平成 28 年 7 月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 28 年 7 月 28 日(木)

場

所 平戸市役所本庁４階

出席委員
出 席 者

13 時 10 分開会

14 時 25 分閉会

議員控え室

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
野口文化交流課長、宮島教育総務課長

委員名

質疑等

教育次長

(日程第１開会)
ただ今から、平成 28 年７月平戸市定例教育委員会を始めさせていただ
きます。本日は、この会の終了後の 15 時から市長との総合教育会議を予
定していますので、よろしくお願いいたします。
それでは、教育長お願いします。

教育長

夏真っ盛りであります。
教育委員の皆様には、大変に暑い中にご出席頂きましてありがとうござ
いました。
本日の主な議題は、
「平成 27 年度平戸市教育委員会の自己点検・評価報告
書」についてであります。教育委員会が効果的な教育行政の推進を図り、
地域住民への説明責任を果たす観点から、平成 20 年度より、毎年、自ら
の活動状況の点検及び評価を行うことが法律上の義務とされておりまし
て、本委員会で議決して頂く必要があります。
内容が多岐にわたっておりますが、報告書（案）を作成しましたので、ご
協議を賜りたいと思います。
また、ご案内のように、本委員会終了後、本年度初めての総合教育会議を
予定しております。昨年度は、４回にわたり教育振興基本計画の議論や公
民館長の民間登用などが議論されたところですが、今年度は、教育委員会
事業から重要案件について問題を提起しながら、市長との協議を進めて参
りたいと思います。
時間的な制約もありますが、教育委員会としての方向性を事前に確認頂
き、会議に臨みたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。
それでは、日程により会議を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)
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教育長

日程第２

会議録署名委員の指名についてでありますが、７月会議録署

名委員は、吉田委員と松本委員を指名させて頂きます。よろしくお願い致
します。
両委員

教育長

はい。
(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。内容について、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。
(日程第４

教育長

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ページをお開き願います。６月 29 日及び 30 日は、新任校長（南部中学
校、根獅子小学校、中津良小学校及び志々伎小学校）の訪問を行いました。
７月 1 日、校長研修会が田平町民センターで９時から、市戦没者追悼式
が文化センターで 10 時から行われ、平戸小学校の児童が平和への誓いを
述べると共に、平戸中学校のブラスバンドが追悼演奏を行いました。本市
のように児童生徒が戦没者追悼式に参列するのは、県下でも珍しいことだ
と高い評価を頂いています。また、更生保護女性会総会がふれあいセンタ
ーで 13 時から、教育講演会がたびら活性化施設で 18 時 30 分からあり、
それぞれ出席いたしました。
7 月４日、田平東小学校及び田平中学校の定例学校訪問を行いました。
５日、平戸小学校及び大島中学校の定例学校訪問を行いました。
７日、ねんりんピック 100 日前イベントが未来創造館で９時 30 分から、
第 58 回水道週間表彰式が社会福祉センターで 15 時 30 分から開催され出
席をいたしました。
８日、市文化財審議会が大島公民館であり出席をいたしました。世界遺
産登録申請の見送りについての説明と今後の見通しについても報告があ
ったところですが、ご承知のとおりさる７月 25 日「長崎の教会群とキリ
スト教関連遺産」が次年度日本からの世界遺産推薦候補として決定しまし
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教育長

