平成 28 年 12 月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 28 年 12 月 22 日(木)

場

所 平戸市役所本庁３階

午前９時 00 分開会

午前 11 時 00 分閉会

小会議室

出席委員 松本美穗子委員、吉田あつ子委員、筒井清信委員、小川茂敏教育長
出 席 者

佐々木教育次長兼教育総務課長、入口学校教育課長、田中生涯学習課長
石山総務施設班長（教育総務課）

発言者

質疑等

(日程第１開会)
教育次長
ただ今から、平成 28 年 12 月平戸市定例教育委員会を始めさせていただ
兼 教 育 総 きます。
務課長
教育長あいさつをお願いいたします。
教育長

早いもので、今年もあと 10 日となりました。年末の押し迫ったご多用
の中にご出席頂きましてありがとうございます。
12 月５日に開会いたしました 12 月定例市議会につきましは、20 日に閉
会しました。教育委員会関係といたしましては、先月お示しいたしました
生月の元触地域交流センターと御崎コミュニティセンターの指定管理の
他、補正予算について審議され、原案どおり可決していただきました。
なお、12 月１日付けで、病気療養中の宮島教育総務課長に替わり佐々木
次長が教育総務課長を兼務いたしております。
それでは、議事日程により会議を始めさせていただきます。

教育長

両委員

教育長

（日程第２ 議事録署名委員の指名について）
日程第２、議事録署名委員の指名についてでありますが、12 月会議録署
名委員は、松本委員と筒井委員を指名させていただきます。
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、11 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、ご確認いただいていると思います。
内容について何かございますか。
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（「ありません。」の声あり。
）
教育長

異議がないようですので、ご承認ということでよろしいでしょうか。

一同

はい。

教育長

ありがとうございました。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）
次いで、日程第４ 教育長報告です。
１ページをお開き願います。主なものについてご報告します。
11 月 25 日、市教育委員会指定研究発表が田助小学校でありました。国
語科の研究指定でありましたが、全校あげての取り組みであり、非常に充
実した研究発表でありました。
26 日、総会を兼ねた長崎県ソフトボール協会の納会に出席しました。
12 月５日、12 月議会が開会しました。
11 日、第 19 回たびら中瀬草原クロスカントリー大会に出席しました。
当日は好天に恵まれ 800 名を超える参加者があり、また、初めて小中学校
男女の駅伝競技も行われ、大変な盛り上がりでした。
14 日、議会文教厚生委員会がありました。
15 日には全国小学校ラジオ体操コンクール表彰式に出席いたしました。
紐差小学校が優秀賞及び敢闘賞を、田平北小学校がかんぽ生命特別賞を受
賞しました。
16 日は学校適正規模・適正配置の協議に堤小学校に参りました。
20 日、12 月定例議会が閉会しました。
本日 22 日は小中学校の終業式となっております。
今後の予定につきましては、28 日が仕事納め式となっております。
明けて１月３日は平戸市成人式となっております。
６日は新年祝賀会、11 日に校長研修会に出席予定です。
16 日には教頭研修会及び教育委員会表彰者選考会を開催の予定です。
以上報告を終わります。

教育長

何かお尋ねはございますか。
（「ありません。」の声あり。）

教育長

それでは次に進めさせていただきます。
（日程第５

報告について）
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教育長

続いて、日程第５報告について議題といたします。
第 16 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、平成 28 年度平戸市一般会計補正予算（第５号）及び平成 28 年度平戸
市一般会計補正予算（第６号）について事務局の説明を求めます。

教育次長
２ページをご覧ください。
兼教育総
12 月５日に開会した 12 月議会定例会は、平成 28 年度一般会計補正予
務課長
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、一般会計補
正予算の一部修正はあったものの、可決して 20 日に閉会したところです。
それでは、第 16 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」につきまして、資料を基に説明させていただきます。
１件目は、「平成 28 年度平戸市一般会計補正予算（第５号）」、２件目は、
「平成 28 年度平戸市一般会計補正予算（第６号）」となっております。
以下、省略。（教育次長説明）
教育長

