平成 29 年１月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 29 年１月 23 日(月)

場

所 平戸市役所本庁３階

出席委員
出 席 者

午後１時 30 分開会

午後３時 10 分閉会

小会議室

末吉幸徳委員、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
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、
野口文化交流課長、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 29 年１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

本年初めての教育委員会でございます。
委員の皆様には、改めまして本年もどうぞよろしくお願いいたします。
大変穏やかな年明けでございましたが、大寒を迎えこの頃は非常に寒い日
が続いております。委員の皆様には、ご多忙中ご出席ありがとうございま
した。また成人式へのご出席を始め、年末年始の様々な行事にご参加いた
だきましてありがとうございました。
今日は、教育委員の学校訪問ということで、午前中に田平北小学校を訪
問していただきましたがいかがでしたでしょうか。後程、ご感想やお気づ
きのことにつきまして、意見交換の時間を持ちたいと思います。
それでは、日程に沿いまして会議を進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、１月会議録署
名委員には筒井委員と末吉委員を指名させていただいてよろしいでしょ
うか。
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、12 月定例教育委員会の議事録は
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教育長

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。
（「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。

委員一同

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。
主なものについてご報告します。
１月３日、平戸市成人式が文化センターで行われました。委員皆様には、
主催者としてご出席いただきました。新成人主導による素晴らしい成人式
であったと思っております。
５日、消防出初式が行われましたので出席いたしました。
12 日から 13 日にかけて、県教育委員会の担当者も出席して、人事ヒア
リングを行いました。
14 日には、第 47 回平戸縦断駅伝大会の開会式、翌 15 日には本大会を実
施しました。今回は、昨年より 7 チーム多い 30 チームが出場しました。
17 日、中津良小学校に出向き、学校適正規模・適正配置について区長さ
んやＰＴＡの皆さんと協議し、平成 30 年度からの津吉小学校への統合が
決定いたしました。後程詳細を説明させていただきます。
18 日、学校給食共同調理場運営委員会に出席しました。
22 日、第１回中学校部活動対抗駅伝大会を久吹ダムコースで行いまし
た。大変寒い中での大会でありましたが、男子 28 チーム、女子 22 チーム、
参加選手 280 名程の良い大会であったと思っております。中学校には冬場
の体力づくりということで積極的に参加いただき、市陸協にも全面的なご
協力をいただいたところです。市内業者からもご支援いただき、立派な優
勝カップを寄贈いただきました。
今後の予定ですが、２月１日から３日にかけ、教職員人事ヒアリングが
長崎市で行われます。
５日は平戸市公民館大会です。北部公民館が担当となっております。
12 日はいきつきロード 2017 が開催予定です。
17 日から 19 日にかけ第 66 回郡市対抗県下一周駅伝大会が行われます。
19 日は平戸市表彰式、教育委員会表彰式が行われる予定です。
以上で報告を終わります。
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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

教育長

それでは次に進めさせていただきます。
（日程第５ 議事について）
続いて、日程第５議事について議題といたします。
第１号議案 平成 28 年度平戸市教育委員会表彰の被表彰者について、
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
第１号議案 平成 28 年度平戸市教育委員会表彰の被表彰者について、
務課長
資料を基に説明させていいただきます。
２月 19 日に開催されます平戸市表彰式において、教育委員会表彰が行
われます。この被表彰者の選考は、平戸市教育委員会表彰規則第７条によ
り、選考の結果を教育委員会に上申し、教育委員会において審査すること
となっておりますので、本日、教育委員会において審査、決定していただ
くものであります。それでは、選考結果についてご報告いたします。
途中、省略。
最終で、団体６団体、個人 16 名を選考しましたので、審査の程よろし
くお願いいたします。
教育長

第１号議案について事務局から説明がありましたが、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１号議案について、原案どおり教育委員会被表彰者を決定
してよろしいでしょうか。

委員一同

異議なし。

教育長

第１号議案「平成 28 年度平戸市教育委員会表彰の被表彰者について」
は可決されました。

教育長

続きまして、第２号議案 平成 28 年度平戸市スポーツ表彰の被表彰者
について事務局の説明を求めます。
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生涯学習

