平成 25 年 10 月平戸市教育委員会定例会会議録
区

分

日

時 平成 25 年 10 月 29 日(火)

場

所 平戸市ふれあいセンター会議室

出席委員
出 席 者

午後１時開会

２時 30 分閉会

中島善治委員（職務代理者）、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、小出生涯学習課参
事監、百枝文化遺産課課長

委員名

質疑等

（日程第１ 開会）
こんにちは。午前中の根獅子小学校訪問では、元気ある皆さんの授業を
職務代理
者

見せていただき大変うれしく思いました。児童の皆さんの健やかな成長を
願うものです。
それではただいまから、10 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、10 月会議録署名委員
を神田・関委員にお願いします。
両委員

わかりました。
（日程第３

前回の会議録承認について）

職務代理
日程第３の会議録の承認についてですが、その前に、事務局から修正箇
者
所があるそうですので、説明をお願いします。その後、委員の皆さんから
のご意見等をお願いします。
先に配付しました会議録におきまして、学校教育課長名及びノールトワ
教育総務
イケルハウト市を誤って記載しておりましたので報告いたします。なお、
課長
署名していただく会議録は訂正させていただいたものを用意いたしており
ますので、委員の皆さんにはお持ちの会議録を訂正していただきますよう
お願いいたします。
職務代理
者

事務局から会議録訂正説明がありましたので、皆さん訂正方お願いいた
します。委員の皆さんからのご意見等をお願いします。

- 1 -

10 月定例会公開用

（ありません。の声あり。）
職務代理
者

会議録を承認することでよろしいですか。

一同

異議なし。

職務代理

それでは、会議録を承認することにいたします。

者
（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。
９月 27 日には平戸市戦没者追悼式、午後には９月の定例市議会がありまし
て、議案審議の後に閉会をしました。29 日には平戸幼稚園運動会に出席し
てきました。園児たちのけなげで一生懸命にがんばる姿を見て大変うれし
く思いました。
30 日には、午前中に田平南小と田平東小に学校訪問を行い、午後には教
育キャラバン隊訪問を受けました。委員の皆さんにはご出席いただきあり
がとうございました。
10 月１日には校長研修会、２日には度島小中学校の学校訪問を行ないま
した。翌３日には小学校陸上競技大会があり、終日、観戦いたしました。
児童や先生方のきびきびとした行動を見て嬉しく感じたところです。
４日には、南部中・中部中学校の学校訪問を行ないました。６日には中
部地区の市民体育祭健康まつりに出席してきました。７日には南九州大学
との連携協定調印式がございまして、長崎県立大学と長崎国際大学との連
携と併せて３大学との連携となります。学術面だけでなく学生からの協力
も受けることができる協定であります。
翌８日には、山田小・生月小の学校訪問を行ないました。９日には、常
灯の鼻整備委員会を開催し専門の先生方や県職員も交えて修復の協議を行
なったところであります。
11 日には、台風の影響で延期していました市中総体駅伝大会に出席し、
生徒たちの疾走する姿を見てまいりました。委員にも当日はご出席いただ
きありがとうございました。午後からは、県学校給食研究協議大会実行委
員会を開催し、次期開催市に引き継ぐための協議を行ないました。
資料には掲載していませんが、12 日には島の館で開催している企画展「海
が伝えたキリシタン信仰文化」の開会式に出席し、13 日には平戸市民相撲
大会が開催されましたので出席してまいりました。今年は、小学校の協力
によりまして小学生の参加が多くあり、大変な賑わいを見せるなど、相撲
連盟からもお礼の言葉がありました。この行事にも委員にご出席いただき
大変ありがとうございました。
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教育長

15 日には、第 1 回学校給食運営委員会を開催し給食費値上げについて協
議をいたしました。
翌 16 日には、根獅子小の学校訪問を行ないました。17 日からは九州都
市教育長協議会総会及び研究大会が嬉野市で開催されました。平戸市が発
表市となっていましたので、「平戸市の読書活動」を発表してきました。
19 日には、教育県長崎振興大会が松浦市でありましたので出席してきま
した。21 日には大島中の学校訪問、22 日には教頭研修会、午後には奨学金
貸付資金運営委員会を開催し、従来の貸付制度を見直して市民の皆さんが
利用しやすくなるよう改善策を検討していただきました。
23 日には、田平北小学校での総合学校訪問を行ないました。総合訪問と
は、通常の訪問と違い先生一人ひとりに教科指導員が付いて授業参観した
後に指導するといった取組みです。昨年度と比較しても落ち着きが出てき
たという感想でした。
24、25 日には県人権教育研究大会が本市で開催されました。本市で初め
ての大会であり、従来の開催方法を見直したり県と調整するなど、一年間
かけて準備してきた大会で、成功のうちに終了することができました。
26 日には、平戸城下秋祭り、英国商館設置後 400 周年のセレモニーがあ
りましたので出席してきました。そして本日の定例教育委員会を迎えてい
るところであります。
次に今後の予定でありますが、本日夜に生涯学習講演会が南部地区の多
目的研修センターで開催されます。明日から 11 月１日にかけて人事評価の
校長中間面談を行なうようにしています。資料に掲載しておりませんが、
２日には少年野球大会に参加してまいります。11 月３日平戸市教育委員会
表彰式を予定しています。委員長は体調を崩されているために出席が難し
いと思われますが、各委員さんの出席をお願いいたします。
５日には、田平中学校の総合学校訪問の訪問指導を行なうこととしてい
ます。また夕刻には県民体育大会の平戸市結団式を予定しています。６日
には校長研修会、7 日には県中総体駅伝大会に応援に行って来たいと思い
ます。翌８日には、長崎市で長崎県市町村教育委員研究大会がありますの
で委員の皆さんと出席してまいります。10 日には初めての平戸市中学生英
語スピーチ大会を開催するようにしています。
13 日には、志々伎小での総合学校訪問を行ないます。その夕刻にはツー
デーウォークの実行委員会を開催します。18.19 日には対馬市で都市教育
長協議会が開催されますので、意見交換を行なってまいります。22 日には
県指定研究発表を中部中学校で行ないます。
その他にも今後の予定に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。

