平成 28 年 8 月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 28 年 8 月 25 日(木)

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

教育長

15 時 00 分開会

16 時 00 分閉会

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
野口文化交流課長、宮島教育総務課長、石山総務施設班長（教育総務課）
質疑等
(日程第１開会)
ただ今から、平成 28 年 8 月平戸市定例教育委員会を始めさせていただ
きます。
それでは、教育長お願いします。
今年の夏は、ことのほか厳しく、夏休みになって殆どまとまった雨も降
らず、徐々に農産物の被害も聞かれるようになってきました。教育委員皆
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。
学校の夏休みも残り一週間となりましたが、この間、休みを利用した「サ
バイバル塾」や「イングリッシュキャンプ」、各地区の育成会スポーツ行
事など様々な体験的な催し物も開催されましたが、今のところ大きな事故
もなく、事件の報告もあっておりません。順調に２学期を迎えられるもの
と思っております。
さて、毎年この時期になりますと全国学力調査の結果が気になるところ
です。今年は明日に新聞掲載となる予定でありましたが、何かの都合で報
道がのびるようでございます。
教育委員会には、既に結果が届いておりますので、後ほどその結果につき
ましてご報告させて頂きます。(会議終了後学校教育課長より説明)
概要を述べますと、全国・県平均を上回る教科も見られるなど、幾分
改善され、明るい兆しが見えてきた。と言うところだと思います。
これまでの取り組みが、成果として現れたものと一定の評価をしている
ところでございまして、今回のテスト結果を更に分析し、更なる学力向上
に努めて参りたいと存じます。
本日の委員会につきましては、事前にお示しの内容でございますが、加
えまして、９月５日から予定されます９月定例市議会に提案します教育委
員会関係議案につきましても、事前にご説明をさせて頂く予定としており
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8 月定例会 （公開用）

教育長

ますので、どうぞよろしくお願い致します。
それでは、早速ですが議事日程により会議を始めさせて頂きます。

教育長

両委員

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 会議録署名委員の指名についてでありますが、８月会議録署
名委員は、松本委員と中島委員を指名させて頂きます。よろしくお願い致
します。
はい。
(日程第３ 会議録承認について)
日程第３ 会議録の承認でありますが、７月定例教育委員会の議事録
は、事前に送付しておりましたので、ご確認頂いていると思います。内容
について何かございますか。
(ありません。の声あり。)

教育長

一同
教育長

教育長

異議がないようですので、会議録はご承認と言うことでよろしいでしょ
うか。
異議なし。
ありがとうございました。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。
８月１日、定例部長会が９時から３階会議室で行われました。引き続き、
市高齢社会総合対策ネットワーク協定締結調印式も行われました。
また、退職・現職校長会合同会研修会が田平町民センター行われました。
この研修会には市内の小中学校すべての校長が出席するとともに、退職校
長会からも 15 名の参加がありました。恒例の研修会では黒田市長が講師
を務め、有意義な研修となりました。
２日、九州中学校体育大会・全国中学校体育大会出場者の市長表敬訪問
がありました。同日、13 時 30 分から社会福祉センターで平戸地区連合防
犯協会総会が開催されました。また、14 時 30 分から社会福祉センターで
市交通安全推進連絡協議会総会がありました。
３日、单平戸・海と島のサバイバル塾の閉校式に出席しました。１日か
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８月定例会

教育長

ら２泊３日・高島で行われた本塾には、市内各校から 39 名の参加であり
ました。また、13 時 30 分からは、市学校給食研究会総会が、たびら活性
化施設であり出席をいたしました。
４日、国際交流員（オランダ）とＡＬＴ（ヴェロニカ氏・オーストラリ
ア）の２名が新たに着任しましたので、辞令交付を行いました。また、14
時から文化センターで平戸珠算選手権大会表彰式がありました。
５日、九州中学校相撲競技大会が市営相撲場で開催されましたので、地
元教育長として歓迎の挨拶をさせて頂きました。本市から地元枠として生
月中学校が出場しました。
７日、田平町子ども会球技大会が田平公園で開催されました。
また、未来創造館で１周年イベント式典も行われました。
８日、市教育会全体研修会が文化センターで行われ、市内各小中学校か
ら大方の教師が出席し、総会並びに研修会が行われました。
９日は、各小中学校の全校登校日でありました。
16 日、市尐年卓球交流事業として、中国单安市への訪問団の出発式が行
われました。鄭成功とゆかりの深い中国・单安市、台湾・台单市と平戸市
の３市が中学生卓球の交流大会を行うものです。
25 日・今日、イングリッシュキャンプの閉校式がありました。昨日から
１泊２日、中学生 40 名が参加して行いました。そして、本日の定例教育
委員会であります。
今後の予定ですが、
９月２日、校長研修会、４日は、第 11 回市民体育祭総合開会式がライ
フカントリーで予定されています。
５日から９月定例議会が開会されます。
11 日には、昨年度から整備を進めてきました、大島支所、大島村公民館
の落成式があります。
24 日・25 日には、鄭成功記念館山門完成記念行事が行われます。
以上で報告を終わります。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