３ページをご覧ください。

課長

第２号議案

平成 28 年度平戸市スポーツ表彰の被表彰者について、資

料を基に説明させていいただきます。平戸市スポーツ表彰規則第７条及
び第８条の規定に基づき教育委員会に上申し、
審査いただき決定すると
なっておりますので、対象者について説明いたします。
途中、省略。
最終で、個人 27 名、団体４団体を選考しましたので、審査の程よろし
くお願いいたします。
教育長

第２号議案について事務局から説明がありましたが、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２号議案について、原案どおりスポーツ表彰被表彰者を決
定してよろしいでしょうか。

委員一同

異議なし。

教育長

第２号議案「平成 28 年度平戸市スポーツ表彰の被表彰者について」は
可決されました。
議案外ですが、本日以降のスポーツ大会において表彰対象者が増える可
能性がありますが、表彰基準に合致すれば、追加して対象者としても宜し
いでしょうか。

委員一同
教育長

異議なし。
それでは、表彰式が例年２月でありますので、基本１月の定例教育委員
会に諮ったものについては表彰の対象者とし、その後に表彰基準に合致し
た者については、表彰基準を遵守することを前提として追加して表彰の対
象とするとして宜しいでしょうか。

委員一同
教育長

異議なし。
ありがとうございます。規定の文言等については、事務局にご一任いた
だくことでこの後処理させていただきたいと思います。
（日程第６

教育長

報告について）

それでは、日程第６報告について議題といたします。
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教育長

第１号報告

平成 28 年度平戸市表彰及び生涯学習まちづくり表彰の被

表彰者の推薦につきまして事務局の説明を求めます。
教育次長
４ページをご覧ください。
兼教育総
第１号報告 平成 28 年度平戸市表彰及び生涯学習まちづくり表彰の被
務課長
表彰者の推薦について、資料を基に説明させていただきます。このことに
ついては、平戸市表彰規則及び生涯学習まちづくり表彰規定に基づき、推
薦することとなっております。
途中、省略。
最終で、平戸市民表彰において教育文化功労として１名、生涯学習まち
づくり表彰に８名の方を推薦しましたので報告いたします。
教育長

第１号報告について事務局から説明がありましたが、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１号報告について、承認してよろしいでしょうか。

委員一同

異議なし。

教育長

教育長

ありがとうございました。第１号報告「平成 28 年度平戸市表彰及び生
涯学習まちづくり表彰の被表彰者の推薦について」は、承認いたしました。
（日程第７ その他について）
それでは、日程第７その他について議題といたします。
（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

共催１件について、説明いたします。

課長・生
涯学習課
長

以下、省略。（生涯学習課長説明）

教育長

後援３件について、説明いたします。
以下、省略。（学校教育課長・生涯学習課長説明）
以上の共催、後援について、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。
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委員一同

異議なし。

教育長

共催１件及び後援３件については承認することといたします。
次に、各課長報告です。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。
１月３日、平戸市成人式がありました。
10 日、平成 29 年度予算編成にかかる二次査定を受けました。
16 日、学校事務研修会がありました。同日４時から平成 28 年度平戸市
教育委員会表彰者の選考会を行いました。
17 日、平戸市市民表彰の全体打合せを行いました。
18 日、平戸市学校給食共同調理場運営委員会を行いました。
今後の予定といたしましては、２月８日に学校予算委員会を開催予定で
す。
19 日、平戸市表彰式、平戸市教育委員会表彰式が行われます。
22 日、田平町民センターにおいて拡大予算委員会が開かれます。
以上で報告を終わります。

