平成 27 年４月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 27 年４月 20 日(月)

場

所 平戸市役所本庁４階

出席委員
出 席 者

午前９時 55 分開会

第２委員会室

中島善治委員長、末吉幸德委員、松本美穗子委員、吉田あつ子委員、
杉澤伸慈教育長
松田教育次長、入口学校教育課長、川渕生涯学習課長、石田総務施設班長
（教育総務課）

委員名

質疑等
（日程第１

委員長

午前 10 時 55 分閉会

開会）

先ほどの第１回総合教育会議、大変お疲れ様でした。
ただいまから、平成 27 年４月定例教育委員会を開会します。
（日程第２ 会議録署名委員の指名について）
日程第２会議録署名委員の指名についてですが、４月会議録署名委員を
松本・吉田委員にお願いします。

両委員

委員長

はい。
（日程第３ 会議録の承認について）
日程第３会議録の承認についてですが、事前に３月会議録を配布してお
り、目を通していただいていると思います。内容等について、委員の皆さ
んのご質問等があればお願いします。
（ありません。の声あり。）
会議録を承認することでよろしいですか。

一同

異議なし。

委員長

それでは、会議録を承認することにいたします。
（日程第４ 教育長の報告について）
次に、日程第４教育長の報告をお願いします。
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４月定例会（公開用）

教育長

３月の定例教育委員会から本日までの実績について、掻い摘んで報告を
いたします。
３月 26 日には、県公民館大会の第３回実行委員会がありましたが、これ
は、１月に本市にて開催されました県公民館大会の総括及び反省を行いま
した。
27 日及び 30 日には、生涯学習課関係の社会教育委員会、尐年センター
運営協議会、放課後子ども教室運営委員会、生涯学習推進会議を行いまし
た。
31 日には、市教育委員会事務局退職者、転出者の辞令交付式、市退職者
辞令交付式、定期人事異動に伴う市部課長辞令交付式及び教職員退職者辞
令交付式、４月１日には、新年度の市教育委員会臨時職員辞令交付式、転
入者辞令交付式、市新規職員辞令交付式及び公立学校転入教職員辞令交付
式と年度末・年度初めの辞令交付式が行われました。
その間に、定例部長会があり、新年度に向けた市長の訓示を受けたとこ
ろございます。
３日には、特別支援教育支援員及び学校図書館支援員の辞令交付式を行
いました。
６日から８日にかけて、市内小中学校の第１学期始業式、入学式が行わ
れました。
９日には、退職校長会春季総会が開催され、今年度より、寺田会長から
糟谷会長に会長職が代わられました。
10 日には、午前中に第１回行革推進本部会議が行われ、午後から本年度
当初の校長研修会が行われ、私の説示のほか、各課からの事業説明、学校
教育課から指導連絡を行いました。
13 日には、平戸幼稚園入園式の後、午後から教頭研修会が行われ、同じ
く私の説示のほか、学校教育課から指導連絡を行いました。
17 日には、中学校教育研究会総会があり、本日は、先ほど第１回の総合
教育会議が行われました。
今後の予定ですが、本日午後には、松浦市で平戸・松浦・北松ブロック
の初任者研修実施運営委員会が開かれます。
明日 21 日には、第１回の都市教育長協議会が長崎市で開催されます。
翌 22 日には、教育委員長と共に、県市町村教育委員会連絡協議会合同理
事会、県・市町教育委員会合同会議に出席することになっております。
その後、私だけ、県・市教育委員会スクラムミーティングが予定されて
おります。
27 日から 30 日までの４日間、台湾親善訪問団の本市団長として、参加
予定です。
５月に入りまして、１日には、小学校教育研究会総会が平戸小学校で行
われる予定です。
10 日には、市内 12 の小中学校において運動会、体育大会が開催される
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教育長

予定になっておりますが、私は、本年度、田平中に出席予定です。
14 日には、県の校長会研究大会松浦・平戸・北松大会が松浦市において
開催予定になっております。
翌 15 日には、市のＰＴＡ連合会総会が開催予定であります。
18 日には、10 年経過教員研修実施運営委員会が行われる予定です。
19 日には、県市町村教育委員会連絡協議会総会及び県市町教委の合同研
修会が大村市において開催予定であり、教育委員長はじめ教育委員の皆様
と同行する予定にしております。
その他これから入ってくる行事、会議等については、次回の定例会にお
いて報告したいと思っています。
以上で報告を終わります。

委員長

ありがとうございました。教育長報告について、委員から詳しくお聞き
したいことがありましたら、お願いいたします。
質疑等はありませんか。
（ありません。の声あり。）
それでは、次に移ります。
（日程第５ 報告）
日程第５報告に入ります。第６号報告「平成 27 年４月１日平戸市教育委
員会職員異動」について、事務局の説明を求めます。

