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委員名
教育長

午前９時 00 分開会

質疑等
おはようございます。今年も余すところ 10 日となりまして、年末の大変
お忙しい中に参集いただきまして、誠にありがとうございます。教育長に
就任いたしまして１カ月が経ちました。この間に様々なイベントや教育関
係の会議等に出席させていただきましたが、見ると聞くとは大違いと言い
ますけれども、実際になお、現実は驚きの連続であります。つくづく立場
が変わるといかに視点も変わるものだなと、改めて教育長の重責を認識し
ているところでございます。
また、昨日、市議会も無事に終了することができました。教育委員会関
係では、４議案がありましたが、無事に成立することができました。内容
につきましては、後ほど報告させていただきます。
（日程第１ 開会）
それでは、はじめさせていただきます。よろしくお願いいたします。
（日程第２

議事録署名委員の指名について）

まず、日程第２議事録署名委員の指名についてですが、12 月議事録
署名委員を吉田・末吉委員にお願いします。
両委員

教育長

はい。
（日程第３ 議事録の承認について）
日程第３議事録の承認についてですが、予め皆さんには配布しておりま
したのでご確認していただいていると思いますが、内容等について、ご意
見、ご要望等はありませんか。

12 月定例会（公開用)
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（ありません。の声あり。）
教育長

それでは、議事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）
続きまして日程第４教育長の報告について、資料を基に、私から読み上
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、11 月 22 日には、第１回コラスまつり
が未来創造館で行われました。これは、元々北部公民館まつりとして行っ
ていたものに図書館も一緒になって新たに開催したもので、２日間実施し
たわけですが、聞くところによると約 5,000 名の方がお見えになったとの
ことです。
続きまして、23 日には、伝えよう！いのちのつながり家族のきずな表彰
式ですが、平戸モラロジーの表彰でして、様々な作品を拝見し、感激をい
たしました。
24 日には、市体育協会との懇談会、25 日には、市教育振興基本計画策定
委員会、第５回市世界遺産登録推進本部会議が行われました。
26 日には、教育委員の皆さんと市の総合教育会議に出席し、夕刻からは、
生月壱部地区での市政懇談会に出席いたしました。
27 日には、昼間に市の人権教育大会、夕刻からは、生月舘浦地区での市
政懇談会に出席しました。
28 日には、県の原子力防災訓練が行われました。私どもは、市役所本庁
の３階に対策本部を設けて、つめたところです。
29 日には、大塚ヘルシーサークル 30 周年記念が文化センターで行われ、
1,500 人の参加を得て盛会に開催されておりました。
12 月に入り、１日には、定例部長会、行革推進本部会、定住創出本部会
の行政内部の会議が行われ、夕刻からは、市学校等適正規模検討委員会を
行いました。
２日には、第２回全国小学校ラジオ体操コンクール表彰式が行われ、本
市からは、紐差小、平戸小、田平南小、田平北小が受賞しました。
５日には、イングリッシュサークルを行いました。
７日には、12 月定例市議会が開会されました。
９日及び 10 日には、一般質問が行われました。
13 日には、たびら中瀬草原クロスカントリー大会が開催されまして、600
人ほどの参加でしたが、好天にも恵まれ、多数の応援もあっておりました。
15 日には、市議会の文教厚生委員会が行われました。
16 日には、定例学校訪問を田平中学校で行いました。はじめての学校訪
問でしたが、先生たちの真摯な態度に感銘を受けました。
18 日には、市長と図書館友の会とのランチミーティングに同席した後、
- 2 -

教育長

市長と市内３高校長との懇談会を行いました。
21 日には、議会が閉会後、第２回の教育振興基本計画策定委員会、夕刻
からは、第２回の市学校等適正規模検討委員会を開催いたしました。
本日午後には、社会教育委員会、尐年センター運営委員会を開催いたす
ことになっております。
今後の予定ですが、28 日には、仕事納め式が予定されております。
翌年１月３日には、本年度よりはじめて統合した形で、市の成人式を行
う予定です。
６日には、新年祝賀交歓会、12 日には、市校長研修会が予定されており
ます。
以上で報告を終わります。
なにか、詳しく聞きたいことがありましたら、お願いいたします。
（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 24 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

それでは、第 24 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、資料を基に説明させていただきます。
以下、省略。

