平成 27 年７月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時

平成 27 年７月 23 日(木)

場

所

教育委員会会議室（平戸市役所田平支所２階）

出席委員
出 席 者

午前 09 時 00 分開会

中島善治委員長、末吉幸德委員、松本美穂子委員、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 50 分閉会

開会）

ただいまから、平成 27 年７月定例教育委員会を開催します。
（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、７月会議録署名委員を
吉田・松本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、６月会議録を事前に配布してお
りましたが、内容等について、委員の皆さんのご意見、ご要望等があれば
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。

教育長

６月の定例教育委員会から本日までの実績について、掻い摘んで報告い
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教育長

たします。
６月 30 日には、市の部長、市議の皆さんと終日、玄海原子力発電所の視
察を行いました。再稼動に向けた安全性についての説明を受けてきたとこ
ろです。
７月入りまして、１日には、津吉小学校及び野子小中学校、３日には、
大島中学校の新任校長校訪問を行いました。校長より、学校経営方針とか
現在の学校の実態について、説明を受けたところです。
翌２日には、午前中に市戦没者追悼式が行われ、委員長にも出席いただ
き、ありがとうございました。午後からは、中部中学校の定例学校訪問を
行ったところです。
３日夕刻には、パラリンピック卓球選手団が本市で合宿をされるという
ことで、市長表敬訪問が行われましたので、同席いたしました。
６日午前中には、校長研修会が行われ、勤務終了後、市長と教委若手職
員との意見交換会が行われ、同席いたしました。
７日には、第２回の教科書採択選定委員会が、翌８日には、教頭研修会
が行われました。
９日には、東京のオランダ大使館で、三川内焼献上式典がございました
ので、三川内焼のルーツが平戸焼であることから、本市も招待され、市長
代理として出席してきました。
13 日には、鄭成功生誕祭前夜祭、翌 14 日には、鄭成功生誕祭が行われ
ました。４月に台湾を親善訪問した際にお世話になった方々と再会し、有
意義な時間を過ごすことができました。
15 日には、社会教育委員会がありまして、翌 16 日には、適応指導教室
「のぞみ」第１学期終業式を行いました。
17 日には、市の総合防災会議がございました。
21 日から 22 日にかけて、第２回の都市教育長協議会が五島市において
開催されましたが、急遽 22 日午後より市議会臨時会が招集となりましたの
で、当日午前中、平戸に戻ってきました。
そして、本日、定例教育委員会を迎えております。
次に、今後の予定ですが、本日午後には、登録有形文化財建造物修理関
係者等講習会が文化センターで開催され、全国から約 100 名が出席される
予定ですので、市長代理として挨拶する予定です。
25 日から 26 日にかけましては、台風の接近中で心配しているところで
すが、県の中学校総合体育大会で、本市選手団の激励に行く予定です。
28 日には、第２回の県北地区教科書採択協議会を開かれる予定でして、
ここで選定された次年度からの中学校教科書について、各市町の教育委員
会でご承認いただくことになっております。
29 日には、学校給食研究会総会が、31 日には、交通安全推進協議会が開
催される予定です。
８月に入りまして、１日には、未来創造館の落成式を予定しており、こ
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教育長

れまで様々な諸問題を解決し、ここまできたという感無量ですが、ここか
らがスタートと気持ちを新たにし、職員と共に頑張っていきたいと考えて
おります。
３日には、退職・現職の校長会合同研修会が、７日には、教育会全体研
修会が行われる予定です。
20 日には、子ども議会を開催する予定であり、昨年度質問及び答弁に対
する再質問の形式で行う予定です。３年サイクルで行っており、卖に議会
の模擬に留まらず、子どもたちの意見を真摯に受け止め、行政施策への反
映を含め、真剣に議論しております。
23 日には、第３回の県子ども育成総合検討会議が長崎市で行われる予定
です。
24 日から 25 日にかけて、社会人権・同和教育の推進懇談会及び地区別
研修会を開催する予定です。
28 日には、拡大学校予算委員会を行う予定であり、これは、次年度の予
算編成に向けて、全小中学校の校長及び事務職員、そして教育委員会が一
同に会し、協議を行うもので、県内でも先進的な取組みとなっております。
29 日には、合併 10 周年記念の平戸市社会福祉大会が行われる予定です。
その他にも行事、会議等が入るかと思いますが、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。教育長から報告がありましたが、委員から詳
しく聞きたいことがありましたら、お願いいたします。

委

員

子ども議会についてですが、この度の選挙権年齢を 18 歳以上に引き下げ
る改正公職選挙法が可決、成立したことを受けて、議会というものが、子
ども達にとってもより身近なものになると思います。できたら、高校生の
参加又は傍聴等についても検討いただきたいところですが、市として、義
務教育である中学生における本事業を継続していただきたいと思います。