第 16 号報告について事務局から説明がありましたが、委員の意見、質
問はございませんか。
（「ありません。」の声あり。）

教育長

それでは、第 16 号報告について、承認してよろしいでしょうか。

一同

異議なし。

教育長

教育長

ありがとうございました。第 16 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」については承認いたしました。
（日程第６ その他）
それでは、日程第６ その他の報告に移ります。
（１）共催・後援等について事務局の説明を求めます。

学校教育
課長

後援２件について、説明いたします。
以下、省略。（学校教育課長説明）

生涯学習
課長

後援２件について、説明いたします。
以下、省略。（生涯学習課長説明）

教育長

以上の後援について、質疑等はありませんか。
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（「ありません。」の声あり。）
教育長

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、後援４件については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。報告をお願いします。

総務施設

教育総務課から報告させていただきます。

班長

11 月 25 日、第 10 回平戸市歯科保健連絡協議会がありました。
12 月５日から 20 日までの日程で、市議会定例会が行われました。一般
質問においては、山崎議員から就学援助関係の質問がありました。
12 日、第５回平戸市学校事務職員研修会に職員２名が出席しました。
同日、平成 29 年度一般会計予算の一次ヒアリングがありました。
14 日、市議会文教厚生委員会に出席いたしました。
15 日、16 日の２日間、学校適正規模・適正配置の協議ということで、中
津良小学校及び堤小学校に出向きました。
今後の予定といたしまして、12 月 28 日に仕事納め式、１月 16 日に平成
28 年度平戸市教育委員会表彰者の選考会を予定しております。
以上で報告を終わります。

学校教育
課長

学校教育課です。主のものを報告させていただきます。
11 月 25 日、平戸市教育委員会指定研究発表を田助小学校で行いました。
教科は国語で、子ども達の学びあいや各活動に重点を置いた研究発表でし
た。約 60 名の参加があり、内容的には子ども達の成長している姿が示さ
れた非常に充実した素晴らしい発表会であったと思っております。
12 月２日、平戸市校長研修会が田平町民センターで行われました。
７日、初任者研修の地区別研修がありました。内容は、情報モラルにつ
いてでした。
９日、平戸市教育支援委員会が行われております。
15、16 日の両日、学校規模適正化・適正配置協議を行なっております。
22 日、本日が２学期の終業式となっております。
今後の予定でございます。
12 月 25 日から１月７日まで冬季休業となっております。
１月 10 日が第３学期始業式となっております。
11 日、平戸市校長研修会を予定しております。
12、13 日の両日、人事異動にかかる２次ヒアリングを田平町民センター
にて行う予定となっております。
12 月定例会
- 4 -

学校教育

16 日、平戸市教頭研修会を平戸市社会福祉センターで行います。

課長

17 日、平戸市通学路安全推進連絡会があります。これは、各校区の通学
路で危険箇所がある所をピックアップして、関係団体で点検をいたしまし
て対策を練るというものでございます。
以上でございます。

生涯学習
課長

生涯学習課です。主なものについて報告させていただきます。
11 月 26 日、長崎県スポーツ推進委員研究大会が時津町でありました。
その中で、スポーツ推進員２名が表彰を受けております。
28 日、V・ファーレン長崎の市長表敬訪問があり、今年の成績報告がさ
れました。残念ながらＪ１昇格はならなかったとのことです。
29 日、紐差小学校区通学合宿実行委員会において、今年の反省会があっ
ております。
30 日、第 31 回平戸市人権教育研究大会が、たびら活性化施設にて開催
されました。
12 月７日、大相撲佐世保場所「ちびっ子わんぱく相撲」に市内の子ども
達が参加しております。
11 日、第 19 回たびら中瀬草原クロスカントリー大会が中瀬草原で行わ
れました。
17 日、第５回成人式実行委員会が開催されております。
19 日、平戸小学校区通学合宿反省会が行われました。
20 日、平成 28 年度長崎県公民館職員等研修会が大村市でありました。
今後の予定ですが、12 月 27 日、東京葛飾区で開催されます「キャプテ
ン翼 CUP」に出場する選手が市長表敬訪問を行う予定です。
１月３日、平成 29 年度平戸市成人式が行われます。約 400 名の新成人
が出席予定となっております。
14 日、第 47 回平戸縦断駅伝大会の開会式が行われ、翌 15 日に駅伝大会
が開催されます。約 25 チームの参加が予定されております。
22 日、第１回平戸市中学校部活動対抗駅伝大会を初めて開催する予定で
ございます。
以上報告を終わります。