た。
９日、たびら｢がわっぱ祭り｣が田平町民センターであり出席いたしまし
た。
11 日、教頭研修会が社会福祉センターであり出席いたしました。
12 日、｢平戸市健康づくり推進協議会｣が田平支所であり出席いたしまし
た。
13 日、野子小中学校及び津吉小学校の定例の学校訪問を行いました。同
日、18 時 30 分から鄭成功誕生前夜祭が川内漁民センターで行われ出席を
いたしました。
以上のように、これまで新任校長訪問及び、定例学校訪問を実施しました。
学校経営状況につきましては校長の説明を受けるとともに、授業状況を見
させて頂きました。何れの学校も大きな問題もなく、安定した経営がなさ
れております。
15 日と 16 日は、兵庫教育大・教育行政トップリーダーセミナーが兵庫
教育大学で開催されましたので自費参加をいたしました。
７月 19 日県知事要望にいきました。要望は９項目、うち教育委員会関
係要望は県立特別支援学校（中学部以下）の平戸市への設置と公立高等学
校生徒遠距離通学費補助金の増額についての２件であります。特別支援学
校の設置については、前向きな回答を得ることができ、設置に向けた具体
的調査に入る予定となっています。
20 日、市体育協会役員会がありました。21 日と 22 日は、第２回都市教
育長協議会が佐世保市で開催されました。
22 日には、21 日から実施しましたイングリッシュ・キャンプの閉校式
に出席しました。一泊２日で行い、初めての試みでしたが小学校５年生、
６年生の 40 名が参加し、とても有意義なキャッンプであったと思います。
同日、14 時からへき地・小規模教育研究連盟総会・講演会がたびら活性化
施設で開催されましたので出席をいたしました。
23 日、24 日は県下各地で行われました県中学校総合体育大会の応援に
出向きました。結果については、後ほど報告させて頂きます。
25 日、平戸市防災会議が田平町民センターで開催されましたので出席を
いたしました。
そして、本日の定例教育委員会であります。
今後の予定でありますが、
８月１日、退職現職校長会合同研修会が田平町民センターで予定されて
おります。また、同日から３日まで、南平戸海と島のサバイバル塾が野子
の高島で開催されます。
２日、平戸地区連合防犯協会総会が社会福祉センターで 13 時 30 分から
予定されております。また、市交通安全協会総会が社会福祉センターで 14
時 30 分から予定されております。３日、市学校給食研究総会がたびら活
性化施設で 13 時 30 分から予定されております。
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教育長

４日、平戸珠算選手権が文化センターで 14 時から開催されます。
５日、九州中総体（相撲競技）が市営相撲場で開催されます。
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。
（ありません。）の声あり。

教育長

教育次長

（日程第５ 議案）
続きまして、日程第５議案に入ります。第 17 号議案「平成 27 年度平戸
市教育委員会の自己点検・評価報告書」について、事務局の説明を求めま
す。
それでは、第 17 号議案「平成 27 年度平戸市教育委員会の自己点検・評
価報告書」(案)について、説明させていただきます。
これは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条第１項の規定
により、市議会へ報告を行うものです。
報告の内容でございますが、平成 27 年度に執行した事務事業について、
点検評価を行い報告するもので、大項目といたしまして、まず１ページの
（１）の教育委員会の活動、それから４ページの（２）教育委員会が管理・
執行する事務、それから８ページの（３）教育委員会が管理・執行を教育
長に委任する事務の３項目につきまして、それぞれ評価を行っておりま
す。
中でも、３番目の教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務につ
きましては、これまでの議会からの指摘や反省に立ちまして、平成 27 年
度に実施した事務局内の各課の事務について、第２期平戸市教育振興基本
計画（平成 27 年度～平成 31 年度）の施策ごとに整理した上で、実施時期
と内容等に区分して掲載しております。
それぞれの項目における自己点検評価につきましては、内部協議、教育委
員会の審査を経て、評価の基準として記載しております。
第１期計画と異なり、目標の達成度を客観的に判断・測定できる指数を、
施策(事業)ごとに成果指標（従前の評価基準：①出来ている。②概ね出来
ている。③もう尐し。と当該年度と前年度を掲示）として示し、進捗管理
を図ることにしております。
基準値は、平成 26 年度を基本とし、目標値は計画最終年度の平成 31 年
度としております。設定に当たっては、市総合計画のやらんば指標及び市
総合戦略の評価指標との整合性を図っているところです。
なお、30 ページからは、自己評価以外に外部有識者からの知見を加えまし
て、平戸市の教育行政に造詣が深い２名の方からの意見書を添付させてい
ただいております。
先に配付させていただきました、別添（案）についてのご意見をお願い
し、委員会の意見を反映させて、９月市議会定例会に上程したいと考えて
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教育次長

おりますので、ご審議の程よろしくお願いします。

教育長

第 17 号議案について、事務局から説明が終わりました。中々分かりに
くい分があろうかと思いますが、何かご質問はございませんか。

委員

所見の中で、１校しか訪問していないとの指摘があっていますが、今後
は、できるだけ訪問してはいかがでしょうか。

学校教育
先月は、平戸小学校を訪問いたしました。これまで予定されていて、都
課長
合で訪問できなかったのが、生月中学校と田平北小学校です。今後は、こ
の２校も含めて考えて行きたいと思います。
教育長

