平成 27 年 11 月平戸市教育委員会定例会議事録
区 分
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時

平成 27 年 11 月 19 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

午後３時 00 分開会

午後４時 40 分閉会

小川茂敏教育長
中島善治委員、末吉幸德委員、吉田あつ子委員、松本美穂子委員
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

教育次長

只今から平成 27 年 11 月定例会を開催させていただきます。本日の定例
会は、ご案内のように、改正地方教育行政の組織及び運営に関する法律、
いわゆる新教育委員会制度の下での、初の会議となります。
これまで務めていただきました杉澤伸慈教育長は、昨日 11 月 18 日付け
を以て、４年間の任期を満了して退職されました。
後任には、去る 11 月５日に招集されました平戸市議会臨時会において、
市長による任命の同意がされた小川茂敏教育長が、本日付で就任されてお
ります。ここで、教育長のご挨拶をお願いしたいと思います。

教育長

皆さん、こんにちは。この度、教育長を拝命いたしました小川茂敏と申
します。
ご承知のとおり、本年度から新しい教育委員会制度がはじまり、総合教
育会議の設置や大綱の策定など、市長との連携強化が図られ、また、教育
委員長と教育長が一本化させるなど大きな改革の中にございます。このよ
うな転換期に、図らずも教育長という重責を担うことになり、身の引き締
まる思いでございます。
これまで、教育委員長として、本会を支えていただきました中島委員に
は、大変ご苦労様でございました。
これまでの委員長としての経験をもって、ご指導賜りますよう、よろし
くお願いいたします。
さて、平戸市では、従来から、教育長は学校長ＯＢがなされてきたとお
聞きし、私自身、全く想定外のお話でございました。出口教育長、吉居教
育長、杉澤教育長と、合併後３代に渡る教育長さんを知る者として、その
識見に富んだ魅力的な方ばかりで、教育長さんは、さすがに素晴らしい方
がなられるものだと正直そう思っていた中での、お話でありましたので、

11 月定例会（公開用）

- 1 -

教育長

大変な驚きと、思い悩んでの決断ではございましたが、任命を受け入れま
した以上、大変微力ではございますが、誠心誠意努めさせていただきたい
と存じますので、ご支援賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
私は、これまで、教育委員会の経験が無いかといえば、そうでもござい
ませんでして、若いころは、社会教育担当者として、また、合併後は、田
平分室長から、文化遺産課の和蘭商館復元室長を仰せつかりましたので、
これまで 37 年間の役所勤めの中、約９年間は教育委員会事務局におりま
す。とはいえ、教育委員会自体には数える程度の出席経験しか無く、また、
特別に教育方針を持っているものでもございません。
皆さんとのご議論とご指導を受けながら、取り組むべき課題を見出し、
対策を講じてまいりたいと思っているところでございます。ただ、今言え
ますことは、教育現場の先生方が、伸び伸びと目指すべき教育活動ができ
るよう、しっかりと支援したいと思っておりますし、その調整役を果たし
ていきたいと思っているところであります。また、生涯学習宣言都市にふ
さわしい、社会教育の充実に努めてまいりたいと思っております。
教育委員の皆様は、経験豊富な方ばかりでございますので、平戸市の教
育向上のために、更なるご指導賜りますよう重ねてお願い申し上げまして、
挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

教育次長

ありがとうございました。新教育長の任期は、改正地教行法によって、
本日から平成 30 年 11 月 18 日までの３年間でございます。皆さんには、教
育委員の名簿を配布しております。ここで、それぞれ自己紹介をお願いし
ます。

委

員

教育次長

教育長

皆さん、こんにちは。
以下、省略。
それでは、早速 11 月定例会の議題に入っていただきます。会議の議長は、
今回から教育長となりますので、よろしくお願いたします。
（日程第１ 開会）
それでは、日程に従い議事を進行します。
（日程第２ 教育長職務代理者の指名について）
日程第２教育長職務代理者の指名ですが、教育長職務代理者は、改正地
教行法第 13 条第２項において、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠
けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行うと定められて
おります。
従いまして、教育長の私から指名をさせていただきます。
教育長職務代理者に、これまで教育委員長を務めていただいておりまし
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教育長

