令和４年２月平戸市教育委員会定例会議事録

日

時

令和４年２月 21 日(月)

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２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

皆さんおはようございます。北京冬季オリンピックが終わりましたが、
私にとって印象に残った人、それは、世代交代を垣間見たスピードスケー
トの前回大会まで向かうところ敵なしだった小平奈緒選手、団体競技の責
任の重さを改めて知ったジャンプの高梨沙羅選手、そして、ドーピング問
題でこれからも苦しみ続けるであろうフィギュアスケートのワリエワ選手
の３名です。
オリンピック選手になると、栄光を手にすると言われますが、代表にな
ることの大変さと国の期待を背負うプレッシャーの大きさは、私には想像
がつきません。誰のため、何のためにスポーツをしているのだろうと、同
情したくなります。自分のためにスポーツを楽しんでほしいと思うのです
が、選手にとっては違うんでしょうかね。
さて、新型コロナウイルス感染拡大の対策としてまん延防止等重点措置
が３月６日まで延長されましたが、本日から、県の指示で、部活動が自校
で２時間以内であれば実施できるようになりました。感染が収束したわけ
ではないので、心配をしています。
また、本日９時時点での小中学生の感染状況ですが、陽性者は３名。濃
厚接触により自宅待機者は２名とずいぶん減っています。これから学校で
は、年間のまとめとしての学習内容の定着への取組と高校入試の後期の試
験、卒業式や修了式が控えています。全員で取り組めるよう、なお一層の
感染防止に努め、有終の美を飾れるよう支援をしていきたいと思っていま
す。
本日は、県教育委員会で新型コロナウイルス感染症の陽性者が出たこと
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により、地区別教育長会が開催できなくなり、この会の内容を急遽変更せ
ざるを得なくなってしまいました。申し訳ありません。後ほど日程につい
て調整させていただきます。
それでは、日程に従い議事を進行します。

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、２月定例会の議事録署名委員を田中
委員、宮﨑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

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、１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、１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。２月３日、都市教育長協議会がオンライ
ンで開催されました。本市からは再任用フルタイム教職員の勤務体系につ
いて議題を提出し、意見交換を行いました。再任用の教職員に対し通勤時
間等の配慮はあるものの、給料が４割程カットされているにもかかわらず、
授業の受け持ち時間等については、他市においても特に配慮は見られない
現状のようです。
６日、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
彰を行いました。公民館大会は開催せず、公民館連絡協議会等の表彰のみ
行いました。
18 日は、拡大学校予算委員会を開催され、令和４年度の予算について、
学校長、事務教職員及び教育委員会において協議いたしました。この会議
は、他市には存在せず本市独自の会議であり、児童生徒数など学校規模に
もよりますが、等しく予算が配分されるように協議しています。
同じく 18 日に予定していました地区別教育長会は 22 日に延期となって
います。
今後の予定ですが、３月３日平戸市議会が開会予定です。８日、９日は
県立高校入試後期試験が実施され、16 日が合格発表の予定となっています。
15 日、17 日は小中学校の卒業証書授与式が各学校において実施される予定
です。24 日は小中学校の修了式、離任式、29 日は教職員退職者の辞令交付
式の予定となっています。
以上、報告させていただきます。
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委員

教職員の再任用制度は、定年退職の年齢延長が制度化されるまでの措置
として始まったものですか。若い方を雇用することにより、地域の活性化
にもつながるだろうし、育てることも必要かなと思いまして。

教育長

60 歳で定年退職後、年金受給が 65 歳となりましたので、それまでのつ
なぎの措置として導入されたものです。ただし、再任用者を全てフルタイ
ムで雇用すると、新規の職員の採用が減りますので、半数は短時間勤務（定
数外）で雇用しています。

教育長

（日程第５ 議事）
日程第５ 議事に入ります。
議案第４号
議案第 10 号

平戸市スクールバス管理運営規則の一部改正についてから
平戸市生月町Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則の一部改正

についてまで、規則の改正について事務局の説明を求めます。
教育総務
議案第４号 平戸市スクールバス管理運営規則の一部改正についてから
課長
議案第 10 号 平戸市生月町Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則の一部改正
についてまで、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、併せて審議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。

委員

議案第４号関係で、スクールバスを運行するなかで、帰りの時間ですが
小学生の低学年と高学年、また中学生の乗車状況はどうですか。

小学生の低学年と高学年と分けて運行しています。中学生については部
教育総務
活があるものですから、朝の通学のみの乗車となっています。
課長
委員

議案第９号関係で、田平町民センターの利用者の遵守事項の改正ですが、
改正前の２番がなくなるようですが、大事なことなので残しておく必要が
あるのではないですか。

今回の改正は、平戸市田平町民センター条例施行規則の洋式に記載され
理事兼生
涯学習課 ている遵守事項が本文の規定と相違していることから、整合性が取れてい
なかったもので、本文の規定に合わせる改正を行うものです。
長
教育長

