平成 25 年７月平戸市教育委員会定例会会議録
区

分

日

時 平成 25 年７月 22 日(月)

場

所 平戸市役所４階第２委員会室

出席委員
出 席 者

午後１時 15 分開会

黒川隆昭委員長、中島善治委員、神田紀子委員、関弘子委員、
杉澤伸慈教育長
松田教育次長、楠富教育総務課長、松永学校教育課長、久松生涯学習課長、
北島文化遺産課係長

委員名
委員長

午後２時 50 分閉会

質疑等
（日程第１ 開会）
皆さん、こんにちは。ただいまから、７月定例教育委員会を開会します。
（日程第２

会議録署名委員の指名について）

日程第２の会議録署名委員の指名についてですが、７月会議録署名委員
を中島・神田委員にお願いします。
両委員

わかりました。
（日程第３

委員長

前回の会議録承認について）

日程第３の会議録の承認についてですが、事前に配布しています前月会
議録について、委員の皆さんのご意見等があればお願いします。
（ありません。の声あり。）
会議録を承認することでよろしいですか。

一同

異議なし。

委員長

それでは、会議録を承認することにいたします。
（日程第４ 教育長の報告について）
次に日程第４、教育長の報告をお願いします。

教育長

前回の定例教育委員会から本日までの実績について報告いたします。
６月 27 日に再度、文教厚生委員会において（仮称）総合情報センターにつ
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教育長

いて協議がなされました。翌 28 日は、棲霞園・偕楽園が国の名勝登録がさ
れましたので、持ち主の方と市長報告に行きました。同日、平戸市文化財
審議会、西日本軟式野球大会の開会式に出席しあいさつをしました。夜も
西日本軟式野球大会の歓迎レセプションに出席したところです。
1 日は、定例部長会に出席し、その後、国体軟式野球リハーサル大会表
彰式に出席しました。翌２日から４日にかけて長崎っ子の心を見つめる教
育週間訪問を実施している中野中学校と根獅子小学校の道徳の時間を見て
まいりました。それぞれの学校とも教材研究がなされていたと思います。
翌５日には市校長研修会がありました。６日には国体リハーサル大会抽
選会がありましたので、抽選会に立ち会ってきました。９日には市教頭研
修会、11 日には中部地区の市政懇談会があり、中部地区をかわきりに８月
までの間に 11 地区開催予定となっています。
特に中部地区の市政懇談会では、総合情報センターや本市の英語教育に
関する質問が出ました。
13 日には県 PTA 連合会幹部宿泊研修会がありましたので出席したところ
であります。また、13.14 日には鄭成功生誕祭の前夜祭及び開館記念式典
等様々なイベントがありましたので、いずれも出席してまいりました。特
に夜のイベントは川内地区の方の協力もあって盛況だったと思います。
16 日には南部地区の市政懇談会がありましたが、ここでは教育に関する
質問は出ませんでした。17 日には全国高総体県実行委員会総会及び結団壮
行式が長崎市で、18 日から 19 日にかけて南島原市で第２回長崎県都市教
育長協議会が開催されましたので、いずれも出席してきたところです。
そして本日の定例教育委員会を迎えております。次に今後の予定であり
ますけれども、本日は夜に宮之浦で南部地区市政懇談会が予定されていま
す。明日 23 日にはへき地教育連盟総会・講演会がありますので出席してき
ます。24.25 日には県中総体の陸上競技が諫早市で開催されますので激励
に行ってまいります。27 日から県中総体の球技・武道・水泳がありますの
でいずれも激励に行ってまいります。今年度は、陸上競技とその他の競技
で開催日が違いますが、これは諫早総合運動公園がビファーレン長崎の公
式試合が土日に入っているため、競技場が使えず陸上競技を前倒しで実施
するとのことです。
31 日には長崎しおかぜ総文祭総合開会式が長崎市で開催されますので出
席してまいります。そのため、同日の度島地区市政懇談会は出席できませ
ん。
８月に入りまして、いよいよインターハイが始まります。１日には、全
国高総体相撲競技大会審判監督会議及び相撲競技歓迎レセプションがあり
ます。いずれも出席しておもてなししたいと思っております。
２日から４日にかけましては本大会が開催されます。開会式や表彰式もあ
りますのでいずれも出席してまいります。報告には書いておりませんが、
５日には長崎県議会から田平天主堂の現地視察が入りましたので随行した
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教育長

いと思っています。６日には学校給食研究大会の実行委員会が予定されて
います。まだ集約が出来ていないため参加者数はわかりませんが、3.400
人は参加していただけるのではと思っています。
７日には現職・退職校長会合同研修会に出席し懇親を深めたいと考えてい
ます。この日も大島地区の市政懇談会がありますが、研修会を優先したい
と思っております。翌８日には市教育会全体研修会がございます。同日、
市政懇談会が中野地区で予定されていますので、いずれも出席いたします。
その他にも行事等が入るかと思いますが、次回の定例会において報告し
たいと思っています。以上で報告を終わります。

委員長

ありがとうございました。ただいま教育長から報告がありましたが、委
員からの質疑等はありませんか。
私のほうから発言させていいただきます。
「長崎っ子の心を見つめる教育
週間」に根獅子小学校等の道徳の時間に出席されたとの報告がありました。
委員の皆さんも訪問されたときの感想をお聞かせ願いたいと思います。

