平成 27 年９月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時

平成 27 年９月 24 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 30 分閉会

開会）

ただいまから、平成 27 年９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、９月会議録署名委員を
末吉・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、８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

８月定例教育委員会を当初 25 日に予定しておりましたが、台風影響によ

９月定例会（公開用）
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教育長

る延期となったため、24 日から本日までの実績について、掻い摘んで報告
させていただきます。
８月 24 日には、午前中、教員採用２次試験模擬面接を行い、午後から指
導的立場にある方を対象にした社会人権・同和教育地区別懇談会、夕刻か
ら田平地区の市政懇談会が行われました。
25 日に予定しておりました一般の方を対象にした社会人権･同和教育地
区別研修会は、台風の影響で、延期した状態になっておりますが、中止に
なる可能性もあります。
26 日にも、教員採用２次試験模擬面接を行いました。
27 日には、午前中に校長研修会、夕刻に体育協会役員会を行ったところ
です。
28 日には、来年度の予算編成に向けて、全小中学校の校長、事務職員及
び教育委員会事務局が一同に会し、拡大学校予算委員会を行いました。
夕刻は、世界遺産登録を推進する市民の会総決起大会を行い、市民挙げ
て世界遺産登録に向けて頑張ろうという意思を確認したところでありま
す。
29 日午前中に、８月の定例教育委員会を開催し、午後から合併 10 周年
記念の平戸市社会福祉大会が平戸文化センターで行われました。
30 日には、市の防災尐年武道大会が行われました。
31 日には、教員採用２次試験模擬面接の後、ツーデーウォーク実行委員
会を行い、最終的な確認をしたところです。
９月に入りまして、２日には、定例部長会、合併 10 周年記念式典実行委
員会、ずっと住みたいまち創出本部会議が行われました。
５日には、３泊４日で行われました中野小学校の通学合宿閉校式があり
ました。
翌６日には、市民体育祭の開会式が雨天のため文化センターにて行われ
ました。
７日には、教頭研修会の後に、９月市議会定例会が開会され、午後から
と８日には、答弁書の打合せを行いました。
９日から 10 日にかけて、10 人の一般質問があり、11 日には、議案質疑
が行われましたが、後ほど、教育次長から報告させます。
13 日には、柳田邦男氏を講師に迎え、生涯学習講演会を開催いたしまし
た。
15 日には、市議会文教厚生委員会が行われ、18 日に議案審議、閉会とな
りました。
19 日及び 20 日には、ツーデーウォークを開催しました。参加者が若干
減尐しましたが、これは、昨年度は国体開催に伴い 11 月に、本年度はねん
りんピック長崎大会のリハーサル大会開催に伴い早めに開催した関係上、
県外からの参加者が日程調整困難であったためと判断しているところです
が、来年度は 10 月に開会予定です。
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教育長

そして、本日、定例教育委員会を迎えております。
次に、今後の予定ですけれども、本日及び明日の夕刻には、管理職員選
考２次試験模擬面接を行う予定です。本日は、田助小学校の通学合宿開講
式も予定されましたので、出席したいと考えております。
27 日には、ねんりんピック長崎 2016 リハーサル大会がゲートボール競
技を本市にて行われる予定です。
28 日には、生涯学習推進会議、翌 29 日には、中津良小学校の総合学校
訪問を予定しております。これは、全教職員対象に指導助言をする終日を
かけた訪問になります。
30 日には、10 月の定例部長会がございます。
10 月に入りまして、１日には、市制施行 10 周年記念式典及び祝賀会が
開催される予定ですので、委員の皆さんの出席もお願いします。
２日には、地区別市町教育長・小中学校長合同研修会が県教育センター
において行われる予定です。
５日には、志々伎小学校において校長研修会、７日には、例年どおり久
吹ダムにおいて市の中総体駅伝競技、翌８日には、ライフカントリーにお
いて小学校の陸上競技大会を行う予定です。
13 日、19 日及び 23 日には、定例学校訪問を予定しております。
14 日には、市議会決算特別委員会が行われる予定であり、平成 26 年度
決算について審査されることになっております。
18 日には、市民相撲大会と三地区青尐年剣道生月大会が同日に行われる
予定であり、市長と調整したいと考えております。
20 日には、教頭研修会を行う予定にしております。
今後、その他行事、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