教育長

第24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。

委員
教育次長

指定管理者の更新は４年間で行うべきものですか。
はい。４年で行っております。特段期間について定めはございません。
しかし、全国の公の機関の指定管理期間を見るときに３年から４年となっ
ておりまして、本市においては、原則４年間としております。

委員

役員は民間の方ですか。

教育次長

これは、法人格をもっておりまして、現在、理事長は副市長が就任して
おり、構成役職の交代時には、その都度登記を行っております。

12 月定例会（公開用)
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委員
教育次長

教育長

理事長は副市長と決まってあるのですか。
これまでは、そう決まっているところです。過去、公社が発足した当時
は市長であったと思います。その後、助役に代わりました。しかしながら、
先の市議会委員会の中でも「理事長に市の副市長が就くということに対し
て、一考を要するのでは。」との要請があっているところです。
その他、ご意見はありませんか。
（ありません。の声あり。）
それでは、第 24 号報告について、承認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24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６ その他）
それでは、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２件ですが、各委員から
質疑等はありませんか。

委員

共催することに対しての異議ではないのですが、第７回平戸市ＰＴＡ
研究大会中部大会については、教育委員としての案内があるのでしょう
か。

生涯学習
平戸市ＰＴＡ連合会事務局に確認したところ、特に、教育委員として
課長
の案内はありませんとのことです。
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。）
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。

教育長

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
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教育長

願いします。

総務施設
班長

教育総務課から、掻い摘んで報告させていただきます。
11 月 24 日には、高島地区小中学生がスクールボートを利用しており
ますので、高島地区の住民及び交通政策を所管する課と次年度のボート
運航についての協議を行いました。
27 日には、次年度県北開催となります市町村教育委員会研究大会に向
けた第１回打合せが、佐世保市、松浦市、佐々町、小値賀町の関係市町
の参集のもと、佐世保市役所において行われました。
12 月３日には、田平中学校の屋内運動場非構造部材耐震改修工事及び
田助小学校の屋内運動場耐震改修工事「建築」の竣工検査を行いました。
４日には、中野小学校において市長とのふれあい給食を行いました。
７日には、第５回市学校事務職員担当者研修会が行われ、また、平成
28 年度当初予算予備査定を受けました。
18 日には、同予算一次査定を受けました。
21 日には、第２回教育振興基本計画策定委員会を開催いたしました。
本日、平戸小学校及び田平東小学校の屋内運動場耐震補強・大規模改
造工事の竣工検査が行われております。
今後の予定としては、１月 15 日に、第６回市学校事務職員担当者研
修会が行われる予定です。
20 日から 21 日にかけて、県都市教育委員会庶務及び社会体育担当課
長会議が壱岐市で行われる予定です。
以上で説明を終わります。

学校教育
課長

学校教育課から、説明いたします。
11 月 20 日には、適応指導教室交流会を行いました。
26 日には、田助小学校で研究指定校指導を行いました。
27 日には、市の人権教育研究大会をたびら活性化施設において開催い
たしました。午後から、ＣＳＴ養成プログラムⅡ授業評価が度島小学校
で行われました。同評価については、田平中でも 12 月１日に行いまし
た。
１日には、県教委主催の「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本市において開催されました。
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未来創
造館と市街地を中心に行いました。これは、市内小中学校の児童生徒を
対象に希望者を募りまして 15 名の参加がありました。
８日には、次年度 11 月頃に開催予定の県学校保健・学校安全研究協
議大会の準備委員会を行いました。
11 日には、市の就学指導委員会として、たびら活性化施設において、
行いました。

12 月定例会（公開用)
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学校教育
課長

21 日には、根獅子小学校で研究指定校指導を行いました。夕刻から第
２回学校等適正規模等検討委員会を開催いたしました。
22 日には、適応指導教室「のぞみ」の第２学期終業式を行いました。
また、平戸市幼保小連絡地区別会議を市内６地区で行いました。
今後の予定といたしまして、24 日には、市内小中学校の第２学期終業
式を行うことにしております。
27 日には、大島中学校が東京で開催されます第３回全国小・中学校リ
ズムダンスふれあいコンクールに出場する予定です。
１月８日には、市内小中学校の第３学期始業式、22 日には、たびら活
性化施設において、今福在住の住職を招き、平戸市教育講演会を行う予
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