それでは、議案第４号

平戸市スクールバス管理運営規則の一部改正に
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ついてから、議案第 10 号

平戸市生月町Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則

の一部改正につきましては、原案のとおり可決いたします。
教育長

議案第11号

平戸市オンライン学習環境整備支援事業補助金交付要綱の

制定についてから、議案第15号 平戸市教育委員会事務局決裁規程の一部
改正についてまで、併せて事務局の説明を求めます。
教育総務
課長

議案第 11 号

平戸市オンライン学習環境整備支援事業補助金交付要綱

の制定についてから、議案第 15 号 平戸市教育委員会事務局決裁規程の一
部改正についてまで、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、併せて審議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。

委員

議案第 11 号オンライン学習環境整備支援事業補助金ですが、設置費の補
助金の他に未整備の世帯への貸し出しもあるのですか。通信量に制限はあ
るのですか。

要保護・準要保護世帯については、市でルーターを 70 台導入し、貸し出
教育総務
しを行っています。通信料についても市で負担しています。
課長
家庭での学習用に必要な通信量としては、通常３ギガバイトを想定して
理事兼学
校教育課 おり、平戸市では１台５ギガバイトまでということで 70 台シェアして市で
通信料を負担しています。
長
委員

未整備世帯が１割ほどということですが、Wi-Fi 環境を整備しなかった
場合の対策はどうするのですか。

紙媒体としてプリントの配布をするとか、タブレットにオフラインでの
理事兼学
校教育課 ドリルを入れての対応となります。また、長期休業などの場合、未整備世
帯の児童生徒に学校に来て学習することも考えています。
長
委員

補助率３分の１ということですが、実際に整備する世帯は少ないと思い
ます。児童手当に通信料の一部を上乗せするとか考えられないのでしょう
か。少しでも通信料に対する補助があればいいかなと思いますが。

教育次長

通信料の負担については、タブレットの導入の際にも検討したのですが、
約 2,200 世帯分の通信料を全額負担するとなると、億単位の金額になるこ
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ともあり財政的にも多額になりますし、通信料はご家庭で負担していただ
くということにしました。
委員

他市の状況はどんなでしょうか。

理事兼学

市で負担しているところもありますが、国は、一人一台のタブレット端

校教育課 末は学習において、鉛筆やノートに並ぶマストアイテムと言っているよう
長
に、家庭でのインターネット環境の整備は当たり前となってきています。
教育長

今回は Wi-Fi 環境の整備を推進するという立場で補助制度を創設しまし
たが、今後、更なる検討が必要かもしれません。

教育長

それでは、議案第 11 号 平戸市オンライン学習環境整備支援事業補助金
交付要綱の制定についてから、議案第 15 号 平戸市教育委員会事務局決裁
規程の一部改正につきましては、原案のとおり可決いたします。

教育長

議案第16号 議会の議決を経るべき議案についての意見の申し出につい
て、事務局の説明を求めます。

議案第 16 号 議会の議決を経るべき議案についての意見の申し出につ
教育総務
いて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定により、議
課長
会の議決を経るべき事件の議案について、市長から意見を求められたこと
に伴い、平戸市教育長に対する事務委任規則第２条第９号の規定による意
見を申し出るものです。
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。

委員

当初予算の公民館防災用発電装置設置事業ですが、避難所でもある公民
館２か所の発電装置を整備予定のようですが、他の公民館には整備されて
いるのですか。

当初予算で未来創造館と田平町中央公民館の２か所を予定しています。
理事兼生
涯学習課 また、南部公民館である多目的研修センターは、農林課で当初予算に計上
する予定です。これで、全部の公民館の非常用電源が整備されることとな
長
ります。
委員

３月補正の学校保健特別対策事業で、非接触型検温器を購入するようで
すが、全部の小中学校に設置するのですか。
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教育総務
12 月補正において、全校設置予定で増額補正をしたところであり、今回
課長
の補正は、令和４年度分の前倒し補正となりますので、１台では不足する
学校など追加での購入を予定しています。
委員

同じく学校保健特別対策事業で、空気清浄機を購入するようですが、ど
んな教室に設置するのですか。

教育総務
これまでの予算で普通教室はほとんど整備できましたので、特別教室な
課長
ど追加での購入を予定しています。
委員

感染症対策としては、窓を開けての換気も大切で十分な対策を取ること
が重要になってきますね。

教育長

それでは、議案第 16 号 議会の議決を経るべき議案についての意見の申
し出につきましては、原案のとおり可決いたします。

教育長

議案第17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 17 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、次のとおり許可を求める。
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