学校教育
課長

学校教育課です。主なものを報告させていただきます。
1 月 10 日、第３学期始業式でした。同日イングリッシュサークル事業の
田平地区での開講ということすが、これから各地区において開講されるこ
ととなっております。
11 日、平戸市校長研修会が田平町民センターで行なわれました。
16 日、社会福祉センターで平戸市教頭研修会が開かれました。
17 日、平戸市通学路安全推進連絡会がございましたが、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。
23 日、平戸市幼保小地区別会を記載しておりますが、今後も市内各地区
において実施することとしております。
今後の予定でございますが、１月 25 日、平戸市学校保健会保健主事研
修会を未来創造館で行います。
26 日、平戸市教育委員会指定研究中間発表ということで午後から生月中
学校へ参ります。
27 日、10 年経験者研修「特定課題研究発表会」が松浦市立中央公民館
で開催予定です。同日の夕方から、学校保健会実行委員会があり、先日の
県大会の反省会などを実施する予定です。
31 日、子ども議会についての視察研修に由布市議会が見えられます。
２月１日から３日間、長崎市で学校教職員人事作業が行われます。
13 日、平戸市小・中学校教務主任研修会が未来創造館で行われます。
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学校教育

15 日、17 日は初任者研修関係の会が入っております。

課長

24 日、平戸市教頭研修会が社会福祉センターで行われます。同日、田平
支所にて地区別教育長会ということで、教職員の人事について最終的な申
し合わせが行われます。
以上です。

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。
12 月 28 日、東京葛飾区で開催される「キャプテン翼 CUP」に出場する
選手が市長を表敬訪問しました。
１月３日、平成 29 年平戸市成人式が行われました。
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
が開催されました。
20 日、九州マーチングリーグの理事会ということで指宿市に出張してお
ります。翌日には、菜の花マーチで、平戸のツーデーウォークの宣伝をし
てきております。
22 日、第１回平戸市中学校部活動対抗駅伝大会が開催されました。
今後の予定ですが、２月１日に長崎県公民館大会理事会が島原市で開催
されます。
４日、平戸市小中学校ＰＴＡ会長研修会が未来創造館で行われます。
５日、平戸市公民館大会が文化センターで開催されます。
９日、鶴岡市の議会議員が行政視察で未来創造館に見えられます。
10 日、長崎県少年補導センター連絡協議会理事会が大村市であります。
12 日、いきつきロード 2017 が生月町で開催されます。
17 日から 19 日まで第 66 回郡市対抗県下一周駅伝大会が開催されます。
18 日には平戸の桟橋をスタート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。
（「ありません。」の声あり。）

教育長

続きまして、文化交流課長より報告をお願いします。

文化交流
これまで世界遺産登録推進に係る活動を続けてまいりましたが、昨年は
課長
推薦の取り消しや普遍的価値の見直しを指示されたり、根幹から覆される
大変な１年でありました。９月には、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン
関連遺産」と名称変更され、現在、新たな推薦書作成等を行なっていると
ころです。先日、１月 20 日には正式に政府から日本代表として推薦する
との決定の連絡を受けました。紆余曲折があり、田平教会が除外されるな
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文 化 交 流 ど厳しい苦渋の決断となりましたが、ようやく正式に決定して進んでいく
課長

ことになります。今後、２月１日までに正式な推薦書をユネスコに提出し、
今年９月にイコモスの現地調査が入りまして、来年の５月に勧告、上手く
いくと７月に世界遺産登録となります。本市といたしましても、今後、現
地調査に向けて万全の態勢を整え、資産の保全については勿論ですが、併
せて、市民意識の啓発に弱いところがありますので、観光客の受け入れ態
勢の構築にも重点を置いて準備を進めて参りたいと考えております。な
お、
「市民の会」を立ち上げておりまして、これを中心とした保全活動、環
境美化活動等々も啓発の一環として取り組んで参ります。その際は、ご案
内をさせていただきますので、ご参加いただきますようお願いいたしま
す。以上です。