生涯学習課ですが、主なものについて説明させていただきます。
11 月 28 日には、2015 平戸・韓国南海親善尐年サッカー事業がライフ
カントリーにおいて行われました。
12 月１日には、本年度より統一開催を予定している成人式について、
定例記者懇談会で周知してきました。
６日には、中部地区駅伝・マラソン大会、南部地区駅伝大会が各地区
で開催されました。
16 日には、本課、生月分室、田平分室において、市の定期監査を受け
ました。
今後の予定としては、本日午後から、公有財産評価委員会に出席予定
です。
１月１日には、生月島縦断駅伝大会開催が予定されています。
17 日には、新春水仙ロードフェスティバルを大島、平戸縦断駅伝大会
を宮の浦から平戸文化センター間において開催予定です。
24 日には、田平町駅伝大会を開催予定です。
以上で報告を終わります。

教育長

はい。それでは、各課から報告がありましたが、委員から質疑等があ
りましたら、お願いします。

委員

韓国南海との親善尐年サッカー大会が行われていますが、来年度は、本
市が韓国の方に行かれるのですか。

生涯学習
課長

毎年、交互に行っていると聞いております。

学校教育
この大会は、決まった団体が行っているというわけではなく、指導者間
課長
の繋がりで開催しておりまして、必ず次年度も実施するというわけではな
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学校教育 いのですが、ここ最近は、日韓交互に行き来をしております。
課長
委員

これは、ホームステイをしていると聞きますが、言葉とか生活習慣の問
題はどうなっているのでしょうか。

学校教育
これも、本課の職員が受け入れを行っておりまして、言葉は通じなくて
課長
も身振り手振りで、コミュニケーションをとりながら、数日後には、涙の
別れとなっているようです。
また、韓国の方は好き嫌いが多いということで、食事の面は気を使うと
聞いております。
委員

平戸市幼保小連絡地区別会議が６地区で行われておりますが、内容はど
のようなものでしょうか。

学校教育
これは、幼稚園、保育園、小学校の代表及び教育委員会の指導主事が一
課長
堂に会し、小学校に入学予定の特に支援を要する子どもに対して、気付き
等を幼稚園、保育園から繋ぎ、その情報を基にその子どもに接していくた
めの情報提供の場として位置づけ、併せて、入学後の受け入れ態勢の整備
を行っております。
委員

了解しました。いま課長が説明されましたように、この会議の必要性は
認識しながら、実は、その後の子どもの情報について、幼稚園又は保育園
に提供されておらず、小学校入学後、どのように生活を送っているか心配
であるし、知りたいという意見を聞きましたものですから、検討していた
だければと思います。

学校教育
この会議の後に、入学式前後に幼稚園及び保育園の担当者には、こうい
課長
った受け入れ態勢を行いますとの情報は流しておりましたが、おっしゃる
とおり、受け入れ後の情報については提供しておりませんでしたので、翌
年の会議の折にでも、入学後の情報提供を行うように努めていきたいと思
います。
委員

教育長

保育園としても、授業参観や学習発表会に足を運んで、状況を観にいっ
ておりますが、学校側もそのようにしていただくと助かります。
その他に委員から質疑等がありませんか。
（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。

