平成 26 年６月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 26 年６月 23 日(月)

場

所 教育委員会会議室（平戸市役所田平支所２階）

出席委員
出 席 者

午前 10 時 30 分開会

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、松永学校教育課長、久松生涯学習課長、石田総務施設班長
（教育総務課）

委員名

質疑等
（日程第１

委員長

午後０時 10 分閉会

開会）

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会議録署名委員の指名についてですが、６月会議録署名委員を
末吉・関委員にお願いします。

両委員

委員長

はい。
（日程第３ 会議録の承認について）
日程第３会議録の承認についてですが、事前に５月会議録を配布してお
ります。内容等について、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、掻い摘んで報告い
たします。
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６月定例会会議録(最終）

教育長

20 日は、長崎県市町教育委員会連絡協議会総会及び合同研修会が長崎市
で開催されましたので、委員長をはじめ委員の皆さんと出席させていただ
きました。
翌 21 日から 23 日にかけましては、鹿児島市で開催されました第 66 回全
国都市教育長協議会定期総会及び研究大会に参加をし、研究大会では、特
に平戸市の子供たちの読書活動の推進について、発表してまいりました。
翌 24 日には、平戸市中学校総合体育大会（球技・武道）が開催されまし
た。また、夕刻からは、按針忌前夜祭が開催されましたので、いずれも出
席いたしました。
27 日には、来年度小学校の教科書が代わることから、その採択のための
教科書採択協議会を開催いたしました。協議会の委員として、関委員さん
にも入っていただいております。来年度から４年間、採択する教科書を、
８月は決定することとなっております。
28 日には、平戸市生徒指導連絡協議会総会があり、29 日には、平戸市健
康づくり推進協議会が開催されましたので、いずれも出席しました。
30 日には、田平中学校及び田平北小学校にて、校長の経営方針とか授業
参観とかの点検等、学校実態調査を行いました。
31 日には、平戸つつじ杯争奪学童軟式野球大会がライフカントリーにお
いて開催されましたので、出席をし、開会式に引き続き始球式を行いまし
た。
６月に入りますと、２日には、来年度の人事に関する地区教育長会が佐
世保市で行われましたので出席しました。
３日は、午前中に校長研修会、夕刻からは、スポーツ推進員委員会総会、
４日には、平戸地区交通安全定期総会があり、いずれも出席しました。
５日から、６月市議会定例会が開催され、９日、10 日に一般質問、11 日
に議案質疑、12 日に文教厚生委員会が行われ、20 日に追加議案の議案審議
の後、閉会いたしました。詳しくは、後ほど説明させていただきます。
また、議会開会中ではありますが、６日には、デンバー市立ベアークリ
ーク高校との交流事業、８日には、国体開催記念イベント、10 日には、午
前中に常灯の鼻整備委員会、夕刻から平戸地区青尐年健全育成会総会が開
催されましたので、出席してきました。
12 日には、田平町で行われております放課後児童クラブの開校式に出席
をし、子ども達を励ましてきたところです。
14 日には、平戸市尐年の主張大会が開催されましたので、出席してきま
した。
16 日と 17 日は、新任校長校訪問を行いました。
18 日に予定しておりました平戸市中学校総合体育大会の陸上競技につい
ては、雨天により翌 19 日に順延しましたが、当日は素晴らしい天気に恵ま
れ、私自身も真っ赤に焼けたところです。当日は、大会新記録が 13 個出る
など、盛会のうちに終わることが出来ました。中島委員長には、観覧いた
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教育長

だき、誠にありがとうございました。
20 日には、来年度から使用する教科書の、今度は調査員会を開催したと
ころです。
そして、本日、先ほど市長と教育委員との懇談会を終え、定例教育委員
会を迎えておるところです。
次に、今後の予定ですが、本日午後には、来年１月に開催予定の長崎県
公民館大会に向けた実行委員会が開催されますので、出席する予定であり
ます。
翌 24 日には、生徒指導推進協議会、25 日には、学校保健会総会が開催
されますので、いずれも出席する予定であります。
26 日には、平戸市の総合防災訓練が大佐志町の古田漁港で開催される予
定ですので、出席してきます。
27 日には、田平南小の定例学校訪問、30 日には、生月中、中部中の新任
校長校訪問を予定しております。
７月１日、２日は、中野中、大島中の定例学校訪問を予定しておりまし
たが、本日、７月１日に、市議会臨時会が予定されたという情報が入って
きましたので、中野中については、代理出席で対応する予定です。
これで、11 校の定例学校訪問を終えることになりますが、残りの学校に
ついては２学期以降に訪問し、本年度も全校を行う予定にしております。
９日は、教科書採択選定委員会と国体弁当試食会を行うこととしており
ます。
10 日には、水道週間ポスター表彰式、11 日には県交通安全キャラバン事
業出発式に参加することとしております。
13 日には、恒例となりました鄭成功生誕祭の前夜祭、14 日には、式典に
出席したいと思っています。
16 日から 17 日かけましては、島原市で開催されます第２回の都市教育
長協議会に出席し、各市の教育長と情報交換を行ってきたいと思っており
ます。
その他にも行事、会議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。教育長から報告がありましたが、委員から詳
しく聞きたいこと又は質疑等はありませんか。
（ありません。の声あり。）
（日程第５

