令和２年 7 月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 令和２年７月 21 日(火)

場

所 教育委員会

出席委員
出 席 者

午前９時 30 分開会

午前 11 時 00 分閉会

応接室

筒井清信委員、戸田眞須美委員、久家孝史委員、宮﨑トシ子委員
小川茂敏教育長
橋口教育次長

永田理事兼学校教育課長

岩永生涯学習課長

今村文化交流課長

石山教育総務課長
森川平戸図書館長

発言者

質疑等

教育次長

(日程第１ 開会)
ただ今から、令和２年７月平戸市定例教育委員会を始めさせていただき
ます。

教育長

おはようございます。
近年、この時期になると毎年のように豪雨災害が多発するようになりま
した。今年もまた７月上旬から九州各地で活発な梅雨前線により大きな災
害が発生し、80 人を超える尊い命が失われました。心からご冥福をお祈り
いたしますとともに、一刻も早い復旧復興をご祈念申し上げます。
さて、中学校において、新学習指導要領が来年度から本格実施されるに
あたり、新たな教科書の選定作業が進んでいます。先週 15 日には教科書
採択協議会を開催し、新教科書の候補選定を行いました。筒井委員にも協
議会委員としてご協議いただきましたが、ＱＲコードを多用するなどの教
材のデジタル化への対応や、
「めあて」
「まとめ」の明確さ、学び合いの工
夫など、
「主体的・対話的で深い学び」の実現は無論のこと、国際化や情報
化といった時代を反映した教科書になっているように感じました。後ほど
ご覧いただきたいと思いますが、今委員会に置いて平戸市教育委員会とし
ての採択が必要でありますので、ご審議を賜りたいと存じます。どうぞよ
ろしくお願いをいたします。
それでは、議事日程により７月定例会を進めさせていただきます。

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きまして、戸田委員、久家委員を
指名させていただきます。
よろしくお願いいたします。
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両委員

教育長

教育長

はい。
（日程第３ 議事録の承認について）
日程第３ 議事録の承認につきましては、６月定例会の議事録について
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。
何かございましたでしょうか。
（「ありません。」の声あり。）

教育長

特にないようでございますので、６月定例会の議事録については、承認
することでよろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

教育長
教育長

６月定例会の議事録は承認されました。
（日程第４ 教育長報告について）
続いて、日程第４ 教育長報告です。
資料１ページをお開き願います。
まず、実績報告です。学校訪問の状況につきましては、記載のとおり実
施させていただきました。６月 25 日は生涯学習推進会議を開催し、実績
報告と事業計画を協議するとともに、今年度の「ひらど市民大学講座」の
計画を決定いたしました。今年度は８月 29 日に開校予定です。７月２日
に陸上競技、５日に武道球技の市中体連を開催しました。８日は「ひらど
ツーデーウォーク」実行委員会を開催しました。協議の結果、コロナ感染
症の状況から「したいけど、やれない」と苦渋の中止を決定しました。９
日、第２回教育振興計画策定委員会を開催しました。本日は計画書の素案
をお手元に配付しております。後ほど説明をさせていただきます。11 日は
市内すべての小中学校の参加のもと、少年の主張大会を開催しました。コ
ロナ禍対策として、議会中継システムを活用して実施しましたところ、
1,390 件のアクセスがありました。ご家庭揃っての視聴や子どもたちが近
くの家に集まって視聴するなど、実に多くの皆さんにご覧いただいたよう
で、インターネットを活用した新たな可能性を感じる大会となりました。
15 日は第２回県北地区教科書採択協議会を開催しました。
今後の予定です。27 日に防災会議、29 日には市文化財審議会、８月４
日に第３回教育振興基本計画策定員会、５日と６日にかけては県都市教育
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長会が雲仙市で行われますので出席の予定です。
以上、報告させていただきます。
教育長

