平成 26 年８月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 26 年８月 21 日(木)

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 09 時 00 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、山村参事監兼指導主事（学校教育課）、
久松生涯学習課長、田中総務施設係長（教育総務課）、

委員名

質疑等
（日程第１

委員長

午前 10 時 20 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）
日程の第２会議録署名に入る前に、会議録作成事務職員の指名について、
事務局から申し出がありました。平戸市教育委員会会議規則第 18 条に基づ
き、教育委員会の会議録は、委員長が事務局職員の中から教育総務課総務
班班長を推薦、指名し作成しておりますが、本日、本人不在のため、教育
総務課総務施設班係長を変わってその任に就かせたいと申し出があってお
ります。これを許可したいと思いますがいかがでしょうか。

一同
委員長

両委員

委員長

異議なし。
それでは、日程第２会議録署名委員の指名についてですが、８月会議録
署名委員を吉田・末吉委員にお願いします。
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７月会議録を配布してい
ましたが、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。）

委員長

特に無いようですので、会議録を承認することでよろしいですか。
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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。

委員長
教育長

（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。
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。
定例教育委員会の開催されました日の昼過ぎには、県下の子どもたちが
参加いたしました大島での「しま」体感交流事業出発式に出席をし、そし
て午後には、へき地・小規模校教育連盟総会が開催されましたので出席い
たしました。
24 日には、猶興館高校のインターハイ出場権獲得者やダンスの全国大会
出場者が市長への表敬訪問を行いましたので同席いたしました。
25 日には、平戸市の子どもたちを集めた高島サバイバル塾の閉塾式があ
りましたので高島まで渡りまして、子どもたちに終了証を渡したところで
ございます。この事業は平戸の子どもたちに平戸の自然だけではなく、歴
史や植物も含めたものの素晴らしさを知ってもらう本当にいい機会であ
り、同時に子どもたちに耐える力や自立する力を付けさせる意味でも非常
に良い事業だと思っております。
26 日から 27 日にかけましては、県の中学校総合体育大会、いわゆる中
総体が県下各地で開催されましたので応援と激励に行って参りました。後
ほど報告いたしますが、今年は成績が良くて、九州大会・全国大会への出
場権を獲得した生徒がたくさんおりました。
29 日には、教科書採択協議会を開き、来年度から使用する小学校の教科
書について協議を深め、協議会として採択する教科書を決定いたしました。
教育委員には、この後その報告をいたしますのでご承認いただきますよう
よろしくお願いいたします。
翌 30 日には、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いたしました。今回は、会の持ち方
をこれまでと違って尐し変えてみましたところ、非常に活発な議論がされ
まして、有意義な会になったと思います。そして、委員、特に社会教育委
員の中には、もう一度自分たちで会を設けたいと言うことで、年に２回開
催しております会を、９月過ぎにもう一度、あと１回増やして話し合いを
したいとの申し出がありました。
31 日には、県の中総体の優勝者及び準優勝者の市長表敬訪問に同席いた
しました。その後、昨年度から施行されております市の職員の人事評価に
ついての説明を市長部局の担当者から受けました。
８月に入りまして１日は、午前中には定例部長会、その後引き続き世界
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教育長

