平成 28 年９月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 28 年９月 27 日(火)

13 時 40 分開会

場

所 平戸市役所生月支所２階

庁議室

出席委員
出 席 者

発言者
教育次長

教育長

15 時 00 分閉会

中島善治委員、末吉幸德委員、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、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９月平戸市定例教育委員会を始めさせていただ
きます。
まず、教育長あいさつからお願いします。
朝夕に虫の音が騒がしい、秋の兆しを感じる季節となりました。
とは言え、今日は晴天で、ことのほか暑い日和となりました。松本委員
は所用のためご欠席でございますが、委員の皆様にはご出席頂きまして、
ありがとうございました。
まず、申しあげなければなりません。
先の９月議会最終日に本年 11 月 18 日に任期満了を迎えます中島委員に
代わりまして、田平町山内免の筒井清信氏の任命同意議案が提出され、次
期教育委員とて決定いたしました。
中島委員さんの任期は、まだまだ２ヶ月ほどございますので、本日はお
知らせだけにとどめさせて頂きたいと存じます。
また、教育総務課の宮島課長が、病気療養中でありまして、代わりに総
務施設班の石山班長が出席しております。
さて、本日は学校現場の視察研修ということで、生月中学校を訪問し、
授業風景をみさせて頂き、また、生徒と共に給食をとることができました。
総じて安定した学校経営がなされていることを確認できたのではないか
と思います。
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

(日程第２ 会議録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、９月会議録署
名委員は、中島委員と末吉委員を指名させて頂きます。
- 1 -

9 月定例会 （公開用）

両委員

教育長

はい。
(日程第３ 会議録の承認について)
日程第３ 会議録の承認でありますが、８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

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。

一同

異議なし。

教育長

それでは、会議録は承認されました。

教育長

(日程第４ 教育長報告について)
続きまして、日程第４ 教育長報告です。資料を基に主なものについて
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 28 日、平戸市防犯協会主催の「平戸市防犯武道大会」が文化セン
ター及び猶興館武道場で行われました。市内から柔道に 45 名、剣道に 141
名、あわせて 186 名が参加いたしました。
９月５日、９月定例議会が開会し、７日、８日に一般質問が行われ、教
育委員会関連のとしては、山田議員、山崎議員の２名からご質問がありま
した。また、13 日に文教厚生委員会が行われました。
21 日に市総合計画企画委員会に出席いたしました。市の総合計画は市町
村合併してから 10 年の計画を策定しましたが、今年度をもって計画期間
が終了することから、新たに向こう 10 年間の基本構想を策定するもので
あります。
24 日、鄭成功記念館山門完成祝賀会に出席しました。
今後の予定につきましては、28 日に市議会決算特別委員会の予定であり
ます。また、午後６時 30 分から県学校保健会・学校安全研究協議大会平
戸大会の実行委員会が行われます。本大会は 11 月 17 日に平戸文化センタ
ーで開催予定であります。
30 日に大島村公民館長辞令交付式とありますが、今年度から公民館長の
民間人登用を実施していますが、大島村公民館だけは選任が遅れていまし
た。10 月１日から新たに市役所ＯＢを任命する予定となっています。
10 月４日は小学校陸上競技大会、10 月８日・９日は第 10 回ツーデーウ
ォーク大会がございます。
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教育長

12 日は、中学校総合体育大会駅伝競技が開催されます。
16 日・17 日には、全国ねんりんピックのゲートボール競技がライフカ
ントリーで行われます。
以上、報告いたします。

教育長

何かご質問等ありましたらお願いします。

委員

大島村公民館長は、まだ言えないんですね。

教育長

前支所長の山野上さんを予定しています。

委員

鄭成功記念館山門完成祝賀会は、どうでしたか。

教育長

台单市から市長はじめ 240 名ほどの出席があっており、前夜祭から盛大
に行われました。

文化交流
当日は、山門前でテープカットを行い、来賓皆様から沢山のご祝辞をい
課長
ただきました。その後、地元川内町からのアトラクションも披露されまし
た。
式典には 400 名ほどの出席がありました。

