平成 28 年１月平戸市教育委員会定例会議事録
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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

教育長

午後４時 00 分閉会

開会）

こんにちは。本年はじめての教育委員会でございます。皆様方には改め
まして、ご協力のほどよろしくお願いいたします。年末年始は非常に穏や
かな年でありまして、特に元旦は素晴らしい天気に恵まれ、何年かぶりに
きれいな初日の出に手を合わせることができました。
しかしながら、昨日は大寒でございまして、急激な冷え込みの中に、本
日、学校訪問を実施いたしましたが、いかがでございましたでしょうか。
完全複式の堤小学校を視察され、また、校長先生のお話を伺いながら、其々
にお感じになったこともあろうかと思いますが、後ほど、時間をとって意
見交換ができればと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、日程に沿いまして進めてさせていただきます。
（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、１月議事録
署名委員を中島委員・吉田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。
（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。

１月定例会(公開用)
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教育長

（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、12 月 22 日には、社会教育委員会、尐年センター運営委員会、放
課後子ども教室運営委員会が開催されました。
25 日には、池松県教育長に就任のご挨拶に伺いました。
28 日の仕事納め式が行われました。
年を明けて、１月３日には、成人式がはじめて４地区統一して開催され
ました。委員の皆さまにもご出席いただきましたので、内容はご承知のと
おりですが、オープニングセレモニーでは、昨年末に全国小･中学校リズム
ふれあいコンクールで文部科学大臣賞を受賞しました大島中学校の Team
大島 16 による中学生らしい笑顔いっぱいのダンスに魅了されたところで
ございます。
翌４日には、仕事始め式が行われ、夕方からは田平地区年始交歓会が開
催されました。
12 日には、校長研修会が行われました。
13 日には、筑波大学にゆかりのあるノーベル物理学賞受賞者の朝永振一
郎博士の功績を称え、それを後世へ伝え、自然や科学への関心と芽を育て
ることを目的とした第 10 回「科学の芽」賞中学校部門において、本市の相
知紀史くんが、全国 2,380 件の応募の中から８名に選ばれ、受賞したこと
による市長表敬訪問が行われました。
14 日から 15 日にかけて、教職員の人事異動に係る第２次ヒアリングを
田平支所で行いました。
19 日には、市町別教育長人事ヒアリングが長崎市において行われました。
本日夕方には、たびら活性化施設で教育講演会を開催することになって
おります。
２月からは、事務局を本庁に移転し、業務を行なう予定になっておりま
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 議事）
日程第５議事に入ります。第１号議案「平成 27 年度平戸市教育委員会表
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教育長

彰被表彰者」について及び第２号議案「平成 27 年度平戸市スポーツ表彰被
表彰者」について、一括して事務局の説明を求めます。

教育次長

それでは、第１号議案「平成 27 年度平戸市教育委員会表彰被表彰者」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。

生涯学習
続きまして、第２号議案「平成 27 年度平戸市スポーツ表彰被表彰者」に
課長
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１号議案及び第２号議案につきまして、説明がありました。まず、は
じめに第１号議案について、各委員から質疑、意見はありませんか。

委員

教育委員会表彰の永年勤続については、現在任期中の現役の方も受賞可
能ですか。

教育次長

はい。基準年数を満たせば現在任期中の方も該当します。

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。）
それでは、第１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１号議案「平成27年度平戸市教育委員会表
彰被表彰者」について原案可決いたしました。
次に、第２号議案について、各委員から質疑、意見はありませんか。

委員

平戸市スポーツ特別賞受賞予定者が２名となっておりますが、この他に
補欠としてエントリーした選手が存在しますが、その者は受賞できないの
でしょうか。

生涯学習
当該選手について、選考基準の「市内在住又は出身であるもの」
「混成チ
課長
ームで団体戦に出場したもの」に該当するのか、その者の「住所」「経歴」
「申請状況」等を再度調査させていただき、判断させていただけないでし
ょうか。

