平成 28 年４月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 28 年４月 26 日(火)

場

所 平戸市役所本庁４階

出席委員
出 席 者

委員名
教育次長

午前９時 00 分開会

午前 10 時 20 分閉会

第２委員会室

中島善治委員、末吉幸德委員、松本美穗子委員、吉田あつ子委員、
小川茂敏教育長
佐々木教育次長、入口学校教育課長、田中生涯学習課長、宮島教育総務課
長
質疑等
ただ今から、平成 28 年４月の定例教育委員会を始めさせていただきま
す。開会前に今回(４月１日付け)の異動で教育次長、教育総務課長、生涯
学習課長が異動となりましたので、自己紹介をさせていただきます。
以下、省略。

教育長

教育長

(日程第１開会)
改めまして、皆さんこんにちは
九州ではかつて経験しないような大きな地震が発生しました。
被災された皆さんに心からお見舞いを申し上げますと共に、亡くなられ
た方々のご冥福をお祈り申し上げます。一刻も早い沈静化と復興をお祈り
するものです。
また、１０万人を超える子どもたちが、いまだに学校へ行けない状況に
あります。すべての子どもたちが学校へ戻れる日が一日も早く訪れますよ
う願っております。
４月は、人事異動の月でありますが、ご承知の通り教育委員会事務局は、
松田次長に代わって佐々木教育次長が着任するなど、教委総務課長、生涯
学習課長を初め、学校教育課を除けば、公民館長も含めすべての管理職が
異動となりました。今日の委員会もご覧のとおり、新しいメンバーとなり
ましたので、どうぞご指導賜りますようよろしくお願い致します。
さて、４月 21 日から 22 日にかけ、長崎市で開催されました「都市教育
長会」、「市町村教育委員会連絡協議会・合同理事会」、「県・市町教育委員
会合同会議」、「県教育長とのスクラムミーティング」に出席してまいりま
した。それぞれに協議テーマが設けられるなど、積極的な活動報告や意見
交換が行われ、非常に刺激的で有意義な時間を過ごして参りました。
合同理事会と合同会議には、中島委員もご出席頂きました。お疲れ様で
した。後ほど、状況の報告をさせて頂きたいと思います。
それでは、早速議事日程により進めさせて頂きます。
(日程第２ 会議録の署名委員の指名について)
日程第２ 会議録署名人について、を議題とします。
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教育長

今までは、４名の委員さんに一月おきに署名人をお願いしていましたが、
それでは同じ人の組み合わせとなることから、基本一名ずつずらしていっ
てはどうかと思いますがいかがでしょうか。

一同
教育長

教育長

異議なし
了解を頂きましたので、４月会議録署名委員を「中島委員」と「松本委
員」を指名させて頂きたいと思います。

(日程第３ 会議録承認について)
日程第３ 会議録の承認につきましては、予め会議録を送付致しておりま
したので、ご確認頂いていると思います。何かご意見、ご要望等ありませ
んか。
(ありません。の声あり。)

教育長

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。

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 教育長報告について資料を基に報告させていた
だきます。
１ページをご覧ください。３月 24 日には議会が閉会いたしました。内容に
つきましては、先月 23 日の定例教育委員会において前教育次長から説明し
たところです。また、各小中学校の修了式がございました。25 日は生涯学
習推進会議等がありまして、その日の 16 時からは臨時部長会があり、市職
員の異動の内示が行われたところです。31 日には、退職者の辞令交付式が
あり、４月１日には市の採用職員の辞令交付式が行われました。併せて、
定例部長会が行われました。
４月６日が小中学校の始業式及び「のぞみ教室」の始業式がございまし
た。私は、
「のぞみ教室」の始業式に出席をいたしました。出席予定３名の
うち２名が出席しておりました。
４月７日に各中学校、大島小学校、野子小学校、度島小学校の入学式。
８日には、そのほかの各小学校の入学式がございました。
４月９日は退職校長会春季総会に市長と私が出席をいたしました。
４月 13 日は校長研修会。18 日市議会全員協議会が開催され、時間を割い
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教育長

