平成 26 年 10 月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 26 年 10 月 30 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 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

午前 11 時 30 分閉会

開会）

ただいまから平成 26 年 10 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、10 月会議録署名委員を
関・吉田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９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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10 月定例会（公開用）

教育長

たします。
24 日には、午後から生涯学習推進会議を行いました。これからの本市の
生涯学習及び社会教育のあり方等について協議をしていただきました。
夕刻からは、管理職試験一次合格者を対象に模擬面接を行ったところで
す。
25 日には、紐差小、中野小、平戸小の学校訪問を行い、26 日午前中は、
市の戦没者追悼式に出席し、午後からは、市の退職・現職校長会合同研修
会に出席してきました。
28 日には、平戸幼稚園の運動会がありましたので、出席し、29 日は、管
理職試験一次合格者を対象に模擬面接を行いました。
30 日には、平戸中の定例学校訪問を行い、午後から、初任者研修が行わ
れましたので、道徳の授業を参観してまいりました。日々、成長していく
初任者の授業を見て、頼もしく思ったところです。
10 月に入りまして、１日には、定例部長会があり、夕刻から、管理職試
験一次合格者を対象にした２回目の模擬面接を７日にかけて行ったところ
でございます。
６日には、度島小中学校において、校長研修会出席後、定例学校訪問を
行い、７日には、生月小、山田小の定例学校訪問を行いました。
８日には、中総体の駅伝大会が開催されましたので、出席してきました。
委員長にも参加いただき、誠にありがとうございました。
９日には、台風の影響で１週間延期となっていた小学校陸上競技大会が
開催されましたので出席し、競技の途中中座して、平戸高校創立 40 周年記
念式典にも出席いたしました。この際にも、委員長にも出席いただきまし
た。
12 日夕刻には、長崎がんばらんば国体相撲競技会交流レセプションが開
催されましたので、委員長と共に出席し、いよいよ国体平戸市大会が開幕
しました。
13 日から 15 日まで行われました相撲競技では、成年団体の部で見事優
勝を果たし、２連覇を達成したことは、報道等でご承知のことと思います。
初戦で敗退したときには、心配しましたが、３人の選手がそれぞれ持ち味
を発揮して、優勝を果たしたシーンは感動的で、今でも脳裏に焼きついて
おります。ちなみに、この優勝祝賀会は 11 月 22 日に行われる予定になっ
ております。
また、軟式野球競技が 18 日から 21 日まで行われましたが、新聞にも掲
載されましたけれども、他県のチームを応援する児童生徒のマナー及び優
しさ並びに先生方の気配りに感謝のことばが多数寄せられ、このことから
も成功したのではないかと感じております。
20 日には、ノールトワイケルハウト市の高校生が市長表敬訪問されまし
たので、同席をしました。
22 日には、教頭研修会に出席の後、西海市保護司会が本市教育委員会を
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教育長

表敬訪問されましたので、対応いたしました。
27 日には、根獅子小で総合訪問指導を行いました。この総合訪問指導と
いうのは、先生方一人ひとりに指導者が張り付いて授業参観をし、指導助
言を行い、教諭の資質向上及び授業改善に役立てようとするものでござい
ます。
28 日からは、校長の目標管理に対する中間面談を行い、午後からは、学
校給食運営委員会を開催し、今後の学校給食運営のあり方等について協議
を行ったところです。
また、県教育委員会が佐世保市女子同級生殺害事件調査委員会を設置し、
14 名の委員の中に私が選任され、昨日、１回目の会合が開催されましたの
で、出席しました。この関係で、当初予定しておりました今月の教育委員
会を本日に延期していただいたところです。ご迷惑をおかけいたしました。
そして、本日、先ほど定例部長会に出席し、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、明日 31 日には、県の理科教育研究大会が開催
されますので、出席する予定です。
11 月に入り、１日には、瓊川エンゼルス旗尐年軟式野球記念大会及び平
戸市民相撲大会が開催されますので、両大会に出席したいと思います。
３日には、市美術展覧会表彰式が開催されますので、出席いたします。
これまでは、教育委員会表彰式と併せて開催しておりましたが、本年度か
ら教育委員会表彰式は翌年２月開催としております。
６日から７日にかけましては、県市町村の新任教育委員研修会及び教育
委員研究大会が新上五島町で開催されますので、委員長をはじめ委員各位
と共に、出席したいと思います。
８日は、第２回の中学校英語スピーチ大会を開催予定です。
また、夕刻からは、平戸市ＰＴＡ連絡協議会の母親委員会との市長を交
えた意見交換会を予定しております。
９日には、バチカンユネスコ大使が本市にお見えになられますので、世
界遺産登録に向けて、大使を囲んだ昼食会に出席してきたいと思います。
10 日には、野子小中学校において総合訪問指導を予定しており、11 日に
は、校長研修会に出席予定です。
12 日には、県の中学校総合体育大会駅伝競技が長崎市において予定され
ておりますので、激励、応援に出席する予定です。
13 日には、校長中間面談を行い、14 日の午前中には、県の移動教育委員
会が根獅子小学校で行われますので、同席したいと思います。午後からは
平戸小学校研究発表大会がありますので、それに参加したいと思います。
17 日には、午前中に教頭研修会に、午後からは、本市で開催されます県
の更生保護女性連盟理事会に出席する予定です。
18 日には、臨時都市教育長会が長崎市で開催されますので、出席したい
と思います。
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10 月定例会（公開用）

