平成 28 年２月平戸市教育委員会定例会議事録
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午前 10 時 40 分閉会

小川茂敏教育長
中島善治委員、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

教育長

午前９時 00 分開会

質疑等
（日程第１ 開会）
おはようございます。まだまだ寒い日が続きますけれども、見渡せば、
梅の花が満開でございます。本日は、末吉委員が目の手術ということで、
欠席の連絡があっておりますので、ご報告させていただきますと共に、早
いお帰りをご祈念いたします。
先日の教育委員会表彰等の折には、委員の皆さまには、ご出席いただき、
ありがとうございました。長年にわたる学校教育の向上、社会教育、文化
振興にご貢献いただいた方、また各種大会において優秀な成績を収められ
た方々の個人 35 名、団体 11 団体を表彰させていただきました。
また、教職員の人事異動でございますけれども、今月３日から小屋入り
するなど人事作業を行ってまいりましたが、25 日には地区別教育長会が開
催される予定になっておりますので、その結果を踏まえて、29 日に臨時会
を開催していただき、本市教育委員会としての決定をしていただきたいと
考えているところであります。
この他、第２期平戸市教育振興基本計画（案）については、策定委員会
及び総合教育会議を経て、現在パブリックコメントを３月４日まで行って
おりまして、松本委員をはじめ策定委員の皆さんが夜間熱心にご協議いた
だきました学校等適正規模・適正配置基本方針（案）と併せて、臨時会の
中で、ご協議いただきたいと考えております。
なお、ご承知のとおり、今年は世界遺産登録が確実視されておりました
「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」が、残念ながらイコモスから推薦
内容の不備が指摘されたために、政府は、推薦取り下げと共に構成資産の
再検討を行うことになりました。今後は、イコモスの助言を受けながら、
推薦書の修正作業に伴う関連調査等を行いながら、早期登録を目指します。
それでは、日程に沿いまして進めてさせていただきます。

２月定例会(公開用)
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（日程第２
教育長

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、２月議事録
署名委員を中島委員・松本委員を指名させていただきます。よろしいでし
ょうか。

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、予め皆さんに配布しておりまし
た１月議事録について、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。
（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、報告させてい
ただきます。
１月 25 日には、前日からの大雪に見舞われまして、市内小中学校全校を
休校にさせていただきました。
２月１日から、教育委員会事務局を田平支所から本庁に移しまして、職
務にあたっておりますが、同日から２日にかけて、雲仙市で行われました
県都市教育長協議会に参加してきました。
３日から５日にかけて市町別教育長人事ヒアリング、俗に言う小屋入り
が長崎市で行われましたので、入口課長他学校教育課指導主事と出席して
きました。
６日には、長崎県金融広報委員会と市、教育委員会の主催にて、日本銀
行長崎支店長の出席のもと「楽しく学ぼう！お金と英語」と題し、パック
ン、マックンの講演を行いました。
翌７日には、市ＰＴＡ研究大会及び市公民館大会に出席いたしました。
14 日には、いきつきロード 2016 大会が行われましたが、当日は大変寒
く風の強い日でありましたけれども、805 名の出場がございました。
17 日には、初任者研修第２回実施運営委員会・連絡研修会が松浦市で行
われ、本市及び松浦市の初任教師 20 名が研究発表いたしました。
20 日には、第 65 回郡市対抗県下一周駅伝大会２日目の本市再スタート
が行われました。結果は、昨年度に引き続き最下位ではありましたが、時
間短縮による躍進賞をいただきました。今後の強化策を考えていかなけれ
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教育長

ばならないと感じたところでございます。
22 日には、本市と姉妹都市であります善通寺市からの訪問がありまして、
歓迎式に出席してきました。今年は 30 周年の記念の年ということもあり、
市長、議長及び商工会議所の会頭をはじめ 10 名の訪問団でした。
今後の予定につきましては、29 日には、市の校長会を予定しております。
３月１日には、市内３校の高等学校卒業式が予定されておりまして、教
育次長、学校教育課長と分かれて出席を予定しており、私は北松農業高等
学校及び佐世保特別支援学校北松分教室に行く予定であります。
７日には、３月の市議会定例会が開会予定になっております。
また、臨時教育委員会については、後からご協議いただきたいと考えて
おります。
以上で報告を終わります。
なにか、ご意見等がありましたら、お願いいたします。