教育長

他市からも、本市を参考に行っていきたい旨の意見が寄せられておりま
す。

委

員

教育長

委員長

本事業は、一般市民も傍聴できるのでしょうか。
はい。特段制限は設けておらず、傍聴できるものとなっております。そ
の旨の広い周知等に取り組んでいきます。
他に、意見等はありませんか。

７月定例会（公開用）

- 3 -

（ありません。の声あり。）
委員長

それでは、次に移ります。
（日程第５ 議事）
日程第５議事に入ります。第 25 号議案「平成 26 年度平戸市教育委員会
の自己点検評価報告書」についてですが、このことについては、前月の委
員会において、提案及び説明を受け、継続審議としておりました。
事務局からの追加説明を受けた後に、各委員からのご意見及び質疑を受
け、事務局との意見交換及び報告書の成案を作成したいと考えております。
それでは、事務局より追加の説明を求めます。

教育次長

委員長
委

員

教育次長

第 25 号議案「平成 26 年度平戸市教育委員会の自己点検評価報告書」に
つきまして、説明させていただきます。
これは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条の規定により
市議会への提出及び公表を行うものです。（中略）
先に配布させていただきました別添（案）についてのご意見等をお願い
いたします。
皆様の意見を反映させて、９月市議会定例会に上程したいと考えており
ますので、併せて、ご審議のほどをよろしくお願いいたします。
それでは、各委員からのご意見及び質疑をお願いします。
自らの反省も含めてですが、教育委員に就任して約２年が経ちますが、
学校訪問を２回しか行っておりません。調整が大変かとは思いますが、で
きたら、定例教育委員会開催日を終日利用するなどして、年間５校くらい
は訪問したいと考えております。
昨年度は、日程調整に支障をきたしたため、１回開催となっております。
学校現場の状況を把握し、今後の教育行政の政策及び活動に活かしていく
ということは、原点にあるものですので、今年度後期からでも、各学校と
調整を図りながら、できる限り多くの学校訪問を組み入れていきたいと考
えております。

委

員

教育次長

県市町村教委連絡協議会合同研修会の折に、各市町の意見等を求められ
ますが、本市においても、他市のように発言文章等を用意できないでしょ
うか。
これまで、テーマに沿った資料の提供を行っておりましたが、今後は、
教委事務局としての状況及び考え方をまとめてお渡しするようにしますの
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教育次長 で、それを基に、委員の皆様の考え方を肉付けして発表していただくよう
にお願いします。
委

員

現在、本市でいじめ、不登校等の報告はあっておりますか。

学校教育
いじめについて、１件あがっておりますが、学校の方から解決に向かっ
課長
ていると伺っております。また、不登校については、中学校４校から 10 名
の報告があがっております。これとは別に、適応指導教室に通っている生
徒１名ということになっております。
この対応といたしましては、平戸市いじめ防止基本方針を定めていまし
て、教育委員会に平戸市いじめ等学校問題対策チーム、市長部局に調査委
員会を設置し対応することとしております。現場である学校においては、
いじめ対策委員会を常設すると共に、年に３回程度の個人面談やアンケー
トを実施しているところです。
教育長

適応指導教室については、本人希望ではなく、個々の状況を把握し、通
級させており、現在２名が在籍しております。そのうち１名が６月から欠
席、１名は週に１日は在籍校への登校を行っている状況です。
この不登校については、文科省による定義が「欠席日数が年間 30 日以上」
となっており、年度中途から在籍校復帰した子どもも不登校として計上す
ることから、その時々の現況把握に努めているところでございます。

委

員

教育次長

本市の学校での読書活動は、県内でのトップクラスと聞いております。
また、この度、未来創造館が開館されますが、市民の中には、未来創造
館の存在自体知らない人も存在します。児童生徒も含む市民の多くが利用
できるように期待しています。
未来創造館の周知については、様々な媒体を通して行っておりますが、
今後も更なる市民への周知に努めます。また、未来創造館等公立図書館と
学校図書館の図書システムもネットワークでつながっており、この利活用
を学校教育課及び生涯学習課において連携を行い、市民の読書量の増加に
努めていきたいと考えております。

委

員

今後の本市学校統廃合予定はありますか。

学校教育
児童生徒数の推移について、これまでの状況及び今後の見通しを市民と
課長
共通理解した上で、適正規模及び適正配置の基本方針を本年度中に策定し、
次年度以降に具体的な計画に取りかかりたいと考えております。
委

員

現在、各学校のパソコン室について、授業中のみ開放していると伺って
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委