て頂き学校の適正規模・適正配置の方針について説明をさせていただきま
した。
４月 20 日は初任者研修実施運営委員会でありますが、初任者研修を各ブロ
ックで開催しておりまして、平戸、松浦、佐々、小値賀の第３ブロックと
いうことですけれども、平戸、松浦それぞれ 10 名。合計 20 名が配置をさ
れております。教師になったことへの思いをあつく語ってくれていました。
４月 21 日、22 日は第１回年教育長会及び県・市町教育委員会合同会議
に出席しました。23 日は、島の館フィッシャーマンズアリーナオープニン
グに出席しました。島の館内に、新たに漁具、漁法などの展示場を整備し
たもので、生月町民を初め多くの方々の参加の下、オープンを祝ったとこ
ろです。 本日が定例教育委員会であります。
今後の予定につきましては、４月 27 日、体育協会役員会がありますが、
これまでは、小川益見氏が会長でしたが、４月１日付で小川氏が中部公民
館の館長になられましたことから、会長職を辞任されました。
５月 12 日は、民生委員協議会総会が予定されていますが、私、前任が福
祉におりました関係から、教育問題も含めて何か話して欲しいとの依頼が
あっております。
以上でございます。何かありましたならお願いします。

委員

体育協会の役員会とありますが、どういう人たちかメンバーなのかお尋
ねします。

生涯学習
27 日の役員会には、会長を初めとした役員及び各競技代表、各体育振興
課長
会長、各公民館長が理事となっており、出席します。
委員

年間の行事の打ち合わせを行う各競技の会長さんの集まりはないのでし
ょうか。各競技がなかなか多すぎて、各競技の連携、協力体制が取れてい
ないような感じがしています。現在は、尐子化などで子どもの数も尐なく
なり、大会運営など出場選手が尐ない状況です。このようないろいろな問
題点についての協議する場はないのでしょうか。

生涯学習
現在はいたしていないと思います。今後、検討させていただきたいと思
課長
います。
委員

全部の競技に協力体制がお互い取れないのかなあと思います。

生涯学習
委員からそういった提案があっておりますので、ぜひ検討をしてみたい
課長
と思います。
（日程第５

報告）
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教育長

日程第５報告に入ります。第５号報告「平成 28 年４月１日平戸市教育委
員会職員異動」について、事務局の説明を求めます。

教育次長

それでは、第５号報告「平成 28 年４月１日平戸市教育委員会職員異動」
につきまして、資料を基に説明させていただきます。
３ページをお願いします。
平成 28 年４月１日平戸市教育委員会職員異動については、平戸市教育長
に対する事務委任規則第３条の規定により代理専決したことから、同規則
第３条第２項の規定に基づき、報告するものです。併せて、別紙４ページ
「平成 28 年４月１日平戸市教育委員会職員異動表」をご参照ください。
平成 28 年４月の職員の異動に伴いまして、教育委員会への転入は、指導
主事を始め８名で、内部異動が６名、民間の公民館長の登用５名、大島公
民館長の兼務が１名、転出者が 10 名、退職者が４名となっております。
教育委員会の組織の見直しにより、生月、田平、大島の各分室を廃止し、
各公民館を生涯学習課の所管としております。それに伴い、公民館長とし
て、各地域の特性を活かした公民館運営を図るため、５名の民間の方を登
用しております。また、一昨年度から教育次長が教育総務課長を兼務して
おりましたが、今回の異動で教育総務課長が配属されております。
また、生月 B＆G 海洋センターでは、施設の経営改善を図ることとして、
これまでの１名の正規職員と１名の臨時職員、計２名体制を、本年度から
２名の臨時職員とし、生月町中央公民館の職員がセンターの所長を兼務し、
管理運営を行っております。
規則第３条に基づく代理専決につきましては、従前から平戸市職員の人
事権は教育委員会職員も含めて、市長の専権事項として取り扱われており、
異動内示後に教育委員会には、報告として処理されているものです。
このことから、教育長の代理専決としまして、直近の本教育委員会に報
告するものでございます。

中島委員
教育次長

委員

班長と係長の違いについて説明をお願いします。
班長がその班の総まとめ役です。班の中にもいろいろな業務がありまし
て、個別の業務に対する取りまとめ役が係長と位置づけられています。
大島の公民館長は兼務になっていますが、希望者がいなかったものか、
どういうことから兼務となっているのか伺います。
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教育次長

今回の組織機構ということで、市としては、全市的に実施したいという
ことで考えて人選をいたしておりましたが、大島についてはそういう方が
見つからなかったということでございます。当面、兼務でお願いすること
といたしております。

