平成 27 年 10 月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時

平成 27 年 10 月 19 日(月)

場

所

未来創造館２階会議室Ｃ

出席委員
出 席 者

午後２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

午後３時 30 分閉会

開会）

ただいまから、平成 27 年 10 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、10 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、９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

９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。
９月 24 日には、定例教育委員会終了後の午後、田助小学校の通学合宿開
講式が行われました。
また、その後及び翌日夕刻に管理職員選考試験１次合格者を対象に、２
次試験模擬面接を行いました。
25 日には、市制施行 10 周年記念式典実行委員会があり、式典に向けて
の最終調整を図ったところです。
27 日には、来年度、ねんりんピック長崎 2016 として、本市でもゲート
ボール競技が開催予定ですが、このリハーサル大会として、ライフカント
リーで行われました。
28 日には、生涯学習推進会議があり、29 日には、中津良小学校の総合学
校訪問を行いました。
30 日には、10 月の定例部長会が行われ、月が変わって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ました。委員の皆さんには、お忙
しい中、出席いただきありがとうございました。子どもたちもアトラクシ
ョン、作文発表に出場し、よかったと思います。
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
において行われました。
５日には、志々伎小学校において校長研修会、翌６日には、管理職員選
考２次試験模擬面接を行いました。
７日には、市の中総体駅伝競技、翌８日には、小学校の陸上競技大会を
行いましたが、両日とも晴天に恵まれ、事故も無く盛会のうちに終わるこ
とができました。
13 日には、３校の定例学校訪問を行った後、夕刻よりノールトワイケル
ハウト訪問団が市長表敬訪問いたしましたので、これに立ち会いました。
14 日には、市議会決算特別委員会が行われ、平成 26 年度決算について
審査されましたが、特段問題なく終わりました。
15 日及び 16 日には、６校の目標管理校長面談を行いました。これは、
各校長から、年度当初に一年間の学校経営の目標を出させており、これに
対する進捗状況等を中間面談するものです。
16 日午後からは、学校給食共同調理場運営委員会を開催しました。今後
の学校給食費の値上げ等についても、結論までは至りませんでしたが、協
議を行いました。
18 日の日曜日には、市民相撲大会と三地区青尐年剣道生月大会が同日に
行われましたので、教育次長と調整し、出席したところであります。
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、この後、市長との総合教育会議を市長
室において行う予定です。
明日 20 日には、教頭研修会、21 日には、本市に滞在しておりましたノ
ールトワイケルハウト訪問団が帰国いたしますので、報告会及びお別れ会
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教育長

において、市長代理の挨拶を行う予定です。
23 日、26 日及び 27 日には、６校の定例学校訪問、28 日には、３校の目
標管理校長中間面談、29 日には、紐差小学校の総合学校訪問を予定してお
ります。
11 月に入りまして、１日には、北松農業高校の創立 70 周年記念式典が
開催される予定になっております。
３日には、市の美術展覧会表彰式が行なわれる予定であります。
４日には、３校の定例学校訪問を行う予定です。
５日には、市町村新任教育委員研修会、６日には、市町村教育委員研究
大会と開催される予定ですので、委員長はじめ委員の皆様と一緒に参加す
る予定ですが、両日、別件が入りそうですので、調整したいと考えており
ます。
７日には、中学校英語スピーチ大会を開催する予定にしております。
10 日には、校長研修会、翌 11 日には、平戸中学校の研究発表大会が行
われる予定になっております。
13 日には、県の中学校技術・家庭科教育研究大会が本市たびら活性化施
設において開催される予定です。
14 日には、市の読書感想発表大会を開催する予定になっております。
16 日には、教頭研修会を行う予定であり、17 日から 18 日にかけて、県
下都市教育長協議会を本市にて開催し、私の教育長としての任期を満了す
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。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。
総合学校訪問と定例学校訪問とありますが、どのような違いが有るのか
再度教えていただけないでしょうか。

学校教育
総合学校訪問とは、終日かけて、当該校の教師一人ひとりに校長を主と
課長
した教科指導員が張り付き、指導していくもので、定例学校訪問とは、２
時間程度、校長を中心に学校経営について指導助言していくものです。
委

員

ノールトワイケルハウト訪問団とありますが、どのような団体でしょう
か。

教育長

オランダ王国の市であり、本市が平成 23 年度より姉妹都市として締結
し、高校生によるホームステイを通じた交流を隔年毎に派遣、受け入れを
交互にしており、本年度が受け入れの年でした。
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委員長

11 月５日及び６日の教育委員研究大会について、事務連絡又は詳しい資
料等はありますか。

教育次長

委員長

委員の一人に他の公職用務予定が入っており欠席しますので、本年度は
４名の出席を予定しております。しかしながら、先ほど教育長から報告が
あったように当日、教育長の予定が入ってきておりますので、教育長の出
欠については微妙な状態となっております。資料等は後日お届けしたいと
考えております。
他に、意見等はありませんか。
（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 22 号報告「平戸市教育委員会行政手続にお
ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人
番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則」について、事
務局の説明を求めます。

総務施設
それでは、第 22 号報告「平戸市教育委員会行政手続における特定の個人
班長
を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例施行規則」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22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。
（ありません。の声あり。）
それでは、第 22 号報告について、承認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22号報告「平戸市教育委員会行政手続にお
ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人
番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則」について承認
いたしました。
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委員長

次に、第 23 号報告「平戸市要保護及び準要保護児童生徒援助費並びに特
別支援学級就学奨励費支給要綱の一部を改正する告示」について、事務局
の説明を求めます。

総務施設
それでは、第 23 号報告「平戸市要保護及び準要保護児童生徒援助費並び
班長
に特別支援学級就学奨励費支給要綱の一部を改正する告示」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23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。
（ありません。の声あり。）
それでは、第 23 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23号報告「平戸市要保護及び準要保護児童
生徒援助費並びに特別支援学級就学奨励費支給要綱の一部を改正する告
示」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、共催１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
委員長