何かお尋ねはございませんか。よろしいですか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

それでは、報告済みとさせていただきます。
（日程第５

教育長
教育長

教育長

日程第５

議事）
議事に移ります。

議案第 20 号 令和元年度平戸市教育委員会の自己点検・評価報告書に
ついて 議題といたします。
事務局より説明願います。

教育総務
議案第 20 号 令和元年度平戸市教育委員会の自己点検・評価報告書に
課長
ついて ご説明をさせていただきます。
以下説明、省略
教育長
委員

ご質問、ご意見はありませんか。
７ページ、
「（１）学力の定着と向上」についてです。令和元年度は大変
向上が見られています。これは、教育委員会が各学校に応じた指導や実情
に応じた指導を行った結果が現れたものだと考えます。昔は、子どもが学
ぶ場は学校であるといった意識が一般的でありました。その後、子どもが
学ぶ場は学校だけではない、学びの一部は家庭や地域で培われるという考
えで、家庭や地域に意識の変革が求められてから久しくなります。令和元
年度の成果は、子どもの成長を助けるためには家庭や地域が関わることが
大事であるという意識が徐々に浸透し、高まった結果であるとも考えま
す。令和元年度報告書では、全体的に、「学び」がいろいろな場面を通し
て、具体的なことを通じてなされていると感じますし、子どもの「学び」
には学校だけでなく家庭や地域が関りを持つことがいかに大切か、教育に
携わるものとして、この思いは、今後も強く持ち続けていかなければなら
ないと改めて感じたところです。
もう一つ、12 ページですが、
「（５）学校体育の推進」に取り組むうえで
の指標として、学校の体育の授業を楽しいと感じる児童生徒の割合という
指標があります。実績としては目標値に達してはいますが、まだまだ少な
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いと感じます。スポーツ庁長官が力を入れなければならないと考えている
ことの一つに、子どもに体を動かす楽しさを広めていくことというのがあ
るようです。子どもの時から外に出て遊ぶことが大切で、外でボールを転
がして遊んだり、成長に併せた外遊びをしたり、子どもの時から外遊びを
促す大人の関りが大切だといっています。このことは、生涯学習課が取り
組んでいる市民ひとり１スポーツの推進や大人になってからの軽スポー
ツの取組みに繋がってくるのではなかろうかと感じます。
理事兼学
まず、学力向上についてですが、これは教育長を先頭として取組んでき
校 教 育 長 たところです。市教育委員会を中心に学力向上会議を開催し、優れた実践
長

校、成果があった学校の取組をまとめ、これを各校に配付して、各校が先
進校の取組を取り入れ実践したことが、令和元年度の学力向上につながっ
たものだと考えます。また、学習指導要領に則って、求められる学力をし
っかりと身に付けさせ、これが身についたかについても確認するといった
教員の意識も変えてきましたし、変わりました。子どもたちに夢実現に向
けた選択肢や高校進学の選択肢を増やすために、教員がしっかりした学力
を身に付けさせることが使命であると再認識し、これが子どもたちや保護
者にも伝わった結果ではなかろうかと考えます。
また、体育の授業についてですが、これからは、体を動かす楽しさや生
涯スポーツを視野に入れた授業にしていかなければならないと考えます。
レクリエーション的な楽しみではなく、体の動きを知って楽しむことや、
友達と作戦を練り合ってゲームを楽しみ、それがうまくいく楽しさを知る
こと、こういったところを含めて指導しているところです。平戸市の子ど
もたちは、長座体前屈、柔軟性にちょっと問題があるので、体育の時間に
柔軟性の向上を意識して何分かでも柔軟性を向上させる運動を取り入れ
るように指導しています。また、以前に比べると、普段から体を動かす時
間が少なくなっているように感じています。顕著に現れているのがボール
投げです。かつては、特別な指導をしなくてもきれいなボール投げができ
ていたのですが、今は、投げる前の最初のステップから上手な動きができ
ていません。いかに、普段から石投げ遊びとか外遊びの経験が大切か感じ
るところです。

委員

コロナ禍で、改めて、運動の大切さ、生涯スポーツの大切さを感じてい
ます。

理事兼学
体育の授業の進め方として、レクリエーションを楽しむのではなく、学
校 教 育 課 んだことを実際にやってみて、達成できたことに楽しいと感じる子どもた
長
ちを育てることが大切だと感じます。
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委員

