令和４年３月定例会

令和４年３月平戸市教育委員会定例会議事録

日

時

令和４年３月 18 日(金)

場

所

平戸市教育委員会応接室

出席委員
出 席 者

委員名
教育次長

教育長

午前９時 30 分開会

午前 10 時 50 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
質疑等
（日程第１ 開会）
ただ今から、令和４年３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。
皆さまおはようございます。
朝からものすごい雨で大変だったのではないでしょうか。ただ、この雨
は、桜の開花を早まるのではと思われます。開花予想日は３月 21 日だそう
です。
小学校、中学校の卒業証書授与式へのご出席、ご苦労様でした。コロナ
禍での卒業証書授与式はいかがだったでしょうか。卒業生や在校生の様子
はいかがだったでしょうか。
この後、学校では、わずか３週間足らずの間に、先生方との別れ、転入
職員や新入生との出会いが待ち受けています。まさに、出会いと別れが同
居する慌ただしい時期に入ります。
ここで報告を２件いたします。
まず、中学３年生の進路状況です。卒業生 258 名中、255 名が受験をし、
全員が合格をいたしました。その内、64.7％が市内の高校に合格していま
す。市内の高校への進学をこれからも進めていきたいと考えています。
次に、教職員の人事異動についてですが、昨日、各校の校長先生に説明
をし、内示をしました。本日、校長先生から本人への内示を行います。
さて、この教育委員会定例会も令和３年度最後の会になりました。１年
間の締めくくりとして、各課や３月議会の報告が議事として用意されてお
ります。次年度、スムーズはスタートを切るためにも、滞りなく締めくく
りたいと思いますので、ご協議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。
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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、３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。
（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、２月定例会及び２月臨時会の
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、２月定例会及び２月臨時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。３月３日、３月市議会定例会が開会し 24
日閉会予定です。７日から 10 日まで一般質問、16 日は産業建設文教委員
会で補正予算、当初予算の議案について審議していただきました。
15 日、17 日は市立小中学校の卒業証書授与式各学校において挙行されま
した。17 日は、臨時校長研修会において、教職員の人事異動について内示
を行いました。
今後の予定ですが、３月 24 日市立小中学校修了式、離任式となっていま
す。29 日は教職員退職者辞令交付式で、本年は校長、教頭ともに定年退職
者、勧奨退職者はいません。
４月６日小中学校着任式、始業式、７日は中学校入学式、８日は小学校
入学式の予定となっています。
11 日は校長研修会、12 日は教頭研修会、ともに令和４年度の最初の研修
会となっています。
以上、報告させていただきます。

委員

私は、平戸中学校と田助小学校の卒業証書授与式に出席しました。とて
も感動しましたし、先生方も頑張っておられるなあと感じました。田助小
学校では、保護者を来賓席に席を用意するなど工夫が感じられ感心しまし
た。

委員

私は、南部中学校の卒業証書授与式に出席しました。お別れのことばな
どとても感動しました。先生方も頑張っておられるなあと感じました。保
護者の方が喜んでおられたのが何よりでした。

委員

私は、生月中学校と生月小学校の卒業証書授与式に出席しました。とも
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にとても厳かですばらしい式でした。生月小学校では、在校生は５年生の
みの参加で、４年生以下の在校生は、各教室でオンライン配信していまし
た。
委員

私は、田平北小学校の卒業証書授与式に出席しました。久しぶりに出席
しましたが、入院している児童がいてリモートで式の模様を配信していま
した。
（日程第５

教育長

報告）

日程第５ 報告に入ります。
報告第２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。

教育総務
報告第２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
課長
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

教育長

それでは、報告第２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、原案のとおり承認いたします。
（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・後援等について、事務局の説明を求めます。

理事兼学
校教育課
長
教育長

学校教育課所管の後援について、ご説明させていただきます。
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。
（「ありません。」の声あり。）

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。
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教育総務
課長

まず、実績報告です。３月３日、３月市議会定例会が開会し、16 日に産
業建設文教委員会で議案を審議いただきました。
６日は中津良保育所竣工式に教育委員会を代表して出席しました。17 日
は根獅子小学校の卒業証書授与式に出席しました。
今後の予定ですが、３月 31 日、４月１日に各辞令交付式が予定されてい
ます。以上です。