委員

教育次長

臨時教育委員会は、教職員人事案件と思いますが、前回、定例会と同時
に開催したいとのことでしたが、別に開催することになったということで
すか。
教職員人事案件について、本日に間に合えば、同時開催を予定しており
ましたが、間に合いませんでしたので、別に開催するものであります。

教育長

その他には、ご意見等ありませんか。
（ありません。の声あり。）
それでは、次に移ります。
（日程第５

議事）

日程第５議事に入ります。第３号議案「議案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。
生涯学習
それでは、第３号議案「議案の議決を経るべき議案についての意見の申
課長
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

教育次長

第３号議案につきまして、説明がありました。各委員から質疑、意見は
ありませんか。
これは、新たに設けるものではなく、都市公園として位置づけられてお

２月定例会(公開用)
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教育次長 ります亀岡公園内にある施設でございまして、今までは建設部まちづくり
課が所管しておりました。しかしながら、社会体育として位置づけること
が適当であるとの協議の中で、今回、生涯学習課に所管替えするものであ
り、使用料等については従前のままで変更はございません。
また、手続き等については、これまで、指定管理者であった振興公社が
事務局を置く文化センターで行なっておりましたが、今後は、直営とし、
本庁又は未来創造館において行うものです。
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、第３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３号議案「議案の議決を経るべき議案につ
いての意見の申出」について原案可決いたしました。
続きまして、第４号議案「平戸市教育委員会表彰規則の一部を改正する
規則」から第９号「平戸市スクールバス管理運営規則の一部を改正する規
則」について、一括して事務局の説明を求めます。

教育次長

議案第４号から第９号については、教育委員会規則その他教育委員会の
定める規程の一部改正でありまして、これまで総合教育会議の中でも協議
していただきましたが、平成 28 年４月１日から、教育委員会分室を廃止す
ることに伴い、関係例規を改正するものであります。
各例規改正の説明は、担当課長から説明させます。

生涯学習

それでは、第４号議案「平戸市教育委員会表彰規則の一部を改正する規

課長

教育長

則」、第５号議案「平戸市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部を
改正する規則」、第６号議案「平戸市教育委員会事務局組織規則の一部を改
正する規則」、第７号議案「平戸市教育委員会事務局決裁規程の一部を改正
する訓令」、第８号議案「平戸市教育委員会公印規則の一部を改正する規
則」、第９号議案「平戸市スクールバス管理運営規則の一部を改正する規則」
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。
第４号議案から第９号議案につきまして、説明がありました。教育委員
会の例規ですので、議案毎に協議していきたいと思います。まず、はじめ
に第４号議案について、各委員から質疑、意見はありませんか。
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（ありません。の声あり。）
教育長

それでは、第４号議案について、原案可決してよろしいですか。

一同

異議なし。

教育長

ありがとうございました。第４号議案「平戸市教育委員会表彰規則の一
部を改正する規則」について原案可決いたしました。
次に、第５号議案について、各委員から質疑、意見はありませんか。
（ありません。の声あり。）

教育長

それでは、第５号議案について、原案可決してよろしいですか。

一同

異議なし。

教育長

ありがとうございました。第５号議案「平戸市教育委員会職員の職の設
置に関する規則の一部を改正する規則」について原案可決いたしました。
次に、第６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

分室を廃止するとのことですが、これまで分室長が行っていた業務につ
いては、支所長が行なうと考えてよいものでしょうか。

教育次長

分室制度の廃止についてですが、これは、合併後 10 年を経過し、確かに、
各地区の給食センター所長業務、就学援助等の受付業務は残るものの、ほ
とんど公民館としての機能となっていることから、分室を廃止して公民館
とするものであります。また、地域の課題解決や、民間等で培った知識と
経験を活用した公民館事業としていくために、館長の民間人登用を行うも
のであり、併任辞令等により、いままでと変わらない業務執行体制を考え
ております。
故に、委員が気にする件については、民間人登用となる館長に引き継ぐ
ことを予定しております。なお、身分については、非常勤職員として考え
ておりましたが、円滑な移行を促すため、しばらくは、任期付職員として
の雇用を予定しております。

