平成 26 年９月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 26 年９月 24 日(水)

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、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

午前 10 時 30 分閉会

開会）

ただいまから平成 26 年９月の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、９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８月会議録を配布してい
ましたが、内容等について、委員の皆さんのご質問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
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９月定例会 （公開用）

教育長

たします。
22 日には、社会福祉協議会職員有志から、市内各小中学校に各２冊の図
書を寄贈していただきました。図書は、１冊は日本昔話の英語版、１冊は
市長が推薦したものとなっており、この贈呈式がありましたので、出席し
ました。
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
ましたので、そちらの方に出席してきました。大盛況のうちに終了するこ
とができ、オラショと音楽の融合に感銘したところです。また、世界遺産
としての国内推薦が決定いたしまして、来年秋にイコモス（国際記念物遺
跡会議）の調査を経まして、平成 28 年度の世界遺産決定を目指すこととな
ります。
翌 24 日には、中部地区民の球技大会が行われましたので、出席してきま
した。
また、25 日から、平戸市出身の本年度教員採用一次合格者を対象に模擬
面接を行いました。
27 日には、平成 27 年度予算編成に向けて、市内全小中学校の校長及び
事務職員と拡大学校予算委員会が開催され、協議を行いました。
夕刻からは、市長及び市ＰＴＡ役員との懇談会を行ってきました。
28 日には、９月市議会定例会に上程予定の「ＣＯ2 排出ゼロ都市宣言」
についての庁議が行われましたので、出席しました。
その会議終了後、午後からは臨時教育長会議が長崎市において開催され
ましたので、出席してきました。内容は「佐世保市内女子高校生逮捕事案」
についての概要説明が主なものでした。
29 日には、定例部長会が開催されました。
31 日には、防犯尐年武道大会が開催されましたので、市長代理として出
席し、挨拶をしてきました。
９月に入りまして、１日から９月市議会が開催され、３日と４日には、
９名の議員から一般質問、５日には議案質疑、８日には文教厚生委員会、
12 日に、議案審議を経て閉会となりました。また、19 日に平成 25 年度の
決算について審査される決算特別委員会がありましたが、詳しくは、後か
ら説明させていただきます。
議会中でありましたが、５日には、中国の南安市から寄贈されました鄭
成功像の除幕式が行われましたので出席し、その後に中野小学校区の通学
合宿の閉講式がありましたので、そちらに出席したところです。
７日には、市民体育祭総合開会式が赤坂野球場で開催されました。
16 日には、教頭研修会、そして、その夕方には、管理職試験一次合格者
を対象に一回目の模擬面接を実施しました。これについては、今日も行い
ますが、資料にも載せておりますが、今後も随時行っていくこととしてお
ります。
18 日には、平成 27 年度における教職員人事異動等に係る教育長・校長
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教育長

合同研修会を開催しました。
22 日には、津吉小、中津良小、堤小での定例の学校訪問を行いました。
そして、本日、定例教育委員会を迎えているところです。
次に、今後の予定ですが、本日午後には、生涯学習推進会議が開催され
ますので、本市の生涯学習のあり方等について協議を行うようにしており
ます。
25 日に紐差小、中野小、平戸小、30 日に平戸中、10 月６日に度島小中
及び７日の生月小、山田小を最後に本年度の全小中学校の定例学校訪問を
終える予定です。
26 日午前中は、平戸市戦没者追悼式に出席し、午後からは、本市の退職・
現職校長会合同研修会に出席してきます。
28 日には、平戸幼稚園の運動会が開催されますので、出席いたします。
10 月に入り、２日には、小学校陸上競技大会が開催されますので、出席
を予定しております。
６日には、校長研修会が開催されますので、出席いたします。
８日は、市中学校総合体育大会の駅伝大会が行われますので、出席いた
します。
９日には、平戸高校創立 40 周年記念式典の案内があっておりますので、
出席したいと考えております。
そして、いよいよ長崎がんばらんば国体が 13 日から 15 日まで相撲競技、
18 日から 21 日まで軟式野球競技と予定されておりますが、12 日夕刻には
相撲競技の交流レセプションが開催されますので出席予定しております。
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
しくお聞きし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。）
それでは、次に移ります。
（日程第５ 報告）
日程第５報告に入ります。第 15 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、事務局の説明を求めます。

教育次長

それでは、第 15 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」につきまして、資料を元に説明させていただきます。
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９月定例会 （公開用）

教育次長

本来であれば、９月の市議会定例会上程の前の８月の定例教育委員会の
際に、議案として意見を聞くところでありましたが、最終的な予算書作成
が間に合わなかったため、今回、報告議案として承認をお願いするもので
す。
以下、省略。