教育長

（日程第５ その他）
日程第 5 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４件、共催１件となっていますが、
説明をお願いします。
以下、省略。 （学校教育課長・生涯学習課長・教育総務課長説明）
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。）
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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

教育総務
課長

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、報告させていただきます。
８月１日、度島小中学校屋内運動場非構造部材耐震化工事竣工検査を度
島小中学校で行いました。同日、企画財政課から補正予算ヒアリングを受
けました。
２日、企画財政課から実施計画ヒアリングを受けました。午後は、平戸
地区連合防犯協会総会が社会福祉センターあり次長が出席をいたしまし
た。
３日、第２回債権管理対策会議担当者会が行われました。また、午後は、
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ました。
５日、例規審査がありました。内容としましては、老朽化した教職員住
宅を廃止するための条例改正のための審査でございます。
８日、学校予算委員会が未来創造館行われました。
９日、11 月に開催されます、長崎県市町教育委員会研究大会打ち合わせ
が佐世保市役所であり、私が出席をいたしました。
15 日、紐差小学校屋内運動場非構造部材耐震化工事竣工検査を紐差小学
校で行いました。
18 日、野子小中学校及び津吉小学校屋内運動場非構造部材耐震化工事竣
工検査をそれぞれの学校で行いました。
23 日、長崎県学校給食研究協議大会が長崎市民会館で開催され担当者と
市内の調理場に勤務されている方が参加をしております。
そして、本日の定例教育委員会でございます。
今後の予定でありますが、
26 日、第１回債権管理対策会議が予定されております。
30 日、松浦市未収金回収機構研修会が松浦市民会館で開催されます。
9 月 5 日、９月市議会定例会開会となっております。
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。
７月 30 日、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
終日行われました。
８月 1 日、平戸市臨時校長研修会・退職校長会合同研修会を田平町民セ
ンターで９時から開催いたしました。また、午後は平戸市学校保健会保健
- 4 -

８月定例会

学 校 教 育 主事部会が平戸市未来創造館で行われました。
課長

２日、市長表敬訪問(県中総体報告)がありました。
３日、平戸市学校給食研究大会が、たびら活性化施設でありました。
４日、新ＡＬＴが市長訪問を行いました。
５日、九州中学校総合体育大会相撲競技が市営相撲場で終日開催されま
した。
８日、平戸市教育会研修会を文化センターで開催いたしました。
９日、県民祈りの日は、市内全小・中学校全校登校日でありました。
10 日、県内公立学校に対し爆破予告があり、11 日に全校点検を行いま
したが、異常はございませんでした。
12 日から 16 日まで、終日県下全公立学校一斉休校日でありました。
17 日、初任者研修地区研修会（清掃セミナー・社会人としての研修）を
平戸小学校と山九錬成館で行いました。
18 日、初任者研修企業研修が山九錬成館で行われました。同日、14 時
から市小・中学校研究主任研修会を平戸市未来創造館で開催いたしまし
た。
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行われまし
た。また、諸帳簿点検訪問(堤小･田平東小･中部中･田平中)を終日行いま
した。
23 日、諸帳簿点検訪問(平小･紐差小･津吉小･大島中) を終日行いまし
た。
24 日と 25 日は、イングリッシュ・キャンプ（中学生）を未来創造館及
び海上ホテルを会場に行いました。無事終了し、大変充実したものであり
ました。
25 日、ＩＣＴフォーラムが大村市であり、市内の校長 20 人が参加して
おります。
そして、本日の定例教育委員会でございます。
今後の予定でありますが、
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行
われます。
29 日、平戸市就学相談を田平町民センターで予定しております。これは、
就学時の判断を行うためのものです。
30 日、拡大予算委員会が事務の共同実施連絡協議会のもと田平町民セン
ター行われます。
９月１日、市内全小・中学校の第２学期始業式となっています。
２日、平戸市校長研修会が田平町民センターで予定されています。
５日、県立高校入試実施要項説明会が田平町民センターで予定されてい
ます。
６日、平戸市教頭研修会が平戸市社会福祉センターで行われる予定で
す。
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学校教育