遺産登録推進本部会議、行政改革推進本部会議、午後には学校給食研究会
総会がありましたので出席いたしました。
３日には、平戸、松浦、北松の三地区青尐年剣道大会生月大会がありま
したので、開会式で市長代理としての歓迎の挨拶をいたしました。
４日には、教育委員会に関する協議を市長と行いました。午後には交通
安全推進連絡協議会総会と地区連合防犯協会総会がありましたので出席い
たしました。
５日には、県の教頭会研究大会が松浦市で開催されましたので出席をし、
帰ってからは子ども議会の任命式とリハーサルを行ったところでございま
す。
６日には、子ども議会の理事者が私共との答弁書のすりあわせを行いま
した。
８日には、市の教育会全体研修会が開催されましたので出席いたしまし
た。
11 日には、２日に行われる予定でしたが、台風の影響で延期となってお
りました長崎がんばらんば国体の平戸市の炬火名の表彰式及び炬火採火を
行ったところでございます。
そして一昨日の 19 日には、３年に１回開催されます子ども議会が開催さ
れ、18 名の中学生により一般質問を受けたところでございます。実際に行
われております市議会を再現した子ども議会となりまして、先ほど委員か
らもありましたように、本当に子どもたちが一生懸命取り組んでくれてい
る姿が見られたのではないかと思います。答弁する理事者側も真摯に受け
止め答弁したところでございます。委員長及び吉田委員には傍聴していた
だきありがとうございました。
そして本日を迎えております。
次に今後の予定でございます。資料には載せておりませんが、今日の午
後からと明日にかけまして、教員採用試験の一次試験の合格者に対しまし
て、二次試験のための面接の練習を行います。大学生を含めて 13 名の予定
になっておりまして、そのうち 10 名が平戸市出身でございます。若手教員
が尐なくなっている中、是非合格していただき平戸での教員生活を送って
もらいたいと期待をしているところでございます。
23 日には、世界遺産フォーラム及び世界遺産登録推進コンサートがあり
ますので参加いたします。
翌 24 日には、中部地区民球技大会に参加することとしております。
27 日には、来年度の学校予算のための行政側と各校長、事務職員との拡
大予算委員会を開催いたします。
29 日には、定例部長会がありますので出席いたします。
このように予定しておりますが、突然会議が入ったりしまして、28 日に
は、臨時の教育長会、県下市町の教育長を集めた会議が長崎市で開催され
ることとなっております。多分、佐世保市の事件を受けての教育長会と捉
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委員長

えております。
29 日には、定例部長会がありますので出席いたしますが、９月に入りま
して１日から９月の定例議会が始まる予定になっております。詳しい日程
につきましては、25 日に開かれます議会運営委員会で決定されますので今
のところ詳細は分かっておりません。
７日には、市民体育祭の開会式に出席いたします。
18 日には、教職員の人事異動に関る教育長、校長の合同研修会が開かれ
るということになっております。
その他３日には校長研修会が、19 日には教頭研修会がございますが、議
会の日程が決定しておりませんので、出席できるかどうか不透明なところ
でございます。
その他これから入ってくる行事、会議等があるかとは思いますが、その
分につきましては次回の定例会にて報告をさせていただきます。
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
しく聞きたいことがありましたら、お願いいたします。
質疑等はありませんか。
（ありません。の声あり。）

教育次長

委員長

教育次長

それでは、次に移ります。
（日程第５ 議事）
日程第５議事に入ります。第 20 号議案「平成 25 年度平戸市教育委員会
の自己点検・評価報告書（案）」について事務局の説明を求めます。
本議案は、９月議会提出議案ですので非公開とします。
それでは、第 20 号議案につきまして、説明させていただきます。
これは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 27 条第１項の
規定により報告するもので、教育委員会の議決、承認を経まして、議会に
報告するものでございます。
この報告につきましては、７月の定例教育委員会において「有識者の所
見・おわりに」を除く報告書案を議案として提案し、概要を説明させてい
ただき、現在継続審議となっております。
以下、説明は省略。非公開
以上、非公開
ご審議のほどをよろしくお願いいたします。

委員長

それでは、第20号議案「平成25年度平戸市教育委員会の自己点検・評価
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委員長
一同
委員長

報告書（案）」について、原案可決してよろしいですか。
異議なし。
ありがとうございました。第20号議案「平成25年度平戸市教育委員会の
自己点検・評価報告書（案）」について原案可決いたしました。
次に、第 21 号、第 22 号及び第 23 号議案につきましては、平戸市学校歯
科医の委嘱について、同様の内容のようですので一括審議といたします。
本議案につきましても人事案件ですので、地方教育行政の組織及び運営に
関する法律第 13 条第６項の規定に基づき非公開とします。事務局の説明を
求めます。
以下、非公開。
以上、非公開。

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。）

委員長

一同
委員長

それでは、第 21 号議案から第 23 号議案について、原案可決してよろし
いですか。
異議なし。
ありがとうございました。第 21 号議案から第 23 号議案までについて原
案可決いたしました。
引き続きまして、第 24 号議案「平成 27 年度使用小学校教科書の選定」
について、事務局の説明を求めます。

教育次長

それでは、第 24 号議案「平成 27 年度使用小学校教科書の選定」につき
まして、説明させていただきます。
提案理由としましては、県北地区教科書採択協議会、主管は、今年度平
戸市教育委員会が持っておりますが、県北地区における平成 27 年度使用小
学校教科書について、別添でお配りしております資料のとおり採択、推薦
されましたので、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 23 条の
規定により、教育委員会の審査、承認を求めるところでございます。
詳細につきましては、学校教育課、山村参事監より説明いたします。
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山村参事
監