報告）

日程第５報告。まず、はじめに、第 12 号報告「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、事務局からの報告をお願いします。
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６月定例会会議録(最終）

教育次長

それでは、第 12 号報告「議会の議決を経るべき議案についての意見

生涯学習 の申出」につきまして、資料をもとに説明をさせていただきます。
課長
以下、省略。
委員長

以上、第 12 号報告「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。）

委員長

それでは、本報告については、承認することでよろしいですか。

一同

異議なし。

委員長
委員長

それでは、本報告については、承認することといたします。
次ですが、第 13 号報告及び第 14 号報告は、いずれも「平戸市社会教育
委員の委嘱」についてとなっておりますので、併せて、事務局からの報告
をお願いします。

生涯学習
それでは、第 13 号報告「平戸市社会教育委員の委嘱」につきまして、資
課長
料をもとに説明をさせていただきます。
以下、省略。
それでは、第 14 号報告「平戸市社会教育委員の委嘱」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 13 号報告及び第 14 号報告「平戸市社会教育委員の委嘱」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。
（ありません。の声あり。）
それでは、本報告については、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、本報告については、承認することといたします。
次に移ります。
（日程第６ 協議）
日程第６協議に入ります。協議案件「全国学力・学習状況調査の結果公
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委員長

表」について、事務局の説明を求めます。

学校教育
それでは、協議案件「全国学力・学習状況調査の結果公表」につきまし
課長
て、資料を元に説明させていただきます。
以下、省略。
以上、協議案件につきまして、説明させていただきました。長崎県教育
委員会の結果公表（案）への同意について、ご審議のほどをよろしくお願
いいたします。
委員長

学校教育
課長
委員長

協議「全国学力・学習状況調査の結果公表」について、事務局から説明
がありました。県としては、各市町の同意を得たいと言うことで、平戸市
としてどうするかということです。
「＋」だけの表示で、実際の数値は公表しないということですよね。
はい。そういうことです。
配慮はすると思いますが、尐数校の市町では出してしまえば、個別に分
かってしまうわけですからね。

学校教育
課長

今回は、市の（平均点による）分ですので、学校名は関係ありません。
平戸市として、
「＋」が有るか無いかということが、表に示されることに
なります。

委員長

県内の市町について、一覧にして、各市町を「＋」の有無、特に改善さ
れた点を簡潔な文章で表すとのことですが、委員からの意見はありません
か。

委員

平戸市の意見がこうだったから、平戸市は個別にこうというわけではな
くて、平戸市の意見はこうでしたが、長崎県としてどうするということを
決めるのですよね。

学校教育
課長
教育長

はい。そういうことになります。
昨年度までは、県としては全てを公表するとの考えでありました。
その意向でありましたが、教育長会等で様々な意見が出され、数値は出
さず、今回の案に変更してきております。
そもそも、全国学力・学習状況調査の目的は、学校における児童生徒へ
の教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てることであり、公表するこ
とではないということを履き違えていないか。公表すれば、そちらに目が
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６月定例会会議録(最終）

教育長

向けられ、本来の目的が見失われるのではないか。
また、学力は、様々であり、国語と算数又は数学だけで計られるもので
はない等の意見が教育長会では出されております。
今回、県の改正案について、市町の教育委員会として、同意できるかと
いうことについて、意見を求められているところであります。

委員長

全国学力・学習状況調査の結果は、各学校においては分かっているので
すよね。
各学校において、それを踏まえて、何が足りないか、どうすればよいか
ということは分かっているのですよね。
結果を、公表することで、学校間較差ではなく、教育指導の充実や学習
状況の改善等に役立てることに繋がるのでしょうか。

委員

個人の意見としては、公表しなくていいのではないかと思います。

委員

中々、難しい案件です。判断に苦しみます。

委員

私は、個人の意見としては、公表していただきたいと考えています。
自分の市、学校が、どのレベルにあるということを確認し、目標をもっ
て学習に取り組めると思います。
公表というのは、どこまで公表を考えているのでしょうか。