委員さんから教育現場が分からないまま教育を語るのは難しいと言わ
れることもありますので、私からも 1 校でも多くの学校訪問を行うように
させていただきたいと思います。
他にございませんか。

委員

14 ページの平成 27 年度分のむし歯の保有率で中学２年生はでているの
に、５歳児がでていませんが、分からなかったのでしょうか。

教育次長

27 年度分の５歳児のむし歯の保有率の結果については、県のほうがまだ
公表していないということでこのように空欄なっております。

教育長

毎年、今の時期に自己・点検報告を行うのであれば自己点検報告のあり
方の検討を行う必要があるのではないですか。

教育次長

確かに、毎年このようなことになるので、どのような形で掲載するのか
検討していきたいと思います。

教育長
教育次長

教育長

他にございませんか。
13 ページも 26 及び 27 年度の実績がありませんが、これは 28 年度に新
たに取り組んだということからこのようになっております。
現在は、まだやっていないということですか。

学校教育
まず、｢わたしたちの平戸市｣社会科副教材編纂については、平成 28 年
課長
度から新規事業として取り組み始めており、本年度末に完成予定となって
います。｢平戸検定｣ジュニアバージョンについても、文化交流課と協議し
ながら進めて行きたいと考えております。
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教育長

この件については、前年度と比較するようなことではなく、数値化がで
きるようなことではないのではないか。そうであれば斜線等で処理したほ
うがよいのではないかと思いますが。

教育次長

そのように致します。

教育長

その他に、ご意見はございませんか。
（ありません。）の声あり。

教育長

一同
教育長

議論もつきましたので採決いたします。原案どおり決定してよろしいで
しょうか。
異議なし。
有難うございました。第 17 号議案については、全員賛成でありますの
で、本書を持って決定させていただきます。それでは、（案）を消してい
ただきますようお願いいたします。この後、市長にも説明を行います。教
育委員の皆様に改めて、了解を得るような修正が生じたときは、持ちまわ
り協議をさせていただきたいと思います。些細な文言の修正等があった場
合には、教育長に修正を一任いただければと思いますがよろしいでしょう
か。

一同

異議なし

委員

平成 27 年度は、いじめなどはなかったのでしょうか。

学校教育
課長

小学校で２件、中学校で１件ございましたが、すでに解決しております。

教育長

（日程第６ 報告）
続きまして、第 12 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。

学校教育
それでは、第 12 号報告 平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づ
課長
く特別措置についてのご説明を致します。
以下、省略。
教育長

説明が終わりました。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。
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教育長

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、第 17 号議案について、承認とします。

教育長

（日程第７ その他）
日程第７その他の報告に入ります。
共催・後援等について、今月は後援 9 件、共催 3 件となっていますが、
説明をお願いします。
以下、省略。

教育長

（学校教育課長・生涯学習課長説明）

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。
（ありません。の声あり。）

教育長

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
課長

教育総務課から、報告させていただきます。
7 月 1 日、定例部長会が本庁 3 階会議室で行われました。同日、10 時か
ら戦没者追悼式が文化センターで開催されました。
４日、市長とのふれあい給食が野子中学校で実施されました。
５日、11 月 18 日に開催されます、第１回教育委員研究大会事務打ち合
わせが佐世保市で行われました。同日、堤小学校統廃合保護者説明会を堤
小学校で行いました。また翌日は、中津良小学校でも統廃合保護者説明会
をで行いました。
13 日、平戸小学校校舎大規模改造工事設計指名委員会があり説明を行い
ました。
15 日、組織機構ヒアリングが本庁 4 階理事者室で行われました。
19 日、長崎県知事及び県議会議長への要望で次長が長崎市へ出張いたし
ました。内容については、教育長から報告があったとおりです。
22 日、学校用務員研修会を田平町民センターで行いました。毎年この時
期に行っております。
26 日、県公立学校施設整備期成会定期総会・担当者会が長崎市で開催さ
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教 育 総 務 れ、次長と担当の小川が出席いたしました。同日、旧野子小学校高島分校
課長

の清掃を行いました。
27 日、第１回安全衛生委員会が大島村地区であり、私が出席いたしまし
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、８月２日、平戸地区連合防犯協会総会が社会福
祉センターで予定されています。
３日、学校給食研究会総会及び講演会がたびら活性化施設で開催される
予定です。
５日、例規審査となっております。以上でございます。