それでは、第24号議案につきまして、資料を元に説明させていただきま
す。
以下、省略。
以上、第 24 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。

委員長

それでは、第 24 号議案「平成 27 年度使用小学校教科書の選定」につい
て、原案可決してよろしいですか。

一同
委員長

委員長

異議なし。
ありがとうございました。第 24 号議案「平成 27 年度使用小学校教科書
の選定」について、原案可決いたしました。
（日程第５の１ 審議事項）
次に、日程第６ その他になっておりましたが、追加議案がありますの
で読み上げます。事務局からの申し出により、日程第５の次に日程第５の
１を追加し、「平成26年度 全国学力学習状況調査の結果公表の取り扱い」
についてを、審議事項とさせていただきたいと思いますが、よろしいでし
ょうか。

一同
委員長

はい。
それでは、審議事項「平成 26 年度 全国学力学習状況調査の結果公表の
取り扱い」について、事務局の説明を求めます。

学校教育
審議事項「平成 26 年度 全国学力学習状況調査の結果公表の取り扱い」
課長
について資料を元に説明させていただきます。
前回の定例教育委員会において、県が公表する内容についてご審議いた
だきました。
その結果、県は、各市町の成績を全国平均と比較して上回るの場合は
「＋」、下回る場合は「空欄」で公表するということでご承認いただきまし
た。それに伴いまして、県が公表する場合平戸市の評価も公表されるわけ
でございますので、平戸市としてどのような形として公表していくかにつ
いて、本日はご審議いただきたいと思います。それでは説明いたします。
以下、省略。
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学校教育

公表の時期ですが、８月25日に文科省が結果を公開いたします。それを

課長

こちらで分析し、課題を見出し、改善策まで立てる必要がありますので、
公表は９月中と考えております。
公表の方法についてですが、平戸市のホームページに載せたいと考えて
おります。また、広報ひらどのお知らせ欄を活用し、市のホームページに
平戸市の結果を掲載している旨のお知らせを入れることを考えておりま
す。
以上、審議事項「平成 26 年度 全国学力学習状況調査の結果公表の取り
扱い」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。全国学力学習状況調査については、前回の定
例会では、公表は早いのではないかと、公表すべきではないのではないか
との意見が多かったために、差し戻して、再度検討をお願いしたところで
すが、「＋」「空欄」の評価で、しかも各学校の評価ではなく、平戸市とし
ての評価が公表されるのであれば良いのではないかとのご意見でした。実
際、県としてもこのようにやっていきたいとのことですが、これで良いも
のか委員のご意見を伺いたいと思います。

委員

ホームページでの公開とのことですが、新聞には載らないのでしょうか。

学校教育
課長
委員長

県が公表する分は新聞に載ります。

教育長

県は県で各市町の分を載せるんですね。
市町の分を「＋」、若しくは「空欄」で載せると思います。実際、今の新
聞報道では、公表はずっとしてないということになっておりますが、学校
別に公表するのか、市として公表するのか使い分けをしておかないと混同
してしまいますのでご紹介いたします。
学校別の公表をするのは、大阪市、松江市、輪島市、山梨県鳴沢村、岡
山県早島町、奈義町、佐賀県武雄市、大町町、沖縄県の嘉手納町となって
おります。残りは、公表しないところもありますが、市としての公表とな
っております。

委員長

それでは、審議事項「平成 26 年度 全国学力学習状況調査の結果公表の取
り扱い」については、承認するということでよろしいですか。

一同

異議なし。

委員長

ありがとうございました。審議事項「平成 26 年度
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委員長

委員長

査の結果公表の取り扱い」について、承認いたしました。
（日程第６ その他）
次に、日程第６ その他 １その他の報告に移ります。
それでは、
（１）共催・後援等について、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、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。