総務施設
班長

異議なし。
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。
教育総務課から、掻い摘んで報告させていただきます。
９月 24 日には、南部中学校で、10 月８日には、平戸中学校で、市長
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総務施設 とのふれあい給食を行ないました。
班長

９月 30 日には、中部中学校の建築工事に係る指名委員会が行われま
したので、説明をしてきました。11 月 11 日に入札を行い、工事着工を
予定しております。
10 月９日には、16 日の学校給食共同調理場運営委員会に先立ち、学
校給食費の監査を行ないました。
13 日には、本年度第２回の学校予算委員会が行われ、重点要求項目及
び事務部会における問題点等の共通理解と今後の作業進捗についての
確認を行いました。
14 日には、市議会決算委員会の後、平成 23 年度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、平成 25 年度及び 26 年度の
スクールバス・スクールボート運行事業の地方交付税検査を受検し、特
段指摘されることはありませんでした。
19 日には、市の学校事務職員担当者研修会が行われました。
今後の予定としては、21 日に、生月小学校及び中津良小学校において、
屋内運動場耐震改修工事の竣工検査が行なわれる予定です。
23 日には、学校歯科医をお願いしています北松歯科医師会との連絡協
議会が予定されています。
以上で説明を終わります。

学校教育
課長

学校教育課です。教育長と重複する部分は割愛し、報告いたします。
９月 25 日には、松浦市立今福中学校で、10 月 13 日には、同志佐中学
校で、初任者研修授業研修が行われました。また、19 日には、同校にて、
同研修情報教育研修が行われました。
９月 27 日には、平戸中学校体育大会、10 月４日には、平戸幼稚園運
動会が行われました。
10 月１日大島地区、２日度島地区、５日田平地区、９日生月地区、13
日南部地区、16 日北部地区、19 日中部地区で、就学時健康診断を行な
いました。
今後の予定ですが、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。
11 月２日には、県の国語教育研究大会松浦・平戸大会が松浦市立志佐
中学校において、開催される予定です。
４日には、平戸小学校において、第２回の小中学校ＩＣＴ教育研修会
を開催し、教職員のＩＣＴに対する知見を向上させる予定です。
11 日には、松浦市立志佐中学校において、25 日には、同上志佐小学
校において、初任者研修研究発表研修が行われる予定です。
20 日には、適応指導教室交流会を行う予定にしております。
以上で説明を終わります。
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生涯学習
課長

生涯学習課ですが、概略を説明させていただきます。
10 月４日には、田平町民体育祭及び北部、中部、南部地区において、
健康まつりが開催されました。
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
会が行われました。
10 日には、大島村体育大会が開催されました。
今後の予定としては、21 日から 23 日にかけて、紐差小学校において、
27 日から 30 日にかけて、未来創造館において、紐差小及び平戸小の児
童を対象にした通学合宿を行う予定にしております。
31 日から 11 月１日にかけて、瓊川エンゼルス旗尐年野球大会、平戸
越南まつりが開催される予定です。
４日には、県下尐年センター職員研修会・所長会が本市未来創造館で
予定されております。
７日には、県公立高等学校ＰＴＡ連合会の平戸・松浦・北松地区の地
区別研修会が猶興館高校において、行われる予定です。
９日には、県民体育大会に出場する平戸市選手団の結団式を市役所本
庁玄関前において行なう予定です。
21 日には、22 日にかけて、コラスまつりとして、未来創造館ほかで
公民館まつりを開催すると共に、平戸文化センターを利用し、川口雅昭
氏を講師に迎え、生涯学習講演会を行う予定にしております。
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。委員から質疑等がありましたら、お願いしま
す。
なければ、続きまして、(3)教育次長報告をお願いします。

教育次長

それでは、３点報告させていただきます。
まず、成人式の合同開催についてですが、これは、これまでも説明して
きたところですが、本市として、平成 28 年から合同で開催することは決定
しておりまして、内容等について、新成人を含む実行委員会を立ち上げ、
協議しているところです。いまなお、難色を示す意見も一部にありますが、
経過的な措置として、送迎バスの運行、全体会の簡素化、各地区に戻って
からの公の施設の便宜供与等についても示しながら、今後丁寧に協議して
いきたいと考えております。
次に、教育委員会事務局の移転についてですが、これは、市長部局の庁
舎管理策として、本庁舎耐震改修工事に伴う、一時期田平支所庁舎への移
転を行なったわけで、工事完了に伴い、11 月 24 日からは本庁舎へ移転す
る予定で、準備に取りかかっております。
最後に、教育長の任期満了に伴う、新しい教育委員会制度への移行につ
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教育次長 いてですが、現在の情報では、11 月５日に新教育長任命に伴う人事案件を
含む市議会臨時会が行われる予定です。
なお、新教育長の任期が 11 月 19 日からとなるため、19 日に教育委員会
定例会を開催したいと考えており、総合教育会議についても、市長との日
程調整の上、その頃に開催し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。
（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。
（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、先ほど申し上げましたとおり、19日開催を希望してお
りますが、委員の皆さんのご都合を教えていただけないでしょうか。
また、先ほどお伝えした総合教育会議については、市長との日程調整し、
決定しましたら、ご連絡させいていただきます。
（各々予定が入っている日を発言。）

委員長

それでは、11月19日木曜日の午後３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。

一同

異議なし。

委員長

以上をもちまして、10月定例会を終了します。皆様お疲れ様でした。
午後３時 30 分閉会
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平成 27 年 10 月 19 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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