７日、平戸市通級指導教室担当者研修会を田平支所３階会議室で予定し

課長

ております。(「ことば」、「AD」研修)
20 日、定例学校指導訪問（中野小、山田小）を予定しております。
23 日、定例学校指導訪問（紐差小、堤小） を予定しております。
26 日、定例学校指導訪問（田助小、田平单小）を予定しています。
28 日、初任者研修授業研修(小学校) を予定しています。
29 日、教育長･校長合同研修会が佐世保市で予定されております。
30 日、定例学校指導訪問（中部中、中野中）を予定しています。
以上でございます。

生涯学習
課長

生涯学習課から、報告させていただきます。
７月 29 日、生涯学習推進会議を未来創造館で９時から行いました。
31 日、第１回成人式実行委員会を未来創造館で行いました。
８月１日から来年の１月 31 日までの間、平戸桟橋から未来創造館行き
のバスを社会実験をかねて運行することといたしております。昨日までの
利用者は、桟橋から図書館までが 26 人・図書館から桟橋までが 41 人でし
た。また、１日の 10 時から記者懇談会を、その後、補正予算ヒアリング
（積み残し分）を受けました。また、11 時 20 分からは、单平戸海と島の
サバイバル塾を野子の高島で３日まで行いました。(小学校４年生から６
年生までの 39 人が参加)
２日、スポーツ尐年団（空手）が市長表敬訪問を行いました。
４日、平戸市まちづくり活性化事業交付金協議が９時から市役所であり
ました。また、４日と５日、係長職初任者研修が長崎市で開催されました。
５日、九州中学校体育大会（相撲競技）が市営相撲場で９時 30 分から
ありました。また、女性職員研修会が未来創造館でありました。また、５
日から７日までの３日間、猶興館高校で「WE LOVE 熊本 IN 平戸｣（高校
バスケット交流）がありました。主催は、生徒及び保護者で県内の３高校
からも参加され、約 80 人の参加がありました。
７日、田平青尐健主催の第 46 回子ども会球技大会が田平公園で開催さ
れました。また、同日、10 時から未来創造館で未来創造館開館１周年記念
事業を行いました。
８日、長崎県社会教育関係スキルアップ連続講座が長崎市であり、
が参加いたしました。
９日、第 53 回県Ｐ平戸大会第９回実行委員会が 18 時 30 分からありま
した。また、ひらどツーデーウォーク大会田平地区打ち合わせ会を 19 時
から田平町民センターで開催いたしました。また、９日と 10 日の両日は
長崎市で管理職研修会があり、私が出席をいたしました。
12 日、田平北小学校屋外トイレ改修打ち合わせを田平町民センターで行
いました。
14 日、第 53 回町内軟式野球大会（生月）が勤労者体育センターで行わ
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８月定例会

生 涯 学 習 れました。
課長

18 日、平戸市まちづくり活性化事業交付金協議が市役所で行われまし
た。
19 日、大村市議会から未来創造館を行政視察に見えられ対応いたしまし
た。
21 日、中部地区民球技大会が開催されました。
22 日、ＩＣＴスキル向上研修がありました。
23 日、尐年の主張長崎県大会が時津町でありました。中野中学校の石田
さんが校長会賞を受賞しています。これは、４位にあたるということです。
同日、平戸学童保育所｢なのはなクラブ｣運営委員会が未来創造館で開催さ
れました。また、駐車場検討会も行われました。
24 日、Ｂ＆Ｇスポーツ長崎県大会が小佐々町で開催され、剣道、ボート、
カヌー、水泳競技が行われました。
また、18 時 30 分から第 53 回県Ｐ平戸大会第９回実行委員会が未来創造
館で開催されました。
そして、本日の定例教育委員です。
今後の予定でありますが、
26 日、第 51 回中部地区老人クラブ振興大会がふれあいセンターで９時
30 分から予定されています。
27 日、第２回成人式実行委員会を未来創造館で開催予定です。
４日、第 11 回市民体育祭開会式をライフカントリーで開催予定です。
６日、中部市民運動場地籍調査立会（１日目）が中部市民運動場で予定
されています。
８日、ＩＣＴスキル向上研修、11 日は、大島村公民館落成式となってお
ります。
13 日、中部市民運動場地籍調査立会（２日目）が中部市民運動場であり
ます。
18 日、フレンドリータウン推進事業（Ｖ・ファーレン長崎サッカー観戦）
が 16 時から諫早市であります。この事業は、高校生以下 100 人を無料で
招待する事業で、現在、11 人の申し込みがあっております。
24 日と 25 日は、ツーデーウォーク大会の宣伝に北九州市に参ります。
現在、210 人の方から申し込みがあっております。
以上でございます。

