平成 26 年１月平戸市教育委員会定例会会議録
区

分

日

時 平成 26 年１月 22 日(水)

場

所 平戸市役所庁舎４階第２委員会室

出席委員
出 席 者

午前９時開会

中島善治委員長、末吉幸德委員、関弘子委員、吉田あつ子委員、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、
百枝文化遺産課長

委員名
委員長

10 時 15 分閉会

質疑等
（日程第１ 開会）
皆さん、おはようございます。今年初めての定例教育委員会開催となり
ますが、よろしくお願いします。
（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、１月会議録署名委員
を吉田・関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した会議
録の内容について委員の皆さんからのご意見等をお願いします。
（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。
資料の１ページをご覧下さい。かいつまんで報告いたします。

- 1 -

1 月定例会（公開用）

教育長

12 月 20 日に、県下の教育長が集まりまして県教委と意見交換を行なう
長崎県市町スクラムミーティングが長崎市で開催されました。協議内容に
つきましては、学力向上対策、全国学力学習状況の結果公表の取扱いに関
する問題、土曜授業について、いじめ・自殺など児童生徒が抱える問題へ
の対応、スポーツにおける体罰根絶宣言案等について協議いたしました。
このように、教育が抱える問題が多岐にわたっていることをお知らせし
ておきたいと思います。
22 日には、ながさきがんばらんば国体ポスター・スローガン入選表彰式
がございました。24 日には市民表彰式にかかる庁議、長崎総合科学大学と
の協定調印式がございました。25 日には、人事異動に関して県教委との打
合せを長崎市で行ないました。26 日には、世界遺産登録推進県民会議が長
崎市でありましたので出席してきました。翌 27 日には仕事納め式、臨時部
長会がありました。
そして新年を向かえ、３日には午前中が生月町での成人式、午後には平
戸地区、翌４日には午前中が大島地区、午後から田平地区で行われました。
中島委員長をはじめ委員の皆様にはご出席いただき、大変ありがとうござ
いました。６日には、仕事始め式、その後、定例部長会がありました。
８日には人事評価システム説明がありました。市においては試行段階で
すが人事評価を導入している状況にあり、その説明でした。10 日には、平
戸市校長研修会がありました。12 日には、郡市対抗県下一周駅伝大会結団
式がございました。この大会は、小中学校も参加する大会ですので激励を
してきたところであります。
15 日から 16 日にかけての臨時校長研修会は人事異動にかかるヒアリン
グを実施してきたところです。17 日には平戸市教頭研修会があり、業務マ
ネジメントに関する最終確認を指導してきたところであります。
翌 18 日には、第 44 回平戸縦断駅伝開会式があり、翌 19 日には本大会が
ありましたけれども、天候にも恵まれ大会記録や区間新記録がでるなど、
大変盛り上がった大会となりました。21 日には人事に関する県教委との打
合せがありました。そして本日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、23 日には平戸小学校研究発表があり、24
日には平戸市議会臨時会が予定されています。本議会の説明は後日あると
思いますが、総合情報センター建設やコンサートの件について議会に対し
て説明させていただく機会を設けています。
24 日の夜になりますが、先生方を対象にした教育講演会を実施します。
25 日には、２日目の郡市対抗県下一周駅伝大会スタートが、交流広場であ
りますので応援したいと考えています。26 日には教育長杯中学生バレーボ
ール大会がありますので激励に行ってきます。
２月に入りまして、３日には平戸市校長研修会、４日には要保護児童等
対策協議会があります。福祉課が事務局となり開催している事業です。５
日から７日にかけまして、人事異動の最終調整を行なってまいります。
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教育長

９日には、いきつきロード 2014 大会に、12 日には全国高総体平戸市実
行委員会総会がありまして、インターハイ事業完了の報告をさせていただ
きます。14 日には、初任者研修のまとめとなる第２回初任研実施運営委員
会が松浦市でありますので出席してまいります。
17 日には、２月の定例教育委員会と南部中学校への学校訪問を行なうこ
ととしています。その他につきまして、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。

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
したいと思いますが、まず私から質問させていただきます。
先ほどの報告でスクラムミーティングにおいて「土曜授業」が検討され
たとのことでしたが、これはどのようになるのでしょうか。

教育長

各市の教育長とも協議していますが、土曜授業の導入については各市町
とも未定という状況にあります。土曜授業とは、毎週授業を行なうのでは
なく月１回、学期１回というペースで定期的に地域を取り込んだ授業や行
事イベントを行なっているものです。具体的な例で申し上げますと、以前、
総合学習で地域の方を集めて発表会などが、これに該当するものです。
何故、まだ各市が未定の状況かと申し上げますと、土曜授業となります
と職員が休日勤務となりますので、その処遇を県教委がどのように整理す
るかを見守っている状況です。

委員長

英語授業が小学校で実施されていることが土曜授業の導入のきっかけで
はないのですね。

教育長

土曜授業と英語学習は切り離して考えていただいて結構です。学校教育
課長から事業概要を説明させます。

学校教育
課長

小学５年生から ALT による英語学習を取り入れていますが、先進市では
小学３年生から学習に取り入れているところもあり、本市においては全体
の授業カリキュラムを見合わせながら、今後どのようにしていくかを研究
している段階です。