委員

今年は所用でいけませんでしたので、昨年度出席したときの感想を申し
上げますが、先生方が熱心に教えられているのを記憶しています。大変良
い授業をされていました。

委員

学校から案内がありませんでしたので今回は参加しませんでした。

委員

学校から案内がありましたので、平戸中学校に行ってきました。

委員長

私は小学校から案内がありましたので、校長先生の講話だけを聞いてま
いりました。良く研究されておられたので、子どもたちを惹きつける内容
のお話でした。大変素晴らしかったと思いました。やはり、
「命の大切さ」、
自分の命もそうですが他人の命も大切だということを子どもたちに教えて
いる姿を拝見しまして感動したところです。
委員の皆さんから教育長報告で質疑等はありませんか。
（ありませんの声あり。）
それでは、次に移ります。
（日程第５ 議事）
日程第５の議事に入ります。第 12 号議案「平戸市文化財の指定」、第 13
号議案「平戸市文化財の追加指定」は、どちらも指定に関することですの
で併せて事務局の説明をお願いします。
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文化遺産
課係長

課長及び参事が所用のため出席できませんので、私から説明させていた
だきます。それでは、第 12 号議案「平戸市文化財の指定」、第 13 号議案「平
戸市文化財の追加指定」につきまして資料をもとに説明をさせていただき
ます。
以下、説明は省略
以上、第12号、第13号議案につきまして説明させていただきました。ご
審議のほどをよろしくお願いいたします。

委員長

第12号議案「平戸市文化財の指定」、第13号議案「平戸市文化財の追加指
定」について事務局から説明がありました。委員からの意見はございませ
んか。
山野のサザンカですけれども、資料を見ますと油をとっていたんですね。
初めて知りました。

委員

文化財の指定となるくらいのサザンカはどのようなものでしょう。この
ものの写真等はありますか。

文化遺産
課係長

一部印刷していますので、回覧していただければと思います。補足いた
しますが、このサザンカが指定されていなかった理由ですが、持主宅の玄
関前にあるため、持ち主が指定しないで欲しいとの要望があっていました
が、サザンカの木に傷みが生じ治療が必要になったため指定保護していた
だけないかとの申請があったものです。

委員長

それでは、第12号議案「平戸市文化財の指定」について、原案のとおり
決することでよろしいですか。

一同

異議なし。

委員長

全員一致で、第12号議案「平戸市文化財の指定」について原案のとおり
決しました。次に、第13号議案「平戸市文化財の追加指定」について、原
案のとおり決することでよろしいですか。

一同
委員長

異議なし。
全員一致で、第13号議案「平戸市文化財の追加指定」について原案のと
おり決しました。
次に、第14号議案「平成24年度平戸市教育委員会の自己評価点検報告書
案」について、事務局から説明をお願いします。本議案は地方教育行政の
組織及び運営に関する法律第13条第６項の規定に基づき非公開とします。
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教育総務
課長

それでは、第14号議案「平成24年度平戸市教育委員会の自己評価点検報
告書案」につきまして、資料をもとに説明をさせていただきます。
以下、非公開。
以上、非公開。

委員長

それでは、第14号議案「平成24年度平戸市教育委員会の自己評価点検報
告書案」について、有識者の所見及びおわり書きは次回に報告事項で報告
とのことですが、本議案につきましては概ね了承し決することでよろしい
ですか。

一同
委員長

異議なし。
全員一致で、第14号議案「平成24年度平戸市教育委員会の自己評価点検
報告書案」について決しました。次に、日程第６報告事項に移ります。
（日程第６

報告事項）

委嘱に関することですので、第８号報告「学校歯科医の委嘱」、第９号報
告「学校薬剤師の委嘱」について併せて説明をお願いします。本報告事項
につきましても人事案件ですので、地方教育行政の組織及び運営に関する
法律第13条第６項の規定に基づき非公開とします。
以下、非公開。
以上、非公開。
委員長

ありがとうございました。報告事項でありますのでこのとおりといたし
ます。次に、日程第６その他の報告に移ります。
（日程第６

２その他の報告）

その他の報告が、指定学校変更から課長報告までありますが、特に説明
が必要な事項について各課長からご報告いただきたいと思います。
７月の夏休み時期に入りました。報告にもありますとおり「しま体感交
生涯学習
流事業」
「サバイバル体験交流事業」が予定されており、明日からしま体感
課長
交流事業が大島地区で３日間の日程で開催されます。これは県の補助を受
けて実施する事業でありまして、100人以上の申込みがありましたが抽選で
市外の子どもたち50名が参加する予定です。
明後日からサバイバル体験交流事業を３日間、高島地区で実施いたしま
す。また、いよいよインターハイが開催されます。会場は平戸文化センタ
ーですが、地元の高校生の協力を得て実施することとしています。
24日にも全国教職員相撲選手権が開催されます。昨年度は長崎県が優勝
しておりますので、連覇を期待して応援していきたいと考えております。
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委員長

生涯学習課長から報告がありました。最後に、松田次長から前回の委員
会から今回までの間に関しましてご報告をお願いします。

松田次長

それでは、前回から今回までの間の各課の事業等につきまして３点ほど
報告させていただきます。
・（仮称）総合情報センターにかかる文教厚生委員会における協議経過
・長崎県の教会群とキリスト教関連遺産登録の動向
・にしのあきひろ原画展の開催

委員長

委員

ありがとうございました。それでは、次回の教育委員会の開催日時を協
議したいと思います。
次回は生月町での開催ですね。

はい。次回は生月町での施設訪問と定例会をお願いしたいと思っており
教育総務
ます。
課長
松田次長

８月22日でどうでしょうか。施設訪問もありますので１日のスケジュー
ルになりますが、詳細が決まり次第、再度事務局から連絡させます。

委員長

事務局から８月22日午前９時に集合して施設訪問の後、定例会というこ
とで提案がありましたが、委員の皆さんよろしいですか。

一同

異議なし。

委員長

それでは、事務局案で次回定例教育委員会の日程を決定します。
以上をもちまして７月定例会を終了します。皆様お疲れ様でした。

午後２時 50 分閉会
平成 25 年７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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