平成 28 年５月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 28 年５月 23 日(月)

場

所 平戸市役所本庁４階

出席委員
出 席 者

15 時 15 分閉会

小会議室

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

委員名
教育次長

14 時 00 分開会

質疑等
(日程第１開会)
ただ今から、平成 28 年５月平戸市定例教育委員会を始めさせていただ
きます。
教育長お願いします。

教育長
山野の緑がつややかな色を見せる季節となりました。
まず吉報です。
４月 23 日国立オリンピック記念青尐年総合センターにおきまして、田
平東小学校が子どもの読書活動優秀実践校として、また、永田記念図書館
が、優秀実践図書館として、文部科学大臣表彰を受賞しました。この表彰
は、子どもの読書活動を進めるために優れた実践を行っている学校・図書
館等に対し、文部科学省がその実践を称えるものです。
受賞理由としまして、田平東小学校は、読み語りグループ「東風」をは
じめ、地域・保護者を巻き込んだ読書活動が評価されたものです。また、
永田記念図書館は、同館設立の礎を築いた、故永田菊四郎先生の意志を守
り、児童の教育に重点を置いた蔵書や季節ごとの取組が評価されたもので
す。全国で 247 団体、県下５団体の受賞でした。
本市の児童図書活動は、学校図書館支援員の設置はもとより、多くの学
校で実践して頂いています読み語りグループの皆さんや、ＰＴＡの皆さん
のご支援により、非常に充実したものとなっています。関係者の皆さんに
感謝致します。
さて、私は先週四国の徳島市で開催されました全国都市教育長協議会定
期総会及び研究大会に出席しました。このような大きな大会に出席するの
は初めてのことであり、大変に刺激を受けて参りました。
教育長

各市の事例発表などを聞きますに、尐子化の中にあって、人口減尐対策
の重要な施策の１つとして、教育環境の充実に力を入れている状況を聞か
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せて頂きました。今や義務教育と言えど、独自の施策展開がより一層求ま
られている現状を強く感じて参りました。内容につきましては、後日に報
告の機会を設けさせて頂きたいと存じます。
それでは、日程により会議を進めさせて頂きます。

教育長

(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。
先月の委員会で基本一名ずつずらしていってはどうかということでご
承認をいただいておりますので、今月の会議録署名委員を中島・末吉委員
にお願いしいたしたいと思います。よろしいでしょうか。

両委員
教育長

教育長

はい。
それでは、中島・末吉委員にお願いいたします。
(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。
４月 27 日、18 時から体育協会役員会が行われました。この役員会は総
会の代わりに開催しているものでございますが、事業計画、予算決算につ
いて審議を行いました。この中で前会長の小川会長が辞任をされましたの
で、新たに辻村会長が選任されました。

委員

どちらの方ですか。

生涯学習課長

紐差町の方です。
- 2 -

委員

何をされている方ですか。

教育次長

元学校の事務の先生をなされていた方です。

教育長

５月２日、田平東小学校及び永田記念図書館の文部科学大臣受賞に伴う
市長表敬訪問がありました。
５月９日、校長研修会が町民センターで、第 60 回中部地区ナイターソ
フト愛好会記念大会がふれあいセンターで開催され出席をいたしました。
当日は雨天でございましたが、60 回も開催されているということは、若い
方から 70 歳に近い方まで参加され、中部地区にとって、重要な大会であ
ると認識を深くしたところです。
12 日は、民生委員児童委員協議会連合会総会が海上ホテルで開催され何
か話してほしいと依頼を受けまして、話をさせて頂きました。
続きまして、13 日には市ＰＴＡ連合会総会が文化センターで開催され出
席をいたしました。
15 日は、第 14 回平戸つつじ杯争奪学童軟式野球大会がライフカントリ
ーで開催されまして、県内約 20 チームの参加という大会でございました。
26 日は、学校実態調査訪問で田平北小と生月中に参りました。
19 日と 20 日の両日、全国都市教育長会総会が徳島市で開催され出席を
いたしました。先ほどお話したとおりです。
22 日は、田平北小学校運動会があり出席をいたしました。
23 日、本日でありますが生涯学習推進会議がございまして、出席をいた
しました。平戸市は、平成 19 年 11 月に生涯学習都市宣言をしておりまし
て、来年で 10 年を迎え記念する年になります。そうしたことから、これ
から 10 周年に向けて尐し議論をすべきではないかなど、意見が出された
ところであります。
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、明日 24 日は県市町教育委員会連絡協議会
総会が大村市で開催されますので、出席をいたします。
26 日は、市町教育長会が佐世保市で開催されますので、出席をいたしま
す。
29 日には、中体連（球技、武道）がそれぞれの会場で行われます。
30 日は、社会教育委員会等が未来創造館で、午後からは食生活改善推進
協議会総会が町民センターで行われます。
６月１日は、市生活指導連絡協議会が未来創造館で行われます。
６日には、定例議会が開会されます。
７日には、学校保健会総会が活性化施設で行われます。