た中島善治委員を、指名させていただきたいと思います。
これに、ご異議ないでしょうか。

一同
教育長

異議なし。
ありがとうございます。
それでは、中島善治委員を、教育長職務代理者に指名させていただきま
す。中島委員、どうぞよろしくお願いいたしします。
（日程第２の１

議事録作成事務局職員の指名について）

次に、会議日程に日程第２の１議事録作成事務局職員の指名につい
てを追加したいと思いますが、異議ありませんでしょうか。
一同
教育長

一同
教育長

はい。

本日から適用される、改正平戸市教育委員会会議規則第 16 条第１
項には、議事録は、教育長が事務局職員の中から指名して、これを作
成させるとなっております。
現在、教育次長が教育総務課長を兼務して以降これまで、教育総務
課総務施設班長を指名し、会議録を作成させてきており、引き続き新
制度の下での会議録改め議事録の作成を、教育総務課総務施設班石田
班長を、指名したいと思います。
併せて、今後必要に応じて石田班長における、会議での説明・答弁
を求めることも承認願いたいと思いますが、これに異議ありません
か。
異議なし。

それでは、議事録の作成者に教育総務課総務施設班長石田篤男を指
名いたします。
（日程第３

教育長

議事録署名委員の指名について）

続いて、日程第３議事録署名委員の指名についてですが、改正平戸
市教育委員会会議規則第 16 条第２項では、議事録には、教育長の指
名した２人の委員及びこれを作成した職員が署名しなければならな
いとされています。従いまして、11 月議事録署名委員を末吉・松本委員
にお願いします。

両委員

はい。

11 月定例会（公開用）
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（日程第４
教育長

会議録の承認について）

日程第４会議録の承認についてですが、10 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。

教育長

それでは、会議録を承認することにいたします。
（日程第５ 教育長の報告について）
次に、日程第５教育長の報告について、10 月の定例教育委員会から本日
までの実績について、本来、私から報告すべきところですが、就任直後で
ありますので、今回に限り事務局の方から報告させます。

学校教育
課長

それでは、私の方から読み上げて報告させていただきます。
まず、実績報告についてですが、19 日には、総合教育会議が市役所で行
われました。内容は、第２期教育振興基本計画策定等についてでした。
20 日には、教頭研修会が田助小学校で、21 日には、ノールトワイケルハ
ウト訪問団の報告会及びお別れ会が未来創造館で夕刻に行われました。
23 日、26 日及び 27 日には、田平北小、生月小、山田小、田平南小、大
島小、田平東小の定例学校訪問、28 日には、大島中、中野中、野子小中の
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行いまし
た。
31 日には、瓊川エンゼルス尐年野球大会が田平北小学校で行われました。
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
開催されました。
２日には、尐年の日の啓発パレードが田平支所の玄関から田平港まで歩
いてパレードを行った後、度島小中学校の目標管理校長中間面談を行いま
した。
３日には、市の美術展覧会表彰式が平戸文化センターで行なわれました。
４日には、根獅子小、志々伎小、南部中の定例学校訪問を行いました。
５日には、市議会臨時会が開かれ、杉澤教育長が退任の挨拶を行いまし
た。
６日には、諫早市で行われました県の中学校総合体育大会駅伝大会の応
援に出向き、32 チームの参加のもと、本市の結果については、男子が田平
中学校 20 位、平戸中学校 32 位、女子が平戸中学校 27 位、中部中学校 31
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学校教育 位でございました。
課長