教育長

教育次長

（日程第５ 報告）
次に、日程第５報告を議題とします。
第 13 号報告 議会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。
それでは、「議会の議決を経るべき議案についての意見の申出」につき
まして、資料を基に説明させていただきます。
２ページをご覧ください。
去る９月５日に開会した９月議会定例会は、平成 28 年度一般会計補正
予算案を始め、条例議案、その他各種の重要案件につきまして、原案どお
り、承認、可決して 20 日に閉会しました。
１件目は平戸市教職員住宅条例の一部を改正する条例、２件目は平成 28
年度平戸市一般会計補正予算（第３号）、３件目は市有財産の無償譲渡に
ついてでございます。
まず、1 件目の｢平戸市教職員住宅条例の一部改正について｣は、度島町
教職員住宅（２戸）及び大島村教職員住宅（３戸）の老朽化と、今後にお
いても教職員の入居が見込めないことから、用途廃止を行い、条例の一部
改正をするものでございます。
関連がありますので、３件目の｢市有財産の無償譲渡について｣ですが、
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教育次長

１件目で提案いたしました度島町教職員住宅（１棟２戸）に関わるもので、
無償譲渡の理由としまして、当該住宅は民有地に建設されており、今年度
予算で建物解体費を計上していたところですが、地主より無償譲渡の申出
があり、解体費用が削減できることから、無償譲渡を行うものであります。
無償譲渡する財産、相手方、期日は、記載のとおりです。
次に、２件目の平成 28 年度一般会計補正予算（第３号）で、教育に関
する分になりますが、10 ページをご覧ください。
主なものとして、４月１日付けの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、読書推進事業となっています。
10 款２項３目学校建設費 948 万２千円につきましては、田平北小学校は
現在８学級ですが、次年度には２学級増が見込まれており、その対応とし
て、現在の多目的教室の改修を行い、２クラスを整備するものです。
11 ページ、５項２目公民館費の説明欄２の「自治公民館整備等補助金」
93 万１千円については、地区公民館の緊急性を伴う屋根の補修、冷暖房機
器の改修等によるものです。
３目図書館費の説明欄２の「読書推進事業」100 万円については、図書
館の持つ機能を活用し、大人から子どもまで自由なテーマで興味のあるこ
とについて、図書を使って調べたオリジナル作品を応募する「図書館を使
った調べる学習コンクール」を実施するものです。その後、審査を行い、
大人の部、子どもの部それぞれ優秀作品を表彰し、応募作品全体から２作
品を全国コンクールに推薦するものです。
以上ご報告いたします。

教育長

質疑等はありませんか。

委員

田平北小学校の増える学年は何年生ですか。

総務施設
班長

新３年生と新６年生で、１学級基準をそれぞれ１名超える見込みです。

教育長

教育長

（日程第６ その他）
次に、日程第６その他を議題とします。
(１) 共催・後援等についてですが、今月は後援４件、共催１件となっ
ていますが、事務局より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・教育総務課班長説明）
共催・後援等について、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
課班長

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) 各課長報告についてですが、教育総務課から順次報告をお
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 30 日、山田小学校屋内運動場の非構造部材耐震改修工事の竣工検
査を行いました。
９月５日、９月市議会定例会が開会し、20 日に閉会しました。
８日、田平中学校プール横敷地の舗装竣工検査を行いました。
11 日、大島村公民館の落成式に教育長、次長が出席いたしました。
13 日、生月中学校屋内運動場の非構造部材耐震改修工事の竣工検査が行
われました。この竣工検査をもって市内小中学校の全ての耐震関係の工事
が終わり、耐震化率は 100 パーセントに達しました。
21 日、学校適正規模・適正配置の説明会として、堤小学校区の第２回目
の保護者及び地区説明会を行いました。
26 日、同じく学校適正規模・適正配置の説明会として、中津良小学校区
の第２回目の保護者及び地区説明会を行いました。
今後の予定としましては、明日、28 日に市議会決算特別委員会に出席い
たします。
以上で、報告を終わります。