委員長

他に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、次に移ります。
- 3 -

1 月定例会（公開用）

委員長

（日程第５ 議事）
日程第５の議事に入ります。本日、議案が追加提案されました。よって、
本日の日程第５を議事とし日程第６その他に繰り下げて協議しますので、
レジュメの修正をお願いします。
それでは、第１号議案「平成 25 年度平戸市スポーツ表彰被表彰者」につ
いて」、事務局の説明をお願いします。

第１号議案「平成 25 年度平戸市スポーツ表彰被表彰者」の議案につきま
生涯学習
しては、審査会開催が遅れたことに伴い、本日提案、配布させていただき
課長
ました。委員の皆様にお詫び申し上げます。それでは議案書を元に説明さ
せていただきます。
以下、説明は省略
以上、第１号議案「平成25年度平戸市スポーツ表彰被表彰者」につきま
して説明させていただきました。ご審議のほどをお願いいたします。
委員長

第１号議案「平成25年度平戸市スポーツ表彰被表彰者について」につい
て、各所管課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。
（ありませんの声あり。）
それでは、第１号議案「平成25年度平戸市スポーツ表彰被表彰者につい
て」、原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。
ありがとうございました。第１号議案「平成25年度平戸市スポーツ表彰
被表彰者について」について、原案のとおりとすることで決します。
それでは次に移ります。
（日程第６ その他）
日程第６その他の(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。

前回も申し上げましたが、２月 28 日は臨時教育委員会を開催いたします
学校教育
ので、日程調整を委員の皆様よろしくお願いします。もう一つは、今年度
課長
の卒業式の日程が決まりました。各委員の皆様にも出席したいただきたく
事前にお知らせいたします。
度島小中学校を除く中学校及び併設小中学校が３月 18 日、小学校が 19
日を予定しています。度島小中学校は 18 日が地域行事と重なったため 17
日としています。各委員の出席調整は後日させていただきます。
正式なご案内は３月上旬になるかと思います。
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生涯学習
課長

２月はスポーツ行事が各地で盛んに行なわれます。また、前全日本ソフ
トボール監督の宇津木妙子さんをお招きして生涯学習講演会がふれあいセ
ンターで行ないます。もう一つは、徳島県勝山町で高級料亭にモミジ等の
木の葉を「つまもの」として販売有名になった横石知二さんをお招きして
実施します。是非、ご覧いただきたいと思います。
あと 12 日には、インターハイ実行委員会を予定しています。

文化遺産
課長

２月 1 日に青少年音楽会を文化センターで開催します。是非ご覧いただ
きたいと思います。

委員長

それでは次に、教育次長から諸報告をお願いいたします。

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期間において、教育
委員会内の主な取り組みや新たな課題等について、資料を作成しましたの
で、これを元に報告をさせていただきます。（箇条書きで整理。）
・平戸市総合情報センター建設の進捗状況について
１月24日市議会臨時会における議員説明会の開催等
・平戸市組織改編について
文化遺産課と観光課の統合等、平成26年４月に向けた組織再編の概要。
・西本智実「世界遺産クラッシックコンサート」開催案
８月23日、平戸文化センター開催予定と実行委員会設立等
・平成26年成人式
新成人の出席状況と今後における成人式の一本化検討に着手
・長崎の教会群とキリスト教遺産の世界遺産登録
田平教会の観光客増加に伴う諸問題とその対応等
・学校用務員の定年退職
10人中、５人の正規職員が定年退職予定。１月広報で臨時職員を公募。
・要保護児童等にかかる就学援助制度の基準改定
所得基準改定に伴う周知の実施と保護者の助成利用が低いこと等

委員長

ありがとうございました。それでは、教育次長の諸報告につきましてご
意見等がありましたらお願いします。

委員

先ほどの報告の中で、準用保護の助成制度がありましたが、知人や他の
保護者にお知らせしていいですか。

教育次長

毎年、学校を通じて通知するものですので、是非お知らせして下さい。
本市は、他市と比較しても利用度が低い状況です。保護者の方々に是非使
っていただきたい助成制度です。
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1 月定例会（公開用）

委員長

他にご意見はありませんか。
（ありませんの声あり。）

委員長

次回の教育委員会及び学校訪問の開催日時を確認したいと思います。事
務局から説明をお願いします。

教育次長

次回の定例会でありますが、本日の資料に添付していますが、２月17日
午前11時10分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
所は南部公民館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。
また、南部中学校の学校訪問につきましてもスケジュールのとおり進め
させていただきますのでよろしくお願いします。

委員長

事務局から２月17日との提案ですが、時間は17日の午前11時10分、場所
は南部公民館会議室ということで委員の皆さんよろしいですか。また当日
は学校訪問が予定されています。集合時間、場所は厳守でお願いします。

一同

わかりました。

委員長

以上をもちまして、１月定例会を終了します。皆様お疲れ様でした。
午前 10 時 15 分閉会

平成 25 年１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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