学校教育
課長

学校教育課から、報告させていただきます。
６月 29 日、新任校長校訪問を中津良小、志々伎小において行いました。
７月１日、平戸市校長研修会を田平町民センターで、また同日の 18 時
30 分から平戸市教育委員会教育講演会(特別支援教育)をたびら活性化施
設で行いました。長崎大学の準教授においでいただきまして、大変有意義
な講演でありました。
４日、田平南小、田平中学校の定例学校訪問を行いました。また、14
時からラジオ体操講習会(児童･教員) を紐差小学校で行いました。指導者
１名、アシスタント１名で無事終了いたしました。
５日、平戸小、大島中学校の定例学校訪問を行いました。また、デジタ
ル教科書研修会(数学と英語)を平戸市未来創造館で、学校適正規模･適正
配置学校説明会を堤小学校で行いました。６日、18 時 30 分から学校適正
規模･適正配置学校説明会を中津良小学校で行いました。
７日、市教育委員会研究指定校授業研究(ICT 機器･算数) を辻議長にご
出席頂き根獅子小学校で行いました。
11 日、平戸市教頭研修会を社会福祉センターで行いました。
12 日、平戸市生徒指導推進協議会を社会福祉センターで、またデジタル
教科書研修会(英語)を 平戸市未来創造館で行いました。
13 日、野子小･中、津吉小学校の定例学校訪問を行いました。
14 日、｢未来アート展｣内閣総理大臣賞受賞の大島中学校鶴崎智子教諭が
市長を表敬訪問しました。この絵については、未来創造館で８月 17 日ま
で展示されます。作品名は、｢白鯨｣です。
15 日、「わたしたちの平戸市」第２回制作委員会を平戸市未来創造館で
行いました。20 日は、第１学期終業式。子供たちは８月 31 まで夏季休業
となります。
21 日と 22 日は、イングリッシュ・キャンプ（小学生５・６年生 40 名）
を平戸未来創造館・海上ホテル等で開催いたしました。大変意義のある行
事ではなかったかと思っております。
22 日、平戸市へき地･小規模校教育研究連盟研修会をふれあいセンター
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学 校 教 育 で行いました。
課長

23 日から 25 日まで県内各所で長崎県中学校総合体育大会が開催されま
した。
26 日、初任者研修地区研修会を平戸市未来創造館で行いました。本市採
用の 10 名が歴史的遺跡の現地研修を行いました。
27 日、田助小･田平南小･野子小中学校を諸帳簿点検のため訪問いたしま
した。同日、新規ＡＬＴのベロニカ氏（オーストラリア国籍）を出迎えに
大村市(長崎空港)まで参りました。
28 日、中野小･山田小･中野中学校を諸帳簿点検のため訪問いたしまし
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、明日は、平成 29 年度管理職試験(学校関係)が 長
崎県教育センターで開催されます。
８月１日、平戸市臨時校長研修会及び退職校長会合同研修会が田平町民
センターで開催されます。また午後は、平戸市学校保健会保健主事部会が
平戸市未来創造館で行われます。
３日、平戸市学校給食研究大会がたびら活性化施設で予定されていま
す。
４日、新ＡＬＴが市長を訪問予定です。
５日、九州中学校総合体育大会相撲競技が市営相撲場で開催されます。
８日、平戸市教育会研修会を文化センターで予定しております。
９日、県民祈りの日のため全校登校日となっております。12 日から 16
日までは、全県下公立学校一斉休校日となっております。
17 日、初任者研修地区研修会清掃セミナーが平戸小学校で予定されてい
ます。内容はダスキンによる清掃研修となっております。
18 日、初任者研修企業研修が山九錬成館で、市小・中学校研究主任研修
会が平戸市未来創造館で予定されています。
22 日、平戸市学校保健会養護教諭部会が平戸市未来創造館で予定されて
います。また、堤小･田平東小･中部中･田平中学校を諸帳簿点検のため訪
問予定です。
23 日、平小･紐差小･津吉小･大島中学校を諸帳簿点検のため訪問予定で
す。
24 日から 25 日まで、イングリッシュ・キャンプ（中学生 40 名）を未来
創造館・海上ホテルを主会場に予定いたしております。
25 日、ＩＣＴフォーラムが大村市で開催されますので出席予定です。
26 日、小学校陸上競技大会役員会・審判講習会がライフカントリーで開
催予定となっております。