学校教育
課長

学校教育課です。
８月 29 日、平戸市就学相談を田平町民センターで行いました。
30 日、拡大予算委員会ということで市内小中学校の校長、事務職員と教
育委員会が一堂に会し学校予算について討議を行いました。
９月 1 日、第２学期の始業式です。
２日、平戸市校長研修会を田平町民センターで行いました。
５日、平戸中学校野球部が県大会で優勝したことによる市長表敬訪問が
ありました。
６日、平戸市教頭研修会が社会福祉センターでありました。
16 日、20 日、23 日、26 日に定例学校指導訪問を行いました。これから
も随時、小学校、中学校を訪問する予定です。
18 日の平戸中学校と生月中学校の体育大会は、台風影響のため 20 日に
延期して行われました。
今後の予定としましては、９月 28 日に初任者研修授業が津吉小学校で
行われます。
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学校教育
課長

生涯学習
課長

29 日、教育長・校長合同研修会が佐世保市で行われます。
10 月４日は、小学校陸上競技大会がライフカントリーでございます。
５日、平戸市の校長研修会が根獅子小学校で９時から行われます。
18 日、平戸市教頭研修会が中津良小学校で９時から行われます。
20 日と 21 日は、市町学校教育課長の研修会に島原市に私が出席いたし
ます。
以上です。
生涯学習課です。
８月 27 日、第２回目の成人式実行委員会を行いました。
９月４日、第 11 回市民体育祭開会式を予定しておりましたが、荒天の
ため中止としております。
９日、紐差小学校区学合宿実行委員会の第２回目の会議を行いました。
12 日、平戸小学校区の通学合宿実行委員会設立会を開催しました。
16 日、第２回生涯スポーツ委員会が長崎市でありましたので、私が出席
しました。
18 日、フレンドリータウン推進事業ということで、Ｖ・ファーレン長崎
のサッカー観戦に行って参りました。大人子ども合わせて役 80 人の参加
がありました。
同日、第３回目の成人式実行委員会を開催いたしました。
24 日と 25 日、北九州市の無法松ツーデーマーチでツーデーウォークの
宣伝活動を行いました。
今後の予定として、９月 29 日、都市局所管補助事業等完了検査という
ことで、未来創造館の書類の検査があります。
30 日、大島村公民館長の辞令交付式があります。
10 月４日、指定管理者選定委員会があります。
８日と９日は、ひらどツーデーウォーク大会を開催します。９月 26 日
までの参加申し込みは、８日生月会場 537 人、９日平戸会場 895 人、エコ
トレッキング 35 人、合計 1,467 人という状況になっております。
25 日、生涯学習講演会「山、海、空とセンサと」が平戸文化センターで
開催されますので、皆様方の参加をよろしくお願いいたします。
以上でございます。

文化交流
私の方からは、懸案事項であった常燈の鼻の整備工事について、報告さ
課長
せていただきます。
この工事は、常燈の鼻を文化財として保存していくための工事で、当初
の予定では平成 27 年度から３ヵ年計画で行う予定でありましたが、地元
漁協との協議が長引き、今月から工事に入ることになりました。
工事は県道の護岸改修として県が行うことになりますが、商館の史跡に
指定されていることから文化庁との協議や調査専門員との調整を市が担
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文 化 交 流 当することになります。
課長

以上で報告を終わります。

教育長

各課の報告が終わりました。何かご質問等ございませんか。
通学合宿についてはご存知ですか。
説明をお願いします。

生涯学習
通学合宿は、地域の公民館に寝泊りをして、公民館から学校に通うもの
課長
で、地域の方々がその寝泊りのお世話をするものです。お風呂は、地域の
家庭にもらい湯に行きます。
現在、田助小、中野小、平戸小、紐差小、根獅子小の５箇所で行ってい
ます。
委員