教育長

教育長

今回の公民館長の採用については、今後の地域との連携を図る上で地域
を良く知る地元の方で、市役所、学校ＯＢなどに当たってみたのですが現
在のところ大島で引き受けてくださる方がいなかったということです。年
度途中でも適任者がおられれば、推薦をして頂ければと思います。
そのほかにご質問はありませんか。
(ありません。の声あり。）

教育長

それでは、次に、第６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、説明をお願いします。

学校教育
それでは、第６号報告「平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく
課長
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。
教育長

第６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６号報告について、承認とします。

教育長
（日程第６ その他）
日程第６その他の報告に入ります。
教育長

(1)

共催・後援等について、今月は後援４件となっていますが、説
明をお願いします。
以下、省略。
委員の皆様から質疑等はありませんか。

教育長
（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。
教育長
異議なし。
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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、教育総務課長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。
教育総務
４月１日、学校関係の臨時、パート職員の辞令交付式を行いました。４
課長
月 13 日は、学校校長会があり教育総務課からは次長と私が出席をいたしま
した。４月 19 日は、教育長からもありましたが、議会に対しまして学校適
正規模・適正配置の説明を全員協議会の中で説明を行いました。
４月 20 日は学校事務の共同実施協議会が未来創造館で行われました。４
月 22 日は、学校事務職員研修会が田平町民センターで行われました。
そして、本日の定例教育委員会です。今後の予定でありますが、５月 19
日と 20 日は、第 68 回全戸と都市教育長協議会定期総会・研究大会、５月
24 日は、平成 28 年度長崎県市町教育委員会連絡協議会総会及び県市町教
育委員会合同研修会が大村で予定されています。このことについては、後
ほどご協議をお願いしたいと思います。簡単ですがご報告させていただき
ます。
学校教育課から報告いたします。
学校教育
３月 24 日、平成 27 年度の修了式が全小中学校で行われております。３
課長
月 31 日に、学校関係の教職員の退職者辞令交付式をここ３階会議室で行っ
ております。４月１日、新採教職員辞令交付式・研修会を行っておりまし
て、これが年度初めでございます。平戸市立学校教職員辞令交付式も未来
創造館で 10 時から行っております。
６日が平成 28 年度の第１学期の始業式、７日が中学校の入学式、８日が
小学校の入学式でございました。13 日に平戸市校長会が田平町民センター
で行われました。新しい校長先生ということで外から４名、平戸市内昇任
の方が１名で５名の新しい校長先生が誕生しております。15 日、金曜日中
学校教育研究会が平戸中学校で行われております。18 日、教頭研修会です。
福祉センターで行われております。これにつきましては、本市から２名、
他市から１名で３名の新しい教頭先生が生まれております。
同日、学校保健養護教諭部会研修会が行われております。19 日、全国学
力・学習状況調査 県学力調査が 20 日にかけて行われております。なお、
全国学力・学習状況調査は小学校６年生、中学校３年生対象、国語、算
数、数学。県学力調査は小学校５年生と中学校２年生が対象となっており
ます。20 日が英語となっております。結果が良いことを願っております。
それから、同日に初任者研修実施運営委員会が未来創造館で行われました。
対象者が平戸市内で、小学校の新任６名、中学校の新任４名、同じく松浦
市も小学校の新任６名、中学校の新任４名、合わせて 20 名の新しく採用さ
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学校教育 れた教職員の研修会がございました。この中で、所信表明も行われました。
課長