教育長

その他に、ご意見はありませんか。
（ありません。の声あり。）

２月定例会(公開用)
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教育長

それでは、第６号議案について、原案可決してよろしいですか。

一同

異議なし。

教育長

ありがとうございました。第６号議案「平戸市教育委員会事務局組織規
則の一部を改正する規則」について原案可決いたしました。
次に、第７号議案について、各委員から質疑、意見はありませんか。
（ありません。の声あり。）
それでは、第７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７号議案「平戸市教育委員会事務局決裁規
程の一部を改正する訓令」について原案可決いたしました。
次に、第８号議案について、各委員から質疑、意見はありませんか。
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８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８号議案「平戸市教育委員会公印規則の一
部を改正する規則」について原案可決いたしました。
次に、第９号議案について、各委員から質疑、意見はありませんか。
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９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９号議案「平戸市スクールバス管理運営規
則の一部を改正する規則」について原案可決いたしました。
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教育長

（日程第６ 報告）
日程第６報告に入ります。第２号報告「平戸市立学校の通学区域に関す
る規則に基づく特別措置」について、事務局の説明を求めます。
それでは、第２号報告「平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく
特別措置」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２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。

委員

尐子化が問題となっており、学校統廃合等についても議論されている時
期に、部活動に基づく区域外就学として小規模校からの変更が目立ちます
が、学校統廃合にも影響があるようで気になります。

ご指摘のとおり、学校運営側から考えると区域内の生徒が校区外学校に
学校教育 変更することは、更に生徒の減員となり、部活動の存続等に影響をきたす
課長
ことになっています。しかしながら、当該生徒側からの事情として、致し
方ないと認定している状況にあります。

委員

以前にも意見交換されましたが、小規模校であると、団体競技が困難と
なり、個人競技のみの指導となりますが、できれば、子どものうちに団体
競技の経験も必要と思うのですが。

関連しますけれども、いま、中学校では、どの部活動を残すためにどう
学校教育 すればよいかということを検討しております。今後の生徒数の減員に対応
課長
して棲み分けを余儀なくされているところです。
その他、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、第２号報告について、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２号報告「平戸市立学校の通学区域に関す
る規則に基づく特別措置」について、承認いたしました。
（日程第７

２月定例会(公開用)

その他）
- 7 -

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

(1)共催・後援等について、今月は共催２件、後援２件の報告がなされ
ておりましたが、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。
異議なし。

一同
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)各課長報告ですが、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
１月 26 日には、田平北小学校敷地に着工している放課後児童クラブ
班長
施設建設に伴う関係機関との協議、また、第３回教育振興基本計画策定
委員会を行いました。
28 日から 30 日にかけて、教育委員会事務局を田平支所から本庁舎へ
の移転作業を行い、２月１日より本庁舎にて執務しているところであり
ます。
29 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中野中学
校で行いました。
２月１日には、奨学金への寄附に伴う繰出金、中部中学校太陽光発電
設備整備に伴う３月補正予算及び総合戦略に係る事業に伴う平成 28 年
度当初予算について、ヒアリングを受け、３月市議会に上程予定であり
ます。
９日から 10 日にかけて、県都市教育委員会庶務担当課長会議が壱岐
市で開催されました。
16 日には、第３回学校予算委員会が行われ、２月 25 日に予定してい
る第２回拡大学校予算委員会で説明及び協議を予定している平成 28 年
度学校予算についての事前協議を行いました。
17 日には、平成 28 年度から平成 31 年度までの北部、中南部学校給食
共同調理場及び度島小中学校給食調理場における調理業務等の委託業
者選定に係る２次審査を行い、優先交渉権を得る業者を決定したところ
です。
18 日には、次年度のスクールボート運航に伴う、高島地区民、定期船
組合、学校及び行政機関の協議を行いました。
20 日には、次年度教育委員会臨時職員等の面接選考試験を実施しまし
た。
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総務施設
班長