員

いますが、いつでも児童生徒がパソコン使用できるように常に開放できな
いのでしょうか。

学校教育
児童生徒の不必要なサイトへのアクセス、ウィルス汚染、破損等、機器
課長
の管理として、授業中のみの開放としています。
委

員

教育次長

現在の給食費滞納世帯はありますか。
平成 26 年度実績で、現年及び過年度合計滞納世帯は 36 世帯であり、滞
納額は 4,473 千円、収納率は 96.62％となっており、法的手段も含む滞納
対策に努め、収納率の推移は微増ではありますが、改善に向かっている状
況です。

委

員

心のホットラインが開設され、相談件数が１件となっていますが、周知
は十分図られているのでしょうか。

学校教育
県教育センターの親子ホットラインをはじめ、県内には多くの教育相談
課長
機関があり、本市の心のホットラインについてもネット等により周知を行
っていますが、相談件数が尐ないのは良いことだとしても、幅広く周知す
るよう更なる検討を行います。
委

員

放課後子ども教室について、各公民館等で行われているようですが、大
島や单部地区での必要はないのでしょうか。

生涯学習
本年度は、夏休みに中单部地区で公民館土曜学習事業として、実施予定
課長
であります。大島地区においても、今後、需要状況を把握しながら、子ど
もの居場所づくりに努めて行きます。また、厚労省所管の放課後児童クラ
ブとしても市内に４箇所事業運営を行っております。
委

員

メディア環境について、今後ともメディア安全指導員による指導をお願
いします。

生涯学習
メディア安全指導員養成講習会について、県が本年度まで行うこととな
課長
っており、今後は、各種団体で講座を開催する際に、この安全指導員を派
遣することとしております。
委員長

各委員さんと重複するところもありますが、まず、定例会議内容の充実
として、私を含め活発な意見交換が必要であったと反省しております。
次に、学校訪問についても、昨年度１回のみでありましたし、多くの教
育現場の実態把握をすることからも、増やしていきたいと考えております。
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委員長

いじめ、自殺についてですが、年度中に例規の整備を行いましたが、現
状の把握、防止対策、迅速な対応ができ得る体制づくりが必要と考えてお
ります。
学校統廃合についてですが、教育委員と委員会事務局との共通理解をし
ていきたいと考えております。
総合教育会議について、今年度から行われているわけですが、４月 20 日
に第１回目を開催したままとなっておりますので、今後、教育の行政の連
帯強化を深めていきたいと考えております。
最後に、勉強会として、これまでも行っておりますが、情報の共有のた
めにも今後とも、継続していきたいと考えております。

教育次長

首長が教育行政に果たす責任や役割が明確になるとともに、両者が教育
政策の方向性を共有し、一致して執行に当たることが可能となることから、
本市においても、年度早々に総合教育会議を開催しておりますが、次回は、
第２期本市教育振興基本計画策定における議案を教育委員会から申し入れ
を行う予定であります。
また、勉強会については、８月に本年度第１回の勉強会として「ＩＣＴ
教育」について、また時期をみて「世界遺産登録」についても、実施した
いと考えております。

委員長

ありがとうございました。それでは、事務局との意見交換ができました
が、第 25 号議案については、原案可決してよろしいですか。

一同
委員長

異議なし。
ありがとうございました。第25号議案「平成26年度平戸市教育委員会の
自己点検・評価報告書」について原案可決いたしました。
（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、共催２件、後援３件ですが、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。
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委員長

次に、(2) 各課長報告について、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

教育総務課ですが、掻い摘んで実績報告をさせていただきます。
本年度改修工事を行う校舎及び体育館について、工事内容及びスケジ
ュール等の協議を、６月 30 日に单部中、平戸小、７月 14 日に山田小、
中津良小、生月小、中部中、21 日に大島中で、各学校、業者及び行政が
一同に会し行いました。
７月６日には、第４回の市長とのふれあい給食を生月中学校で行いま
した。
９日、10 日の両日で、本年度施設修繕等を希望する学校の現地確認を
行いました。
21 日には、市内小中学校の学校用務員が一同に会し、５年前より勤務
能率の発揮及び増進を目的に研修会を開催しており、本年度は、日本茶
アドバイザーを招き、おいしいお茶の淹れ方について、講義及び演習を
行いました。
22 日には、平成 28 年度から平成 30 年度までの実施計画及び平成 32
年度までの長期計画について、財務部のヒアリングを受けました。
今後の予定としては、明日 24 日には、長崎市で行われる公立学校施
設整備期成会定期総会に市長代理として副市長が、同事務担当者研修会
に本課から出席予定です。
８月７日には、平成 28 年度予算に向けた第１回学校予算委員会が行
われる予定です。
以上で説明を終わります。