１月定例会(公開用)
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教育長

本件については、補欠といえども正選手と行動を共にし、大会等へ参加
しているのであれば、大会へ出場したものと認め、その事実については、
事務局にて、申請団体との調整を行い、再選定させていただくということ
でよろしいでしょうか。

一同

はい。

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

それでは、第２号議案について、再度確認する１件を事務局に一任して
いただき、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２号議案「平成27年度平戸市スポーツ表彰
被表彰者」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１号報告「平成 27 年度平戸市表彰及び生涯
学習まちづくり被表彰者の推薦」について、事務局の説明を求めます。
教育次長

教育長

それでは、第１号報告「平成 27 年度平戸市表彰及び生涯学習まちづくり
被表彰者の推薦」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。
第１号報告につい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１号報告「平成27年度平戸市表彰及び生涯学習まちづくり
被表彰者の推薦」について、承認してよろしいですか。
異議なし。

一同
教育長

ありがとうございました。第１号報告「平成27年度平戸市表彰及び生涯
学習まちづくり被表彰者の推薦」について、承認いたしました。
（日程第６

報告その他）
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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。
教育長

はじめに、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。
総務施設
12 月 22 日には、屋内運動場耐震補強・大規模改造工事の竣工検査を
班長
平戸小学校及び田平東小学校で行いました。
１月６日には、平成 28 年度当初予算の２次査定を受け、３月市議会
上程予定の予算の概算額が決定しました。
14 日には、本課が奨学資金、学校給食費を所掌していることから、県
が実施した非強制徴収公債権・私債権の管理に関する研修に参加しまし
た。
15 日には、第６回の市学校事務職員担当者研修会が行われました。
18 日には、屋内運動場非構造部材耐震改修工事の竣工検査を志々伎小
学校、堤小学校及び根獅子小学校で行いました。
21 日には、２月 21 日に予定しております市表彰式の事務協議が行わ
れました。教育委員会表彰を含む５つの表彰式がありますが、併せて 80
名及び 17 団体が受賞予定になっております。
今後の予定としては、25 日に、第３回教育振興基本計画策定委員会を
行う予定にしております。
市役所本庁舎の耐震補強工事の完了に伴い、２月１日から教育委員会
事務局が本庁２階に移転することになりましたので、１月 28 日から 30
日にかけて移転作業を行う予定にしております。
２月 16 日には、平成 28 年度予算の学校予算委員会を行う予定です。
21 日には、先ほどからお知らせしております教育委員会表彰等が平戸
市表彰式として平戸文化センター行われる予定ですので、来週には、総
務部総務課から案内が委員の皆さまに届く予定になっております。
以上で説明を終わります。
学校教育課から、説明いたします。
学校教育
12 月 24 日には、市内小中学校で第２学期終業式、１月８日には、第
課長
３学期始業式を行いました。
19 日には、10 年経験者研修特定課題研究発表会が田平支所で行われ
ました。
20 日には、第３回学校保健会保健主事部会研修会が未来創造館で行わ
れました。
今後の予定といたしまして、28 日には、中国からの修学旅行団交流が
野子小中学校で、民泊を行い、実施する予定にしております。
２月３日から５日にかけて、次年度の教職員人事の協議を長崎市で行
う予定です。
１月定例会(公開用)
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学校教育
課長

10 日には、市のホームページリニューアル研修会が学校教職員向けに
行われる予定になっております。
12 日には、学校図書館担当者等研修会と市臨時的任用教職員等研修会
が、13 日には、特別支援教育コーディネーター研修会が行われる予定で
す。
16 日には予算委員会、25 日には拡大学校予算委員会が行われる予定
になっております。
25 日には、事務の共同実施連絡協議会も行われる予定です。
以上で説明を終わります。

