令和４年４月定例会

令和４年４月平戸市教育委員会定例会議事録

日

時

令和４年４月 20 日(水)

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

教育長

教育長

午後１時 30 分開会

午後２時 50 分閉会

岡康則委員、氏田裕也委員、田中まきこ委員
松永靖教育長
鴨川教育次長、永田理事兼学校教育課長、田中教育総務課長
赤木生涯学習課長、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４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。
ソメイヨシノや平戸二度咲き桜からヒラドツツジへと、季節は足早に移
り変わろうとしています。
教育委員会においては、職員が入れ替わり、各小中学校においては、新
一年生と新しい教職員が加わり、共に新しい人員で令和４年度がスタート
しました。
先週土曜日ですが、満月がとても大きくてきれいでした。皆さん見られ
ましたでしょうか？桜の花びらの色になぞらえて、ピンクムーンと言うそ
うです。
さて、本日の教育委員会定例会は、新メンバーでの初会合です。報告事
項がほとんどですが、どうぞ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 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、４月定例会の議事録署名委員に氏田
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、３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、３月定例会の議事録については、承認するこ
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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 24 日、３月市議会定例会が閉会しま
した。また、小中学校修了式、離任式が行われ、適応指導教室「のぞみ」
の修了式に出席しました。３月 28 日は教職員団体話し合いがありました。
３月 29 日は教職員退職者辞令交付式を行いました。
４月１日には、教育委員会職員、市役所新規採用職員、公立学校転入職
員等、会計年度任用職員の辞令交付式を行いました。今年度もコロナウイ
ルス感染症対策として、例年は県で行う新補校長や新規採用教職員等につ
いても、私の方から伝達交付をさせて頂きました。
６日に着任式・始業式、７日に中学校、８日に小学校の入学式が行われ
新入生は小学生 229 名、中学生 235 名でした。
15 日には都市教育長協議会が久しぶりに長崎市で開催されました。
19 日から本日まで、各校において全国学力・学習状況調査、県学力調査
が行われています。結果は７月頃に分かるものと思います。
今後の予定ですが、22 日には、平戸・松浦・北松地区の初任者研修会が
平戸市主管により行われます。今年は県下の新規採用者のうち平戸・松浦・
北松地区に 25 名が配属され、初任者研修を受けることになります。
以上、報告させていただきます。

委員

適応指導教室「のぞみ」は、今年度は何人くらいいるんでしょうか。

理事兼学
校教育課
長
委員

今年度は５人で、１人卒業し、新入生が１人となっています。

教育長

教育長

教育次長

教職員団体話し合いとは、どういう内容ですか。
教職員の異動や令和４年度から始まる新たな人事評価制度などについて
意見交換を行いました。
（日程第５ 報告）
日程第５ 報告に入ります。
報告第３号 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
ます。
報告第３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
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。
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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３号

平戸市教育委員会職員異動につきましては、原

案のとおり承認いたします。
教育長

次に、報告第４号

平戸市学校医、歯科医及び薬剤師の委嘱について、

事務局の説明を求めます。
教育総務
報告第４号 平戸市学校医、歯科医及び薬剤師の委嘱について、平戸市
課長
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

それでは、報告第４号 平戸市学校医、歯科医及び薬剤師の委嘱につき
ましては、原案のとおり承認いたします。

教育長

次に、報告第５号 平戸市立小・中学校長の勤務評価結果に対する苦情
の申立及び取扱に関する実施要領の廃止について、事務局の説明を求めま
す。

理事兼学
報告第５号 平戸市立小・中学校長の勤務評価結果に対する苦情の申立
校教育課 及び取扱に関する実施要領の廃止について、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
長
の規定に基づき報告するものです。
以下、説明省略
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。
教職員の人事評価は、これまで校長のみの実施だったんですね。
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理事兼学