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。
私のほうから一言、１月 22 日は第１回中学校部活動対抗駅伝大会とな
っております。以前は教育長杯としてバレーボールと駅伝を実施しており
ました。駅伝は、今年３月に実施しましたが、市内からも参加校が少なく、
また市外の強いチームが多く、10 数年実施しましたが平戸市内の優勝が一
度もないといった状況でした。一方で、県下一周駅伝では、ここ数年平戸
市は最下位が続いております。陸協との話しの中で、何らかの強化が出来
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教育長

ないものかと、県下一周駅伝にも貢献ができて、冬場のオフシーズンの身
体強化も兼ねて、また、陸上競技に進む子ども達が少しでも増えてくれれ
ばという思いで、学校にお願いし思い切って大会を計画したところです。

委員

歯科保健連絡協議会に関して、フッ化物洗口の普及状況はどのようにな
っていますか。

学校教育
フッ化物洗口については、小学校では全ての学校でやっております。中
課長
学校では、次年度からできる所から始めてはどうかという協議はしてお
り、まだ決定ではありませんが、２、３年のうちには中学校でも実施でき
るのではないかといった状況にあるといったところです。
生涯学習
成人式について少し触れさせていただきたいと思います。よろしいでし
課長
ょうか。
（「はい。」の声あり。）
生涯学習
昨年の成人式からの意見で、成人者の名前を読み上げては如何かとの意
課長
見があっております。平成 29 年成人式の実行委員会の中で、一人一人の
名前の読み上げについて諮ったところ、約 400 名の名前を読み上げるのに
は、早くて 40 分近くの時間を要することから、実行委員としては、成人
者や各地区がその後に予定している行事にも影響してくるとの理由で名
前の読み上げはなくて良いとのご意見でした。その代わりではありません
が、パンフレットに成人者全員の名前を掲載するようにしております。ま
た、文化センターロビーの大画面にも流すようにしておりますので、この
へんでカバー出来るのではないかと思っております。
このような理由から、平成 29 年の成人式においては、成人者の名前を
読み上げないということで決定いたしました。
また、昨年と変わったところとして、各地区の成人代表に壇上で成人証
書を渡すようにしています。
委員

各地区の代表者が成人証書を受け取るときに、各地区の成人者が代表者
と一緒にお辞儀をするようにしてはどうですか。
（「いいですね。」の声あり。）

生涯学習
課長

ありがとうございます。そのようにさせていただきます。
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教育長