学校教育
課長

学校教育課です。教育長と重複する行事等は割愛します。
６月３日から７月７まで、市内全小中学校において、教育週間に係る
取組みを行いました。
７月１日には、第１回市特別支援教育コーディネーター研修会を行い
ました。
２日には、長崎市で行われた司書教諭等研修会に、学校教育課指導主
事１名及び学校図書館支援員全員が出席しました。
３日には、午前中に平戸小学校の児童、午後から市内小学校の教諭を
対象に、ラジオ体操指導者講習会を行いました。
17 日には、市内全小中学校で、第１学期の終業式が行われました。
19 日には、公立学校教職員採用試験が長崎市で行われました。
今後の予定ですが、31 日には、諸帳簿点検等のため学校訪問を予定し
ております。
８月４日には、子ども議会について、生徒会交流事業を終日行う予定
にしております。
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学校教育

９日の日曜日に、県民祈りの日として学校登校日にしております。

課長

19 日には、市内小中学校情報教育担当者会を開催し、その中で、本年
度導入しましたタブレット、電子黒板付き液晶プロジェクター等の研修
会を予定しております。
以上で説明を終わります。

生涯学習
課長

生涯学習課ですが、概要について、説明いたします。
３日には、第 53 回長崎県ＰＴＡ研究大会平戸大会実行委員会役員会
が行われました。
４日には、北部公民館の引越し作業を行いました。
９日には、新図書館の勤務体系等に係る市職員組合との団体交渉を行
いました。
10 日には、第１回市小中学校ＰＴＡ会長研修会が行われました。
15 日には、第１回市社会教育委員会を行いました。
今後の予定としては、27 日から 29 日まで、県子ども会ジュニアリー
ダー研修会が新上五島町で開催され、本市より６名の児童が参加予定に
なっております。
８月１日には、未来創造館の落成式典、その後に記念講演会を予定し
ております。委員の皆さんにおかれましては、出席方お願いいたします。
６日から７日にかけて、半元キャンプ場にて、野外体験キャンプ 2015
が開催されます。
24 日には、第 37 回尐年の主張長崎県大会が開催される予定になって
おり、平戸市で最優秀賞を受賞しました单部中の生徒が参加予定になっ
ております。
27 日から 28 日にかけて、長崎市において第 66 回九州地区公民館研究
大会長崎大会分科会が開催されますので、出席予定です。
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。続けて、(3)教育次長報告の後に、委員か
らの質問を受けたいと思います。それでは、教育次長からの報告をお願
いします。

教育次長

まず、８月１日に行われます未来創造館の落成式に向けて、現在、準備
の最終段階にきており、駐車場及び周辺の整備に努めております。当日は、
委員長には、式典への登壇及び市内児童らと一緒にテープカットを行って
いただきますので、お願いいたします。
７月 22 日には、市議会臨時会が行われましたが、これは、７月 13 日の
制限付一般競争入札において、大島支所庁舎・公民館建設工事（建築工事）
が落札されたことに伴う工事請負契約の締結の事件議決１件を上程、可決
されたところです。

７月定例会（公開用）
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教育次長

17 日には、平戸医師会より新図書館に図書費として 300 千円の寄附をい
ただいたところです。
明日 24 日には、黒﨑義介氏が黒子島を描いた絵画の贈呈式が行われる予
定です。
また、この度、旧宝亀小学校校長を努め、松浦市在住でありました森川
尚幸氏が死亡变勲を受章されておりますので、近日中に届けたいと考えて
おります。
以上で、教育次長報告とさせていただきます。

委員長

ありがとうございました。委員から詳しく聞きたいこと、質疑等はござ
いませんか。
成人式の見直しについて、今後の見通し等現況を教えていただけないで
しょうか。

教育次長

委員長

これまでの委員会でも、申し上げてまいりましたが、平成28年から統一
での開催方針で、現在、新成人を含めた準備委員会を行っているところで
ございます。
その他にご意見はございませんか。
（ありません。の声あり。）
それでは、最後になりますが、次回の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、特段ございませんので、委員の皆さんの都合に合わせ
たいと考えております。
（各々予定が入っている日を発言。）

委員長

一同
委員長

一同

それでは、８月25日火曜日の午前９時からということで、意見があって
おりますが、委員の皆さんよろしいでしょうか。
異議なし。
８月の勉強会ですが、テーマは「ＩＣＴ教育」についてということで、
６月の委員会の折に決定しておりますが、よろしいでしょうか。
異議なし。
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委員長

以上をもちまして、７月定例会を終了します。皆様お疲れ様でした。

午後 10 時 50 分閉会
平成 27 年７月 23 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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