教育長

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

ツーデーウォーク大会の申し込みは、まだ大丈夫ですよね。

生涯学習
８月 30 日までに申し込みいただくと冊子に名前が載ります。受付は、
課長
大会当日まで行うようにいたしております。
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委員

はい。分かりました。

教育長

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。

教育次長

それでは報告いたします。
９月議会についてですが、５日に開会予定となっています。
教育委員会関連の議案は５件で、１件目は、
「平成 27 年度平戸市教育委員
会の自己点検評価報告書」で、７月定例委員会においてご承認いただきま
した分で議会へ報告するものです。
２件目は、
「平成 28 年度一般会計補正予算」で、主なものとして、４月
１日付け、人事異動に伴う補正、田平北小学校の学級増に対応するための
改修費用、自治公民館整備等補助金、読書推進事業となっています。
３・４件目は、「平戸市教職員住宅条例」に関連する案件となっていま
す。
５件目は、９月議会は決算議会とも言われておりまして、
「平成 27 年度
の一般会計、特別会計及び企業会計」、12 の会計の決算認定が行われます。
特別委員会として、集中審議を行うわけですが、万全の準備を持って臨み、
成果についても自信を持って委員会の場で説明して参ります。

教育長

次長の報告が終わりました。何かご質問はございませんか。
よろしいでしょうか。
(ありません。の声あり。)

教育長

その他の件で何かございませんでしょうか。
(ありません。の声あり。)

教育長

生月の臨海学校に行ってみましたが、28 回を重ね大変歴史を感じまし
た。前生月町長の森氏が会長を務め、長崎大学、佐賀大学の学生が自主的
に参加し、生月の船員会館に３泊４日で、和歌などに取り組み子供たちと
のふれあいを大切にしておられました。大変、意義のある取り組みを行っ
ているなあと感じてまいりました。

委員

生月では意外と人気があっているんですよね。

教育長

森会長のお話では、生月だけでは参加者が減ってきているので、平戸に
も広げていってもというようなお話があり、大変有意義な時間でありまし
た。
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委員

世界遺産についての経過については、どうでしょうか。

文化交流
それでは、世界遺産の登録に向けた動向について報告させていただきま
課長
す。
7 月 25 日の文化審議会において、
「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」
が平成 28 年の世界遺産国内推薦候補に決定がなされたところであります。
イコモスからは、禁教期のみに価値があるとの助言を得ており、これを受
けて、遺産の価値がこれまでの「教会群」から「集落」に変更になること
から、次回の推薦は田平教会を除外して推薦されることになります。
今後のスケジュールとしては、平成 28 年に国内推薦を受け、世界遺産
登録は平成 30 年になる見込みであります。
教育長

イコモスは世界遺産登録を減らす傾向にあると聞くが、果たして登録がか
なうのか不安もあるが、状況はどうなんですか。

文化交流
イコモスが世界遺産の登録を減らしていくのは、平成 31 年分からと聞
課長
いているところであります。
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、決算特別委員会が９月の末に予定されておりますの
で、複数の期日を予定させていただければと考えております。そのため、
９月 26 日（月）か 27 日（火）のどちらかでお願いできればと考えており
ます。

教育長

年間計画でも予定されている学校訪問を行い、可能であれば給食も食べ
るということはできないですかね。

教育次長

学校の行事等の兼ね合いもあると思いますが、今年中に計画しておりま
した、生月中学校の学校訪問を行い、生徒と一緒に給食も出来るよう調整
したいと思います。

教育長

よろしいでしょうか。

一同

はい。

教育長

それでは、以上をもちまして、８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４時 00 分閉会
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平成 28 年９月 27 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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