教育長

平戸市の教会群の啓発や活用は、新たに考えているのでしょうか。

文化交流
構成資産としては、平戸の聖地と集落として、春日集落と安満岳及び中
課長
江ノ島という二つの構成資産がありますが、集客力に乏しく、観光客にど
うやってその価値を説明するかといった課題があります。また、構成資産
から外れたとはいえ、今でも田平天主堂には年間６万人を超える観光客が
来ておりまして、多いときはひと月に８千人余り来ることもあります。こ
れを活かさない手はありませんので、田平を入口と考え、観光課とともに
新たな観光戦略を作り活用していきたいと考えております。
平戸には教会が多くありますので、来訪者に魅力のあるルート等を検討
しているところです。
委員

根獅子などは候補に上がらなかったのでしょうか。

文化交流
根獅子も潜伏キリシタンの集落として、最初は構成資産の候補としてあ
課長
がっておりましたが、平戸市だけが多くの構成資産をあげるわけにもいか
ず調整が入ったようです。最終的に春日が残ったのは、江戸時代からの絵
図や文献が多く残っており、その文献に表されているものと現状があまり
変わってないことが大きな要因と思われます。勿論、根獅子も潜伏キリシ
タンの里でありますので、根獅子の資産も活用しながらアピールしていき
たいと思っております。
教育長

教育長

その他、何かございませんか。
（「ありません。」の声あり。）
それでは、教育次長報告をお願いします。

１月定例会
- 8 -

教育次長

２月 19 日が平戸市表彰式となっております。委員皆様にも是非ご出席

兼 教 育 総 をいただきますようお知らせいたします。
務課長
以上、報告を終わります。
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

それでは、その他についてです。
中津良小学校の適正規模・適正配置について説明をお願いします。

学校教育
前回、堤小学校の津吉小学校への統合ということで合意したことをお知
課長
らせいたしました。
中津良小学校においても協議を行なっておりましたが、ＰＴＡとしての
結論が出ていないということでした。各区長、民生員などの関係者からは、
保護者の意向を尊重するということで、ＰＴＡの結論を待つとのご意見で
した。１月に開かれた協議会において、ＰＴＡ会長から、ＰＴＡとしての
話し合いはしなかったが、それぞれの思いを十分に言えるようにアンケー
トを取ったとのことで、アンケートの集計をもって保護者の声に代えると
の回答をいただきました。
20 件の回答の中で、賛成 17 件、反対１件、わからないとの回答が２件
ということでした。ＰＴＡ会長からは、アンケートの中身を見て、ＰＴＡ
としては合意をするということでしたので、統合を推進するとの合意がで
きました。よって、平成 30 年４月１日、津吉小学校への統合ということ
で全会での円満な合意が出来たと思っております。
また、先日、津吉小学校の保護者へ、堤小学校及び中津良小学校の受け
入れについて説明し、お願いをしたところです。津吉小学校からは、特に
反対の意見は無く、速やかに統合ができるものと考えております。
なお、中津良小学校からは、スクールバスの停車場所についての質問及
び入学する子ども達の学用品等をどのようにすれば良いかなどの質問が
ありましたが、大きな反対というものは無かったと思っております。
平成 30 年の統合時、津吉小学校は３校合同で約 120 名の児童数となり、
学年 20 名ほどの学校が出来るということになります。
堤小学校、中津良小学校ともにスクールバスを運行し、安全な通学の確
保を図ってまいります。
以上で報告を終わります。
委員

複式は無くなるのですか。
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学校教育
課長

教育長

元々津吉小学校は全て単式の学校であります。堤小学校、中津良小学校
の子どもにとっては複式が解消されることになります。津吉小学校は子ど
もの数が平均 12 名ほどのクラスですが、統合により子どもの数が増える
ため子ども達の社会性も育まれるので、津吉小学校にとってもプラスにな
ると思われます。
他にご質問はございませんか。
（「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、次回定例会を２月 23 日の午前９時 30 分から開催した
兼 教 育 総 いと考えております。
務課長
教育長

委員の皆さんのご都合はいかがでしょうか。
(「いいです。」の声あり。)

教育長

それでは、次の定例会は２月 23 日の午前９時 30 分から開催ということ
で決定をさせていただきます。
以上をもちまして１月定例教育委員会を終了いたします。

午後３時 10 分

閉会

平成 29 年２月 23 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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