平成 26 年３月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 26 年３月 25 日(火)

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

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

質疑等
（日程第１

委員長

11 時閉会

開会）

皆さん、おはようございます。ただいまから定例教育委員会を開催しま
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、２月会議録署名委員
を末吉・吉田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等について報告いたします。
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教育長

まず、委員長をはじめ委員の皆様には卒業式にご列席いただきありがと
うございました。どの卒業式も大変よかったと評価をいただいております。
それでは資料の１ページをご覧下さい。かいつまんで報告いたします。
２月 18 日には五島市の野口市長にお会いしまして、世界文化遺産登録推
進コンサートの協力依頼をしてきました。翌 19 日には 10 年研実施協議会
が大村市で開催されましたので出席してきました。20 日には文化財審議会、
21 日第２回平戸市生徒指導推進協議会に出席いたしました。
22 日は市民表彰式・スポーツ表彰式でしたが、委員長をはじめ委員の皆
様にはご出席いただきありがとうございました。24 日から 25 日にかけま
しては、長崎がんばらんば国体の専門委員会を開催いたしました。この間
には学校予算を協議する拡大学校予算委員会にも出席しました。26 日には
適応指導教室の発表会に出席し児童生徒たちを励ましてきました。
27 日には、教職員人事異動の協議を主とした地区別教育長会に出席して
まいりました。翌 28 日には、臨時教育委員会におきましてご承認いただき、
３月 20 日に教職員の内示を行ったところであります。
３月に入りまして、１日には平戸高校の卒業式および佐世保特別支援学
校高等部卒業式に出席してまいりました。２日の午前中に平戸市地域婦人
大会、午後からは第８回市公民館大会と駆け足でしたが出席してきました。
３日からは市議会３月定例会が開会しました。詳細につきましては、後
ほど教育次長から報告いたします。14 日には学校給食共同調理場運営委員
会、翌 15 日には教育長杯中学校駅伝大会がありました。委員長さんには、
出席そしてスターターまでしていただきました。本当にありがとうござい
ました。その後、多良見の図書館に出向きお願い事をしてまいりました。
17 日から 19 日にかけましては幼稚園、小中学校の卒園式、卒業式があ
りましたので出席してまいりました。その間には 17 日に尐年センター運営
協議会、放課後子ども教室運営委員会、社会教育委員会がありましたので
出席してきたところです。
19 日には、臨時校長会を開催し教職員の内示を行いました。翌 20 日に
教職員に内示したところです。そして本日を迎えております。次に今後の
予定ですけれども、27 日には次年度に向けてのひらどツーデーウォーク第
１回実行委員会を開催いたします。31 日には退職教職員辞令交付式、翌１
日には市教委職員辞令交付式、新規採用職員辞令交付式、転入教職員辞令
交付式を行うこととなっています。４日には特別教育支援員・図書支援員
辞令交付式を行います。その後に退職校長会春季総会に出席することにし
ております。８日には高等学校の入学式、11 日には平戸幼稚園の入園式が
ありますのでいずれも出席してまいります。その日の午後には校長研修会、
15 日には教頭研修会が開催されますので、平成 26 年度の教育委員会の施
策や重点事項を話してきたいと考えています。
16 日には、文教厚生委員会の所管事務調査を生月分室と公民館となって
いますので同行する予定です。
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教育長

18 日には市中学校教育研究会総会、21 日には長崎市で都市教育長協議
会、22 日には県市町村教育委員会連絡協議会・合同理事会がありますので
出席してまいります。私は 21 日から長崎となりますが、委員長さんは 22
日の出席になろうかと思います。
23 日には、文教厚生委員会の所管事務調査が大島分室と北部公民館が予
定されています。午後には初任者研修実施運営委員会・連絡研修会が松浦
で開催されますので、北部公民館には出席できないかと思います。翌 24 日
には、国体市実行委員会常任委員会がございますので出席いたします。
その他にも、今後のスケジュールが入ってくるかと思いますが、次回の
定例会でご報告させていただきます。私の報告は以上です。