堤小学校区と中津良小学校区の学校適正規模・適正配置説明会の進捗状
況と、成人式実行委員会の進捗状況はどのようになっているのですか。

学校教育
7 月に第１回の説明を保護者対象に行い、９月の第２回には保護者のほ
課長
か民生委員や区長といった地区の方にも入っていただきました。
両校の保護者については、統合という方向もやむをえないとの意識が確
認できました。問題は、スクールバスの運行や統合までの期日や統合まで
どのような話をしていくのかということで話は進みました。
次回第３回目を堤小学校は 1 月後に、中津良小学校は２月後に話し合い
を持つ予定です。
できましたら年内に方向付けができたらとは考えていますが、各地区の
事情がありますので予測はできないところでございます。
生涯学習
第１回目は昨年の成人式について説明を行い、２回目は今後どのような
課長
形で成人式をやっていくかについてたたき台に意見を出しながら話をし
ました。第３回は役割分担について話をしました。４回目、５回目に細か
いところの調整を行う予定でいます。
委員

昨年は、ある地区では反対もありましたが、内容を検討する状況になっ
ているということですね。

生涯学習
課長

はい、そうです。
第１回目の時に一本化して行うことに意見は一緒でしたので、一本化と
いうことで進めています。

委員

わかりました。
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教育長

他にないですか。
なければ、続いて、(３) 教育次長報告をお願いします。

教育次長

いくつか報告させていただきます。
議案については、先ほどのほか、報告案件として、教育委員皆様に協議・
承認いただきました「平成 27 年度平戸市教育委員会の自己点検評価報告
書」について報告し、承認を得ております。
また、平成 27 年度の一般会計、特別会計及び企業会計の 14 会計の決算
認定審査が９月 26 日から始まっており、教育委員会の審査は、あす 28 日
となっております。
一般質問では２名から教育委員会に対して質問がありました。
山田議員からは、今夏の尐雨と高温の影響に関連して、熱中症に係る学
校等での発生事例及びその対策についての質問がありました。
答弁としましては、学校等での発生事例として、小学校７人、中学校 16
人で、うち病院受診者は５名で大事に至らなかったこと。地域行事で小学
生１名、中学生１名が病院受診したが即日帰宅となったこと。その対策と
して、熱中症に対しての注意喚起、水筒持参、体育、部活動途中の休息や
給水時間の設定。温度計、熱中症計の整備などを回答しております。
次に、学校の普通教室への空調設備の導入状況についての質問に、県の
平均は 15.2％で、平戸市の普通教室への空調設備設置は０％と回答。これ
に対し、これから平戸市においても普通教室への導入を検討する必要があ
るのではないのかとの質問に対し、これからもこの夏のように猛暑が続く
ことを考えれば、普通教室へのエアコンの設置も、今後検討しなければな
らない課題になってくるかと考えていると回答したところです。
次に、子ども達の衛生環境についての質問で、学校でアタマジラミが発
生したと聞いた。その発生の状況と環境衛生の対策状況についての質問が
ありました。発生の状況について、本年度１校で、各学年にまたがり 20
名ほどのアタマジラミ保有者が確認され、学校ではこの状況を全家庭にお
知らせすると共に、保有児童の家庭へ直接連絡し、駆除をお願いしている
こと。その後も頭髪の観察を続けること。また、保有児童のプールでの水
泳学習を見学とするなどの配慮をしていると回答。
次に、他に学校で取組んでいる衛生対策等の質問に対し、教育現場で気
をつけていることは、インフルエンザやノロウイルスなどの感染症への対
応で、これらは感染力が強く、法定伝染病の一つとなっていること。学校
においては、手洗い、うがいの励行と家庭への啓発、発生した場合、校内
の消毒を徹底して行うこと。このような感染症については、各校から感染
症情報システムを通して、国立感染症研究所への情報提供や保健所への報
告義務もあること。今後も感染症により教育活動が停滞することがないよ
う関係機関と連携しながら対応を図っていきたいと回答しております。
次に山崎議員からは、給付型の奨学金制度についての質問に対し、給付
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教育次長

