平成 25 年９月平戸市教育委員会定例会会議録
区

分

日

時 平成 25 年９月 25 日(水)

場

所 平戸市役所４階第２委員会室

出席委員
出 席 者

午前９時開会

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、
百枝文化遺産課課長

委員名
委員長

10 時 30 分閉会

質疑等
（日程第１ 開会）
皆さん、おはようございます。ただいまから、９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、９月会議録署名委員
を関・中島委員にお願いします。
両委員

委員長

わかりました。
（日程第３ 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。
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教育長

8 月 22 日は、今年度から導入されました人事評価システムの説明を受けま
した。23 日には、一次採用者の面接を行ないました。午後には県高体連・
IH 県実行委員会会長の訪問を受けました。
翌 24 日には、全国教職員相撲選手権大会審判監督会議、引き続き歓迎レセ
プションがありましたので、いずれも出席いたしました。25 日には、全国
教職員相撲選手権大会があり、県立猶興館高校の先生が個人優勝、団体も
その選手が率いるチームが優勝し、会場も大変盛り上がりました。
翌 26 日には、田平地区での市政懇談会がありました。28 日には、県学
校給食研究協議大会が県下から約 500 名の参加をいただき文化センターで
開催いたしました。きびきびとした大会運営にお礼の手紙もいただいたと
ころであり、成功裏に終了できて大変うれしく思います。
28 日の夜には、北部地区の市政懇談会に出席いたしました。29 日には来
年度に向けての予算を審議するための拡大学校予算委員会に出席いたしま
した。翌 30 日には定例部長会、31 日には長崎県歯科医学大会が本市で開
催されましたので式典に出席しました。
９月１日は、市民体育祭の開会式を予定していましたが、雨天のため田
平町体育館で開会式を行ないました。２日には、９月定例市議会が開会し
ました。３日は中野小学校の通学合宿開講式がありましたので出席いたし
ました。資料には載せていませんが、６日には総合情報センターにかかる
議会全員協議会がございました。地下駐車場を計画からはずすことで承認
をいただいたところです。９日に文教厚生委員会、臨時部長会がありまし
た。
10 日には、ノールトワイケルハウト市が姉妹都市交流事業で短期留学生
が市長に表敬訪問がありましたので同席いたしました。その後に、教育委
員会表彰審査会を開催し今年度の被表彰者の上申を決定いたしました。
12 日には、ひらどツーデーウォークの最終実行委員会を開催しました。
9 月 13 日に、県教育委員会が来課されましたが、再任用のシステム変更を
要することの話がありました。来年度の退職者から、年金受給年令の延長
が経過措置を含めて実施されるため、フルタイムでの再任用制度に変更す
る等の対応についてでした。
13 日は、市教頭研修会に出席後、田助小学校の通学合宿の開講式に出席
しました。18 日は市議会決算特別委員会でした。夕方３時から 10 時 30 分
までかかりました。19 日には地区別教育長校長研修会ありまして、これま
で佐世保管内で実施していましたが、今年度から地区割を見直し、平戸・
松浦市となりました。内容は人事関係でした。
21 日が、ひらどツーデーウォーク 2013 平戸、22 日がツーデーウォーク
生月が開催されました。21 日は特に気温が高かったこと、コースを変えた
ために苦情も出ました。給水ポイントの見直し、コース表示板等について
改善しなければならない点があったと思います。
24 日 には 、生 徒 指導 推 進協 議会 が ありま し たが 、体 調が すぐ れ ず
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教育長