委員長

ありがとうございました。３月４月は行事が多くて教育長さんも大変で
しょうが、体調に気をつけられ各行事に出席していただきたいと思ってお
ります。各委員から詳しくお聞きし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。
（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。次に第５号議案「平戸市教育委員会公告式
教育総務
規則の一部を改正する規則」について、事務局の説明を求めます。
課長
それでは、教育総務課から第５号議案「平戸市教育委員会公告式規則の
一部を改正する規則」につきまして、資料を元に説明させていただきます。
以下、省略。
委員長

以上、第５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。
ありがとうございました。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、第５号議案「平戸市教育委員会公告式規則の一部を改正する
規則」について、原案可決してよろしいですか。

一同

異議なし。

委員長

ありがとうございました。第５号議案「平戸市教育委員会公告式規則の
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委員長

一部を改正する規則」について原案可決いたしました。
それでは次に移ります。
次に第６号から第８号、第10号から第15号までの９議案は組織再編に伴
う改正でありますので、一括して事務局の説明を求めます。

それでは、教育総務課から第６号議案「平戸市教育委員会事務局組織規
教育総務
則の全部を改正する規則」、第７号議案「平戸市教育委員会事務局決裁規程
課長
の全部を改正する訓令」、第８号議案「平戸市教育委員会公印規則の一部を
改正する規則」につきまして、資料を元に説明させていただきます。
以下、省略。
以上、第６号から第８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

ありがとうございました。次に生涯学習課からお願いします。

それでは、生涯学習課から第10号議案「平戸市生涯学習まちづくり表彰
生涯学習
規程の一部を改正する訓令」につきまして、資料を元に説明させていただ
課長
きます。
以下、省略。
以上、第10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

ありがとうございました。次に文化遺産課からお願いします。

それでは、文化遺産課から第11号議案「平戸市平戸和蘭商館跡復元整備
文化遺産
活用検討委員会要綱を廃止する告示」、第12号議案「平戸市世界遺産登録推
課長
進本部設置要綱を廃止する告示」、第13号議案「平戸市世界遺産登録推進会
議設置要綱を廃止する告示」、第14号議案「平戸市事務補助執行に関する規
則」につきまして、資料を元に説明させていただきます。
以下、省略。
以上、第11号から第14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

ありがとうございました。今回の組織再編に伴う文化遺産課の市長部局
移行に伴う教育委員会規則の改正手続きにかかる議案と、教育委員会事務
局の所掌事務及び権限の明確化のために組織及び決裁規程を改正すること
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委員長

についてなど説明していただきました。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、第６号議案「平戸市教育委員会事務局組織規則の全部を改正
する規則」、第７号議案「平戸市教育委員会事務局決裁規程の全部を改正す
る訓令」、第８号議案「平戸市教育委員会公印規則の一部を改正する規則」、
第10号議案「平戸市生涯学習まちづくり表彰規程の一部を改正する訓令」、
第11号議案「平戸市平戸和蘭商館跡復元整備活用検討委員会要綱を廃止す
る告示」、第12号議案「平戸市世界遺産登録推進本部設置要綱を廃止する告
示」、第13号議案「平戸市世界遺産登録推進会議設置要綱を廃止する告示」、
第14号議案「平戸市事務補助執行に関する規則」について、原案可決して
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６号議案から第８号議案、第10号から第14
号議案につきまして原案可決いたしました。また、教育総務課から第６号
から第８号議案について、例規担当課との調整により軽微な変更が生じる
場合があるとのことですので、調整は事務局一任とします。
それでは次に、第９号議案「平戸市立小・中学校におけるハラスメント
の防止等に関する要綱」について、事務局の説明を求めます。

それでは、学校教育課から第９号議案「平戸市立小・中学校におけるハ
学校教育
ラスメントの防止等に関する要綱」につきまして、資料を元に説明させて
課長
いただきます。
以下、省略。
以上、第９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

ありがとうございました。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、第９号議案「平戸市立小・中学校におけるハラスメントの防
止等に関する要綱」について、原案可決してよろしいですか。