その他、ご意見ご質問はございませんか。
（「ありません。」の声あり。）

教育長

なければ、各課長報告を終わります。
続きまして、（３）教育次長報告をお願いします。

教育次長
それでは、報告させていただきます。
兼教育総
12 月市議会定例会の一般質問についてご報告させていただきます。11
務課長
名の議員から一般質問があり、教育委員会関係では４名の議員から質問が
あっております。
近藤議員は、利用者目線による各種窓口等の整理統合と機能アップをと
いう福祉部門への質問でした。現在福祉関係の相談窓口として、子育て、
障害者、生活保護と関連した生活困窮者対策、さらに、市内各圏域に、地
域包括支援センターを設置し、福祉に関する相談を実施しているところで
す。教育委員会に関連して、具体的には、スクールソーシャルワーカーと
福祉的な地域包括ケアとの連携について、教育委員会へは、スクールソー
シャルワーカーの職務内容について、活動実績等を答弁したところです。
次に山崎議員から、就学援助の拡充について、長崎県と平戸市の就学援
助率について、最新の数値についての質問がありました。要保護及び準要
保護児童生徒の就学援助率ですが、公表されている最新のデータでは、長
崎県内市町の平均援助率は、平成 25 年度で 17.31％、平戸市は平成 28 年
12 月１日現在で、6.61％と県内では低い値となっております。
次に、就学援助申請書の全員への配布について質問がありました。現在
は、案内文書を全ての保護者に配布し、申請意思のある保護者へ後日、申
請書を配布しているところです。新たな試みとして、平成 29 年度は、制
度案内を兼ねた申請書を全ての保護者に配布することを考えております。
申請書には、申請意思の有無について回答していただく欄を設けており、
教育委員会といたしましては、真に支援を必要とする世帯が、支援に漏れ
ることがないよう学校の協力を得ながら、全ての保護者に提出をお願いし
たいと考えております。
なお、申請の際には、情報保護の為、申請書と一緒に配布した封筒に申
請書を入れて提出していただくことを考えております。
また、申請書に認定となる具体的な内容を示すのか、また、記入例は例
示するのかの質問に、援助を受けられる事例を示すこと、また、申請書の
裏面に記入例を示すこととしていると回答したところです。
また、入学前に新入学学用品費を支給出来ないのかの質問に、本市では、
平戸市に住所を有する学齢児童生徒を要保護及び準要保護児童生徒に認
定するよう基準を設けておりますことから、未就学児はこの対象を外れる
12 月定例会
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教 育 次 長 ことになることを答弁いたしました。
兼教育総
また、小中学校ともに新１年生の就学基準日は、４月１日となっている
務課長
ことから、現行制度においては、４月１日より前に準要保護児童生徒に認
定することは出来ないので、４月１日より前の新入学学用品費の支給には
対応しかねると回答しております。
このことから、平成 29 年度からは、申請書の学校提出の時期について
はこれまでと同じとしますが、支給の時期をひと月程早め、遅くとも５月
中旬までには支給出来るように努めてまいりたいと答弁したところです。
次に山田議員の用地課の新設についての関連質問で、ライフカントリー
の未登記の進捗状況についての質問があり、平成 28・29 年度の２ヶ年で
地籍調査が行われていること、未登記分については、通常業務の中、登記
事務処理が困難な事案が多いことから進捗は厳しい状況であると答弁し
ております。
また、ふれあいセンターの温水設備の設置についての質問があり、この
ことは、平成 26 年に浴室を会議室に改修する際に温水設備を撤去したこ
とにより調理室に温水が供給できなくなり、調理室を利用する方に不便を
かけており、早急に対応したいと回答しております。
次に、竹山議員からは、コミュニティのまちづくりについて、コミュニ
ティとして利用している施設の利用料の無料化についての質問がありま
した。現在、コミュニティ事業に活用されている教育委員会が所管してい
る施設は、志々伎ふれあい会館があること、このふれあい会館は地元区長
が組織する委員会に指定管理をし、指定管理による施設の運営は、市から
の指定管理料金等をもってなされていること、施設利用の有料・無料は、
指定管理者の裁量によることになっていること、コミュニティは重要とな
っており、今後、ふれあい会館を含めた公共施設が、コミュニティの施設
として利用されることも考えられることから、利用料金のあり方や指定管
理のあり方は、関係各課と協議させていただきたいと考えていると答弁し
たところです。
以上、一般質問の概要についての報告でございます。
教育長

その他ございませんか。
(「ありません。」の声あり。)

教育長

続いて、次回定例会の開催日程について、事務局案を伺います。

教育次長
事務局としては、１月 23 日月曜日の午前中に田平北小学校を訪問いた
兼 教 育 総 しまして、午後１時 30 分から定例会を開催したいと考えておりますが、
務課長

委員の皆さんのご都合はいかがでしょうか。
12 月定例会
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(「いいです。」の声あり。)
教育長

