から２月３日まで平戸図
書館、２月７日から 12 日まで永田記念図書館を休館いたします。
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19 日は、春の音楽会を開催予定です。以上です。
文化交流
課長

まず、実績報告です。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した。１月１日、オランダからの
国際交流員が、ＡＬＴ、市民の方お二人の参加で、オランダ式ダイブを千
里ヶ浜で行いました。
今後の予定ですが、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。２月５日は平戸オランダ商館開館 10 周年
記念式典、12 日は長崎県文化芸術による地域ブランディング事業コンサー
トを開催予定です。以上です。

教育長

委員

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。
図書館の図書の選定は、どのようにされているのでしょうか。

職員全員が利用者と常に接するので、市民が求める図書の傾向等を理解
平戸図書
しています。図書は分類（日本十進分類法０～９分類）で分けられており、
館長
平戸図書館では、その分類（門）ごとに、担当者を設定しています。
まず、図書館員全員で１週間に発行される書籍のカタログの購入希望図
書についてチェックを入れ、必要に応じて受け持ちの担当者ごとに協議を
行い、最終的な選書・発注は館長が行っています。
委員

図書の中には、全集のものなどがあると思いますが、全部最後まで揃っ
ているのでしょうか。

必ず、図書システムで重複がないか、続き物でとばしている巻がないか
平戸図書
確認しています。文学のシリーズものによっては、永田記念図書館の利用
館長
者によく読まれているものや生月図書室にファンが多い作家などもあるの
で、各館・各図書室の様子を見ながら発注を行っています。
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

今回は特にありません。

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。
理事兼学
学校における新型コロナウイルス感染症に対する対応について、ご説明
校教育課 いたします。
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長
委員

理事兼学

説明、省略
学校の消毒作業は業者への委託ではなく、職員で実施しているのですよ
ね。
普段から職員で、毎日接触が多いところなど中心にふき取りなど対応し

校教育課 ています。
長
学校の臨時休業の日数は、学校ではなく保健所が決めているのですか。
委員
保健所と協議を行い、濃厚接触者の特定などに必要な日数を臨時休業に
理事兼学
校教育課 しています。
長
教育長

12月定例会において、次回の定例会で報告するとしていました件につい
て、事務局から報告をお願いします。

新聞の掲載記事「わいせつ教職員200人処分」についての関連で質問があ
理事兼学
校教育課 りました本市の状況ですが、平成29年度に１件ありましたが、それ以降は
ありません。
長
また、ヤングケアラー問題については、全国的には17人に１人の5.8％が
ヤングケアラーとされているようですが、５月に全校児童を対象にアンケ
ートを実施したところ、その結果ではいないという状況です。
委員

新聞にはわいせつ被害の児童生徒数は書いていましたが、教職員の処分
の内容は書いていませんでした。どんな指導をしているのですか。

県からの通知に基づき、職員会議や不祥事防止の研修会の時間を確保し
理事兼学
校教育課 て、確実に指導を行っています。また、定期的に児童生徒や保護者アンケ
ートを実施し、早期発見、早期対応にも努めています。
長
委員

ヤングケアラーは、子どもに直接聞いてもその状況を認識できていない
ことも考えられ、分からないと思います。家庭訪問などが必要だと思いま
す。

なかなか、現実的には把握が難しいところです。福祉部と連携しながら
理事兼学
校教育課 把握と対応に努めていきたいと思います。
長
委員

子ども食堂が今日から開店すると聞きましたが、平戸市の状況はどんな
でしょうか。必要だから開店しているのでしょうから、人数や割合など把
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握されていれば教えてください。
子ども食堂については把握していませんでした。貧困で食事が必要だと
校教育課 いう子どもがいるということも情報は入っておりません。
理事兼学
長
委員

以前、南部地区でも子ども食堂を開くからという話がありましたが、必
要がないということで、結局開店しなかったということがありました。

教育長

この件については、確認してご報告したいと思います。

教育長

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。

教育次長

事務局としましては、次回定例会を２月21日（月）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、２月 21 日（月）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８ 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４年１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。

午前 12 時

閉会

令和４年１月 20 日

議事録署名人
署名人

委員

氏田

裕也

署名人

委員

田中

まきこ（署名）

議事録調製職員
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（署名）

教育総務課長

田中

幸治（署名）

