平成 28 年 10 月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 28 年 10 月 19 日(水)

場

所 平戸市役所本庁４階

出席委員
出 席 者

教育長

午前 10 時 05 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、平松生涯学習課参事監
石山総務施設班長（教育総務課）

発言者
教育次長

午前９時 00 分開会

質疑等
(日程第１開会)
平成 28 年 10 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、教育長のあいさつからお願いします。
委員の皆様には、ご多用の中、ご出席を頂きましてありがとうございま
した。
小体連、中総体駅伝競技、ツーデーウォークと委員の皆様にも激励を賜
りましてありがとうございました。
今年も早いもので、年度の半分を経過しましたが、現在のところ小中学
校ともに大きな問題もなく順調に安定した学校経営が行われています。
ツーデーウォークにつきましては、記念すべき第 10 回大会ということ
で、新たに九州マーチングリーグに加盟しての大会でありました。甲斐あ
ってか、全国から多くの方に参加を頂き、平戸市の魅力を全国に発信でき
た大会となりました。また、ウォーキングのすばらしさを再認識し、今後
に希望の持てる大会となったと思っております。
16、18 日にライフカントリーで開催された「ねんりんピック 2016」の
ゲートボール競技は、全国から約 1,000 人のプレイヤーを迎えての大会で
した。参加者の皆さんにも大変満足していただいた大会として終了するこ
とができました。
現在、オランダのノールトワイケルハウト市との交流事業で、高校生 12
名が本市を訪問しており、様々な交流事業が行われています。
10 月には様々な行事が行われ、多くの子どもたちが参加し、また、ボラ
ンティアスタッフとして大会を支えました。交流した子どもたちにとって
は、刺激の多い体験であったものと思います。
また、本年７月 19 日に「県知事要望」を実施し、
「特別支援学校」の義
務教育部門の設置要望を行っていたのですが、去る 10 月６日に県教育委
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員会から担当者がお見えになり、具体的な検討に入ることになりました。
当面、松浦市教育委員会、平戸市教育委員会、県教委で「特別支援教育施
設設置協議会」を設置し検討することになりました。県教委としても前向
きな姿勢でありますが、相応に財政負担が生じるところであり、確たるも
のはまだございません。是非、教育環境の充実のために実現を目指して、
努力して参りたいと思います。
なお、本日は生涯学習課長が公務出張のため欠席です。代わりに生涯学
習課参事監が出席しておりますので報告いたします。

教育長

それでは、議事日程に沿いまして教育委員会を進めさせて頂きます。

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きましては、10 月会議録の署名委
員に末吉委員と吉田委員を指名させて頂きます。

両委員

はい。

教育長

(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、９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。内容について何かございますか。

一同

(「ありません。」の声あり。)

教育長

会議録は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

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。主なものについて報告いたします。
９月 28 日、市議会決算特別委員会がありました。今回はＩＣＴ教育の
状況及びその導入成果としての全国学力調査の結果、各社会教育施設の住
民負担等について、長時間にわたる審査が行われました。
29 日、県北地区教育長、校長合同研修会に出席しました。
10 月４日の小学校陸上競技大会にはご激励頂きましてありがとうござ
いました。
８日、９日はツーデーウォークでしたが、学校教職員からも多くのボラ
ンティアスタッフを出していただきました。
12 日、中総体駅伝競技が行われました。優勝は女子が大島中学校、男子
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が田平中学校でした。
今後の予定ですが、22 日は、公立高等学校ＰＴＡ連合会地区別研修会が
あります。
11 月５日は、平戸市中学生英語スピーチ大会です。
12 日、13 日は、長崎県ＰＴＡ研究大会が平戸市文化センターで行われ
ます。
17 日は、長崎県学校保健・学校安全研究大会が平戸市文化センターで行
われます。
18 日は、平成 28 年度長崎県市町村教育委員会研究大会です。内容につ
きましては教育委員会終了後に打合せを行いたいと思います。
20 日には県子ども会研修大会が行われます。
以上、報告いたします。

教育長

何かお尋ね等ありましたらお願いします。
よろしいですかね。

一同

はい。

教育長

それでは次に進めさせていただきます。

教育長

学校教育
課長

教育長

（日程第５ 報告）
次いで、日程第５ 報告を議題とします。
第 14 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例措置
について、事務局からの説明を求めます。
２ページから５ページをご覧ください。
指定学校変更の承認願いが保護者からありました。「指定学校変更一覧
表」のとおりです。よろしくお願いいたします。
何かお尋ね等ございますか。

委員

この４年間、小規模校でスポーツが出来ないから他の学校に移るケース
をみてきて、小規模校がますます小さくなってしまう傾向が気になりま
す。過去に、部活をやめてもとの学校に戻った事例はあるのですか。