教育次長

委員長

それでは、第６号報告「平成 27 年４月１日平戸市教育委員会職員異動」
につきまして、資料を基に説明させていただきます。
以下、省略。
「平成27年４月１日平戸市教育委員会職員異動」につきまして、説明さ
せていただきました。各委員から意見はありませんか。
（ありません。の声あり。）
それでは、第６号報告「平成 27 年４月１日平戸市教育委員会職員異動」
について、承認してよろしいですか。
異議なし。
ありがとうございました。第６号報告「平成27年４月１日平戸市教育委
員会職員異動」について承認いたしました。
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４月定例会（公開用）

委員長

次に、第７号報告から第10号報告までについては、教育委員会規則その
他教育委員会の定める規程等になりますので、一括して、事務局の説明を
求めます。

総務施設
それでは、第７号報告「平戸市教育委員会事務局決裁規程の一部を改正
班長
する訓令」、第８号報告「平戸市立学校給食共同調理場条例施行規則の一部
を改正する規則」、第９号報告「平戸市立幼稚園条例施行規則の一部を改正
する規則」、第 10 号報告「平戸市多子世帯保育料軽減事業補助金交付要綱」
につきまして、資料を基に説明させていただきます。
以下、省略。
委員長

第７号報告から第10号報告までについて説明がありました。各委員から
意見はありませんか。
（ありません。の声あり。）
それでは、第７号報告から第10号報告までについて、承認してよろしい
ですか。

一同

異議なし。

委員長

ありがとうございました。第７号報告「平戸市教育委員会事務局決裁規
程の一部を改正する訓令」、第８号報告「平戸市立学校給食共同調理場条例
施行規則の一部を改正する規則」、第９号報告「平戸市立幼稚園条例施行規
則の一部を改正する規則」、第10号報告「平戸市多子世帯保育料軽減事業補
助金交付要綱」について、承認いたしました。
次に、第11号報告「平戸市学校医の委嘱」について、事務局の説明を求
めます。

教育次長

それでは、第 11 号報告「平戸市学校医の委嘱」につきまして、資料を基
に説明させていただきます。
以下、省略。

委員長

第11号報告「平戸市学校医の委嘱」について説明がありました。各委員
から意見はありませんか。
（ありません。の声あり。）
それでは、第11号報告「平戸市学校医の委嘱」について、承認してよろ
しいですか。
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一同
委員長

異議なし。
ありがとうございました。第11号報告「平戸市学校医の委嘱」について、
承認いたしました。
（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、今月は後援１件のみですが、各委員から
質疑等はありませんか。
（ありません。の声あり。）
それでは、承認することでよろしいでしょうか。

一同

異議なし。

委員長

それでは、共催・後援等について、承認することといたします。
次に、(2) 各課長報告ですが、教育総務課の方から順番に説明をお願
いします。

総務施設
班長

教育総務課から、概要について報告させていただきます。
３月 26 日には、子ども・子育て支援新制度に係る説明会が長崎市で開催
されましたので、出席しました。
31 日及び４月１日の辞令交付式においては、教育長から報告がありまし
たので割愛いたします。
また、先ほど行われました第１回総合教育会議開催に向けた総務部総務
課との協議を 16 日に、市長への説明を 17 日に行いました。
17 日には、市学校事務職員担当者研修会が田平町民センターで、県学校
給食共同調理場連絡協議会監査及び理事会が諫早市で行われました。
今後の予定ですが、22 日には、事務の共同実施連絡協議会が行われる予
定です。
５月 11 日には、本年度奨学資金貸付に係る市の奨学資金貸付基金運営委
員会を開催する予定です。
以上で説明を終わります。

学校教育
課長

学校教育課です。
４月３日ですけれども、教科書無償給与事務及び採択事務説明会が佐
世保市で行われました。これとは別ですが、平成 28 年度の中学校教科
書改訂に向けた教科書採択が本市担当となっておりますので、今後関係
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４月定例会（公開用）

学校教育 会議を開催し、滞りなく進めていきたいと考えております。
課長

その他、教育長と重複するところについては、割愛いたします。
今後の予定ですが、21 日には、全国学力・学習状況調査が小学校６年
生及び中学校３年生を対象に行われます。また、県の学力調査が小学校
５年生の国語・算数及び中学２年生の国語・数学、22 日には、中学校２
年生の英語を行う予定にしております。
23 日から 24 日にかけて、県義務教育課主催で指導主事研修会が長崎
市で行われますので、本課職員全員が参加予定です。
また、本年度の運動会･体育大会が４月 26 日を皮切りに行われます。
27 日には、本年度初回の市ＩＣＴ教育検討委員会を開催予定です。
５月 23 日・24 日には、球技と武道の市中学校総合体育大会を市内各
中学校で行う予定にしております。
以上で説明を終わります。