理事兼学

実績報告です。２月 22 日学校保健会理事会に出席しました。

校教育課
17 日は山田小学校の卒業証書授与式に出席しました。あとは、今後の予
長
定も含めて、ほぼ教育長と同じですので割愛さていただきます。以上です。
理事兼生

まず、実績報告です。２月 28 日から３月 10 日まで、プロ野球独立リー

涯学習課 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
長
いました。子どもへの野球教室は、残念ながら中止となりました。７月に
は公式戦の開催も予定しています。
16 日は産業建設文教委員会で議案を審議いただきました。
18 日から 21 日には、ソフトボール日本リーグ優勝チームである平林金
属ソフトボール部が赤坂野球場で合宿を行います。20 日にはソフトボール
教室、同日午後から 21 日には、福岡大学や鹿児島県（株）山口水産などと
練習試合が予定されており、観覧無料となっています。以上です。
今後の予定ですが、３月 22 日、社会教育委員会、23 日は生涯学習推進
会議を開催予定です。以上です。
平戸図書
まず、実績報告です。３月５日は春のおはなし会、12 日は春の音楽会を
館長
行いました。10 日は学校図書館支援員システム研修会を実施しました。
今後の予定ですが、３月 26 日、春のおたのしみ会、４月下旬からはゴー
ルデンウィーク行事でおはなし会や映画会など開催予定です。以上です。
文化交流
まず、実績報告です。３月 11 日、長崎県「若者が輝く！文化芸術による
課長
地域ブランディング」長崎 OMURA 室内合奏団による寺院コンサート本成寺
において開催されました。
12 日からＳＷＥＥＴＳ ＨＩＲＡＤＯ ＦＡＩＲが、平戸城、平戸オラ
ンダ商館、市内お菓子店において 31 日まで開催されています。
今後の予定ですが、平戸和蘭商館跡 国指定史跡 100 周年記念として、
「オランダ街道スリー・デイ・バイクツアー」（～21 日）と題して、国際
交流員が、自転車で平戸オランダ商館から長崎出島まで 100ｋｍ以上を走
る予定です。以上です。
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
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いいたします。
委員

教育総務
課長

中津良保育所が旧中津良小学校跡への移転の経緯など教えてください。
また、体育館などの管理方法なども教えてください。
旧中津良小学校校舎については、跡地などを有効活用できるように地元
などを中心に公募したところ、中津良保育所から、旧園舎が老朽化してい
たこともあり、移転したいと要望があり、旧校舎の管理棟１階部分を無償
譲渡して実現しました。２階部分は市の倉庫として普通財産に移管し、企
画財政課が管理しています。
特別教室棟については、解体して園庭となっています。屋内運動場とグ
ラウンドは、中津良まちづくり運営協議会に無償貸付契約を交わして管理
してもらっています。

委員
委員

中津良地区の拠点にもなりうるような施設になりましたね。
生月町勤労者体育センターでグラウンドゴルフをやったのですが、石が
ゴロゴロしているし、ぼこぼこしておりひどい状態だった。何か改修計画
など予定していますか。

理事兼生
現在のところは具体的な改修計画はありません。数年前の国体の時に改
涯学習課 修をしましたが、グラウンドの状態が悪くなっていることは把握していま
長
す。今後、検討していきたと思っています。なお、令和４年度にはトイレ
の洋式化を実施予定です。
委員