生涯学習
課長

生涯学習課から、報告させていただきます。
６月 29 日、平戸市公民館連絡協議会を未来創造館で行いました。
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生涯学習
課長

30 日、生涯学習課内職員会議（公民館、図書館含む）を市役所で行いま
した。
７月 1 日、青尐年教育主管課長会が長崎市で開催されました。
５日、第１回市公の施設に係る指定管理者選定委員会を市役所で行いま
した。
６日、｢平戸藩の秋めぐり｣｢平戸藩の冬めぐり｣推進本部会が市役所で、
同日、南部地区ふれあい運動会が南部市民屋内運動場で開催されました。
７日と８日、九州マーチングリーグ定期理事会（総会）が八代市で開催
されました。８日、長崎県社会教育研究大会が、長崎市で開催されました。
11 日、尐年スポーツ指導者研修会を田平活性化センターで行いました。
同日、第 53 回県Ｐ平戸大会第 8 回実行委員会を未来創造館で行いました。
12 日、第１回紐差小学校区通学合宿実行委員会をふれあいセンターで行
いました。同日、公民館長会を市役所で行いました。
13 日、第 53 回県Ｐ平戸大会の市長寄稿依頼（県Ｐ大会実行委員会）を
市長室で、また、長崎Ｖ・ファーレンとのフレンドリータウン事業（いき
いきクラブ）をＢ＆Ｇ海洋センターで行いました。
15 日、体育協会三役会を市役所で行いました。
19 日、ねんりんピック実行委員会が市役所で、同日、中野小学校区通学
合宿実行委員会設立会を中野ふれあい会館で行いました。
20 日、体育協会役員会を市役所で、24 日、ツーデーウォーク大会宣伝
を諫早市で行いました。また、同日、中部地区青尐年親善スポーツ大会が
紐差小学校で開催されました。
25 日、猶興館高校・ダンス部・相撲部が市長表敬訪問をいたしました。
26 日、第 21 回長崎県子ども舞台芸術祭典・中部公演がふれあいセンタ
ーで開催されました。
今後の主な予定でありますが、
29 日、生涯学習推進会議となっております。同日、ココロねっこ研修会
となっていますが未定です。31 日、第１回成人式実行委員会を未来創造館
で開催予定であります。
８月 1 日、南平戸海と島のサバイバル塾を３日までの予定で、高島町で
開催予定であります。
２日、第 41 回長崎県人権教育研究大会が３日まで南島原市で予定され
ています。また、社会を明るくする運動中学生･高校生長崎県弁論大会が
佐世保市で予定されております。
７日、未来創造館１周年記念と、第 46 回子ども会球技大会〔田平町青
尐年健全育成会〕が田平公園で予定されています。
９日、第 53 回県Ｐ平戸大会第 9 回実行委員会が未来創造館で、19 日、
大村市議会から行政視察として未来創造館へこられる予定です。
21 日、中部地区民球技大会が中部市民運動場で予定されています。
23 日、「尐年の主張」長崎県大会が時津町で、25 日、第 53 回県Ｐ平戸
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生 涯 学 習 大会第 10 回実行委員会が未来創造館で予定されています。
課長
教育長