委員長

第15号報告につきまして、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。
各委員から質疑はありませんか。
（ありません。の声あり。）

教育次長

委員長

今回の説明では、５目文化財保護費、６目文化振興費について、平戸市
教育委員会の職務権限の特例に関する条例及び平戸市行政組織条例等によ
り文化に関する事務を市長部局の文化観光部分掌事務としていることか
ら、省略させていただきましたが、教育に関する事務であるため、今後は、
担当部職員を出席させ、説明する方向で検討し、検討結果を委員の皆様に
示させいただきます。
それでは、第15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、承認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」について承認いたしました。
（日程第６ その他）
次に、日程第６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１件、後援２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。）
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して
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委員長

いただいて、３課終わった時点で一括して質疑を受けたいと思います。
その後に、教育次長の報告をお願いします。

教育次長

教育総務課から、掻い摘んで報告させていただきます。８月 27 日、拡
大学校予算委員会については、本格的に来年度学校予算編成に向けて動
きだしております。
また、松浦市で私債権未収金回収機構研修会を税務課が主管となって
開催されましたので、本課として学校給食費、奨学資金貸付を行ってお
りますので、担当者が出席しました。
同日、平戸市ＰＴＡ役員と市長との懇談会を開催しております。これ
には、教育長及び担当者らも同席しまして、子ども・子育て支援新制度、
学校給食、教育委員会制度改革等のテーマをもって意見交換したところ
であります。
市議会９月定例会が開催されましたが、教育次長報告にて行います。
平成 27 年４月施行の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一
部を改正する法律に伴う教育委員会制度改革について、９月 11 日に長
崎市で開催されましたので、出席し、また、29 日には福岡市にて文部科
学省からの説明会に出席予定です。
今後の予定になりますが、本日、市長とのふれあい学校給食というこ
とで南部中学校にて開催いたします。
また、８月の定例教育員会後に勉強会をさせていただきましたけれど
も、子ども・子育て支援新制度が平成 27 年４月から新たに導入される
ということで、本日から 10 月２日までに市内７箇所で保護者向け説明
会を福祉課と同行し行うこととしております。
以上で説明を終わります。

総務施設
補足ですが、９月２日に源泉所得税に係る説明会があり、出席してき
班長
たところです。
このことについては、平戸税務署より本市に対し、所得税法第 204 条
第１項に基づき、報酬等を支払う場合の源泉徴収義務の行政指導がなさ
れたことによるもので、今月の教育委員の報酬から、所得税を納付させ
ていただいております。
学校教育
学校教育課としましては、市内小中学校２学期がスタートしまして、
課長
通常 10 月に大半を行っておりました修学旅行ですが、がんばらんば国
体が開催されることから、バスの手配が困難とのことで、９月に集中し
て実施しております。
また、３校の中学校が体育大会を開催し、いずれも晴天に恵まれたと
ころです。
本日から 10 月末までに市内７会場にて、就学時健康診断を開催する
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９月定例会 （公開用）

学校教育 こととしております。
課長

今後の予定ですが、10 月２日には、小学校陸上競技大会をライフカン
トリーにて、８日には、中学校総合体育大会駅伝大会を久吹ダムにて開
催予定であります。
国体には、各小中学校、いずれかの競技を各校１時間程度の観戦を予
定しております。
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、国体に関連するものが多くなっておりま
課長
す。25 日には、相撲競技の日本相撲連盟との三者連絡調整会議及び抽選
会が、９月４日には軟式野球の抽選会が東京都で行われました。
放送委員の研修についてですが、６日には、軟式野球競技を赤坂野球
場で、７日には相撲競技を大分県宇佐市で行って、最終調整をしてきて
おります。
17 日には、生月中学校教諭の野口先生が８月 31 日に台湾で行われま
した世界相撲選手権大会中量級で優勝し、世界一になったということ
で、市長を表敬訪問し、優勝の報告をしたところであり、国体に向けて
勢いが付いたところであります。
23 日には、田助小学校の通学合宿が始まっております。
今後の予定ですが、本日午後には、生涯学習推進会議を行います。
10 月５日には、各地区において町民運動会、健康まつり等が開催され
ますので、よろしかったら足を運んでいただければと思います。
国体関連ですが、10 月１日からは、係員等の説明会を行い、10 日の
中野小学校での相撲体操講習会、12 日の相撲競技審判・監督会議を経て、
13 日からの相撲競技の本大会、17 日の軟式野球監督会議を経て、18 日
からの軟式野球競技の本大会の開催を迎えます。
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。それぞれの課より説明が終わりましたが、
委員からの質問はございませんか。
８月 27 日に松浦市の私債権未収金回収機構研修会への出席があった
とのことですが、本市の奨学資金及び学校給食費についての滞納状況及
び対策等についてはどういった状況でしょうか。