学校教育
課長

部活をやめて、もとの学校に戻った例はありません。
従来、小さい学校でなかった南部中や中部中でも生徒数の減少によって
部活動を減らす段階にきています。

教育長

現状として、この前の駅伝大会で野子中学校は最終区に選手を出せませ
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んでした。次年度以降もそうなるだろうと聞いています。
大島中学校も来年度以降、男子はチームが組めない状況にあります。
単独校で出られない学校同士で何か出来ないか考えなければなりませ
んね。なかなか厳しい状況にきています。

末吉委員

大島中学校の部活動は、もう長い間、ソフトテニスだけしかありません。

教育長

地元の学校に入りたい部活動がないから別の学校に行っているが、地元
の小規模校に残る生徒の教育環境のことを思うと矛盾もあります。

学校教育
部活動によっては、他の学校と練習する部活動もありますが、基本が学
課長
校対抗になっているので練習は出来きますが、条件が合わないとひとつの
チームとして中総体に出ることは難しいのが現状です。
長崎県として、国レベルにお願いしているとは聞いていますが、各県の
状況がまちまちであるため大きな流れにはなっていないと聞いています。
スポーツによる指定学校の変更を認めた経緯についてですが、平成 13
年からの小泉内閣が進めた様々な自由化のひとつに学校選択の自由化が
ありましたが、地方ではなかなか進みませんでした。県内では長崎市が校
区の自由化を導入しましたが、現在ではある程度の縛りを設けていまして
完全な自由化にはなっていません。
平戸市では部活動をしたいがために居を移す流れが激しくなったこと
から、指定学校変更を導入したという経緯があります。
教育長

地元の学校に残った人が部活動や仲間とのスポーツができなくなるこ
とに、少々、矛盾を感じるところです。
この件は、今後の検討課題であるような気がしております。

教育長

第 14 号報告については、よろしいでしょうか。

一同

はい。

教育長

それでは、次に進めさせていただいてよろしいでしょうか。

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２件、共催２件となっ
ています。事務局より説明をお願いします。
以下、省略。 （学校教育課長・生涯学習課参事監説明）
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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。）

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、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、報告をお願いします。

総務施設
班長

教育総務課から報告させていただきます。
９月 28 日、市議会決算特別委員会がありました。
10 月３日、度島町教職員住宅の無償譲渡についての協議を度島におい
て、次長と担当職員と私が出席して行いました。
12 日、第１回平戸市立学校給食共同調理場運営委員会を行いました。
13 日、平成 29 年度に向けた学校予算委員会を学校長、学校事務職、教
育委員会で行いました。
18 日、19 日の２日間、長崎県内教育委員会の庶務課長、社会教育担当
課長会議が行われており、教育総務課から田中係長、生涯学習課から田中
課長が出席しております。
今後の予定としましては、10 月 24 日、ＩＣＴ教育推進事業関係で、総
合計画実施計画策定にかかる市長査定が予定されております。
11 月 17 日、長崎県市町村新任教育委員研修会に松本委員が出席いたし
ます。
18 日は、長崎県市町村教育委員研修大会が佐世保市で行われます。教育
長、教育委員と次長ほか教育委員会事務局からも出席いたします。
以上で、報告を終わります。

学校教育
課長

学校教育課です。
９月 28 日、中部地区の就学時健康診断を行いました。就学時健康診断
については、10 月末まで各地区で行う予定になっております。
10 月２日、平戸幼稚園の運動会が行われました。
５日、台風接近により市内小中学校、幼稚園が臨時休業いたしました。
７日、平戸市校長研修会を根獅子小学校で行いました。
18 日、平戸市教頭研修会が中津良小学校でありました。同日、県の学力
向上の研修が行われました。
今後の予定でございます。
10 月 20 日から２日間、島原市で開かれます市町学校教育課長会に私が
出席いたします。
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25 日、ＩＣＴ教育推進地区別研修会を平戸小学校で行います。
11 月２日は、教育講演会を行います。
４日、平戸市校長研修会を中野中学校で行う予定です。
５日、平戸市中学生英語スピーチ大会を田平活性化施設で午前 10 時か
ら行う予定です。
７日、平戸市教頭研修会が大島中学校で行われます。
８日は、総合訪問として、平戸中学校で事務指導と授業研究を行います。
９日、ＩＣＴ教育の研究指定校であります根獅子小学校で研究発表が行
われます。
11 日、長崎県の中学校駅伝大会が諫早市で開催されます。男女１位２位
のチームが出場します。
17 日、長崎県学校保健・学校安全研究大会平戸大会が文化センターで行
われます。
以上でございます。