これまでは、校長のみの実施でした。勤務評価結果に対する苦情の申立

校教育課 については、実績はありませんでした。令和４年度から全教職員が人事評
長
価の対象となり、九州の中では一番遅い実施となります。
教育長

それでは、報告第５号

平戸市立小・中学校長の勤務評価結果に対する

苦情の申立及び取扱に関する実施要領の廃止につきましては、原案のとお
り承認いたします。

教育長

（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・後援等については、今回は該当がありませんでした。
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。３月 23 日は、図書の贈呈式が行われました。これ
課長
は、創価学会が全国的に展開している図書贈呈活動として、辺地や離島、
地震や台風などの被災地など対象に行われており、今回は生月小学校、山
田小学校にそれぞれ 150 冊が贈呈されました。今後も両校に対して毎年 20
冊ずつの５年間で 100 冊が予定されており、合計 250 冊ずつの両校で 500
冊の優良図書が贈られる予定です。
３月 31 日から４月１日にかけまして教育委員会関係の辞令交付式を行
いました。４月 11 日校長研修会、15 日に学校事務職員研修会に出席しま
した。
今後の予定ですが、４月 26 日、事務の共同実施連絡協議会に出席予定で
す。以上です。
理事兼学
まず、実績報告です。３月 24 日は市内小中学校の修了式、離任式、29
校教育課 日は市公立学校教職員退職者の辞令交付式、翌４月１日には市公立学校転
長
入教職員辞令交付式を行いました。
４月６日は小中学校の始業式、７日は中学校と小中併設校の入学式、８
日は小中併設校を除いた市内小学校の入学式が行われました。
11 日は校長研修会、12 日は教頭研修会に出席しました。
19 日から本日まで、各校において全国学力・学習状況調査、県学力調査
が行われています。
今後の予定ですが、４月 27 日の義務教育関係指導主事研修会は、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により日帰りとなりました。
５月１日、８日、15 日、22 日には市内小中学校それぞれ運動会が行われ
ます。いずれも新型コロナウイルス感染症対策として半日開催予定です。
５月 28 日には市中総体球技と武道を行う予定です。以上です。
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生涯学習
課長

まず、実績報告です。３月 22 日社会教育委員会、23 日生涯学習推進会
議、29 日体育協会三役会を行いました。
４月１日には、辞令交付式の後に第 1 回公民館長会議を行い、まちづく
り運営協議会との連携について、情報共有を図っていこうということにな
りました。
４月 14 日には第１回市体育協会三役会を行いました。
４月 15 日には県スポーツ協会第１回生涯スポーツ委員会がオンライン
で行われ、今年度は県民体育大会が 11 月 12、13 日に開催予定ということ
です。
今後の予定ですが、４月 22 日に県・市少年センター連絡会議に出席予定
です。少年補導については、平成 15 年度には約 1,000 件あったものが、令
和２年度、３年度については０件になっています。コロナ渦や少年補導の
件数減などにより、補導パトロールの方法について見直しを図る予定です。
５月 10 日、市町村社会教育主管課長会議に出席予定です。以上です。

平戸図書
まず、実績報告です。３月 26 日春のおたのしみ会を永田記念図書館で行
館長
いました。
今後の予定ですが、４月 28 日から５月８日までＧＷの行事として、おは
なし会、映画会、工作教室など色々な催しを企画しています。
４月 29、30 日、３月末に予定していた Kids ジョブチャレンジ 2022 が新
型コロナウイルス感染症の影響により延期して開催され、図書館に受け入
れを行います。以上です。
文化交流
まず、実績報告です。２月１日から３月 31 日にかけて世界遺産と関連施
課長
設を巡るスタンプラリーを行いました。３月 12 日からＳＷＥＥＴＳ ＨＩ
ＲＡＤＯ ＦＡＩＲが、平戸城、平戸オランダ商館、市内お菓子店におい
て５月８日まで開催されています。
３月 19 日から 21 日平戸和蘭商館跡 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
りました。
今後の予定ですが、４月 29 日、30 日 Kids ジョブチャレンジ 2022 が開
催、４月 29 日から６月 26 日にかけて「古写真からみた平戸」企画写真展
が生月町博物館・島の館で開催、30 日、たびら昆虫自然園開園 30 周年記
念式典を開催します。５月 28 日に第 27 回按針忌を開催予定です。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
いいたします。
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委員

年間計画の中で、学校訪問だけではなく、昨年度のように社会教育施設
訪問も是非検討してもらいたいと思います。

教育総務
了解いたしました。学校訪問に加えて社会教育施設訪問についても計画
課長
をしていきたいと思います。
委員

いじめによる自殺についての報道で、学校や教育委員会の対応が遅いと
いうような報道をよく見ますが、平戸市としての対応はどのような状況で
しょうか。

理事兼学
命に関わるような重大事態については、市長の諮問に応じる「平戸市い
校教育課 じめ問題調査委員会」や教育委員会の要請に応じる「平戸市いじめ等学校
長

委員

問題対策チーム」など第三者委員会を設置しており、対応できるように組
織体制は整えています。そういった事例があれば、教育委員会定例会で報
告するようになりますが、これまで重大事態の実績はありません。ひやか
し、仲間はずしなど報告はありますが、いずれも年度内に解消しているよ
うです。
解消までの時間というのはどのくらいですか。