生涯学習課ですが、重複を避けて説明させていただきます。
生涯学習
12 月 28 日には、記者懇談会ということで、平戸縦断駅伝大会につい
課長
て、説明を行いました。夕方からは、成人式の実行委員会を行いました。
１月１日には、生月縦断駅伝大会が行われました。
16 日には平戸縦断駅伝大会の開会式及び監督会議、翌 17 日には同大
会の競技を午前 10 時から宮の浦スタート、平戸文化センターゴールと
いうコースで行われました。
21 日には、県ＰＴＡ研究大会平戸大会実行委員会・市ＰＴＡ本部役員
会を行いました。
今後の予定としては、24 日には、田平町駅伝大会を行う予定です。
30 日から 31 日にかけて、九州地区スポーツ推進委員研究大会が大村
市の方で開催される予定です。
31 日には、生月町青尐年武道大会がＢ＆Ｇ海洋センターで行う予定で
す。
２月に入りまして、７日には、市のＰＴＡ研究大会中部大会、市の公
民館大会が行われる予定です。
12 日には、県スポーツ表彰・県スポーツ教育長顕彰表彰式が長崎市で
行われる予定です。
14 日には、生月ロード 2016 が、19 日から 21 日にかけて、郡市対抗
県下一周駅伝大会が県内で行われ、20 日の午前８時には、本市をスター
トする予定になっております。
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。
（ありません。の声あり。）
続きまして、教育次長報告をお願いします。
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それでは、何点か確認をしながら進めさせていきたいと思います。
教育次長

まず、総合教育会議についてですが、１月 29 日の午後３時から行う予定
にしていますが、案件は、第２期平戸市教育振興基本計画の途中経過報告
及び生涯学習課を中心とした教育委員会組織改革についてであります。本
日、委員の皆さまには、25 日開催予定の同計画策定委員会で提案します素
案を配布しておりますが、これに策定委員からの意見を受けた修正案にて、
市長と協議を行っていく予定であります。
次に、市表彰式について、２月 21 日の午前９時から平戸文化センターに
おいて行う予定にしております。中身については、去年の要領で、市民表
彰、景観表彰等と教育委員会表彰を合わせた形で行う予定です。式典後に
は、まちづくり大会も控えておりますので、限られた時間での式典開催と
なりますが、後日案内が届くと思いますので、ご出席をよろしくお願いし
ます。
最後に、教育委員会事務局移転は、今月末までには終え、来月からは本
庁での業務となる予定です。
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、その他について、事務局より説明をお願いします。

例年、教職員の人事異動の関係で、臨時教育委員会を開催させていただ
教育次長 いております。２月３日から５日にかけての県教育委員会との協議を受け
て、人事案が作成されますが、20日を目標に今月中には出来上がる予定と
のことです。そうなると、22日の週の開催になりますが、できれば、定例
会と併せて行いたいと考えております。

教育長

事務局としては、教職員人事異動に伴う臨時教育委員会を定例教育委員
と併せて開催してはとの提案ですが、委員の皆さんの意見をお願いします。
異議なし。

一同
教育長

それでは、次回の定例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。）

１月定例会(公開用)
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２月23日火曜日の午前９時との意見があっておりますが、委員の皆さん
教育長

よろしいでしょうか。
異議なし。

一同
教育長

それでは、次回定例会は、２月23日火曜日の午前９時から行うことで決
定します。会場については、本庁の会議室を予定しておりますが、正式に
は、後日、文書でご案内させていただきます。
最後に、午前中に学校訪問を行いましたが、委員皆さんの感想など意見
交換ができればと思います。
私もはじめて、完全複式の学校を拝見いたしましたが、先生の大変さと
併せて子どもたちがよく別の学年に気をとられず集中できるなと感心しま
した。

委員

私も、教室は机だらけの学校生活を送ってきたわけですが、本日の学校
訪問を通し、全体的に考えて、メリットもあるけれどもデメリットが大き
いのではとの印象を受けました。それは、子どもからの視点に立つと、競
争心が欠けるというか、友だちも固定化して選べない、特に団体スポーツ
が６年間できない。地域として、学校が無くなる寂しさも分からないでも
ないけれども、今後の学校教育としての適正規模、適正配置について、進
めていかなければならないのではないかと感じました。