12 月定例会（公開用)
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教育次長

それでは、３点報告させていただきます。
まず、12 月市議会定例会が昨日、無事終了いたしましたので、私から概
略説明させていただきますが、平成 26 年度決算認定の報告、先ほど報告承
認をいただきました平成 27 年度平戸市一般会計補正予算、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
指定管理者の指定等について、可決されました。
一般質問には、８人が登壇し、教育委員会関係では、松尾議員より「新
教育長任命に当たっての思いや考え」を市長に、
「抱負」について教育長に
質問があり、それぞれ丁寧に答弁したところであります。
次に、山田議員より「未来創造館の開館後の状況」について質問があり
ました。おかげさまで８月開館後、順調に推移しておりまして、11 月末現
在、来館者で約 62,600 人、公民館利用者が約 19,600 人、図書の貸出冊数
は約 57,600 冊となっております。今後とも、試行錯誤しながらとなります
が、いろんな企画等を手がけていきたいと考えておるところでございます。
また、これまで「未来創造館までの交通アクセス」について再三質問が
なされておりましたが「どのような対策を検討してきたか」との質問に、
この間、バス事業者等とも協議を行ってきましたが、未来創造館の好調な
利用もありまして、バスターミナルから白浜方面に実証実験を行うという
ことで計画をしていると答弁しております。今後、詳細について詰めてい
きたいと考えております。
同様の質問については、川上議員よりもありまして、そのように答弁し
たところでございます。
また、山崎議員より「就学支援の充実」について質問がありました。こ
れは、平成 25 年度から国の生活保護基準が見直されましたが、生活保護基
準を基に判定している本市準要保護制度について、影響が出ないように見
直しを行うようにとの質問でございましたが、本市の基準については、県
内他市と比較しても低いものでは無く、国によっての基準改定である以上、
国が示す新基準を適用すべきであるとの従来からの考え方を答弁してきた
ところです。
近藤議員より「教育及び福祉分野において、切れ目のない教育・子育て
環境を目指して」とういうことで質疑を行ってきたところです。内容につ
いては、子どもの進学、進級に伴う組織間の壁の問題、ハンデがある療育
のあり方の問題、ソーシャルワーカーの果たすべきこと等々、多くの質問
に対して答弁してきたところです。
竹山議員より「住民一人当たりの行政経費」についての質問に関連して、
Ｂ＆Ｇ海洋センターの運営経費が約 2,000 万円であるのに対し、利用料が
10 万円程度であることが、公の施設として妥当なのかとの質問でありまし
た。これは、今後詳細に分析が必要と考えております。
併せて、議会では議員定数の削減について、提案可決されております。
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教育次長

次に、成人式の一本化についてでも、昨日の市議会の閉会の挨拶で市長
が触れられました。これは市政懇談会についてでも意見が出され、しっか
り説明してきたところであります。
最後に、田平町民センターの裏側に旧食糧事務所が所有する跡地（1,000
㎡、1,580 万円）がありましたが、現在私有地となっております。また、
これまで、同施設の駐車場が狭隘のため、ＪＲ有地を年 49 万円で借用して
おりました。この度、前段の私有地の所有者から、戸石川町の公有地（830
㎡、1,230 万円）との等価交換の申出があり、現在、その手続きに入って
おりますので、報告させていただきます。
以上で、教育次長報告とさせていただきます。

教育長

次長からの報告がありましたが、なにか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。）
それでは、(4)その他について、まず３点、事務局より説明をお願いしま
す。

学校教育
課長

それでは、私の方から、平戸市学校等適正規模検討委員会の中間報告を
させていただきます。
以下、省略。
次に、平成27年度平戸市就学指導委員会における判定結果について説明
させていただきます。
以下、省略。

教育次長

私からは、平成28年度長崎県市町村教育委員会の新任教育委員研修会及
び研究大会について、お知らせさせていただきます。
以下、省略。

教育長

皆様から質問等はありませんか。
「第二期平戸市教育振興基本計画（案）」が添付されておりますが、これ
についての説明をお願いします。

教育次長

それでは、第二期平戸市教育振興基本計画の策定状況等について、説明
いたします。
以下、省略。
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教育長

その他、事務局又は委員の皆さんからご意見はありませんか。

松本委員

本年度、学校訪問をまだ行っていないと思うのですがどうなっています
か。

委員

その件で、以前の本会の中で、複式学級の話が出たと思うのですが、複
式学級がどんなものかが分からないので、学校訪問の際に、複式学級を訪
問したいのですが。

教育次長

年度当初に学校訪問の予定を立てながら、いろんなものが重なり、でき
ていない状況です。申し訳ありませんでした。教育委員の皆さんの意見に
沿った形で、残り３カ月の中で、定例教育委員会の折に一日をかけて行わ
させていただきたいと考えておりますので、早速、次回の定例教育委員会
日程と併せて、検討いただければと思います。

教育長

いま、教育次長から、次回の定例教育委員会と併せて、学校訪問を実施
したいとのことですが、委員の皆さん、同時開催はよろしいでしょうか。

一同
教育長

はい。
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、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、１月22日金曜日に、午前中に学校訪問、午後から定例教育委
員会を開催するということですが、時間については、訪問学校等との調整
後に、ご連絡させていただくとの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。

教育長

以上をもちまして、12月定例会を終了します。皆様お疲れ様でした。

午前 11 時 05 分閉会
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平成 27 年 12 月 22 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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