一同

異議なし。
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委員長

ありがとうございました。第９号議案「平戸市立小・中学校におけるハ
ラスメントの防止等に関する要綱」について原案可決いたしました。
それでは次に移ります。
次に第15号議案「平戸市ふれあいセンター規則の一部を改正する規則」
について、事務局の説明を求めます。

それでは、生涯学習課から第15号議案「平戸市ふれあいセンター規則の
生涯学習
一部を改正する規則」につきまして、資料を元に説明させていただきます。
課長
以下、省略。
以上、第15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

ありがとうございました。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、第15号議案「平戸市ふれあいセンター規則の一部を改正する
規則」について、原案可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15号議案「平戸市ふれあいセンター規則の
一部を改正する規則」について原案可決いたしました。
次に第 16 号議案「平戸市教育委員会表彰規則の一部を改正する規則」に
ついて、事務局の説明を求めます。

教育総務
課長

それでは、生涯学習課から第 16 号議案「平戸市教育委員会表彰規則の一
部を改正する規則」につきまして、資料を元に説明させていただきます。
以下、省略。
以上、第 16 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

ありがとうございました。各委員から質疑はありませんか。

教育長

事務局の説明で、第２条第１号の「教育委員会の所管に係る附属機関等
の委員又は本市の教育関係団体の長等」は、各委員の任期に応じて表彰す
るとのことですが、第１号だけをみると永年勤続を対象としていることは
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教育長

わからない条文となっていますが、明確に記述する必要があるのではない
ですか。

教育総務
第２条の被表彰者基準の改定に関しましては、先進事例を参考にさせて
課長
いただいたものでありますが、教育長のご指摘のとおり永年勤続といった
明確な基準が記述していませんし、明確に永年勤続がわかるように条文を
訂正すべきであると判断いたします。修正案をこの場でご提案できません
ので、ご指摘を踏まえ条文を修正した規則案につきまして、次回以降の定
例会に上程させていただいてよろしいでしょうか。
委員長

一同
委員長

委員長

一同
委員長

教育総務
課長

そうですね。教育長のご指摘のとおりだと私も思います。事務局から、
今回の第 16 号議案を取り下げて次回以降に再提案するとのことですが、み
なさんいかがですか。
異議なし。
それでは、第 16 号議案「平戸市教育委員会表彰規則の一部を改正する規
則」については、事務局取り下げとしますので、次回以降に改めて提案し
て下さい。それでは次に移ります。
（日程第６ 報告）
日程第６の報告に入ります。第３号報告「平戸市立学校の通学区域に関
する規則に基づく特別措置」について、事務局から報告をお願いします。
なお、児童生徒の個人情報に関する事項になりますので、非公開といた
します。
以下、非公開。
以上、非公開。
質疑もありませんので、本報告議案については了承することでよろしい
ですか。
異議なし。
次に、第４号報告「議会の議決を経るべき議案についての意見の申し出」
について、事務局から説明をお願いします。平成 26 年度平戸市一般会計予
算に関することですので、各課予算を一括して説明を受けた後に審議する
ことといたします。
それでは、教育総務課から第４号報告「議会の議決を経るべき議案につ
いての意見の申し出」の「平成 26 年度平戸市一般会計予算」のうち、教育
総務課、学校教育課所管分につきまして説明させていただきます。
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以下、省略。
生涯学習
生涯学習課から第４号報告「議会の議決を経るべき議案についての意見
課長
の申し出」の「平成 26 年度平戸市一般会計予算」のうち、所管分につきま
して資料を元に説明させていただきます。
以下、省略。
文化遺産
文化遺産課から第４号報告「議会の議決を経るべき議案についての意見
課長
の申し出」の「平成 26 年度平戸市一般会計予算」のうち、所管分につきま
して資料を元に説明させていただきます。
以下、省略。
委員長