総合学校訪問が中津良小学校で行われるということですが、校舎外壁が
かなり傷んでいるように見受けられます。改修の計画は、どのようになっ
ているのですか。

員

総務施設
同校校舎においては、耐震性はあるものの、築後 37 年以上経過した建物
班長
であり、大規模改修が必要であると考えております。しかしながら、一方
で児童の減尐も見られることから、本年度策定予定の適正規模・適正配置
基本方針及び次年度以降策定予定の同計画を見極めながら、学校等施設整
備計画を見直し、施設の整備を行っていきたいと考えております。
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委員長

他に、意見等はありませんか。
（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 29 号議案「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 29 号議案「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29号議案について説明がありました。ご審議のほどをよろしくお願い
いたします。
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29号議案について、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29号議案「平戸市学校医の委嘱」について、
原案可決いたしました。
（日程第６ 報告）
日程第６報告に入ります。第 21 号報告「議会の議決を経るべき議案につ
いての意見の申出」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 21 号報告「議会の議決を経るべき議案についての意見の申
出」につきまして、
「平成 27 年度平戸市一般会計補正予算（第４号）」の教
育に関する事務に係る部分になりますが、資料を基に説明させていただき
ます。
以下、省略。
第21号報告につきまして、説明がありました。各委員から意見はありま
せんか。
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（ありません。の声あり。）
委員長

それでは、第 21 号報告について、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21号報告「議会の議決を経るべき議案につ
いての意見の申出」について承認いたしました。
（日程第７

その他）

次に、日程第７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４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。
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

教育総務課から、報告させていただきます。
この間、９月市議会定例会、各種会議が行われましたが、本課として
は、各種資料作成、調査回答、学校予算執行及び学校施設等工事に係る
協議等の平常業務を行いました。
今後の予定としては、本日、南部中学校にて第５回市長とのふれあい
給食を予定しています。
10 月 13 日には、第２回学校予算委員会が予定されています。
同日から 15 日の中で時間等詳細は未定ですが、平成 25 年度及び 26
年度のスクールバス運行及びスクールボート運航事業に対する地方交
付税検査が行われる予定です。
14 日には、市議会決算特別委員会にて平成 26 年度決算についての審
査及び平成 23 年度建設の田平北小学校校舎増改築事業の地方公共団体
金融機構実地検査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。９月１日には、始業式を行い、第２学期が始まりま

９月定例会（公開用）
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学校教育 した。
課長

８日には、この後の勉強会において説明します「平戸市小・中学校の
ＩＣＴ教育環境と今後の教育基本計画案」等を調査研究しております第
３回のＩＣＴ検討委員会を行いました。
13 日には、中部中学校の体育大会が行われました。
14 日には、市の就学時健康診断時にことばの検査を行うわけですが、
この研修会を平戸小学校で行いました。
20 日には、生月中学校の体育大会が行われました。
今後の予定ですが、27 日には、平戸中学校の体育大会が行われる予定
です。
10 月１日には佐世保市にて、２日には大村市において、地区別市町教
育長、小・中学校校長合同研修会が行われますが、ほとんどの市内校長
が佐世保市に、教育長含め本課職員については大村市に出席予定です。
４日には、平戸幼稚園で運動会が行われる予定です。
７日には、久吹ダムにおいて、中学校体育大会駅伝競技大会を男子、
女子の順で行う予定にしております。
８日には、小学校陸上競技大会をライフカントリーにおいて、終日行
う予定です。
９日には、県のＩＣＴ教育推進事業研究発表会が、長与町で開催予定
です。
16 日には、市の学校保健会保健主事研修会として、平戸消防署におい
て救急救命措置の研修を行う予定にしております。
21 日から 22 日にかけて、五島市において市町教育委員会学校教育課
長会議が行われる予定です。
29 日には、紐差小学校で、総合学校訪問を行う予定にしております。
その他、各地区の就学時健康診断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、重複しないような形で、説明させていただきます。
9 月２日には、定例記者懇談会において、13 日に行いました市民生涯
学習講演会について説明を行いました。
18 日には、県体育協会第２回生涯スポーツ委員会及び県民体育大会第
２回実行委員会が長崎市において行われました。
19 日及び 20 日には、第９回ひらどツーデーウォークを開催し、延べ
1,603 名の参加を得たところです。
今後の予定としては、10 月４日には、田平町民体育祭、北部、中部、
南部各地区の健康まつりが行われる予定です。
８日には、第 53 回長崎県ＰＴＡ研究大会平戸大会の第１回実行委員
会を予定されております。
10 日には、大島村体育大会が行われる予定です。
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生涯学習