22 日、学校事務職員研修会が行われました。本市には新しく事務職員とし
て２名が採用され、大島中学校に男性職員が田平南小学校に女性の職員が
新しく採用されております。同日、平戸市臨時的任用教職員研修会が未来
創造館で行われております。これは教員採用試験の勉強会でございまして、
１人でも多くの平戸市の教員になってもらいたい願いをこめて行っていま
す。
24 日から、運動会が予定されていますが、後ほど一覧表を載せています
ので説明をいたします。本日ですが平戸小学校教育研究会、小学校教員の
総会でございますが、15 時から行われます。教育長、次長、学校教育課で
対応しております。27 日と 28 日ですが、義務教育課関係指導主事研修会、
義務教育人事担当指導主事研修会、教育課程担当指導主事等連絡協議会、
学校体育・健康教育担当指導主事研修会が長崎市で行われますので、学校
教育課の全指導主事がこれに参加をします。
それから５月９日、市の校長会が田平町民センターでございます。11 日、
県校長会研究大会が今回は南島原をメイン会場として行われます。同日、
ALT の担当者会をここに持ってきているかといいますと、いつもだったら
遅いんですけれども、教育委員会でイングリッシュタウン事業が本年度か
らスタートすることとなっています。これについて AIT と各学校の担当者
に集まってもらってそれを含めて研修を行ってもらうということでござい
ます。13 日、平戸市 PTA 連合会総会、17 日火曜日、第１回通級指導教室担
当者研修会が平戸小学校で行われます。内容については「言葉の教室」と
いうのが市内に 3 校平戸小、紐差小、生月小の担当者について専門の方を
お呼びして研修を深めるよう計画しております。同日、第 1 回学校教育課
長等会議が長崎市で２日間にわたり行われます。
18 日、第１回保健主事部会が社会福祉センターで特別支援教育コーディ
ネーター連絡協議会が予定されております。
24 日、平戸市生活指導連絡協議会が未来創造館で行われます。25 日、初
任者研修会が未来創造館で行われます。28 日から 29 日にかけて平戸市中
学校総合体育大会(球技と武道)が開催されます。
平成 28 年度の市内各小中学校の運動会の予定が、４月 24 日から５月 22
日までの間で行われます。中学校は、平戸中と生月中が９月 18 日となって
おりますけれども、そのほかの学校は４月と５月に行われます。野子小・
中学校、中野小・中学校、大島小・中学校、度島小・中学校は合同開催と
なっております。志々伎小学校は町民運動会と兼ねることとなっています。
以上で報告を終わります。
生涯学習課です。26 ページをお願いいたします。３月 25 日生涯学習推

生涯学習 進会議、社会教育委員会を未来創造館で行いました。26 日、V・ファーレ
課長
ン長崎とのフレンドリータウン協定調印式が諫早市で行われました。29 日、
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生涯学習 ひらどツーディウォーク 2016 第１回実行委員会が未来創造館で行われま
課長

した。４月２日、第 33 回西日本壮年ソフトボール長崎県大会が３日までラ
イフカントリーの方で開催されます。16 チームの参加があり平戸も１チー
ム参加をいたしました。平戸チームは１回戦だけ勝ちました。５日は、庭
球場の改修をしておりまして、照明管理システム(コンピューターの取り扱
い)の説明会を行っております。４月 15 日、市体育協会三役会を未来創造
館で行い次期役員等の協議を行っております。
21 日、平戸地域婦人団体連合会理事会、その下の第５回平戸ツツジグラ
ウンド・ゴルフ大会は 22 日に延期となっております。その下の第 53 回県
P 平戸大会第５回実行委員会が 21 日に行われております。
今後の主な予定ですが、明日、27 日、市体育協会役員会が市役所で 18
時から行われます。５月 13 日、平戸市 PTA 総会が文化センターで開催され
ます。
５月 14 日、平戸松浦スポーツ尐年団軟式野球交流大会が松浦市のほうで
開催されます。15 日と 21 日の両日、第 14 回平戸つつじ杯争奪学童軟式野
球大会が開催されます。５月 23 日、生涯学習推進会議を開催いたします。
社会教育委員会は 30 日に延期をしております。両日とも未来創造館で予
定しております。
ページを戻っていただき 21 ページ、22 ページをご覧ください。平成 28
年度 第 11 回尐年の主張大会ですが、昨年と変わったところがございま
す。まず、会場ですが文化センターの中ホールで行っていましたが、本年
度はたくさんの方に来ていただきたいという思いから大ホールに変更いた
しました。日時は６月 12 日の 12 時 30 分からとなっております。それから
22 ページをご覧いただきたいと思います。内容ですが中学校につきまして
は、県大会もあることから例年通りの内容となっております。小学校の部
につきましては、
「未来の平戸市」ということで発表をしていただくという
ことにいたしております。
以上でございます。
各課からの報告がございましたけれども、何か質疑はございませんか。

教育長
一つお知らせをいたします。本年度の学校教育、生涯学習課にまたがっ
学校教育 てくることですけれども、子どもの読書優秀実践校田平東小学校、永田記
課長
念図書館がこの長崎県から選ばれております。４月 23 日に東京オリンピッ
ク記念センターで表彰式が行われ、５月２日に市長表敬訪問の予定です。
長崎県からは５箇所が選ばれておりますけれども、本市からはこの２つ
が受賞しており、非常に快挙なことだと思っております。