以上でございます。
各課の報告が終わりました。何かご質問はございませんか。

委員

堤小学校と中津良小学校の統廃合の説明会の状況はどうだったんでし
ょうか。

教育長

定例教育委員会終了後の市長との総合教育会議の中でも協議するよう
にしておりますので、その中でよろしいでしょうか。

委員

はい。

教育長

他にございませんか。

委員

イングリッシュ・キャンプは、大変良かったというようなことを伺いま
したが。

学校教育
当初は心配しておりましたが、抽選により 40 名の参加で実施しました。
課長
ＡＬＴとほぼ英語で話す時間が続きますので、最初は、大変緊張もしてい
たようで、ＡＬＴの話があまり理解できないような表情でありましたが、
終わって見ますと、子供たちも大変喜んでおり、１日目と２日目では英語
に対する大きな変化が見受けられ、大変貴重な時間だったものだと感じて
おります。また、今後も英語を勉強していきたいとかの感想もあっており
ました。
生涯学習
生涯学習課です。南平戸海と島のサバイバル塾につきましては、昨年は
課長
実施できませんでした。一昨年は 30 名に満たないこともあって心配して
おりましたが、今回は定員 40 名の参加で行われます。（応募者 44 名 内
２名辞退）対象者は小学校４年生から６年生で、定員が 40 名ということ
であります。４年生は来年度もチャンスがあるということから、仕方なく
４年生の２名を抽選によりはずすこととなりました。男女の内訳は、男 24
名、女 16 名となっております。また、ボランティアスタッフは、20 名ほ
どになると思いますので、安心して運営できるのではないかと思っており
ます。参加費は一人 5,000 円となっております。
教育長

他にございませんか。

委員

イングリッシュ・キャンプは、来年度は増やす予定はないんですか。
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学校教育
課長
教育長

教育次長

予算のことがありますので、どのようになるのか分かりません。
よろしいでしょうか。それでは、次に、その他報告(3)教育次長報告を
お願いします。
それでは報告いたします。
９月 11 日（日）午前９時 50 分から大島支所・大島村公民館新庁舎開所
式の運びとなっています。案内状も送付されたと聞いております。現在、
施設の内装の最終段階となっており、８月末の工期となっています。それ
に併せ、８月 15 日から図書室を休館として、図書の整理を行なうことと
しており、９月 11 日のオープンまで準備となります。
公民館、図書室の引越しも、大島の職員を始め、読み聞かせグループ、
調理室はわかめ会などの支援者等の関係者、平戸図書館からの支援も含
め、供用開始が出来るよう努めていくこととしております。なお、外灯に
ついては、正面に３つと側面には屋根に２つ予定していますが、最終的に
は外溝工事のおり、状況により大きな外灯を予定しているとの事でした。
また、舞台の台については、年に限られた使用のため、保管場所もなく、
必要に応じ借用したいとの事でありました。
その他報告は以下のとおり
○長崎県中学校総合体育大会成績
・開催日：平成 28 年７月 23 日（土）～24 日（日）
・成 績：別紙のとおり
※平成 28 年度九州中学校相撲大会（平戸市開催）
期日：平成 28 年８月５日（金）９時 30 分から開会式 10 時 00 分から
協議開始となっています。
場所：平戸市相撲場
〇未来創造館ＣＯＬＡＳ平戸へのバス運行
・運行期間：平成 28 年８月 1 日（日）～平成 29 年１月 31 日
・運 行 日：毎日（ただし平成 28 年 12 月 29 日～平成 29 年１月３日は
除く）
・運行内容：別紙のとおり
啓発については、公民館だより、班回覧、ホームページ、学校、バ
スターミナル、未来創造館等を予定しております。
〇未来創造館ＣＯＬＡＳ平戸１周年記念特別企画
・開催日：平成 28 年８月７日（日）10 時から行います。
・内 容：別紙のとおり
※展示物
平成 28 年度「第 21 回国際公募アート未来展」
内閣総理大臣表彰受賞
諭）作

作品名「白鯨」 大島中学校
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教育次長

８月１日から８月 17 日まで展示しています。
○ひらどツーデーウォーク（第 10 回記念大会）
・日 時 平成 28 年 10 月８日（土）・９日（日）
・コース ８日（生月）９日（田平・平戸北部）
・詳 細 別紙のとおり
※九州マーチングリーグ登録決定
参加人員は第 10 回記念大会であり 2,500 名以上を目標に掲げてお
ります。
啓発は、過去の参加者、各種ウォーク大会、各ウォーキング協会、
学校、市町村役場、テレビ・ラジオ、新聞広告等での広報啓発活動を
行います。
それから、資料はございませんが、近頃メールで県内の学校の爆破予告
（８月 10 日）が県のほうに入っております。８月９日、10 日は施設内の
点検を行うようにしております。

教育長

次長報告については、よろしいでしょうか。

一同

はい。

教育長

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。

教育次長

事務局としては、次回定例教育委員会は、８月 25 日木曜日ということ
で予定いたしておりますが、いかがでしょうか。

一同

異議なし

教育長

それでは、以上をもちまして、７月定例会を終了します。皆様お疲れ様
でした。有難うございました。
午後 14 時 25 分閉会
平成 28 年 7 月 28 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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