中野小学校に訪問した後、休みを取りました。そして本日の定例教育委員
会を迎えております。
今後の日程につきましては、26 日は田助地区の市政懇談会が予定されて
います。最後の市政懇談会です。27 日は、戦没者追悼式に出席後、市議会
閉会日となっております。29 日には、平戸幼稚園運動会に出席します。
記述していませんが、30 日午前中に田平中学校に訪問する予定です。こ
の後事務局が説明しますが、教育キャラバン隊が平戸市に来ることになっ
ています。教育委員さん方との懇談を目的に午後来平されることとなって
います。よろしくお願いいたします。
10 月 1 日は、平戸市校長研修会、２日に度島小中学校の訪問、３日には
小学校陸上競技大会がございまして、４日には南部中・中部中学校を訪問
するようにしています。９日には中総体駅伝大会を予定しています。
11 日には県の学校給食研究協議会大会実行委員会を開催します。反省会
を含めた最後の会となります。６日には北部地区市民体育祭健康まつり、
９日には南九州大学との協定書締結に出席します。10 月 17 日から 18 日に
は九州都市教育長協議会が嬉野市で開催されますので出席します。19 日に
は松浦市で開催される教育県長崎振興大会に参加したいと思います。
10 月 23 日総合学校訪問で田平北小学校に訪問します。
その他にも議会日程の合間で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。各委員から詳しく聞きたい事業がございまし
たら、質疑のほうをお願いいたします。
私から質問させていただきます。８月 23 日に一次合格された教職員の模
擬面接をされたと聞きましたが、その感想をお願いいたします。

教育長

去年も一次合格した者もおりましたが、１年間で成長したとの感想を持
ちました。そのうちの何人かは再度面接を行ないました。また受験者自ら
模擬面接を希望するケースも見られ、全体的に意欲のある受験者であり
よかったという感想です。

学校教育
課長

小学校６名中学校２名の計８名に模擬面接を実施しました。また、今年
度は非常勤教職員から常勤教職員へと成長して欲しいとの願いをこめて
任用替えしたところです。常勤と非常勤では、児童生徒や保護者とのかか
わりが大きく変わります。これらのことが受験者の成長を促したのではな
いかと思っています。
昨年の模擬面接は、受験者を考慮して質問する側がセーブしながら質問
しましたが、今回はこのようなこともなく実施できたと思います。是非、
合格してもらいたいと思います。
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委員長

具体的には、どのようなところが変わりましたか。

学校教育

面接時に自信を持って答えているところでしょうか。昨年までと比較し

課長
委員長
委員

て、質疑応答において戸惑うようなところがありませんでした。
ありがとうございました。受験者全員が合格することを願っています。
私からもお願いがあります。学校の先生は、学業成績が優秀であっても
心がないとできません。子どもに愛情を持って教える、子どもを慈しんで
育てるという心を持った先生となるよう指導をお願いしたいと思います。

委員長

委員のご意見は大変重要であり、人間教育は大切なことです。この視点
を持ってご指導いただければと思います。

教育長

採用は県教委で行ないますが、面接においても教育専門家の面接と、
もう一段階、学識経験者、ＰＴＡ代表、企業経営者等で構成する面接があ
ります。現在はここで、人間性に対する審査を厳しく見られています。
私がこれまで平戸市で見てきた職員は、社会体験活動やボランティア活
動に取り組む等、しっかりした職員が多く見受けられました。

委員

別件ですが、さきほどツーデーウォークの報告をされた件です。コース
を示す矢印等の表示板が、地元の私が見てもわからないところがあり、初
めての方には不親切だったと感じました。

委員長

北部公民館で実施されている通学合宿のねらいは何でしょうか。私も
大島村で漁火館が出来た際に、５日間の事業を実施したことを覚えていま
すが、単なる体験学習ではなく、料理を子どもたちだけで作らせることな
どを経験することで、家族の一員としての自覚と両親への尊敬の念を育て
ることを目的として実施していました。

生涯学習
課長

通学合宿事業は、田助小が３年、中野小が２年間実施しています。
通学合宿では、子どもたちが決めて子どもたちで何でもすることを基本
として実施しています。当然、保護者・スタッフは見守るだけで、子ども
たちのすることに手を差し伸べないようにしています。
本事業は、子どもたちが団体行動を体験することによって自分の行動を
律する力を養うこと、大勢の仲間とともに過ごすことで人間関係力を高め
ることを目的として行なっています。
本事業の最後に、子どもたちが体験したことを発表する機会を設けてい
ますが、その中で先ほど申し上げたことに子どもたちが気づき発表する姿
を見ると、参加当初と比べても成長した姿がうかがえます。
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委員長