教育長
委員

学校教育
課長
委員長

マスコミ公表を行いますので、不特定多数の皆さんへの公表となります。
公表することによって、
「＋」がないから学力が低いとの考え方を与える
ことが、偏見を助長することになると思われますので、私は公表すべきで
はないと考えています。
この案を作成するにあたり、県平均と比較する表示ですので、順位付け
はできないとの判断であったと、聞いております。
今日、決定すべきでしょうか。

教育長

各市町の意見を聞いて、県としての結論を決定することから、今回、平
戸市の意見を決定することが望ましいと思います。

委員長

そもそも、全国学力・学習状況調査については、教育指導の充実や学習
状況の改善等に役立てることが目的ですよね。

教育長

そうですよ。
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教育長

ですから、県下の教育長会議でも、そういった意見を重視したところで
す。もともとは、日本の学力が低いということから、全国学力・学習状況
調査を行い、はじめは公表しないとのことだったのですが、国が方向転換
し公表することとしたため、県や市に、どの程度まで公表するべきか判断
を求める流れになっている状態であります。

委員長

私個人としては、公表しないでよいと考えています。

委員

ここで決まっても、県で方針を決定するわけですよね。

学校教育
県下全市町が、「同意する。」ということになれば、この方針でいくこと
課長
になると思います。
一市でも一町でも「反対する。」ということであれば、方針を見直すとい
うことでありました。
教育長

長崎県教育委員会としては、説明責任もありますので、
「ここまではどう
でしょうか。」という提案であると思います。
また、各市において分析を行い、特長や改善された点を簡潔な文章で説
明することになっています。

委員長

難しい問題、判断でありますが、この会で、本市教育委員会としての意
見をまとめなくてはいけません。これまでの協議内容を踏まえ、委員の皆
様いかかでしょうか。

委員

私は、公表しなくていいと思います。

委員長

私も個人的には、公表しなくていいと考えています。

委員

どちらとも言いがたいです。

委員長

それでは、本市としては「公表しない」ということでよろしいでしょう
か。

教育長

「公表しない。」ということは、この県の案に同意しないということです
がいいですよね。
県は説明責任があるというのにいいですよね。

委員

平戸市は「公表しない。」と言っても、県で変わる可能性があるのですよ
ね。
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６月定例会会議録(最終）

委員

これまでも、学校には結果は通知されていますし、学校評議委員会の中
では、校長先生から説明もあり、今後の学校における学習状況の改善策に
ついても議論されていますので、公表自体にどちらがいいと言うわけでは
ないのですが、レベルについて公表する必要はないと思います。

教育長

各学校においては、保護者への説明責任は果たしており、各学校より学
力向上プランもあがっています。

委員長

意見が分かれていますので、とりまとめが難しいですが、本市としては
「同意（公表）しないという意見が多数を占めた。」ということで回答する
ことでよろしいでしょうか。
（はい。の声あり。）

委員長

ありがとうございました。協議案件「全国学力・学習状況調査の結果公
表」については、「同意（公表）しないという意見が多数を占めた。」とい
うことで、回答をお願いします。それでは、次に移ります。
（日程第７ その他）
次に、日程第７その他の１のその他の報告に移ります。
(1) 共催・後援等について、共催２件、後援７件、協賛１件ですが、
各委員から質疑等はありませんか。
（ありません。の声あり。）

委員長

それでは、承認することでよろしいでしょうか。

一同

異議なし。

委員長

それでは、共催・後援等について、承認することといたします。
次に、(2) 各課長報告について、教育総務課の方から順番に説明をお
願いします。

総務施設
教育総務課としましては、本年度入札予定の事業について、田平北小
班長
学校及び田平南小学校の屋内運動場大規模改造工事を５月 20 日、中野
小学校及び山田小学校の耐震改修工事及び設備改修工事並びに中部中
学校校舎大規模改造工事設計を 28 日、山田小学校校舎耐震改修工事設
計を６月 16 日に、平戸市指名委員会へ入札事業概要の説明を行いまし
た。
21 日には、長崎県教育庁において、公立学校施設実態調査ヒアリング
- 8 -

総務施設 を受けてきました。
班長

６月２日、５日には、市内小中学校より要望があった学校施設修繕箇
所の確認を行い、これを基に、本年度の修繕又は工事等、施設営繕計画
を策定及び実施予定であります。
11 日には、今後の本市の教育環境整備の方針を策定するため、学校教
育課主催のＩＣＴ教育検討委員会に出席しました。
以上で説明を終わります。