生涯学習
課長

生涯学習課の報告をいたします。
４月１日に、黒崎義介画伯之像建立に向けた現場打合せを行いまし
た。
16 日には、県の体育協会生涯スポーツ委員会及び体育大会実行委員会
が長崎市において開催されました。
19 日には、市図書館非常勤職員面接を行いました。
今後の予定ですが、明日 21 日に、協働によるまちづくり担当者会議
が行われる予定です。
23 日には、Ｂ＆Ｇ海洋センターの非常勤職員面接を行う予定です。
連休明けの５月 11 日には、（仮称）平戸市総合情報センターに購入
分約５万冊、約２千箱の図書搬入を予定しております。
15 日には、（仮称）平戸市総合情報センターについて、市議会文教厚
生委員会の所管事務調査が行われる予定になっております。
以上で説明を終わります。

委員長

ありがとうございました。それぞれの課より説明が終わりましたが、
次に、(3) 教育次長報告をお願いします。

教育次長

私からは、４月 10 日に行いました第１回市校長会研修会で使用した資料
を基に、本年度の教育委員会事務局の概要について説明させていただきま
す。
詳細については、文化遺産課分も含め、後でご一読いただきますようお
願します。
本年度は、先ほどの総合教育会議開催等を含む教育委員会制度改正に伴
う新制度の円滑な移行を行います。
次に、各委員会を立ち上げ、第２期平戸市教育振興計画及び学校適正規
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教育次長 模及び配置に向けた基本方針を策定したいと考えております。
また、子ども・子育て支援新制度が本年度よりスタートしており、市民
福祉部福祉課と連携しながら、円滑な移行を行います。
学校施設面では、小学校屋内運動場耐震改修事業、山田小学校校舎耐震
改修事業及び屋内運動場非構造部材耐震化事業と耐震化完了に向けて、多
くの工事が行われる予定になっております。
その他、学校教育課においては、平成 28 年度からの中学校教科書改訂に
向けた業務、そして、生涯学習課においては、８月１日の（仮称）総合情
報育センター開館に向けた準備を行っていきます。
以上で報告を終わります。
委員長

ありがとうございました。教育次長及び各課長等からの報告が終わりま
したが、委員から質疑等はございませんか。
総合情報センターが８月１日オープンを予定しているとのことですが、
現在の進捗状況及び式典をどのように考えているのか、教えていただきた
い。

生涯学習
８月１日は、落成式の開催を考えており、内容について、生涯学習課及
課長
び図書館を中心に会議を開いて検討している状況です。概要がまとまり次
第、提示したいと考えています。
教育次長

工事の方は、４月末日まで工期延長をし、最終段階になっております。
平成27年度工事として、駐車場の舗装工事も予定しております。なお、併
せて、書架、図書の搬入を行っていく予定にしております。
式典については、オープン初日は大々的に行うことは考えておらず、内
覧会を中心に行い、日程を改めて講演会を行おうと考えております。
オープン当日は、来館者にノベルティを渡すこと等を検討しています。
進捗状況を見ながら、５月又は６月の定例委員会の際にでも、内覧会を
予定しましょうか。

委員長

是非とも、内覧会の調整をお願いします。
その他、委員からのご意見はありませんか。
（ありません。の声あり。）
ありがとうございました。それでは次の(4) 平成27年度平戸市教育委員
会の年間計画（案）について、事務局より説明をお願いします。

教育次長

本年度の実績を基に、総合教育会議開催等新制度に向けて、事務局にて
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教育次長 （案）を作成させていただいております。
総合教育会議におかれましては、市長部局で招集されますが、定例教育
委員会と併せた日程で、調整していきたいと考えております。
第２期平戸市教育振興計画策定の進捗を説明していきたいと考えており
ますので、９月までに２～３回、新教育長任命後に１回の開催予定になる
と思います。
本年度まで行ってまいりました市長との懇談会は、基本的に廃止し、総
合教育会議の中で、意見交換を行っていきたいと考えております。
また、学校訪問を２回、勉強会を２～３回開催予定にしております。
委員長

勉強会のテーマについては、教育委員及び事務局から提案していただけ
ばと思いますので、次回定例会までに考えてきてください。
私は、「学校統廃合」について、勉強できないかと考えておりますが。

教育次長

先ほど説明しましたように、本年度中に学校適正規模及び配置に向けた
基本方針を策定したいと考えており、この方針策定後に教育委員の皆様に
はお示し又は勉強会の開催を行いたいと考えております。

委員長

わかりました。
それでは、最後になりますが、次回の定例教育委員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

事務局としては、本年度の県市町教育委員会連絡協議会総会及び合同研
修会が５月19日開催予定であることから、前日に開催してはどうかと考え
ております。

一同

異議なし。

委員長

それでは、５月18日月曜日の午後１時からということで、委員の皆さん
よろしいでしょうか。

一同
委員長

異議なし。
それでは、次回定例会は、５月18日月曜日の午後１時から、教育委員会
会議室で行うことに決定します。
以上をもちまして、４月定例会を終了します。皆様お疲れ様でした。
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午前 10 時 55 分閉会
平成 27 年４月 20 日
会議録署名人
署名人 委員
署名人 委員
会議録調製職員
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