生涯学習
課参事監

生涯学習課です。
９月 29 日、都市局所管補助事業等完了検査が未来創造館の関係で行わ
れました。
30 日、大島村公民館長の辞令交付式が市役所で行われました。
10 月４日、生月の２つの施設について、公の施設に係る指定管理者選定
委員会が行われました。
８日と９日は、ひらどツーデーウォーク大会が開催されました。参加者
は８日の生月会場 726 人、９日の平戸会場 1,088 人、エコトレッキングに
35 人、合計で 1,849 人の参加でありました。
18 日、19 日、社会教育担当課長会議に課長が出席しております。
今後の予定でございますが、10 月 20 日、平戸食育推進会議が未来創造
館で開催されます。
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。皆様方の参加をよろしくお願いいたします。
11 月１日、県北社会教育連絡協議会理事会が佐世保市で開催されます。
８日、９日、県下少年センター職員研修会が開催されます。
10 日、長崎県都市体育主管課長会議及び九州ブロック社会教育研究大会
が開催されます。
12 日、13 日には、長崎県ＰＴＡ研究大会平戸大会が、また、長崎県県民
体育大会が県央会場を主会場に開催されます。
20 日、県子ども会指導者・育成者研究会が未来創造館で開催されます。
以上でございます。

教育長

各課の報告が終わりました。何かご質問等ございませんか。
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ツーデーウォーク大会についてですが、初日の生月会場では雨がひどく
て、参加者から「温かいお茶はないのだろうか。」といった声がありまし
た。雨を想定した対策が必要ではなかったのでしょうか。

生涯学習
想定外の雨で、行き届かないところがありました。反省点が多分にあっ
課参事監 たことは否めません。今後に向けて対策をとっていく考えでいます。
委員

雨で開催されるのかどうかをはっきり知りたかった方もいたので、放送
とかで開催のお知らせは出来なかったのでしょうか。

生涯学習
課参事監

次回に向けての反省点として報告させていただきます。

教育長

今回は、色々と反省させられる点のある大会でありました。
近々、反省会を行う予定でいます。

生涯学習
雨の対策もですが、平戸大橋等の風対策も考えていかなければならない
課参事監 ところです。
教育長

他にないでしょうか。なければ、各課長報告を終わります。
続きまして、教育次長報告をお願いします。

教育次長

教育長

それでは、一点だけ報告させていただきます。
総合教育会議についてでございますが、次回を 11 月定例教育委員会と
同日、定例教育委員会終了後に開催できればと考えております。
議題としては、次年度事業の取組みなどを協議できればと考えていると
ころです。
以上ご報告いたします。
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、事務局案を伺います。
事務局としては、11 月 24 日（木）13 時 30 分から、市役所４階でお願
いできればと考えております。
また、同日、市長等の日程が調整できましたならば、その後、総合教育
会議委員会を開催したいと考えております。
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11 月 24 日（木）13 時 30 分からということで、皆さんのご都合はいか
がでしょうか。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

ここで、しばらく休憩します。
―――午前９時 45 分

休憩―――

―――午前９時 55 分

再開―――

教育長

会議を再開します。
ここで日程第７を追加したいと思います。
追加することに異議ございませんか。

一同

異議ありません。

教育長

ご承認頂きましたので、日程第７ 教育長職務代理者の指名について
を追加いたします。
教育長の職務代理者は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 13
条第２項の規定におきまして「教育長に事故があるとき、又は教育長が欠
けたときは、あらかじめその指名する委員が職務を行う。」と定められて
おります。
現、職務代理者であられる中島委員が 11 月 18 日付をもちまして、教育
委員を退職されることから、翌 19 日からの職務代理者を今教育委員会に
おいて、予め指名させて頂き、職務代理者に空白期間が生じないようにし
たいと思います。
このことにつきまして、皆さんから何かご意見がございますか。

一同
教育長

ありません。
ないようでしたら、平成 28 年 11 月 19 日からの教育長職務代理者に末
吉幸徳委員を指名させて頂きたいと思います。
これに、ご異議ないでしょうか。

一同

異議ありません。

教育長

末吉幸徳委員、教育長職務代理者への就任をよろしくお願い致します。

委員

承諾いたします。
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ありがとうございました。
ここで、一言お礼を申し上げます。
本定例教育委員会をもちまして、中島善治委員は、教育委員会への出席
が最後となられます。中島委員は、平成 24 年 11 月 19 日から４年間にわ
たり教育委員として、また、教育委員長、新制度になりましてからは教育
長職務代理者として、平戸市の教育行政を支え、また、管理運営にご尽力
頂きました。身体も、心も大きく、いつも冷静に、穏やかに我々を導いて
頂きました。心からお礼を申し上げます。
退任後も、本市教育の振興のため、ご支援、ご指導賜りますようお願い
致します。

教育長
委員

教育長

ここで中島委員からご挨拶を頂きます。
一言お礼を申し上げます。
ただいま教育長からお話がありましたとおり、平成 24 年 11 月 18 日を
もって４年間終了することになります。
教育委員、並びに教育委員会事務局職員の皆様に支えていただきまし
て、大きな問題もなく、恙無く終えることができました。
皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。
以上をもちまして、10 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 10 時 05 分

閉会

平成 28 年 11 月 24 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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