学校教育
学校教育課としましては、主なところで、長崎っ子の心を見つめる教
課長
育週間として、６～７月中におよそ一週間を、市内全小中学校で教育活
動を公開する教育週間を各々設定し、学校と保護者や地域住民が連携し
て、「地域の子どもを地域ではぐくむ」という気運を高める取組みを実
施することとしており、既に行った学校もあります。
以上で説明を終わります。
生涯学習
生涯学習課としましては、６月８日には、国体開催記念として、昨年
課長
度国体で準優勝した軟式野球長崎県チームを招聘し、中学生を対象に野
球教室を行いました。
14 日には、小学生、中学生を対象とした平戸市尐年の主張大会を文化
センターにおいて開催し、盛会のうちに終了したところです。
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。続けて、(3)教育次長報告の後に、委員か
らの質問を受けたいと思います。それでは、教育次長からの報告をお願
いします。

教育次長

それでは、６月市議会定例会を主に報告させていただきます。
定例会は、６月５日開会、20日の閉会までの16日間の会期で開催されま
した。
平成25年度一般会計補正予算を始めとする特別会計、企業会計補正予算
及び条例議案について審議され、いずれも原案通り可決、承認されており
ます。
教育委員会関係では、先に報告した平成25年度一般会計補正予算及び平
成26年度一般会計補正予算が審査対象の予算案と、
（仮称）平戸市総合情報
センター建設工事（建築工事）、同建設工事（機械設備工事）について、労
務単価の改定に伴い請負契約を増額変更する議案を提案し可決されており
ます。また、最終日20日には、市立田助小学校校舎耐震補強・大規模改造
工事（建築工事）の工事請負契約締結の議案を上程し可決されたところで
す。
一般質問には、７人の議員が登壇し、産業振興、福祉、医療介護、消防
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教育次長 問題など、活発な議論が交わされました。
教育委員会関係では、松尾実議員から「長崎がんばらんば国体・平戸会
場における準備状況」について質問があり、宿泊施設、駐車場、会場周辺
の環境整備、ボランティアの状況について質問があっております。
10月の開催に向けて、準備は着々と進められていることに評価をいただ
く一方で、45年ぶりの国体である。市民への周知、効果的なPRを強化し、
一過性に終わることなく、多くのボランティアの参加による市民を揚げて
のイベントになるよう、また今後の地域活性化の仕組みづくりにつなげて
欲しいとの強い要望がありました。
また、３月から４月にかけて行われた文教厚生委員会の所管事務調査報
告がされ、分室、公民館、図書館における現状、また今後における議会か
らの意見要望等がなされたところです。詳細につきましては、お手元に報
告書を配布しておりますので、後ほどご一読ください。
また、監査委員による生涯学習課の定期監査が２月に実施されましたが、
６月議会におきまして、その公表がされております。運動公園の土地未登
記に対する対応、公民館における避難訓練の実施、社会教育施設の老朽化
対策など、多くの改善に向けた指摘を受けており、今後、真摯に対応して
まいらなければならないと考えております。
以上が、議会報告でございます。
次に、新聞報道等で、全国、長崎県の各市町における学校施設の耐震化
の状況が紹介されておりましたが、平戸市の状況についてここで、説明さ
せていただきます。
市では、昭和56年以前に建設された学校教育施設で、耐震診断を実施い
たしまして、耐震性が確認できなかった施設（構造耐震指標Is値0.70に満
たない施設）につきまして、これまで、計画的に耐震補強工事を行ってき
ており、本年４月１日時点で、耐震性が確保できていない建物は、校舎３
棟、屋内運動場９棟の計12棟あり全体に占める割合（81棟）は、85.2％と
なっております。
この12棟につきましては、今年度、５棟、27年度７棟を整備し、耐震性
を確保することにしており、27年度を以て完了予定としているところです。
従いまして、先ほどからの指名委員会の多さにお気づきかと思いますが、
夏休みを利用した工事等が目白押しであります。子供たちの安全に十分配
慮し、工事を進めてまいりたいと考えております。
以上で説明を終わります。
ありがとうございました。委員の皆さんから質疑等はございませんか。
委員長
（ありません。の声あり。）
それでは、最後になりますが、次回の教育委員会の日程等について、事
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務局から説明をお願いします。

事務局としては、７月22日の週で委員の皆さんの都合に合わせたいと考
教育次長 えております。
（各々予定が入っている日を発言。）
それでは、７月23日の午前９時からということで、よろしいでしょうか。
委員長
事務局より、７月23日水曜日午前９時から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しょうか。
異議なし。
一同
それでは、事務局案の日程にて、ここ教育委員会会議室で行うこととで
委員長

決定します。
以上をもちまして、６月定例会を終了します。皆様お疲れ様でした。

午後０時 10 分閉会

平成 26 年６月 23 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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