理事兼学
本人の受け取り方やケースにもよるのですが、いじめられた側が何らか
校教育課 の解決をしてから、３か月ほどいじめられているというように受け止めて
長
いなければ、解消となります。
委員

今後も慎重な対応をお願いします。

委員

私も相談を受けた経験がありますが、先生方の声かけなど難しいなと
思います。声をかけた方は良かれと思ってのものでも、声をかけられた
方はそうは受け取らないというようなこともあるようです。慎重な対応
が必要ですね。

教育長

確かに教師の一言や第三者の発言などで解決が長引く場合がありま
すので、そこはやはり慎重に対応すべきものだと考えます。

委員

先日、日頃から使用している亀岡グラウンドの草刈りをしたのです
が、生涯学習課の職員と一緒に協力してしました。ありがとうございま
した。使用者だけとか管理者だけが行うということではなく、双方が協
力して取り組めて良かったと思います。今後も一緒に協力して取り組み
たいと思います。
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委員

コロナ渦が長く続いていますが、一般の方のスポーツの新型コロナウ
イルス感染症対策は、現在はどのような対策をしているのでしょうか。

生涯学習
現在は、施設利用の制限などはしていません。利用者の方には、手洗
課長
い、消毒、マスク着用など基本的な対策をとってもらっています。
教育長

コロナ渦も長く続いており、慣れではないですが、ゆるみもあるでし
ょうから、年度始めでもありますし、再度、感染症対策の徹底について
周知するようにしたいと思います。

委員

体育振興会や青少年健全育成団体などの各種団体の事務局を公民館
で受け持っていると思いますが、事務局を各団体へ戻すという話はどう
なっているでしょうか。市職員が担うのが当たり前のように考えている
団体が多いようですが。

生涯学習
団体によって考えが違っており、事務局を戻しているものもあれば、
課長
公民館などで受け持っているものもあります。中々進んでいないのが現
状です。
委員

少年補導の実績がゼロということで、少年補導パトロールを見直すと
いうことですが、そのイメージはどのようなものですか。

生涯学習
具体的にはまだありませんが、４月 22 日に開催される県・市少年セ
課長
ンター連絡会議でも協議されると思いますし、他市のものを参考にして
いきたいと思います。
委員

教育長
教育次長

私も健全育成会でもパトロールしていますが、本当にほとんどいませ
ん。警察では、ネットパトロールも実施しているそうです。犯罪など起
きるときは、必ず人と会うはずということでしたので、現在、いないか
らパトロールをやめてしまうのではなく、効果的なパトロールを考えて
いくことが大切なのかもしれません。
続きまして、(3)教育次長報告をお願いします。
市長から招集されます総合教育会議については、例年同様２回の開催を
予定していますが、日程については未定です。
学校訪問についても、例年同様２回の開催を予定していますが、日程は
未定です。今年度は社会教育施設についても計画していきたいと思います。
総合教育会議、学校訪問等いずれも、教育委員会定例会と同日に計画した
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いと考えています。
例年、５月に開催しておりました長崎県市町村教育委員会連絡協議会総
会については、新型コロナウイルスの感染防止のため中止で書面決議に変
更予定です。また、県市町村教育委員会合同研修会については、オンライ
ンにより５月 30 日に開催予定です。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
いいたします。

教育長

(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。

教育総務
課長

総務課から平戸市交通安全協議会委員の推薦を依頼されております。
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。任期は、令和４年４月１日から令和６年３
月 31 日までの２年間でございます。教育委員の皆様には、他にも各協議会
等の委員に就任していただいておりますが、今回は田中委員にお願いでき
ればと思います。

委員

了解いたしました。

理事兼学
現在の小中学校における新型コロナウイルス感染状況を報告します。
校教育課
陽性者 19 名、濃厚接触者 35 名で、４月に入って学級閉鎖が６学級でい
長
ずれも１日のみです。
臨時休業する場合には、小学校、中学校、高等学校ともに情報を共有し
連携を図っています。
今後も感染症対策を引き続き徹底しながら、通常の学校活動ができるよ
うにしていきたいと考えています。
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
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５月24日（火）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５月 24 日（火）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。

教育長

（日程第７ 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４月教育委員会定例会を終了いたします。
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令和４年４月定例会
皆様お疲れ様でした。

午後２時 50 分

閉会

令和４年４月 20 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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