７日には、市内全校から 22 名の参加を得て、中学校スピーチ大会をふれ
あいセンターで開催し、平戸中学校の瀧下さんが最優秀賞となり、本市代
表として２月に行われる予定の県大会に出場することになりました。
９日には、午前中に飯野和好＆江國香織講演会がふれあいセンターで、
夕刻には、県体出場の本市選手団結団式が市役所玄関前で行われました。
10 日には、校長研修会が田助小学校で行われました。
11 日には、平戸中学校の研究発表大会が行われ、13 日には、県の中学校
技術・家庭科教育研究大会がたびら活性化センターで行われました。
14 日には、ふれあいセンターで読書感想発表大会が開催され、21 名の参
加がありました。
16 日には、午前中に教頭研修会が中部中学校で、夕刻から税に関する作
文表彰式が未来創造館で行われました。
17 日から 18 日にかけて、都市教育長協議会を本市にて開催し、18 日夕
刻には、杉澤教育長の任期満了辞令交付式、見送り式を行ったところです。
次に、今後の教育長の予定ですけれども、21 日には、川口雅昭氏を招い
ての生涯学習講演会、22 日にはＣＯＬＡＳまつりが行われる予定になって
おります。
23 日には、伝えよう！いのちのつながり家族の絆表彰式が平戸文化セン
ターで行われる予定です。
12 月に入りまして、５日には、本年度新規事業としてイングリッシュ・
サークルを実施予定であり、現在 16 名の小中学生から参加申込みがあって
おります。これは、未来創造館から市街地でクイズやスタンプラリーをＡ
ＬＴと行いながら、英語にふれあおうというものであります。
６日には、中部地区駅伝・マラソン大会が紐差小学校をメイン会場に行
われる予定です。
以上で報告を終わります。

教育長

ただいま、学校教育課長より教育長報告をいたしましたが、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

教育次長

都市教育長協議会が本市で開催されたとのことですが、この会議の参加
対象、人数、内容等教えていただけないでしょうか。
正式名称は長崎県都市教育長協議会というものでして、県内 13 市の教育
長で組織する団体で、各市間の連絡を密にし、相協力して教育行政の進展
を図り、各市の教育行政の振興に資することを目的に、年４回開催してお
り、本年度第３回協議会を本市において行いました。杉澤教育長が今期を
もって退任されるということもあり、送別会を兼ねた情報交換会を行った
ところです。

11 月定例会（公開用）
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教育次長

また、今回の会議内容としましては、後援の承認、平成 28 年度会議スケ
ジュールの確認、全国都市教育長協議会理事会の報告及び「国際交流・外
国語活動の取組み」
「奨学金制度」
「学校給食センター」
「生徒指導上の問題
事案への対応」の４つのテーマについて、活発な意見交換が行われたとこ
ろであります。

委

員

教育次長

ありがとうございました。もう一点、ＣＯＬＡＳまつりとは、どういっ
たものでしょうか。
これは、以前から行っておりました北部公民館の公民館まつりを、この
夏に未来創造館を開館したことから、内容を充実し、開催するものであり
ます。

教育長

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６

議事）

日程第６議事に入ります。第 30 号議案は平戸市議会提出議案であるた
め、地行教法第 13 条第 6 項の規定によりまして非公開の審議といたします。
委員の皆様よろしいでしょうか。
一同

異議なし。

委員長

それでは、第 30 号議案「議会の議決を経るべき議案についての意見の申
出」及び第 31 号議案「平戸市就学指導委員会規則を廃止する規則」につい
て、関連しますので、併せて、事務局の説明を求めます。

学校教育
第 30 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」及び第
課長
31 号議案「平戸市就学指導委員会規則を廃止する規則」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。
教育長

第30号議案及び第31号議案につきまして、説明がありました。各委員か
ら意見はありませんか。

委

委員の選任については、新たに選任するものですか。就学指導委員会委
員が継続して行うものですか。

員
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学校教育
これまでの委員の経験を活用したいため、継続して就任していただきた
課長
いと考えております。
教育長

その他、ご意見はありませんか。
（ありません。の声あり。）

教育長

一同
教育長

学校教育

それでは、第 30 号議案及び第 31 号議案について、原案可決してよろし
いですか。
異議なし。
ありがとうございました。第30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」及び第31号議案「平戸市就学指導委員会規則を廃止す
る規則」について原案可決いたしました。
次に、第 32 号議案「平戸市学校等適正規模検討委員会要綱の一部を改正
する告示」について、事務局の説明を求めます。
それでは、第 32 号議案「平戸市学校等適正規模検討委員会要綱の一部を

課長

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。

教育長

第32号議案につきまして、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 32 号議案について、原案可決してよろしいですか。

一同
教育長

生涯学習
課長

異議なし。
ありがとうございました。第32号議案「平戸市学校等適正規模検討委員
会要綱の一部を改正する告示」について原案可決いたしました。
次に、第 33 号議案「平戸市自治公民館整備等補助金交付要綱の一部を改
正する告示」について、事務局の説明を求めます。
それでは、第 33 号議案「平戸市自治公民館整備等補助金交付要綱の一部
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。