教育長

以上でございます。何かご質問等ありましたならお願いします。
教育委員さんへの中体連の案内は、どこからしているのですか。
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学校教育

中野中学校(事務局)からご案内が行っていると思います。

課長

教育長

（日程第５ 議事）
続きまして、日程第５議事に入ります。第 17 号議案「平戸市立小中学
校修学旅行実施基準の一部を変更する訓令」について、事務局の説明を求
めます。

学校教育
それでは、第 17 号議案「平戸市立小中学校修学旅行実施基準の一部を
課長
変更する訓令」について、説明させていただきます。
以下、省略。
教育長

第 17 号議案につて、事務局から説明が終わりました。何かご質問はご
ざいませんか。

教育長
他市の状況はどうなんでしょう。
他市の状況ですが、長崎市小学校が 22,000 円中学校が 51,500 円、佐世
学校教育
保市 21,190 円、57,290 円で平戸市を除いて最低なのが、小学校では諫早
課長
市の 17,000 円、中学校では大村市の 40,000 円となっています。
教育次長

保護者の負担が増えるということはありますが、要保護、準要保護とい
うことで援助をしておりまして、修学旅行は小学校が 21,190 円、中学校
が 57,290 円までは出せるということになりますので、ご理解いただけれ
ばと思います。

教育長

何年ぶりの改定になりますか。

学校教育
課長

前回の改定が平成 17 年ですから 10 年ぶりの改定になります。

教育長

委員の皆さんから他にご質問はないでしょうか。
（ありません。）の声あり。

教育長
一同

それでは、承認することでよろしいでしょうか。
異議なし。

教育長

それでは、第 17 号議案について、承認とします。
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教育長

（日程第６ 報告）
続きまして、第７号報告 平戸市英語検定料助成金交付要綱について事
務局の説明を求めます。

それでは、第７号報告 平戸市英語検定料助成金交付要綱についてのご
学校教育
説明を致します。
課長
以下、省略。
第７号報告につて、事務局から説明が終わりました。何かご質問はござ
教育長
本委員

いませんか。
受験希望者に対して助成されるのでしょうか。

学校教育
はい。希望者に対して助成を行います。大体、英語検定を受けるレベル
というのが、中学3年生なんです。中学1.2年生でも自分はやりたいという
課長
子どももおりますので、そこは希望により行うこととしております。ちな
みに小学生については、英語という教育課程はございませんのでこればか
りは強制するわけには参りません。各希望ということになります。
これまでにも、英語検定を受検している方はいたんでしょうか。
委員
小学生については、把握できておりませんが、各中学生のこれまでの集
学 校 教 育 計では、約２割の子どもが受けているということで、これを上げて、５割
の子どもが受験できるように目指しております。
課長
他にないでしょうか。
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。

一同
それでは、第 17 号議案について、承認とします。
教育長

次に、第８号報告
ます。

平戸市学校医の委嘱について、事務局の説明を求め

第８号報告 平戸市学校医の委嘱について、事務局の説明いたします。
以下、省略。
教育総務
課長

第８号報告につて、事務局から説明が終わりました。何かご質問はござ
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教育長

いませんか。
(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。

教育長
一同
教育長

異議なし。
それでは、第８号報告について、承認とします。
次に、第９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。

第９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、ご説明いたします。
学校教育
以下、省略。
課長
第９号報告について、事務局から説明が終わりました。何かご質問はご
教育長

ざいませんか。
現在、こうした指定学校変更通学者は、市内に何人おられますか。

委員
現在、26 人います。
学校教育
課長
指定学校変更については、部活動でも行っていますが、部活動目的で変
更された児童生徒で、その後、部活動をやめた方はいませんか。
委員
おりません。
学校教育
課長
他に質問はありませんか。
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