ややもすると、事業は実施することが目的とされがちです。目標を抽象
化や漠然としたものにせず、測定できるものや数値化できるものなど具体
的に定め、事業の成果を検証し改善することが重要です。

委員

この通学合宿は、市内全域で実施はしないのですか。核家族化が進行し、
世代間交流も含めて人と触れ合う機会が乏しくなっている現在では必要だ
と思います。

生涯学習
課長

現在、北部公民館管内で実施しています。本事業は、公民館と健全育成
会が主体となり実施していますが、本事業の実績や先ほど申し上げた人間
力を高めるのに効果がある事業ですので、各地区に取り組んでもらうよう
周知に努めています。当初は田助小学校だけでしたが、中野小学校、今年
度は平戸小学校と活動は広がっている状況です。

委員

委員長

人間力を高めるうえで人と触れ合う機会は大変重要です。積極的に事業
を進めていただきたいと思います。
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 17 号議案「平戸市教育委員会表彰被表彰
者について」、事務局の説明をお願いします。
教育総務
それでは、第 17 号議案 平戸市教育委員会表彰被表彰者につきまして
課長
資料を元に説明させていただきます。
以下、説明は省略
以上、第17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

事務局から、社会教育功労、文化功労、学校薬剤師功労は勤続年数によ
る表彰、特別功労は詳細な説明をいただきました。学校教育功労の分をも
う少し詳しく説明して下さい。

教育総務
課長

推薦校の内申書を読み上げさせていただき説明に変えさせていただきま
す。（表彰内申書を読み上げる。）
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委員長

私も見たことがありますが、農林水産大臣賞の受賞作品は50号の大作で
す。子どもたちが自信を持って取り組む姿勢が見られ、地域の方々も喜ん
でおられます。大変素晴らしい先生です。
皆さんから特に意見がなければ、本上申議案のとおりとすることで決し
てよろしいですか。

一同
委員長

異議なし
全員一致で、第 17 号議案「平戸市教育委員会表彰被表彰者」について原
案のとおり決しました。
また、追加議案が本日提案されていますが、条例議案であり非公開とな
りますので、日程第６ 第 11 号報告「平戸市職員の懲戒処分について」
の報告を受けた後、審議したいと思います。
それでは事務局からの説明を求めます。
（日程第６

報告事項）

教育総務
それでは、第11号報告「平戸市職員の懲戒処分について」、資料を元に
課長
説明させていただきます。
以下、説明は省略
以上、第11号報告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

事務局から説明がありました。担当者の進捗管理及び上司の監督責任を
含めて処分という結果になったとのことです。委員からの意見はございま
せんか。
（ありませんの声あり。）
それでは、先ほど申し上げました第18号議案「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、事務局から説明をお願いします。
本件は条例議案でありますので、非公開といたします。
以下、非公開。
以上、非公開。

委員長

全員一致で、第 18 号議案「議会の議決を経るべき議案についての意見
の申出」について原案のとおり決しました。
次に、その他の報告事項に移ります。
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（日程第６
委員長

報告事項）

日程第６報告事項、その他の報告について、事務局から補足説明があれ
ばお願いします。

生涯学習課から補足説明させていただきます。先ほども質問がありまし
生涯学習
たが、ひらどツーデーウォークが21、22日開催されました。参加人員につ
課長
きましては最終確定していませんが、1840人になりました。市外参加者は
それほど減少していませんが、市内参加者が昨年度から100人ほど少なくな
った状況です。また、表示板のわかりにくさや給水箇所の見直し等が反省
として上がっていますので次年度に向けて改善したいと思っております。
教育総務
課長