21 日から 23 日にかけて、紐差小学校の通学合宿を行う予定にしてお

課長

ります。
22 日から 23 日まで、県の郡市体育主管課長会議、29 日には、県の人
権教育研究大会が西海市で行われる予定です。
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。委員から質疑等がありましたら、お願いしま
す。
小学校陸上競技大会には何年生の児童が出場するのですか。

学校教育
課長
委 員

全小学校の５年生、６年生を対象にしています。
中学校体育大会駅伝競技大会についてですが、昨年度、駐車場が分か
りにくかったという話を耳にするのですが、どのようになっています
か。

学校教育
大会運営に教職員であたっているのですが、平日であり、一部の生徒
課長
が出場する大会であるため、限られた人数での運営となっております。
また、会場への進入路が３箇所あるものの、松浦鉄道中田平駅からの
侵入を大会時間に通行止めとするため、昨年度、トラブルが起こったこ
とも承知しております。
本年度は、現地に新入路及び通行止めの看板設置、関係者への事前図
面配布等を学校に指示したいと考えております。
委

員

総務施設
班長

委員長

スクールボート運航事業とのことですが、どこを運航しているのです
か。また、何人の子どもが利用しているのですか。
高島地区の児童生徒の通学を確保するため、宮の浦港から高島港の区
間を運航しており、宮の浦定期船組合と毎年委託契約を締結しておりま
す。運航時間等については、毎年関係者が集まり決定しており、本年度
は、児童２名、生徒１名が利用しています。
本年度は、スクールバスを購入するのですよね。

総務施設
獅子地区スクールバス利用児童の増加により、計画を前倒しして、６
班長
月市議会に補正予算を上程、可決していただいたところです。
入札を終え、発注しているところですが、東京オリンピック開催等に
よるマイクロバス需要の増加により、生産が遅れており、11 月末までに
納車予定です。
９月定例会（公開用）
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委員長
教育次長