教育長

それでは、議案第 17 号 平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく
特別措置につきましては、原案のとおり可決いたします。
（日程第６ その他）
次に、日程第６ その他の１のその他の報告に移ります。
(1) 共催・後援等の依頼については、今回はありません。
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。
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教育総務
課長

まず、実績報告です。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、スポーツ表彰を行いました。15 日奨学資金貸付基金運営委
員会を開催し、次年度の予約申請について審査予定でしたが、申し込みが
ありませんでした。次は４月に在学申請の受付をする予定です。18 日には
拡大学校予算委員会を開催し当初予算関係について協議しました。
今後の予定ですが、３月３日に平戸市議会が開会予定です。６日は中津
良保育所の竣工式、17 日は根獅子小学校の卒業証書授与式に参加予定です。
以上です。

理事兼学

まず、実績報告です。２月 18 日に予定していた地区別教育長会が 22 日

校教育課 午後に変更となり、教職員人事について内定される予定です。
長
今後の予定ですが、２月 22 日学校保健会理事会、８日、９日は県立高校
入試後期試験が実施されます。15 日、17 日は小中学校の卒業証書授与式が
各学校において実施される予定です。24 日は小中学校の修了式、離任式、
29 日は教職員退職者の辞令交付式の予定となっています。以上です。
理事兼生
まず、実績報告です。新型コロナウイルス感染拡大により、１月 22 日の
涯学習課 長崎県スポーツ推進委員大会は中止、ひらど市民大学は２月 19 日も併せて
長
延期となりました。30 日の平戸市ＰＴＡ研究大会北部大会・生涯学習講演
会は開催し、オンラインによる配信もされました。
２月６日は平戸市表彰式を開催し、同日午後は公民館大会は中止とし、
公民館連絡協議会表彰、生涯学習まちづくり表彰などの表彰式のみ行いま
した。
今後の予定ですが、２月 24 日少年センターなどによるネットパトロール
研修会を開催予定です。28 日から３月 10 日までの予定で、プロ野球独立
リーグに所属している福岡北九州フェニックスが、赤坂野球場でキャンプ
を行い紅白戦も予定しています。また、７月には公式戦の開催も予定して
います。
また、18 日から 21 日には、平林金属ソフトボール部の合宿も予定して
います。以上です。
平戸図書
実績報告です。蔵書点検のため、２月 28 日図書館連絡協議会、３月１日
館長
は図書館協議会を開催予定です。、２月７日から 12 日まで永田記念図書館
を休館しました。
今後の予定ですが、３月 19 日、キッズジョブチャレンジを受け入れ予定
でしたが、４月 29 日、30 日に延期になりました。26 日は、春のおたのし
み会、ライブラリーコンサートを開催予定です。以上です。
文化交流
まず、実績報告です。１月 20 日、友好都市である南安市と市内中学生と
課長
のオンライン交流を初めての試みを実施しました。
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１月 25 日、26 日には文化財防火デーということで 13 か所を巡回しまし
た。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
開催され 209 名の入場がありました。２月５日は平戸オランダ商館開館 10
周年記念講演会があり、ノールトワイク市長からもビデオメッセージをい
ただきました。19 日は平戸学講座「古写真と巡る平戸」を開催しました。
今後の予定ですが、３月 11 日に延期となっていた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。
市民大学が延期になりましたが、今年度中の開催見込みや来年度への影
響はありますか。

延期になった講座については、３月に開催する予定としていますが、現
理事兼生
涯学習課 在のところ予定はたっていません。来年度については、大学講師の派遣が
不透明な状況です。新型コロナウイルスの感染状況を見ながら進めていき
長
たいと思っています。
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状況についてですが、第６波にお
校教育課 ける影響ですが、これまで臨時休業が１校、学級閉鎖が５校６学級いずれ
長
も１日のみとなっています。
詳細省略
教育長

それでは、委員会の日程ですが、臨時会を開催する必要がでてきました。
臨時会と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、臨時会を２月25日（金）午前９時から教育委員会
応接室において、また、次回定例会を３月22日（火）か23日（水）のどち
らかに午前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
すが、市議会の日程決定後である25日の臨時会において決定できればと考
えています。
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教育長

それでは、臨時会は２月 25 日（金）午前９時から教育委員会応接室にお
いて、次回定例会の日程は、臨時会において
決定するということにいたします。

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２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２月 21 日

議事録署名人
署名人

委員

田中

まきこ（署名）

署名人

委員

宮﨑

トシ子（署名）

議事録調製職員
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教育総務課長

田中

幸治（署名）

令和４年２月定例会