型ではありませんが、平戸市奨学資金貸付基金条例の中に、産業後継者（農
業、水産業、建設業及び商工業）を対象とした制度があることの説明を行
いました。産業後継者を対象とするこの制度は、学資を支援する目的は当
然のことながら、産業後継者の確保・育成及び定住促進も意図する制度で
あること。教育委員会においては、制度の利用者を増やすため、市内全中
学校及び市内高等学校に文書配布及び市報への掲載により制度周知を図
っているが、平成 23 年度の制度開始以来、利用者はいないと回答。給付
型の奨学金の今後の考え方についての質問では、現行の教育委員会の奨学
金とあわせて、平戸市の定住促進や有能な人材確保に繋がるより良い制度
となるよう、検討していきたいと回答。
次に、熊本地震に関連した防災対策についてで、小中学校の耐震化の状
況はどのようになっているのかとの質問に対し、市内小中学校の耐震化に
ついては、平成 16 年度から文部科学省の補助事業を活用して耐震補強に
取り組んできたところであり、平成 27 年度末をもって耐震化率は 100 パ
ーセントに達したところであると回答。
次に地域係数についての質問で、長崎県は 0.8 となっていますと回答。
地域係数とは、設計地震力の計算に使われる「地域係数」という値であり、
「地震が普通に発生しやすい地域」に 1.0 という指数を与え、以下、そ
れに比べて相対的に地震が発生しにくいと思われる地域を 0.9、0.8、あ
るいは 0.7 という指数で表わして区分し、それらの地域ではその指数に
応じて設計地震力を低減してもよいとしたもので、その具体的な数値は国
交省の告示によって決められています。
地域係数を１にすべきではないのかの質問に対し、学校施設の耐震化に
ついは、文部科学省で定められた基準に基づく、対応を図っていると回答
したところです。
次に、最終 28 ページをご覧ください。
11 月 18 日に任期を迎えられます中島委員の後任の人事案件も議会最終
日に提案し、議会の同意をいただきました。
氏名は、筒井清信さん。筒井さんは、昭和 52 年４月に長崎県教員とし
て採用されて以来、平成 26 年３月に定年により田平北小学校を退職され
るまで、長く小学校での教育にあたられています。特に、平成 13 年から
校長へ昇任されてからは、市内４小学校において卓越した学校経営をなさ
れておられます。退職後は地域の学童クラブで指導員を務められるなど、
地域への貢献を続けておられます。誠実な人柄で教育への深い識見をお持
ちの方です。任期については４年となっております。

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。

委員

シラミの対策はないのですか。
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学校教育
課長

教育長

シラミ、ノミは法定伝染病にまで至っていないので、強制力がないよう
です。子どもたちに薬をまくことはできないので、各学校、即座に呼びか
けて、各自でやっていただくことになります。
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
教育次長

続いて、次回定例会の開催日程について、事務局の予定を伺います。
事務局としては、10 月 19 日（水）９時から、市役所４階でお願いでき
ればと考えております。
また、教育委員の異動も踏まえ、総合教育会議を 11 月の定例教育委員
会の日に開催したいと考えております。

教育長

10 月 19 日（水）９時からということで予定をさせていただきます。
よろしいでしょうか。

一同

はい。

教育長

以上をもちまして、９月定例会を終了します。委員の皆様には、午前中
から長時間にわたり、大変お疲れ様でした。有難うございました。

午後３時 00 分 閉会
平成 28 年 10 月 19 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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