続きまして、(3)教育次長報告をお願いします。
それでは、いくつか報告をさせていただきます。
まず、９月市議会定例会について報告します。議案については、先ほど
の一般会計補正予算のほか、報告案件として皆様に協議・承認いただきま
した「平戸市教育委員会の自己点検評価報告書」について報告し、承認を
得ております。
一般質問では、10 名のうち５名から教育委員会に対して質問がありまし
た。
川上議員は「安倍政権の下、地方創生が進められている。未来創造館は、
まち・ひと・しごと、地方創生のよりどころとならなければならないが、
地方創生時代の社会教育と生涯学習社会とは何か、また現在の人員体制に
無理はないか。」との質問でした。
これに対して教育長から、社会教育、生涯学習について、改めて基本的
な概念についてふれたうえで「未来創造館、とりわけ北部公民館において
は、まず、講座に力点をおき、それぞれが直面する課題解決に向けて、ふ
さわしい内容の講座を開き、情報提供を行いたい。また、各種団体との共
催により、事業の幅を広げていき、さらに、青尐年健全育成事業、地域活
動の支援など、従来からの役割も継続して果たしてまいりたい。人員体制
については直面する課題だと認識している。今後さまざまな個人・団体を
つなぎ、巻き込み、企画としてまとめていくコーディネート力、課題解決
に向けて必要の情報収集を支援するレファレンス力、これらの能力は一朝
一夕に身につくものではなく、職員が必要な能力を身につけて対応して行
くには、どうしたらいいのか、どういう仕組みを作れば限られた予算と人
員の中で最大限の効果を発揮できるのか、体制強化を含め、必要な検討を
加えてまいりたい。」と答弁いたしました。
次に、松瀬議員は、公共工事の平準化についての質問でした。
「年間を通
して計画的に発注できているのか、偏った執行状況となっていないか。」と
いう主旨です。
教育委員会における学校施設、社会教育・体育施設等の公共事業は、比
較的国の内示も早いことから、８月までに大方の事業が発注を終えていま
す。ちなみに、事業費ベースの発注率は、学校施設で 82.3％、社会教育・
体育施設で 90.4％です。その他に単独工事として、学校施設及び社会教育
施設等の老朽化等に伴う工事請負費を予算化しておりますが、施設の状況
を判断しながら優先順位をつけ施工し、着工時期については緊急なものを
除き、下半期に実施しているところです。
次に、松尾議員の質問は、18 歳以上に選挙権が引き下げられる公職選挙
法改正に関して、本市の今後の対応と現状課題についての質問でした。教
育委員会に対しては、高校では公共という新科目が設けられ政治参加を育
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教育次長 む教育が始められるが、本市の学校ではそのような取組がなされようとし
ているのかとの質問に対して、市の範疇であります小学校では６年生の社
会科において、我が国の政治の働きについて学ぶ単元の中で、中学校では
３年生の公民的分野で、これまで学習してきている。
さらに、平戸市独自の取組として、中学生による子ども議会があり、他
にも、全ての中学校の３年生を対象とした市長とのふれあい給食、全小中
学校における租税教室などの取組の中で、主体的に政治に参画する人間を
育てることができるよう進めて参りたい答弁いたしております。
次に近藤議員からは、住民ニーズと縦割り行政のギャップについて、具
体的事例に舘浦公営住宅老朽化に伴う建て替えを見据え、検討議論ととも
に組織のあり方について質問がありました。
教育委員会には、独居老人の生活不安解消に関連して、学校給食会によ
る配食サービスの実施について市の考えが問われました。質問の背景の一
つには、児童・生徒数の減尐から今後、統合など再編が見込まれ、貴重な
人的、技術的な資源を生かす方策として議員の提言でした。
これに対して、学校給食調理場は、学校給食法に基づき、学校給食の目
標を果たすための重要な施設として、目的外使用には制限があり、運用上
問題が無いか、県や文科省に尋ね明確な回答を得ていない。コミュニティ
ビジネスとして、今後、可能性をもった分野でもある。
一方で、市では学校の適正規模・適正配置について学校給食調理場も合
わせて検討を進めているところであり、高齢者福祉の両面から総合的に判
断してくべきものであることから、福祉とも協議したいと答弁いたしまし
た。
山田議員からは、未来創造館について質問がありました。
８月の開館後の状況について、答弁と重なりますのであわせて、委員の
皆さんに報告させてもらいます。
未来創造館が開館してひと月半がたちました。初日の 1,256 人を皮切り
に、夏休み中は毎日 500 人を超える来館者があり、９月に入りましてから
は 300 人を超える来館者があっております。８月末現在の来館者累計は
18,014 人、平戸図書館の貸出冊数は 22,153 冊、新規登録者数 609 件、う
ち市外の方が 178 人となっております。ちなみに、昨年度、平戸図書館だ
けの年間入館者数は、約 12,000 人でした。
多くの皆様が、ロケーションと居心地の良さを感じてくれているようで
す。小さなお子様を連れた親子、勉強をしている中学生・高校生、英字新
聞を広げている方、専門雑誌に見入っている方、自前のモバイル端末を持
ち込み、ＳＮＳに書き込んでいる方、旅行中だけど夜、孫に読ませたいか
らと借りていった方、帰省中の方など、さまざまな方にご利用いただいて
おります。
開館間もないため、行き届かない点も多く、小さなトラブルや尐々うる
さかったことなど、ご指摘いただく場面も多くありましたが、おおむね順
９月定例会（公開用）
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教育次長 調に滑り出していると考えております。
今後の、平戸図書館の入館者維持と増加策についての質問ですが、第一
には、来ていただいた方の満足度をあげる取り組みです。館の魅力だけで
はなく、利用者のご要望にこたえる選書、調べ物相談への対応を強化しま
す。第二には、今まで図書館を利用されてこなかった方へのＰＲです。も
っとも効果的なＰＲは利用された方の良かったよという口コミですが、そ
れに頼ることなく、今回新たに企画した映画会とかライブラリーコンサー
トといった、新たな階層へ訴える企画を展開してまいりたいと考えており
ます。
具体的に、新図書館では「みんなでシネマ」と題し、毎月１回未来創造
館のホールを利用して映画の上映会を行うようにしました。
８月の第１回は、戦後 70 年ということもあり広島の原爆を舞台とした邦
画「父と暮らせば」を上映し、40 名ほどの参加がありました。また、夏休
み子ども平和映画会として子供向けアニメも２本上映いたしました。今後
は、毎月第４木曜の午後１時からを定期開催予定しております。
ライブラリーコンサートは、図書館友の会が演奏者を交渉し当日のセッ
ティングから司会に至る企画運営をし、毎月１回、図書館内を利用してミ
ニコンサートを開催しようとするものです。８月の第１回は、北部公民館
を使ってサークル活動をしているアンサンブルパレストリーナの皆さん
が、エントランスホールにおいて演奏をしていただきました。今後は平戸
瀬戸をながめながらのお月見コンサートや、開架室内においているピアノ
をつかったコンサート等が計画されているようです。
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。
（ありません。の声あり。）
(4)その他について、皆様から何かありませんか。