職務代理
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
者
たら、質疑のほうをお願いいたします。
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職務代理

委員の皆さんから、教育長報告で質疑等はありませんか。

者
（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の報告事項に入ります。１その他の報告の(1)指定学校変更承認
願い、(2)共済後援等までで各委員から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(3)課長報告について特に説明が必要なもの、追加説明が
あるものがあれば報告をお願いします。
学校教育
課長

学校教育課から報告させていただきます。11月10日の日曜日に、第１回
平戸市中学生英語スピーチ大会を生月開発総合センターで10時から開催い
たします。本市で初めての試みであること、英国商館設置400周年記念事業
との関連と長崎県が推奨する英語力の向上を目的として実施します。
市内９校から19組20名の生徒が出場します。そのご案内の文書を配布さ
せていただきますので、よろしくお願いします。
前回、教職員採用試験の状況を報告させていただきましたが、最終的に
採用が決定しましたので報告いたします。市教委従事者から小学校３名、
中学校１名、合計４名が合格しました。うち３名が平戸市出身者です。
また、次回の定例会で正式に提案しますが、平戸幼稚園の保育料を改定
する予定です。改定の根拠としまして、公立幼稚園の全国平均と同額で提
案するものであります。

文化遺産
課長

お手元に資料を配布させていただきました。小中学校関連の事業となが
さき音楽祭関連の事業でありますが、資料を元に説明いたします。
以下、説明は省略。
以上で報告を終わります。

ご紹介させていただきます。先ほど行なわれました東京国体の成績であ
生涯学習
課参事監 りますが、相撲競技につきましては成年の部で長崎県が優勝しております。
この成年の部に変わりましたのが、平成20年第63回からですが、成年の部
で優勝したのが初めてとなります。個人戦につきましても猶興館高校の松
永選手が４位入賞という結果となりました。成年の部の好成績が総合順位
６位につながっております。軟式野球競技につきましても準優勝しており、
そのチームに平戸市田平町出身者がレギュラーで出場していました。
- 4 -

生涯学習

以上、報告を終わります。

課参事監
職務代理

東京国体を視察して、全般的に感じたことはありますか。

者
生涯学習
相撲競技は伊豆大島で開催されましたが、開催地が離島と言うこともあ
課参事監 り、島をあげて国体を盛り上げていることです。スタッフも大島に２校あ
りますが全員参加で200名以上いました。宿泊施設も満杯状態で、選手の保
護者等は宿泊や移動手段に苦労されたと聞いています。
職務代理
大会運営にはご苦労されると思いますが、成功されるよう皆さんの努力
者
に期待します。それでは、次に(4)学校給食アレルギー対策、(5)学校給食
費の値上げについて報告をお願いします。
教育総務
課長

それでは、資料を元に(4)学校給食アレルギー対策、(5)学校給食費の値
上げにつきまして報告させていただきます。１ヶ月前から県内の教育委員
会の学校給食におけるアレルギーや異物混入の報道があっておりましたの
で、本市におけるこれらの対策や状況について数値等を元に説明いたしま
す。また、学校給食費の値上げにつきましても、共同給食調理場運営委員
会におきまして了承をいただきましたので、値上げに関する所要の準備を
進めることとしております。
以下、説明は省略。
以上で報告を終わります。

職務代理
者

ありがとうございました。教育総務課からの２件の報告につきまして、
委員からの質疑はありませんか。また、14ページには前回開催されました
長崎県教育キャラバン隊の要点録、11月８日開催の研究大会資料も添付さ
れています。これらも併せて質疑があればお願いします。
（ありませんの声あり。）
教育総務課からの報告にもありましたが、本市では大きな事故もなく対
策も講じられているということです。各委員からもこれらの質疑がありま
せんので、最後に教育次長からの報告を受けたいと思います。

教育次長

それでは、私のほうから前回定例会から今回までの間の報告をさせてい
ただきます。主なものとしましては、田平町民センター駐車場問題と教育
委員会内の組織再編についてであります。
（要旨を箇条書きで整理。）
・田平町民センター駐車場問題
地元陳情：町民センター前駐車場が借地であること、大きなイベント
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教育次長

にはＪＲ九州用地の借用している状況等から、市に購入してほしいとの
陳情があっていること。
・平戸名誉大使について
名誉大使の役割や人選を調整してきた結果、人選が内定したこと等
・教育委員会の組織再編
報道等で次期機構改革が掲載された。市教委では、文化イベント業務を
市長部局への所管替及び文化遺産課の再編が検討されることとなる。

職務代理
者
教育次長

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。事務局から提案をお願いします。
次回の定例会でありますが、今年度は任期満了となる委員が２名いらっ
しゃいます。委員の委嘱が11月19日となっておりますので、19日開催でお
願いしたいと思います。定例会の時間につきましては、例年委嘱日に歓送
迎会を開催させていただいておりますので、午後３時ということで予定さ
せていただきたいと考えております。
場所は市役所内の会議室を予定していますが、後日文書にてご連絡した
いと考えております。

職務代理
者

事務局から11月19日との提案ですが、時間は19日の午後３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。

職務代理

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。

者

以上をもちまして10月定例会を終了します。皆様お疲れ様でした。
午後２時 30 分閉会
平成 25 年 10 月 29 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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