14 ページ、
「（１）いじめ・不登校対策の推進」についてです。不登校の
子どもが学校に復帰できたことは喜ばしい成果ですが、もう少し具体的に
成果や困っていることを表現することはできないのでしょうか。難しいと
ころなのでしょうか。
もう一つ、コロナ禍の学校休業の影響から学校に登校できなくなったと
か、コロナ禍で新たに生じた問題とかはないのでしょうか。

理事兼学
ここはデリケートなところなので、配慮した表現をしたところです。不
校 教 育 課 登校については、現在、学校に調査をかけているところですが、６月時点
長
で、不登校が連続７日で合計 30 日以上は、中学校で３名、小学校で１名
です。今のところコロナ禍による影響はみえていないようですが、長期休
業でゲームとかにのめり込んでしまって登校できなくなることも考えら
れます。
教育長

不登校問題は、今、学校教育課で大きな課題の一つになっています。今
年度は、現時点ではそう多くは出ていないようです。
学力向上についてですが、高校進学の環境が影響しているからなのか平
戸市の中学生は全体的に学力に対する危機感があまりないようです。小学
生は向上が見られましたので、取組み次第で変わってくると考えます。教
員も子どもも達成感があれば変わってくるものと信じています。引き続き
取り組んでまいります。

委員

８ページ、
「（３）国際理解・外国語教育の推進」についてです。英語検
定料助成事業で助成延べ人数が増えています。上位階級の受検者が徐々に
増えていることは、日頃からの取組の成果が現れている結果だと考えま
す。事業費は増えますが嬉しいことです。
７ページ、
「（２）ＩＣＴを活用した教育の推進」についてです。指標と
している情報モラル教育の実施が若干下がっているのが気になるのです
が、これは浸透してきたから伸び悩んでいるのか、何か理由があればお聞
かせください。

理事兼学
情報モラル教育には各学校が取り組んでいるところですが、第二期計画
校 教 育 課 で指標としている情報モラル教育の実施は、メディア安全指導員の活用が
長
前提条件となるものです。最新情報を取り入れた非常にわかりやすい専門
家による情報モラル教育では、実際にゲームの残虐性を視覚に訴えるため
にみていただくとか、保護者が知らなかったゲームの現実に唖然とするよ
うなこともあります。また、ＬＩＮＥによる文字から相手が受け取る情報
によって友達関係が崩れていく事例を紹介しながら講話をしていただく
こともあります。専門家による教育を含め、情報モラル教育は、今後ます
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ます重要になってくると考えます。
委員

７ページ、
「（２）ＩＣＴを活用した教育の推進」についてです。ＩＣＴ
を活用した授業に向けた教育委員会による実践研修が、学校現場から好評
だったようですが、実際どのような研修を行ったのかお聞かせください。

理事兼学
学校には学習指導用としてタブレットやデジタル教科書等のＩＣＴ機
校 教 育 課 器が導入されていますが、どうしても教員の活用能力には差があります。
長
これまでは、各学校の情報担当者による集合型の全体研修を行い、ここで
の研修内容を各学校に持ち帰って広げる形式で研修を行っていました。こ
の研修では、一人ひとりの教員までなかなか研修内容が届かないというデ
メリットがありましたので、令和元年度は新たな取組として、教育委員会
の指導主事が学校現場に出向いて、教室で授業形式の実践的研修を一人ひ
とりの教員に実施しました。これが具体的でわかりやすいということで好
評を得ましたので、今後も引き続き実践的な研修を実施していこうと考え
ます。
委員

７ページの「（１）学力の定着と向上」についてです。国語の学力調査で
は、小学校は県も国も平均以上、中学校は県で平均以上の結果が出ました。
かつての国語授業に比べると、音読や黙読の時間が少ないような気がしま
すが、朗読力についてはいかがでしょうか。

理事兼学
国語の教科書では以前に比べると物語文が非常に少なくなってきまし
校 教 育 課 た。今求められているのは、資料から情報を読みとる能力で、高校入試も
長
この傾向にあります。
委員