それでは、１月 23 日月曜日の 10 時 20 分に田平北小学校集合というこ
とで予定をさせていただいてよろしいでしょうか。

一同

はい。

教育長

次、その他の（４）その他について、事務局から報告をお願いします。

学校教育

私の方から学校の適正規模・適正配置について及び教育支援委員会につ

課長

いて報告いたします。
学校の適正規模・適正配置については、12 月 15 日に中津良小学校にお
いて第３回目の話し合いを行いました。統合に向けて学校や PTA がどのよ
うなプロセスで進めていけば良いかの提案をいたしました。各団体は、大
方、保護者の意思を尊重するという意見でございました。PTA は、最終的
な結論に至っていないということで、第４回目の話し合いを１月 17 日に
予定しております。このときに PTA としての意向を話していただいて、中
津良小学校校区の総意としてまとめていければと思っております。
堤小学校については、12 月 16 日に話し合いを行い、PTA からは平成 30
年４月１日の統合という回答をいただきました。各団体も保護者の意見を
尊重するとのことで方向性が決まっております。堤小学校につきまして
は、今後覚書を交わすこととし、細かな要望を聞いて欲しいとのことでア
ンケートを実施することとしております。
両校につきましては、特に重要な話しになったのがスクールバスについ
てでした。中学生の利用をどうするかが問題となっております。スクール
バスについては、前回の協議の際にも基本的姿勢を出しておりまして、対
象は小学生であるが、事情によって中学生が利用する場合は、スクールバ
スに余裕がある場合に限って利用できるとしております。乗れる場合にの
み乗せるということで各地区には説明しております。
次に、教育支援委員会についてですが、12 月９日に医療、学校、行政、
福祉関係の皆さんに集まっていただいて特別支援教育を必要とする子ど
も達の次年度の就学について話し合っていただきました。
特別支援学級の編成は、小学校では３学級が復級、新設の予定です。中
学校では２教室が復級、新設、休級が３学級の予定です。
通級指導教室については、言語障害通級指導教室を３小学校に開設、LD・
ADHD 通級教室を２小学校、２中学校に開設予定です。
以上、報告を終わります。
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生涯学習
課長

生涯学習課からは、大島、度島のフェリー乗り場から未来創造館へのバ
ス運行の利用実験をした COLAS バス利用社会実験について説明いたしま
す。８月から半年間実施しており、資料はその実績を載せております。実
験は、次年度事業をやっていくかの判断材料とするため実施したところで
すが、我々の中では、このような利用状況であれば、桟橋から未来創造館
までのバス運行は、事業継続は厳しいと議会で答弁をしたところです。議
員からは、未来創造館だけではなく、商店街を回るような運行であれば違
う結果だったのではないかとのご指摘を受けたところですが、元々が未来
創造館へのアクセスが無いことに対する利用実験であったことを伝えて
おります。
以上、報告を終わります。

教育次長
次に、学校給食の公会計化について説明いたします。制度については平
兼 教 育 総 成 29 年度から実施予定となっております。現在、学校給食費は、市長名
務課長
ではなく、各調理場の所長名にて管理し、請求、集金及び物資支払業務を
行っております。この方式が私会計といわれるものであり、学校給食法に
おいては、義務教育の設置者である自治体が、学校給食を実施するよう努
めなればならないとなっていることから、学校給食費の管理についても市
の保有する他の債権と変わりないものとして、市の責任において管理する
ことが適正な債権管理と考えております。
また、平戸市は市債権について徹底した滞納対策を講じていること、地
方自治法第 210 条に規定する「総計予算主義」の原則などに鑑み、平成 29
年度から学校給食費の会計方式を公会計へ移行することとしております。
公会計化の目的としては、学校給食事務の透明性の向上、保護者負担の
公平性の確保及び学校の事務負担の軽減があげられます。
平戸市の一般会計予算に計上し、議会において予算及び決算の審議を受
けることにより、透明性が確保されるとともに、条例、規則などを制定し
て市の責任と保護者負担を明確にすることができます。
また、現金を調理場窓口で扱うことが無くなり、債権の安全管理が徹底
されることになります。
また、学校給食費の収納、滞納を教育委員会において一括管理すること
により適正な管理が徹底され、未納分に対する完納保護者の心的負担を軽
減し公平性を図ることができるようになります。
この移行により、学校給食費会計事務の透明性の向上が図られることに
なり、保護者においては口座振替に移行することで、納付の手間や振替手
数料の無料化などの負担軽減が図られることになります。
なお、生月・大島地区におきましては、現在、PTA による徴収をしてお
りますが、徴収に携わる保護者の負担軽減のためにも口座振替への移行を
推奨しているところでございます。
12 月定例会
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教育次長

一方で、毎月約 2,600 名の給食費の歳入処理及び約 100 件の業者への歳

兼 教 育 総 出処理など、業務量の増加などが懸念されますので、円滑な事業の開始に
務課長
向け、調整・準備を進めているところです。
以上、報告を終わります。
教育長

ご意見、ご質問はございませんか。
（「ありません。」の声あり。）

教育長

ないようでしたら、以上をもちまして、12 月定例教育委員会を終了いた
します。
委員の皆様、大変お疲れ様でした。有難うございました。
午前 11 時 00 分

閉会

平成 28 年 12 月 22 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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