今後の予定としては、24 日に、山田小学校校舎耐震改修工事の竣工検
査を予定しております。
26 日には、第４回教育振興基本計画策定委員会を開催し、ここで、第
２期平戸市教育振興計画（案）を策定する予定です。
３月２日には、年度末の学校給食共同調理場連絡協議会を開催予定で
す。
11 日には、年度末の学校事務担当者研修会が行われる予定になってお
ります。
以上で説明を終わります。

学校教育課から、重複を避けて説明いたします。
学校教育
１月 27 日には、諸帳簿点検等で平戸中学校を定期訪問しております。
課長
28 日には、中国からの修学旅行団が野子地区に民泊を行い、野子小中
学校との交流を行いました。大雪の後でございましたが、無事に終える
ことができたと伺っております。
２月４日に、県の学校教育課長等会議、翌５日に、市町教育委員会健
康教育主幹課長会議が長崎市で行われました。
10 日には、３月から市のホームページがリニューアルされます。この
ことに伴う学校教職員を対象とした研修会が行われました。
12 日には、午後から学校図書館担当者等研修会、夕方から市臨時的任
用教職員等研修会が行われました。
15 日には、特別支援教育中高連絡会・コーディネーター研修会が未来
創造館で行われました。
16 日には、市生徒指導推進協議会が小学校中学校高校の生活指導の先
生が一堂に会し行われました。この中では、特に、高校の方からスマホ
の問題が多く出されたと伺っております。
22 日には、市生徒指導連絡協議会第３会運営委員会が行われました。
今後の予定といたしまして、24 日には、市の要保護児童対策地域協議
会が福祉センターで行われる予定です。
25 日には、拡大予算委員会の後に事務の共同実施連絡協議会が行われ
る予定であります。また、午後から臨時教育委員会が佐世保市教育セン
ターで行われ、定期人事異動の最終案が示されることになっておりま
す。
３月１日には、学校保健会理事会が予定されており、次年度平戸市で
行われる予定の学校保健大会県大会がに係る協議を行う予定です。
３日には、県土木事務所、警察等関係機関と教育委員会で、通学路の
安全維持又は点検をどうしていくかについて、協議する平戸市通学路安
全推進連絡会を立ち上げる予定にしております。
８日から９日には、県の高等学校入学試験が予定されております。
15 日には、市内中学校及び併設校で、17 日には、小学校で卒業証書
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学校教育 授与式を予定しております。これにつきましては、後からその他の項で、
課長

生涯学習
課長

委員の皆さんにも出席のお願いをさせていただきたいと考えておりま
す。
24 日には、市内小中学校全校で、平成 27 年度修了式、31 日には、平
戸立学校退職辞令交付式を予定しております。
以上で説明を終わります。
生涯学習課ですが、重複を避けて主なものを説明します。
１月 28 日には、県の人権教育中央研修会が長崎市で行われました。
２月８日には、長与町議会の総務、文教常任委員会が未来創造館を視
察にこられました。
12 日には、第３回県尐年補導センター連絡協議会所長会･研修会が長
崎市で行われました。
20 日には、第 53 回県ＰＴＡ平戸大会の第３回実行委員会が未来創造
館で行われました。
今後の予定ですけれども、26 日には、ねんりんピック長崎 2016 平戸
市実行委員会第３回競技式典専門委員会が行なわれる予定です。
28 日には、第 41 回生月町青尐年武道大会が行われる予定になってお
ります。これは、当初１月 31 日開催の予定でありましたが、生月地区
にインフルエンザが流行っていたことから、日程の変更を行うこととし
たところです。
３月に入り、６日には、第 60 回市婦人大会を中野ふれあいセンター
で、黒﨑洋介画伯胸像除幕式を未来創造館で行う予定です。
12 日には、市教育長杯中学校新人駅伝大会が久吹ダムで開催予定にな
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。