教育総務課から追加資料の７から12ページにつきまして、説明させてい
ただきます。また、分科会の受講希望につきまして各委員に決定いただけ
ればと思います。
（別添資料を元に説明。以下省略）

委員長

ありがとうございました。分科会の受講希望についてですが、各委員の
希望を取りまして、別添のとおりで決定します。
各委員からの質疑がないようですので、次長から９月市議会の報告等を
お願いします。

教育次長

９月議会の報告をさせていただきます。まずは一般質問の状況です。
（要旨を箇条書きで整理。）
・川渕議員：アレルギー疾患を持つ児童生徒の状況及び学校給食のアレル
ギー対策の概要について
・川上議員：仮称総合情報センターを核とした文教ゾーンの設定について
・近藤議員：各学校授業風景の適用指導教室への動画配信について
・小川議員：通学路の指定のあり方について
・山田議員：これまでの学校統廃合の検証について
・市議会の全員協議会（９月６日）
仮称総合情報センターにかかる経過説明と計画内容の見直しについて
・決算特別委員会
教育総務課・学校教育課、生涯学習課、文化遺産課の審査状況について

委員長

ありがとうございました。これまでの報告で各委員から質疑はありませ
んか。
（ありませんの声あり。）
それでは次に移ります。長崎県教育キャラバン隊の資料説明を事務局か
らお願いします。
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教育総務
課長

本日配付しました資料は、９月30日に実施される長崎県教育キャラバン
隊との懇談資料として県教委から送付されました。ご一読いただきたいと
思います。また、本市の取組みにつきましては議案とともに配布していま
すので、学校教育課長から説明いたします。

学校教育
課長

それでは、定例会資料の12から13ページをご覧下さい。本市のいじめ体
罰問題の対応をまとめていますので説明いたします。
以下、説明省略。
以上で、説明を終わります。

委員長

ありがとうございました。私からよろしいでしょうか。
前回の会議で教育長も発言されましたが、教育週間における校長講話に
おいて、児童生徒にわかりやすく話をしているのはわかりますが、命の大
切さを伝えるのに内容が表面をなでているようで核心に触れていないと感
じました。
いじめや自死という問題は、冷やかし等から始まります。教職員時代に
ある中学校で、
「美点重視の教育」に取り組みました。生徒をほめることか
ら始め、アンケートを取り、友達同士や先生に使って欲しくない言葉を調
べて実行するなどを２年ほど実践しました。
このように具体的な目標を立てて取り組むことで、次へのステップアッ
プも可能となります。具体的な目標を掲げて実行していくことが、最終的
にはいじめや自死の問題解決につながっていくのではないかと思います。
また、子どもたちと真剣に向き合い問題解決にあたるには教師に時間的
余裕が必要になります。教師が時間的なゆとりを持てる環境づくりは、
行政の責務です。

学校教育
課長
委員

各学校において、具体的な取組みを実施しているところもあるかと思い
ますので、この後調査したいと思います。
人間として成長していく土台は家庭にあります。家庭で愛情をもって、
きちんとした躾をするこことで、生活態度が整い学校生活をスムーズに送
れます。ひいては社会に出ても対応する力をつけることにもなります。
児童生徒だけでなく、まずは、保護者・親の教育の機会を充実して欲しい
と思います。

委員長

今回の訪問は、学校現場を良く知る学校教育課長のご意見を聞くことが
重要であり、主な目的だと思います。その対応等についてよろしくお願い
いたします。
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。事務
局から提案をお願いします。
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教育次長

年度当初の予定で、10月は学校訪問を実施することとしています。訪問
先の根獅子小学校と調整しまして、29日の午前中を学校訪問、午後を定例
会開催とさせていただきたいと思います。詳細は追ってご連絡いたします。

委員長

事務局から10月29日との提案ですが、29日の午後１時、場所は現時点で
は未定ということで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９月定例会を終了します。皆様お疲れ様でした。

午前 10 時 30 分閉会
平成 25 年９月 25 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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９月定例会公開用