委員

委員

委員

委員

小さい学校は小さいなりに、アイデアを出しながら、子ども達にやる気
を起こさせるという、教育に取り組む姿勢に感心しました。
１時間の授業の中で、違う学年に違うことを教える大変さを目の当たり
にし、大変だろうなと思うと共に、子ども達はこの授業に馴染んで学習し
ていることに驚きました。
複式学級という学校をはじめて見る事ができ、他の委員の皆さんがおっ
しゃるように、先生の大変さを感じると共に、人数が尐ないため競争力が
身につき辛いのではと気になりました。学校の統廃合については、様々な
立場の方の様々な意見があるため、どうこう言えませんが、平戸市にこう
いった環境があることを知り、勉強になりました。
今後の推移を見たときに、更に児童数は減尐することが見込まれており、
統廃合した場合の地域の疲弊が気になるところでありますが、児童の競争
力を養う観点から、教育活動ができ得る適正な規模について、地域との議
論が必要でないでしょうか。
- 8 -

離島については、統廃合は厳しいのではないでしょうか。
委員
学校の現場の先生からの意見はどんなでしょうか。
教育長
今日ご覧になったとおり、複式での教育についてはかなり面倒というの
学校教育 が、率直な意見でして、違う学習について、同じ時間の中で子ども達に理
課長
解させるということは、事前に順序だてて学習方法を準備しておかないと
大変であります。このことから、子どもの集中した学習といった面から考
えますと、単式の方がやりやすいと思います。
しかしながら、複式という現状であれば、拒むことなく、それに合わせ
た教育について、努力していくのが私たちの職務であると考えております。

委員

子どもも集中して取り組んでいるものの、わからないとき、先生に尋ね
たいときに、先生は別の学年を教えているという時間は、待つしかないと
いう時間があったように感じました。

委員

委員

先生も、単式であれば、子ども達が課題から結果を導く過程についても、
把握することができますが、その間に別の学年を教えていると、なかなか
難しいものがあると感じました。
今日は、尐ない児童数の複式でしたが、16人での複式になると、先生も
もっと大変になりますし、子ども達も理解度が低くなるのではないでしょ
うか。単式で育ってきた保護者、地域の大人の方が、このような教育状況
を見てどのように感じているのでしょうか。

これについては、なかなか難しい問題となりまして、様々な意見があり、
学校教育 すぐにでも統廃合を進めたいという意見もあれば、しばらく様子をみたい
課長
という意見もあり、地域によって異なるという現状です。
また、昔からの地域の繋がりとは別に、児童の通学環境も道路整備と共
教育次長 に変化しており、統廃合するにしても、どの学校と統合するか等の問題も
浮上してきております。

教育長

一方で、１学年２名から４名の尐数であり、支援員も配置されている学
級では、かなり目が行き届いており、学習力も低くは無いのではとも感じ
たところであり、小規模校の良さ含めて、真剣に考えていかなければなら
ないとも感じました。
学力だけ言うと小規模校故に低いというわけではありません。しかしな
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学校教育 がら、学校生活を通して、たくさんの人と自分の考えを言い合い、考える
課長
という力も学ばせたいと考えております。
現在、児童生徒の減尐に伴う学校等の適正規模及び適正配置について、
検討会を設立し、統廃合の方針、検討の対象校及び今後のスケジュールに
ついて、３回協議を行っております。
これを踏まえて、結果を教育委員会に報告いただくこととしております。

教育長

この方針については、大まかな方針ではなく、具体的な対象校も明示し
て、各地区との協議を行っていきたいと考えております。
以上をもちまして、１月定例会を終了します。皆様お疲れ様でした。

午後４時 00 分閉会

平成 28 年１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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