教育次長

平成 25 年度収納率については、奨学資金が 82.34％、学校給食費が
96.01％で、昨年度の 76.66％、95.98％から、微増しておりまして、未
収状況は僅かならが解消傾向にあります。対策としましては、電話督促、
臨戸訪問等による個々の納付計画を策定すると共に、督促状又は催告書
の送付、悪質な場合は、税務課との連携をとりながら、支払督促の手続
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教育次長 きを行うこととしております。
学校給食の運営について、旧市町村毎に形態が異なりまして、口座振
替を行っている旧平戸市、旧田平町に未納が発生している状況にありま
して、平成 25 年度の総額で約 5,670 千円の滞納額となっております。
また、現在私債権として運用しておりますが、公会計化の議論も併せ
て学校給食のあり方について検討していきたいと考えております。
委員長

国体開催に先立ち、相撲体操講習会が開催されるとのことですが、先
催県等でも行われているのでしょうか。どこが主催し行うのでしょう
か。

生涯学習
はい。先催県でも国体開催の前に行っておりまして、日本相撲連盟主
課長
催にて、本市においては中野小学校で開催することとなっております。
講師には、東京農業大学の小松先生及び相撲部員の予定です。
委員

８月 30 日に総合型スポーツクラブ経営相談事業とありますが、これ
はどういったものでしょうか。

生涯学習
国の方も総合型スポーツクラブということで、競技スポーツではな
課長
く、地域でお年寄りから子どもまでできる総合型スポーツを立ち上げて
いこうという動きがありまして、田平地区において設立に向けた機運が
盛り上がっております。日本体育協会から３年間で 1,000 千円の補助金
を得ながら、子どもの社会体育に対する送迎等の支援、軽スポーツの開
催等準備を進めておりまして、来年度正式に立ち上げるため、長崎県体
育協会からのアドバイス等を受けている状況です。
委員長

それでは、次に、(3)教育次長報告をお願いします。

教育次長

それでは、去る９月１日に開会いたしました９月議会定例会を中心に説
明させていただきます。
内容は、平成 26 年度一般会計補正予算案をはじめ、条例議案、その他各
種の重要案件につきまして、原案どおり承認、可決して 12 日に閉会いたし
ました。
なお、総務部総務課から上程された「平戸市いじめ問題調査委員会条例」
については、継続審査となっております。
教育委員会関連では、先ほど報告議案として審議していただきました、
平成 26 年度補正予算案、及び（仮称）総合情報センター建設工事に係る契
約案件２件が、原案どおり可決いただきました。併せて、８月教育委員会
定例会で承認いただき、議会に報告しておりました「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」も、原案どおり承認いた
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９月定例会 （公開用）

教育次長 だいたところでございます。
一般質問には、９人の議員が立ち、教育委員会関係では、山崎議員から
「就学支援制度の充実」
「総合情報センターにおける障害者雇用」に対する
市の考え、山田議員からは、「人口減尐対策につなげる教育施策」、住江議
員からは、１次産業における後継者対策として、学校現場における教育の
実態について質問があっております。
また、11 月 18 日に任期を迎える人事案件も最終日提案し、同意をいた
だきました。
以下、省略。
・平戸市ＣＯ２排出ゼロ都市宣言」
・人口減尐抑制対策への取り組み
・決算特別委員会の報告
・長崎がんばらんば国体の開催
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。多岐にわたって報告いただきましたけれども、
委員から質疑等はございませんか。
（ありません。の声あり。）

教育長

平戸市いじめ問題調査委員会条例の制定について、補足させていただき
ます。継続審査となりました同議案ですが、調査委員会の必要性について
は、議員各位からも一定の理解は得られております。
しかしながら、今回、総務部からの条例制定についての議案が出された
わけですが、当該委員会の役割、児童生徒の重大事態発生時における対応
の全体像が示されない中での提案となったことから、説明不足によるもの
だと反省しております。
以下、省略。

委員長

教育長から報告がありましたが、委員の皆様から全体的に何かありませ
んでしょうか。
（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
務局から説明をお願いします。

教育次長

来月は国体が開催されることから、国体終了後の最終週で調整をお願い
します。
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（各々予定が入っている日を発言。）
委員長

一同

10月29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。

委員長

それでは、10月29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。

教育次長

11月の学校訪問は、現在のところ生月中を予定しておりますが、新委員
を含めた日程調整を後日、行いたいと考えております。

委員長

以上をもちまして、９月定例会を終了します。皆様お疲れ様でした。

午後 10 時 30 分閉会
平成 26 年９月 24 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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９月定例会 （公開用）