一同

それでは、第９号報告について、承認とします。
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（日程第７
教育長

その他）

日程第７その他の報告に入ります。
(1)

教育長

共催・後援等について、今月は後援３件となっていますが、説
明をお願いします。
以下、省略。

共催・後援等について、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
一同
教育長

教育総務
課長

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、報告させていただきます。
４月 26 日、平成 27 年度の最終の補正予算ヒアリングが行われました。
28 日、学校事務新人研修会が本庁２階会議室にて市財務会計を中心に実
施いたしました。
５月 10 日、奨学資金貸付基金運営委員会を開催し、４名から申請があ
り３名を認定いたしました。もれた１名は大幅な所得額の超過により認定
できない結果となりました。
17 日、第 1 回平戸市 ICT 教育検討委員会田平支所３階会議室で実施され
ました。
20 日、長崎県学校給食共同調理場連絡協議会総会が諫早市であり係長が
出席をいたしました。また、学校給食担当栄養教諭事務打ち合わせが未来
創造館で行われ私が出席をいたしました。
23 日、第 1 回債権管理対策会議行われました。これは、市税、保育料、
奨学資金、給食費などの未納者に対し連携を図り収納対策を図る目的で開
催されております。
今後の予定でありますが、
明日、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市で開催されます。このことについ
ては、この委員会終了後、打ち合わせを行いたいと思います。
26 日、ねんりんピック実行委員会第２回総会が予定されております。
以上で報告を終わります。
学校教育課から、報告させていただきます。
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学校教育
課長

４月 24 日、28 日の両日長崎市で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ございました。
５月１日、運動会・体育大会(生月小、中部中)、５月８日運動会・体育
大会(中野小、根獅子小、大島小、大島中、中野中)がございまして、これ
まですべて実施することができました。
５月９日、市校長研修会がございました。
11 日と 12 日の両日南島原市をメイン会場として県校長会研究大会南島
原・島原・雲仙大会がございました。
11 日は、ALT 担当者会がございまして、イングリッシュタウン事業の説
明も行いました。
13 日は、臨時的任用教職員研修会を行いました。
17 日、第１回言語障害通級指導教室担当者研修会を平戸小学校で行いま
した。簡単に言いますと言葉の教室担当者の研修会でございます。
17 日と 18 日の両日、第１回学校教育課長等会議が長崎市でございまし
て私が出席をさせていただきました。
同日、第１回平戸市ＩＣＴ教育検討委員会が田平支所３階会議室で行わ
れまして、今後のＩＣＴ教育の方向性などの検討を行いました。
18 日、第１回学校保健会保健主事部会が社会福祉センターで開かれまし
た。同日、10 年研第３ブロック実施運営委員会が松浦市役所市民ホールで
開催されました。同日、平戸市特別支援教育コーディネーター連絡協議会
が田平町民センターで行われております。
19 日、ケース検討会議が田平東小学校で行われております。
23 日から 31 日までの間で校長当初面談を教育長室にて行うようにして
おります。
今後の予定でありますが、
５月 24 日、市学校保健会理事会・県学校保健研究大会実行委員会が平
戸市未来創造館で行う予定となっております。
25 日、初任者研修(地区別研修)当初研修を平戸市未来創造館で、26 日
は市町教育長会が佐世保市総合教育センターで開催されます。
27 日ケース検討会議を志々伎小学校で、臨時的任用教職員研修会を平戸
市未来創造館で行う予定です。
28 日、29 日の両日平戸市中学校総合体育大会(球技・武道)が行われま
す。中学校総合体育大会については、27 ページに記載のとおりの予定とな
っております。
６月１日、平戸市生活指導連絡協議会総会が平戸市未来創造館で行われ
ます。
３日、平戸市校長研修会が田平町民センターで行われます。
７日、平戸市学校保健会総会・講演会がたびら活性化施設で行われます。
８日、中学校総合体育大会（相撲競技）が中野中学校で開催されます。
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学校教育

また、学校・図書館担当者連絡会が未来創造館で行われます。

課長

10 日、小・中学校教務主任研修会と臨時的任用教職員研修会が行われま
す。
13 日、平戸市教頭研修会が社会福祉センターで、15 日、中学校総合体
育大会（陸上競技）がライフカントリーで行われます。
22 日、初任者研修(地区別研修)が未来創造館で行われます。
24 日、特別支援教育コーディネーター研修会、臨時的任用教職員研修会
が予定されております。
以上で報告を終わります。