時代が求めるもの、必要性が変わってきているということですかね。

委員

18 ページ、
「（４）指導者などの人材育成・確保」についてです。ひらど
市民大学は、自己の興味や趣味に留まらず、視野を広め、知らなかったこ
とに新たに着眼する機会として、非常に意味のある有効な取組ですから続
けて欲しいところです。

教育長

意見も出尽くしたようです。よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり）

教育長

議案第 20 号
ついて

令和元年度平戸市教育委員会の自己点検・評価報告書に

原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
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（「はい。」の声あり）
教育長

議案第 20 号 令和元年度平戸市教育委員会の自己点検・評価報告書に
ついて 原案のとおり可決いたします。

教育長

議案第 21 号
たします。

教育長

令和２年度使用中学校教科書の採択について

事務局より説明願います。

理事兼学
議案第 21 号 令和２年度使用中学校教科書の採択について
校 教 育 課 させていただきます。
長
以下説明、省略
教育長

議題とい

ご説明を

閲覧の準備をしておりましたが、ご覧いただいたしょうか。ご質問はあ
りませんか。よろしいですか。
（「はい。」の声あり）

教育長

議案第 21 号 令和２年度使用中学校教科書の採択について
おりとしてよろしいでしょうか。

原案のと

（「はい。」の声あり）
教育長

議案第 21 号 令和２年度使用中学校教科書の採択について
おりといたします。
（日程第６

原案のと

その他）

教育長

日程第６ その他 に移ります。
（１）共催・後援等について 説明をお願いします。

生涯学習
課長

生涯学習課から、共催１件、後援１件について説明させていただきます。
説明、省略

教育長

ご質問はございませんか。よろしいですか。
（「はい。」の声あり）
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教育長

なければ（１）共催・後援等については報告済みといたします。

教育長

続きまして（２）各課長報告に移ります。

教育総務
課長

教育総務課です。資料 11 ページをお願いします。
実績報告です。６月 30 日、市奨学資金貸付運営協議会を開催しました。
７月１日は第三期教育振興基本計画にかかる第３回目の担当者調整会議、
９日は第２回第三期教育振興基本計画策定委員会を行いました。
今後の予定ですが、令和３年度学校予算編成に向けて、７月 22 日に学
校予算委員会、８月 18 日に拡大学校予算員会を開催する予定です。同じ
く７月 22 日及び８月 12 日は第三期教育振興基本計画にかかる担当者調整
会議、８月４日は第３回第三期教育振興基本計画策定委員会の開催を予定
しています。
以上です。

理事兼学
学校教育課です。資料 12 ページをご覧ください。
校教育課
実績報告です。ご覧のとおり、各種学校訪問を 11 校終えました。６月
長
26 日は教科書採択第１回選定委員会、７月２日は佐世保市陸上競技場で中
総体陸上競技、５日は中総体の武道と球技の大会を開催しました。今年度
はコロナ禍により、市大会が延期されておりました。既に、県大会及び九
州大会は中止の決定がされていましたが、選手の気持ちを汲んでの平戸市
大会の開催となりました。７月３日は校長研修会、８日は教頭研修会でし
た。15 日は第２回県北地区教科書採択協議会が行われました。
今後の予定ですが、7 月 27 日に第１回人権教育総合推進会議を行いま
す。７月 31 日はコロナ禍の影響により本年度第１学期の終業式になりま
す。８月３日と４日は中学生を対象にイングリッシュ・キャンプを予定し
ていますが、今年度はコロナ禍により泊なしで行います。８月９日は平和
学習のため全校登校日としております。８月１8 日と 19 日は平戸市就学
相談を行う予定です。
以上です。
生涯学習
課長