ＳＷＥＥＴＳ

ＨＩＲＡＤＯ

ＦＡＩＲの状況はいかがですか。

文化交流
新型コロナウイルス感染症の影響で、動きが鈍いですが、観光客が全然
課長
いないわけではありません。
委員

単発で終わるイベントではなく、来年度また来てもらえるような工夫を
したらどうでしょうか。

委員

平戸城や平戸オランダ商館でもスイーツを販売しているのですか。

文化交流
平戸城見奏櫓では写真展示のみで、平戸オランダ商館ではポルトガル
課長
貿易と南蛮スイーツ展を開催しており、スイーツも販売しています。
教育長

続きまして、(3)教育次長報告をお願いします。

- 5 -

教育次長

令和４年３月定例会
令和４年３月定例市議会について、ご報告いたします。
先月の教育委員会でご審議いただきました予算議案２件について、いず
れも原案どおり可決となっております。
また、一般質問につきましては 13 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、大村議員からは、公民館等の公共施設の Wi-Fi 整備状況及び社会
体育施設、学校施設の除草の処分について質問がありました。
Wi-Fi 整備については、今後、公民館等については整備を図っていく旨
を回答いたしました。除草処分について、特に学校関係分については、こ
れまでもＰＴＡ連合会と協議を重ねており、処分場所、方法について困っ
ていることは承知している。今後も引き続きよりよい解決方法を模索すべ
くＰＴＡ連合会とは話し合っていく旨を回答いたしました。
次に、松口議員からは、小中学校の新型コロナウイルス感染症対策につ
いて質問がありました。
感染防止対策として非接触型体温計は、全学校に配置されること、また、
児童生徒のストレスケアについては、色んな場面で、きめ細やかに観察し
ていることや誹謗中傷はない状況であり、特に問題は起こっていない旨を
回答いたしました。
次に、綾香議員からは、教職員の働き方改革について質問がありました。
教職員の配置数、教師希望者の減、勤務状況などの現状分析、それに対
する教育委員会の取り組みについて質問があり、教職員の働き方改革は、
引いては平戸の子供への教育の質に関わる大事な問題であるので、保護者、
地域の理解を得ながら推進してもらいたい旨の話でありました。議員が、
日ごろ感じていた教職員の大変さを共通理解しながら、今後の改革推進を
推し進める上で、応援になるようなありがたい質疑となりました。
次に、近藤議員からは、若者定住対策について、平戸市の教育の強みを
生かし、平戸に魅力を感じてもらえるような教育施策の展開が必要である
という視点から、学力調査、ＩＣＴ教育ビジョン、統廃合関係、外部講師
の活用、スポーツ施設、英語検定関係など、多岐にわたり教育施策の今後
について質問がありました。現在行っている教育施策については、概ね評
価していただき、今後も推進してもらいたい旨の質疑でありました。
外部講師の活用について、「地域包括教育支援」の提案がありましたが、
現状行われている校長ＯＢや地域の協力者等の社会的資源による学習支援
については、今後も引き続き協力を願いしたい旨を回答いたしました。
次に、井元議員からは、コロナ禍での学校教育の現状と対応について、
また、プログラミング教育、小学校での教科専科、英語教育について質問
がありました。小学校での教科専科については、令和４年度から小学校高
学年からの教科担任制を導入する指針が、文部科学省から示されておりま
すが、本市においては令和４年度からの実施は、教員数などの課題もあり
時期尚早である旨を回答いたしました。以上です。
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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

教育次長

外部講師の活用について、
「地域包括教育支援」の提案というのは、どう
いうことですか。報酬などを支払うということですか。
校長ＯＢや塾講師などを社会資源ととらえて、社会資源を有効的に活用
し地域全体で教育支援を行うものです。嬉野などで事例があるようですが、
貧困などを理由としており特殊事情があるようです。嬉野の場合は、対価
として報酬を支払っているようです。

委員

今でもボランティアでやっていただいている方がいる現状の中で、ボラ
ンティアなら分かりますが、どうなんでしょうか。

教育長

教育長
宮﨑委員

有料の生業とは区別が必要で、また、お稽古事との区別が必要となって
きます。いずれにしろ、私たちは、子どものために、市民のために対応し
ていきたいと思います。
(4)その他について、何か委員の皆さんから何かありますか。
新型コロナウイルス感染症
すか。

令和４年度の学校活動はどうなっていきま

理事兼学
現在、長崎県の新型コロナウイルス感染レベルが２-Ⅰですが、今後も感
校教育課 染症対策を引き続き徹底しながら、通常の活動ができるようにしていく予
長
定です。
教育長

音楽の授業なども行えるようになっています。給食はまだ黙職している
状況です。おさかな教室なども実施しており、徐々にできることから実施
しています。

委員

全国学力・学習状況調査の実施時期は、いつ頃ですか。調査に向けた対
応は何かされていますか。

理事兼学
毎年、４月頃に実施されています。本調査の結果を受け、分析し学力向
校教育課 上プランを作成し対応している。また、過去の問題集を学習させたりして
長
いる。
教育長

それでは、委員会の日程ですが、次回の教育委員会定例会の日程等につ
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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４月20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、次回定例会は４月 20 日（水）午前９時 30 分から教育委員会
応接室において、ということで決定いたします。
（日程第７

教育長

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３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 10 時 50 分

閉会

令和４年３月 18 日

議事録署名人
署名人

委員

岡

署名人

委員

氏田

議事録調製職員
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康則（署名）
裕也（署名）

教育総務課長

田中

幸治（署名）