生涯学習課から、報告させていただきます。
生涯学習
11 日、田助小学校区通学合宿実行委員会設立会が田助ハイヤ節伝承館で
課長
ありました。
13 日、県･市尐年センター所長会・合同研修会が大村市で開催されまし
た。
同日、平戸市ＰＴＡ連合会総会が文化センターで、中部体育振興会総会
がふれあいセンターで開催されました。
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で開催され、
４チームが参加をしております。県立学校地域開放推進事業「北農成人大
学講座」開校式が北松農業高等学校でありました。年８回を予定しており
ます。
17 日、平戸市幼尐年婦人防火委員会が消防本部で行われました。
今後の主な予定ですが
26 日、平戸市尐年補導委員連絡協議会総会の予定となっております。
30 日は、社会教育委員会、6 月 12 日は、第 9 回尐年の主張大会が 12 時
30 分から文化センターで開催されます。入場者目標を 800 人としておりま
す。皆さんからも声賭けをお願いいたします。
26 日、長崎県尐年センター補導委員連絡協議会総会・研修会が文化セン
ターで開催予定となっています。
以上で報告を終わります。
報告について、何かご質問はないでしようか。
今までの尐年の主張大会参加者は何人ぐらいだったんですか。
委員
300 人程度でした。
生涯学習
課長
教育長

県立学校地域開放推進事業「北農成人大学講座」開校式は、何人ぐらい
の参加だったんですか。
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教育長
開校式は 19 人でしたが、今後は増えるものと思います。また、８回開
生 涯 学 習 催され、４回参加すると修了証書を授与するということでありました。
課長
よろしいですかね。
教育長
はい。
一同
それでは以上で報告を終了いたします。
教育長
次に、その他報告(3)教育次長報告をお願いします。
私から、平成 28 年６月定例市議会について説明いたします。
教育次長

６月６日開会、６月 22 日閉会予定であります。
今回は、教育委員会関係は、主に３点の議案を予定しています。
まず、１点目は平成 27 年度の決算見込みに伴う補正につきましては、学
校校舎耐震事業の入札に伴う減額、また、ＩＣＴの活用に係るタブレット、
液晶テレビ、電子黒板等の入札による執行残、施設運営の執行残が、補正
の主なものです。
２点目は、大島村公民館が８月末に完成予定となっております。落成移
転に伴う条例の一部改正については、１階部分が大島支所で、２階部分が
図書室を含めた大島村公民館となり、大島村公民館移転及び平戸市大島村
離島開発総合センターの用途廃止に伴い、関係する平戸市公民館条例と平
戸市開発総合センター条例の一部改正を行うものです。
３点目は、中部中学校工事請負契約の変更として、外壁改修箇所の工事
を追加して施工する必要が生じたこと。これは１億５千万円以上の工事は
議会議決が要するためです。
以上が議会に提案する議案となっております。

教育長

報告について、何かご質問はございませんか。
（ありません。の声あり。）
その他、ございませんか。

教育長

確認がございます。平成 27 年度

全国学力・学習状況調査の結果の公

表について、これまでは別紙のとおり行われてきました。今年度は８月に
学校教育
発表されますが、これまでどおりのやり方で平戸市としてよいのかという
課長
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ことが１点。２点目が、３枚物をお配りしていますのが、平戸市教育委員
会が、インターネット上で流しているものです。学校ごとに公表しなさい
とかのご意見もありますが、平戸市の場合は、学校が小さく６年生が１人
とかの場合もあります。そうした場合は、子供が特定されますのでそれは
避けるべきだと思っております。
以下、省略。
このような形で、良いですね。
教育長
はい。
一同
それでは、来月の教育委員会の日程について、事務局の予定を伺います。
教育長
教育次長

教育長

事務局としては、市議会の日程が 22 日閉会と予定されていることから、
28 日（火）13 時 30 分でお願いできればと考えております。平戸小学校現
場視察も計画しておりますのでよろしくお願いします。
次回定例教育委員会は、６月28日火曜日という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、以上をもちまして、５月定例会を終了します。皆様お疲れ様
でした。
午後 15 時 15 分閉会
平成 28 年５月 23 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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