生涯学習課です。資料 13 ページをご覧ください。
実績報告です。６月 25 日は平戸市生涯学習推進会議が開催され、事業
実績と事業計画についての協議がなされました。今年度の事業として「ひ
らど市民大学」の事業実施が決定いたしましたので、今年度は８月開校と
いうことで、現在は受講生を募集中です。６月 26 日は第１回平戸市体育
協会３役会が開催されました。７月２日と 14 日は、津吉小学校区と紐差
小学校区の通学合宿実行委員会を開催しました。７月８日は、ひらどツー
デーウォーク大会の実行委員会を開催しました。今年度の開催について協
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議いたしました結果、コロナ禍の状況から中止を決定いたしました。11 日
は平戸市少年の主張大会を開催しました。議会中継システムを活用で
1,390 件のアクセスがありました。７月 16 日は体育協会役員会を開催し、
市民体育祭の総合開会式は９月６日に行う予定です。７月 20 日、平戸市
公民館連絡協議会を開催しました。今年度の公民館大会は２月７日に行う
予定です。事務局は田平中央公民館が担当する予定です。
今後の予定ですが、８月３日と４日は、少年自然体験交流事業を行いま
す。例年２泊しての体験交流事業ですが、今年度は日帰りで２日間の事業
を開催する予定です。
以上です。
平戸図書
館長

平戸図書館です。同じく資料は 13 ページをご覧ください。
実績報告です。６月 29 日に第１回図書館協議会が開催され、図書館運
営などについてご協議をいただきました。７月 18 日、図書館友の会と一
緒に書架等の清掃を行いました。
今後の予定ですが、８月１日と２日は、平戸図書館５周年記念行事を予
定しています。また、３日から５日は、９月に募集を行う図書館を使った
調べる学習コンクールのサポート講座を平戸図書館と永田記念図書館で
開催します。
以上です。

文化交流
課長

文化交流課です。資料 14 ページをお願します。
実績報告です。６月 23 日、三浦按針没後 400 年事業実行委員会役員会
を開催し、７月２日に三浦按針没後 400 年事業実行委員会を開催しまし
た。11 月の事業開催については９月末までに決定することを申し合わせま
した。７月８日に長崎県内の文化行政担当課長会議のテレビ会議に出席し
ました。国民文化祭を５年後の 2025 年に長崎県へ誘致をするにあたって
の説明が主なものでした。７月 14 日の鄭成功まつりについては、神事の
みを行いました。７月 18 日から９月 27 日まで、博物館島の館において、
企画展「平戸の民俗行事と新収蔵品展」を開催しています。７月 20 日は
大島村神浦町並み保存協議会に出席しました。
今後の予定ですが、７月 29 日、第１回文化財審議会を開催予定です。
以上です。

教育長

コロナ禍で、事業や行事が通常通りにできない状況が続いています。責
任問題もありますが、するか、しないか、100 か、ゼロかではなく、どう
にかしてできないか、少し形態を変更してできないか、宿泊にしていた事
業を日帰りの事業にするなど、何とかして実施の道を探れないか検討して
実施しているところです。
令和２年７月定例会
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教育長

課長報告に対し、ご質問はないですか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

（２）各課長報告については、報告済みとさせていただきます。

教育長

次は、（３）教育次長報告です。

教育次長

特段の報告事項はございませんが、本会終了後、第三期教育振興基本計
画の策定にかかる途中経過について報告させていただきます。

教育長

よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

（３）教育次長報告は、報告済みといたします。

教育長

次、（４）その他

教育長

何かございませんか。

に移ります。

（「はい。」の声あり。）
教育長

それでは、（４）その他 を終わります。

教育長

次は、次回定例会の日程についてです。
事務局、お願いします。

教育次長

教育長

事務局としましては、８月 21 日（金）午後１時から市役所４階会議室
でお願いしたいと考えております。
日程については、よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

それでは、次回定例教育委員会は、８月 21 日（金）午後１時から市役所
４階会議室で開催ということで予定をさせていただきます。
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(日程第８
教育長

閉会)

以上をもちまして、令和２年７月定例教育委員会を終了いたします。
この後、第三期教育振興基本計画策定委員会に諮問しております計画策
定について、その途中経過をご報告させていただきます。

午前 11 時 00 分

閉会

令和２年７月 21 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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