委員

１月 28 日に、中国からの修学旅行団が来平されたとことですが、詳しく
教えてもらえないでしょうか。

これは、学校単位ではなく、将来「書」で身を立てようとする社会的に
学校教育 中程度以上の家庭のクラブみたいな単位の集団でありまして、野子地区に
課長
民泊を行うとのことで、近くにある野子小中学校のとの交流を行った次第
であります。
補足しますが、台湾、中国では、学校の修学旅行とは別に、希望者のみ
教育次長 による教育旅行というものがありまして、今回のものは、教育旅行であり
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教育次長 ます。修学旅行は国内を中心に周りますが、教育旅行は国外向けに行って
おり、ある程度裕福な家庭が参加し、国が支援を行っております。

委員

24 日に平戸市要保護児童対策地域協議会というものが予定されておりま
すが、どのような内容でしょうか。

子ども達の様々な問題、例えば親の保護とか子ども達の素行とか生活の
学校教育 問題について、教育だけではなく福祉とか警察とか関係団体が協力して協
課長
議を行う組織の一番おおもとになる会議がこの会議でして、これから派生
して様々なケース会議等が随時開かれているところであります。
児童福祉法の改正に伴い、平成 18 年度から設置しておりまして、医師会
教育次長 又は県からも代表が入っております会議です。
その他、ご意見はありませんか。
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、何点か報告させていただきます。
教育次長
まず、１月 24 日から 25 日にかけて大雪となり、市内で 1,500 戸が水道
管破裂に伴う断水に陥りまして、学校に目を向けますと、25 日を全校休校
とし、26 日は、貯水タンクに水が残っていたため、給食は平常どおり行い、
27 日になりましても断水が続きましたので、止む無く欠食を行いました。
学校においては、タンクを要さない学校において、自衛隊の支援を受け
るなど給水を行い開校してきたところです。
次に議会の日程ですが、２月 29 日に議会運営委員会が行われ、決定する
予定ですが、現時点での情報によると、３月７日開会で進んでおります。
内容は。平成 28 年度当初予算が主となりまして、ふるさと納税の影響も
あり、過去最大の予算となる予定ですが、詳しくは、３月の定例会の折に
報告させていただきます。
また「第２期平戸市教育振興基本計画」については、この間、委員の皆
さんにも進捗状況を報告してまいりましたが、ご承知のとおり、現在、３
月４日までのパブリックコメントとして公開中であります。しかしながら、
本年度中の成案を行うため、26 日には、最終の第４回教育振興基本計画策
定委員会で最終案をまとめまして、29 日の臨時教育委員会の折に、議案と
して提出し、決定していきたいと考えております。
その折に、同じく策定委員会を開催し協議してまいりました「平戸市立
学校等の規模及び配置の適正化に関する方針」についても提案したいと考
２月定例会(公開用)
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教育次長 えております。
以上で、教育次長報告といたします。

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。）

一同
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。
教育長
先ほど課長報告の折にもお伝えしましたが、３月15日及び17日に、市内
学校教育 小中学校の卒業式が開催予定です。この中での教育委員会告示を教育委員
課長
の皆さんにもお願いしたいと考えておりまして、事務局（案）として、別
紙のとおり考えておりますので、ご協力をお願いすると共に、都合が悪い
日程があれば、変更しますので、ご意見をお願いします。

教育長

それでは、委員の皆さんは、ご多忙の折とは存じますが、ご協力方お願
いいたします。
最後に、次回教育委員会の日程等について、事務局より説明をお願いし
ます。

まず、臨時会ついて、２月29日午後で開催できればと考えております。
教育次長 また、３月定例会については、29日に市議会運営委員会が予定されており、
３月市議会の日程が分かりますので、臨時会の折に決定させていただきた
いと考えております。

教育長

事務局から、臨時会日程（案）及び３月定例会の考え方が示されました
が、委員の皆さんのご都合はどんなでしょうか。
異議なし。

一同
教育長

それでは、臨時会は、２月29日月曜日の午後１時30分から行うことで決
定します。会場については、教育委員会会議室を予定いたします。
以上をもちまして、２月定例会を終了します。皆様お疲れ様でした。

午前 10 時 40 分閉会
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平成 28 年２月 23 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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