学校教育
10月１日の開催予定の市制施行10周年記念行事についてですが、アトラ
課長
クションに児童生徒が参加しますので、それについて情報提供させていた
だきます。
旧市町村単位で子どもを交えた伝統芸能を出すというもので、田助ハイ
ヤに田助小学校４年から６年の児童40名、生月勇魚捕唄に生月小学校児童
が５～６名、荻田浮立に田平北、南、東の３小学校から併せて20名、大島
の流儀に大島小学校から大根坂地区児童４名及び平戸の将来の夢に関する
作文発表を平戸中学校、中部中学校より２名の生徒が行う予定になってお
ります。
- 10 -

委員長

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、特段ございませんが、できれば第２回の総合教育会議
を併せて開催できればと考えております。しかしながら、市長との日程調
整も未だ行っておりませんので、ここでは、委員の皆さんの都合で予定し
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

それでは、10月23日月曜日の午前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。

教育次長

もし、先ほどお伝えした総合教育会議を行う場合は、市長との日程調整
し、19日に変更するかもしれませんので、念頭においといてください。
また、総合教育会議を行わない場合等は、世界遺産登録の中間報告を勉
強会として開催したいと考えております。

委員長

教育次長より、総合教育会議、勉強会の開催と併せて、９月定例教育委
員会の日程に変更が生じるかもとのことですが、後日、決定次第、委員の
皆さんに連絡を行うということで、よろしいでしょうか。

一同

異議なし。

委員長

以上をもちまして、９月定例会を終了します。皆様お疲れ様でした。
午後 10 時 30 分閉会
平成 27 年９月 24 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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