11 月定例会（公開用）
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教育長

第33号議案につきまして、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 33 号議案について、原案可決してよろしいですか。

一同
教育長

異議なし。
ありがとうございました。第33号議案「平戸市自治公民館整備等補助金
交付要綱の一部を改正する告示」について原案可決いたしました。
（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
教育長

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。
10 月 20 日には、中部中学校校舎大規模改造工事の電気、機械設備の
指名委員会がありましたので説明をしてきました。本工事については、
建築も含め 11 月 11 日に入札があり、建築は株式会社久田組、電気は西
部道路株式会社、機械は株式会社玄海電設が落札しております。
21 日には、生月小学校及び中津良小学校の屋内運動場耐震改修工事の
竣工検査を行いました。
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
議会が関係行政機関等を含めて行われました。
28 日には、大島中学校の屋内運動場非構造部材耐震化工事の竣工検査
及び平成 27 年 12 月補正及び平成 27 年度決算見込みヒアリングを受け
てまいりました。12 月市議会定例会に、補正予算案として、６小中学校
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総務施設 のＬＥＤ化を含む屋内運動場非構造部材耐震化工事について、上程予定
班長

です。
29 日には、定員オーバーとなり通学時に２往復しておりました獅子地
区のスクールバスについて、新車が納車され、早速下校便から運行して
おります。
11 月６日には、中部中学校の屋内運動場及び武道場の非構造部材耐震
化工事、９日には、田助小学校の屋内運動場耐震改修工事の電機、機械
設備において竣工検査を行いました。
10 日には、度島中学校において、市長とのふれあい給食を行いました。
今後の予定としては、12 月７日に、学校事務職員担当者研修会がふれ
あいセンターで行われる予定です。
以上で説明を終わります。

学校教育課から、実績報告及び今後の予定について、概略説明いたし
学校教育 ます。
課長
11 月５日には、県体育保健課の新規採用養護教諭配置校訪問が堤小学
校、中津良小学校で行われました。
10 日には、ことば２次検査担当者研修会が平戸小学校で行われまし
た。
16 日には、午前中に養護教諭研修会、午後から特別支援教育コーディ
ネーター及び支援員研修会を未来創造館において行いました。
18 日には、学校図書館担当者等研修会を社会福祉センターで行いまし
た。
今後の予定といたしまして、20 日には、地域の方を招き、適応指導教
室の交流会を予定しております。
24 日には、午前中にことば２次検査を平戸小学校において、午後から
は、ＡＬＴ担当者会を社会福祉センターで、生活指導連絡協議会運営委
員会を未来創造館で、それぞれ行う予定にしております。
27 日には、平戸市人権教育研究大会が、たびら活性化施設で開催する
予定です。
12 月に入りまして、１日には、県主催のいじめの予防と対応における
校内研修の在り方地区別研修がたびら活性化施設において行われる予
定です。
２日には、全国ラジオ体操コンクールにおいて、全国約 450 の応募の
中から、平戸市から紐差小学校が全国より 10 校が選ばれる優秀賞を受
賞し、また、特別賞を平戸小１年生と２年生、奨励賞を田平南小、田平
北小が入賞しており、市長表敬訪問及び表彰が行われることになってお
ります。
11 日には、先ほど条例改正を可決いただきましたが、就学指導委員会
としては最後の会議を予定しており、次回からは、教育支援委員会とし
11 月定例会（公開用）
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学校教育 て行う予定です。
課長

25 日から１月７日は市内小中学校冬季休業となります。
以上で説明を終わります。

生涯学習課ですが、主なものについて説明させていただきます。
生涯学習
10 月 21 日から 23 日にかけて、紐差小学校の通学合宿がふれあいセン
課長
ターで行われました。
26 日には、県民体育大会の競技部監督会議を未来創造館で行いまし
た。
27 日から 30 日にかけて、平戸小学校の通学合宿が未来創造館で行わ
れました。
30 日には、市の生涯学習推進会議委員研修会を津吉町のこたのさとを
中心に行いました。
31 日から 11 月 1 日かけて、田平地区では、瓊川エンゼルス旗尐年野
球大会、中部地区では、平戸越南まつり、生月地区では、生月町文化祭
美術工芸作品展が行われました。
11 月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
館で行われました。
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で行われました。
11 日から 12 日にかけて、未来創造館の会計実施検査を受検してきま
した。
14 日には、第 66 回県民体育大会総合開会式が佐世保市東部スポーツ
広場体育館で行われました。
今後の予定としては、21 日から 22 日にかけて、第１回コラスまつり
を行うと共に、平戸文化センターを利用し、川口雅昭氏を講師に迎え、
生涯学習講演会を開催する予定にしております。
12 月 13 日には、恒例になります第 18 回たびら中瀬草原クロスカント
リー大会が開催される予定です。
以上で報告を終わります。