教育長

V・ファーレン長崎とのフレンドリータウン協定調印式について、内容を
尐し説明してください。
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教育長
V・ファーレン長崎と協定を結んだことにより、子どもたちの交流を深め
生涯学習 るために、V・ファーレンが平戸市に協力、連携しながら子どもたちを育て
課長
ていくというものです。社会貢献などいろんな事業を今から展開していく
ということとしており、具体的なことは今から検討していくことになりま
す。
ほかありませんか。
教育長
（ありません。の声あり。）
それでは、その他報告(3)教育次長報告をお願いします。
教育長
私から、平戸市学校等適正規模・適正配置方針について、現状説明をさ
教育次長 せていただきます。
この方針につきましては、２月 29 日の教育委員会臨時会で審議いただい
た後、３月定例会文教厚生委員会で方針について説明を行っており、最終
校正を行い、配付させていただいております。
その後、市議会議長へ報告するとともに、４月 19 日に議員全員協議会へ
説明を行ったところです。今後、この方針に基づき、広報ひらどなどによ
る市民周知、これは児童生徒数の現状や今後の見込み数、離島を除く複式
学級を対象としていることなどや対象となる学校と協議し、地元保護者等
への説明会を行っていくことといたしております。
また、第２期平戸市教育振興基本計画が刊行いたしましたので、配付さ
せていただいております。今後、成果指標に基づく自己点検評価報告書等
の進捗管理に努めていくこととしております。
以上で報告を終わります。
以上報告の通りですが、教育委員さん方に是非ご認識をいただきたこと
教育長

があります。学校の統廃合というのは、どうしても合理化だと捉えられが
ちなんですね。われわれはあくまでも子どもの成長にどういう学校が適正
な規模であるのかということを基本に論じたところであります。通常の学
校を運営する分については、交付税措置は充分にされています。われわれ
が言っているのは同級生が３人、４人で良いのかということです。
ただし、地域にとっては刺激的な話になるものですから、地域の理解が
しっかり得られたることが大事だと考えているところです。
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教育長

方針を出した以上はきちんと進めていくということであります。そうい
うことでは、よろしいでしょうか
それでは(4)平成 28 年度 平戸市教育委員会の年間計画(案)について、ご

教育長

説明いたします。
27 ページをお願いします。

教育次長 (4)平成 28 年度

平戸市教育委員会の年間計画(案)について、ご説明いた

します。
前年度の実績を基に、事務局にて(案)を作成させていただいております。
総合教育会議は、市長部局で招集されますが、定例教育委員会と併せた日
程で、調整していきたいと考えており、年３回程度を予定しております。
また、学校訪問を２回、勉強会を２回開催予定としております。
なお、本年度は、県北部ブロックにより、11 月 17 と 18 日に長崎県市町村
教育委員会連絡協議会研修が、佐世保市総合教育センターで行われること
となっております。具体的な内容については、５月ごろの会議で分かって
くると思いますのでよろしくお願いします。

教育長

総合教育会議等も含めて、28 年度の今後の予定を書いておりますけれど
も状況によっては変更していくものだと思っております。何かないでしょ
うか。
（ありません。の声あり。）
それでは(5)その他で何かございますか。

教育長
私のほうから２点。１点目は、平戸市環境審議会委員の委嘱のお願いが
教育次長 市民課からあっております。これまでは、教育委員長さんになっていただ
いておりましたが、教育改革により委員長さんが不在となったため、教育
長職務代理者である中島委員さんにお願いしたいと思いますがどうでしょ
うか。
異議なし
一同
それでは、中島委員さんにお願いします。
教育長
有難うございます。もう１点は、５月 24 日開催の平成 28 年度長崎県市
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教育次長 町教育委員会連絡協議会総会及び県市町教育委員会合同研修会の出席者と
分科会の割り振りをお願いしたいと思います。
協議の結果
４名とも出席
中島委員 第４分科会
吉田委員 第１分科会

教育長

末吉委員
松本委員

第２分科会
第３分科会

その他の報告は終了いたしました。
次回定例会については、事務局の考えをお願いします。

次回定例会については、事務局案として５月23日、月曜日の午後２時か
教育次長 ら、本庁４階小会議室で行うことでどうでしょうか。
異議なし
一同
教育長

それでは、以上をもちまして、４月定例会を終了します。皆様お疲れ様
でした。

午前 10 時 20 分閉会
平成 28 年４月 26 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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