ありがとうございました。３課長から概要説明がありました。各委員か
ら質疑等はありませんか。

教育次長

委員長、文化遺産課の事業説明を補足させていただきます。次年度から
は文化観光部が事務局となり実施される「世界遺産登録コンサート」であ
りますが、私どもといたしましても是が非でも成功に導きたい事業であり
ます。観客動員につきましても予定数以上を目指し、今後取り組んでまい
りますので、委員長を初め各委員の皆さんの更なるご協力をお願いいたし
ます。

委員

コンサートは２日間あるのですか。

教育次長

本日、担当者が東京の事務所に出向いてこの件に関しまして調整してい
ます。コンサートは１日間だけですが、翌日は生月町でミニコンサートを
小中学生または地域住民を対象に開催するなどのプランを事務所と共同し
教育次長 て検討しています。今後は地元の皆さんと協議させていただく予定です。
委員

わかりました。

委員長

先ほどの説明では 1,800 万円の予算とおっしゃっていましたね。収入の
内訳はどのようになっているのですか。

教育次長

市・県の補助金が各 500 万円、地元企業等からの協賛金を 500 万円、チ
ケット収入が 300 万円ということで事業予算を組んでいます。

委員

幼児を連れて見に来ることはできますか。
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文化遺産

現時点では託児所等を設けていませんので、小学生以上ということで考

課長

えています。

委員長

ありがとうございます。事業が成功するよう頑張って下さい。本報告議
案については了承することでよろしいですか。

一同

委員長

異議なし。
（日程第７ その他）
次に日程第７その他の(1)共催・後援等、(2)課長報告について、特に説
明が必要なもの、追加説明があれば報告をお願いします。

学校教育
先月の定例会におきまして、指定学校変更にかかる手続きでご指摘いた
課長
だいた件を報告させていただきます。
まずは、指定学校変更の根拠となる事実関係を定期的に調査いたします。
これまで届出に記述していました誓約文言を、別添資料のとおり様式にし
まして次回から届出とともに提出していただくよう変更いたしました。以
上で報告を終わらせていただきます。
委員長

部活動に関して、実態はどうだったのですか。

学校教育
全員確認しまして、部活動に引き続き入っております。また追跡調査に
課長
つきましては次年度から実施いたします。
委員長

生涯学習

ありがとうございます。先の定例会で指摘があった事項の説明をいただ
きました。今後も引き続き適正な運用となるよう努めてください。他の課
長から報告はございますか。
報告にもありますとおり、次年度は本番の年となります。４月 24 日には

課長

国体の常任委員会を開催いたします。５月 12 日は大会前最後の総会を開催
するようにしておりますが、総会前には各委員にご案内の通知をさせてい
ただきますので、よろしくお願いいたします。

委員長

国体は生涯学習課にとりまして最大のイベントでもあります。また、選
手のレベルアップを図ることを目的として、県相撲協会が今月 29 日に日体
大から指導・講演を予定していると聞いています。ぜひ頑張っていただき
たいと思います。
各委員から各課長の報告でご意見等はありませんか。なければ教育次長
から諸報告をお願いいたします。

- 9 - 平成 26 年３月定例会会議録（公開用）

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。）
・平成26年４月市職員人事異動の概要
教育次長の教育総務課長併任による１名減、生月分室職員１減員等
・平成26年３月市議会一般質問
大久保議員：社会体育施設ナイター施設等の減免について
山崎議員：（仮称）総合情報センター建設事業の執行状況について
松尾議員：（仮称）総合情報センター建設事業の進捗状況等について
：学校給食費の滞納問題について
川上議員：新図書館は市民解決型であるべき
：市立公民館の現状と活性化について
近藤議員：島の館の今後における経営のあり方について

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。
（ありませんの声あり。）
それでは、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、４月21日の午前８時30分か45分で、場所は
田平支所に移転していますのでの田平支所２階会議室と考えております。
なお、教育長が午後から長崎市出張となっておりますので、詳細な時間は、
後日文書にてご連絡したいと考えております。

委員長

事務局から４月21日午前８時30分との提案ですが、場所は田平支所２階
会議室ということで委員の皆さんよろしいですか。
わかりました。

一同
委員長

以上をもちまして、３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
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平成 26 年３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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