教育長

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。
私の方から、質問ですが、ラジオ体操コンクールについて、多数の表彰
を受賞していますが、例年こういった結果を出しているのでしょうか。

３年ほど前から開催されており、昨年度も本市から応募しましたが、受
学校教育 賞したのは、今回がはじめてであります。
課長
その他に委員から質疑等がありませんか。
- 10 -

教育長
（ありません。の声あり。）
続きまして、(3)教育次長報告をお願いします。
それでは、３点報告させていただきます。
教育次長
まず、12 月市議会定例会ですが、12 月７日開会予定です。教育委員会関
連では、平成 26 年度決算認定についての報告がされます。
議案についてですが、第 30 号議案で可決いただいた平戸市教育支援委員
会条例の制定について、また、先ほど、総務施設班長より報告がありまし
た屋内運動場非構造部材耐震化工事等の補正予算、平戸市総合運動公園「ラ
イフカントリー」及び平戸市市民プール「シーライフひらど」の指定管理
者の指定について、市立山田小学校校舎耐震改修工事の変更契約及び市立
中部中学校校舎大規模改造工事の契約締結を上程する予定になっておりま
す。
次に、市政懇談会についてですが、８月５日から 11 月 27 日にかけて、
市内 10 地区での開催を予定しており、教育委員会関連では、未来創造館の
雨水対策、周辺整備及び周辺の防犯対策並びに集客対策、団体受け入れに
ついて、ご意見ご要望が寄せられました。他には、用務員の再雇用、大島
教職員住宅の払い下げ等、児童生徒の校区外通学、地域の活性化につなが
るイベントの継続、公共施設整備と学校統廃合、郷土愛を育む学校教育の
充実について、市民の意見を伺い、状況等について、説明してきました。
最後に、成人式の合同開催についてですが、平成 28 年１月３日に開催す
る予定です。現在のところ、時間は未定ですが、11 月 21 日の新成人によ
る実行委員会をもって、最終合意に至ったものです。
以上で、教育次長報告とさせていただきます。

教育長

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。
中津良地区での学校統廃合に対する市民の対応はどんなでしょうか。

委

員

地域コミュニティの区割り、利便性の問題等で、中津良小学校区、堤小
教育次長 学校区においては、複雑な状況となっており、学校の適正規模・適正配置
については、児童数の減尐は顕著な学校ではあるものの、統合先の学校に
ついても、保護者及び地域と十分な協議が必要であると考えています。
他に、ご意見はありませんか。
教育長
（ありません。の声あり。）
11 月定例会（公開用）
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(4)その他について、皆様から何かありませんか。
教育長
総合教育会議についてですが、前回の教育委員会の折には、本日の定例
教育次長 教育委員会と併せて開催したい旨、お伝えしておりましたが、市長の日程
により、11月26日の木曜日15時より開催する予定です。急な日程で申し訳
ありませんが、委員の皆様の出席をお願いします。
また、教育委員会事務局移転ですが、11月24日から本庁移転とお伝えし
ておりましたが、先日、副市長より、正式に来年１月までに、田平支所か
ら本庁へ移転するよう指示があっておりますので、２月からは本庁での勤
務となる予定です。
他に、ご意見はありませんか。
教育長
（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。
事務局としては、12月市議会定例会閉会後にお願いしたいと思いますが、
教育次長 議会日程が決まっておりません。現時点での委員の皆さんのご都合はどん
なでしょうか。
（各々予定が入っている日を発言。）

教育長

それでは、12月22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。

一同
以上をもちまして、11月定例会を終了します。皆様お疲れ様でした。
教育長

午後４時 40 分閉会
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平成 27 年 11 月 19 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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