教育次長

教育総務課としましては、次長報告と併せて行いますので、まず学校
教育課から報告いたします。

学校教育
学校教育課からの報告ですが、ＡＬＴが３名オーストラリアに戻りま
課長
した。代わりに３名入っており、すでに学校勤務に就いております。
各学校の諸帳簿点検が完了し、国や県の会計検査等に対応できるよう
作っていただき、指導主事が訪問しチェックをしたところです。
教育長から先ほど報告がありました教員採用試験の一次合格者につ
いて補足説明いたします。小学校７名の臨時的任用教師が合格しており
ます。平戸市出身の現役大学生が１名加わり計８名となっております。
中学校は３名であり、いずれも平戸市に勤務している臨時的任用教師で
す。養護教諭１名ですが、大学生が合格しましたので２名となっており
ます。２名とも平戸市出身です。昨年よりも増えております。
以下、中略
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、いよいよ国体開催まで２ヶ月を切っており
課長
まして、国体に関するものも多くなっております。
８月５日には、市内の各中学校生徒会の皆さんが、各学校で取り組ん
だ国体の歓迎メッセージボードの贈呈式がありました。これは生徒一人
一人が小さい付箋に色々な歓迎メッセージを書いて、それを張り合わ
せ、「ようこそ平戸へ」という大きな文字を模造紙に作ったものをいた
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生涯学習 だきました。これを、相撲会場の文化センター、野球会場の赤坂、生月
課長

の野球場の３会場に掲示し、中学生の歓迎の気持ちを全国から集まる選
手・監督・応援の皆様に伝えたいと考えております。
それから先ほど、教育長からも説明がありましたが、11 日には、交流
広場にて国体の炬火採火イベントを行いました。
16 日には、国体の相撲競技の放送員の研修がありました。大詰めを迎
えており、残り１回の研修を行う予定です。
19 日には、平戸小学校区通学合宿実行委員会設立会を開催しました。
平戸地区の健全育成会が中心となって、北部公民館も協力しながら実施
している事業で昨年に続き、今年度も田助地区、中野地区及び平戸小学
校区で実施するということで進めております。
今後の主な予定ですが、25 日には、国体の相撲競技の最後の三者連絡
調整会議ということで、日本相撲連盟と調整を行ってまいります。その
際に抽選会も行われます。既に国体の長崎県選手の発表が行われている
ようですが、平戸からは相撲競技の監督として、米倉さん、選手として
猶興館高校の松永先生、生月中学校の野口先生、猶興館高校の松園君が
平戸から選出されております。相撲以外の選手の出場は無いように聞い
ております。
28 日には、尐年の主張大会長崎県大会が佐世保市コミュニティセンタ
ーで行われます。
９月７日には、市民体育祭の総合開会式をライフカントリーで行う予
定となっております。
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。最後に教育総務課及び（３）教育次長報告
について、教育次長からの報告をお願いします。

教育次長

それでは、教育総務課の実績報告並びに今後の予定について報告いたし
ます。
以下、省略
教育総務課報告については、以上で終わります。

委員長

委員長

教育次長

ありがとうございました。委員から、質疑等はございませんか。
（ありません。の声あり。）
それでは、教育次長から補足説明があるということですのでお願いしま
す。
補足ですが、９月議会について報告いたします。
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教育次長

本来であれば事前に皆様に報告をいたしまして、
「議会の議決を経るべき
議案についての申し出」として取り扱いをさせていただきたかったところ
ですが、時間的に間に合いませんでしたので、９月の定例委員会において
詳しく報告させていただきます。
概要ですが、９月議会は決算議会とも言われておりまして、平成25年度
の一般会計、特別会計及び企業会計等の12の会計の決算認定が、特別委員
会を別に設けて審査されます。審査は、９月の議会を一端閉会いたしまし
て、17日から行われると聞いております。そこで審査を受けることとなっ
ております。
昨年も指摘を受けましたので万全の準備を持って臨み、成果については、
自信を持って委員会、議会の場で述べて行きたいと考えております。
また、平成26年度に進んでおります補正予算も上程されます。
以下、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。教育次長の説明について、委員から詳しく聞
きたいこと、質疑等はございませんか。

一同

（ありません。の声あり。）

委員長

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
務局から提案をお願いします。
（各々予定が入っている日を発言。）
９月24日水曜日の午前９時からということで、意見があっておりますが、
委員の皆さんよろしいでしょうか。
異議なし。
それでは、９月24日水曜日の午前９時から、ここ教育委員会会議室で行
うこととで決定します。
以上をもちまして、８月定例会を終了します。皆様お疲れ様でした。

午後 10 時 20 分閉会
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