教育長

その他にこれから入ってくる行事、会議等については、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 16 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、事務局の説明を求めます。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。
学校教育
それでは、第 16 号報告「平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく
課長
特別措置」につきまして、資料を元に説明させていただきます。
以下、資料を元に説明。省略
以上で、第16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。
委員長

各委員から質疑はありませんか
（ありませんの声あり。）
以上、非公開。

それでは、第16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、承認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16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」について承認いたしました。
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委員長

（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、後援４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) 各課長報告ですが、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
教育総務課から、報告させていただきます。９月 24 日に南部中学校で、
班長
10 月 23 日に中部中学校で、市長とのふれあい学校給食がありましたの
で出席してきました。
また、平成 27 年度から子ども・子育て支援新制度がはじまることに
より、保護者向けの説明会が福祉課主催で開催されましたので、24 日及
び 25 日の両日本課より同席したところです。
29 日には、平成 27 年度からの教育委員会制度改革に向けた九州ブロ
ック説明会が文部科学省主催にて福岡市で行われましたので、出席して
きました。
10 月２日には、学校給食にスライサー刃が混入するという事件が起き
ましたので、後から詳しく説明させていただきます。
３日は、市の人口減尐対策本部担当者会・専門部会合同会議が行われ
ましたので、出席し、今後は、人口減尐の抑制を図るために専門部会で
現状分析及び計画の策定、施策の立案を行い、担当者会での審議、対策
本部での審議、決定を行うものです。
10 日は、学校事務職員担当者研修会に出席し、17 日は、平成 27 年度
の学校予算編成に向けた各学校長及び事務職員の代表との学校予算委
員会で協議を行ってきたところです。
21 日には、紐差小のスクールバスが下校の際に、宝亀地区の児童を降
ろし、田崎地区に入った幅員４ｍ程の里道カーブにおいて、前方から転
倒したバイクと接触する事故が起きております。幸い、児童に怪我等は
無く、現在、互いの保険において示談に向けて対応を行っているところ
であります。
24 日には、平成 26 年度予算執行状況の検証を踏まえた決算見込み及
び 12 月市議会上程に向けた補正予算のヒアリングが行われました。
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10 月定例会（公開用）

総務施設
班長

28 日は、学校給食共同調理場運営委員会を開催し、29 日には、学校
歯科医を委嘱している北松歯科医師会との連絡協議会に出席してきま
した。
今後の予定になりますが、31 日に、人口減尐対策本部専門部会が行わ
れる予定です。
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、教育長報告と重複する部分がありますの
課長
で、その部分を割愛し、報告させていただきます。
９月 24 日より市内７地区にて、就学時健康診断を開催しております
が、本日が最終日となります。次年度就学する子どもたちの健康状態、
心の状態を含めて診ておりますが、このことを基に、11 月に就学指導委
員会を開催し、通常学級、特別支援学級等の行き先について協議、決定
していくこととしております。
また、教育長からも報告がありましたが、総合訪問指導を根獅子小学
校、野子小中学校、大島小学校の３校を本年度行うこととしており、次
年度は別の学校を指導していく予定にしております。
もう一件、市の指定研究校として、本年度、生月小学校、平戸小学校、
平戸中学校の３校を指定しておりますが、２年目となる学校は本発表を
行うこととしており、11 月７日に生月小学校が算数、14 日に平戸小学
校が国語の研究発表会を行う予定です。
以上で説明を終わります。
生涯学習
生涯学習課ですが、25 日に、市の青尐年健全育成連絡協議会が開催さ
課長
れ、今年度の会長に、昨年に引き続き北部地区の青山会長が選出されま
した。
26 日には、田助小学校区での３泊４日の通学合宿閉講式が行われまし
た。
国体関係については、後で戦況も含め説明させていただきます。
10 月５日には、市内各地区で健康まつりを予定しておりましたが、荒
天により北部、田平、大島地区は中止し、中部地区及び南部地区におい
ては、屋内で行ったり、内容を変更し実施いたしました。
10 月 23 日には、図書館協議会を開催し、読書感想発表大会の審査等
も行ったところです。
今後の予定としましては、11 月８日にＰＴＡ母親委員会と市長、教育
長との懇談会が 17 時からたびら活性化施設で行われる予定です。
19 日には、市の人権教育研究大会をたびら活性化施設で 10 時から開
催を予定しております。
22 日には、例年行っております読書感想発表大会をふれあいセンター
で 13 時から行いますが、これまでは発表を行い、その後、審査を行っ
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ておりました。本年度からは、内容で審査を終えており、当日は発表、
表彰を行うことに変更しております。
29 日、30 日には、今年は国体開催ために時期を変更しましたひらど
ツーデーウォークを開催する予定です。
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、
本日は、別に追加での報告があるとのことですので、説明をお願いしま
す。

総務施設
それでは、教育総務課より、10 月２日に発生しました「中南部学校給食
班長
共同調理場における異物混入事故」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。
学校教育
それでは、学校教育課より、
「全国学力学習状況調査結果公表」及び「平
課長
戸市いじめ防止基本方針の一部修正」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。
また、情報提供といたしまして、教職員採用試験の２次試験結果が発
表されましたが、現在、本市にて臨時的に任用されている教職員から、
小学校で４名、中学校で１名、養護教諭に１名及び現役の大学生から本
市出身者３名が合格しております。
生涯学習
それでは、生涯学習課より、「第 69 回国民体育大会平戸市大会の概要」
課長
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
教育次長

それでは、次に、(3) 教育次長報告をお願いします。
はじめに、
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正」について
ですが、この間、文部科学省等による説明会が開催されておりますが、こ
のことについては、平成 27 年度からの教育委員会制度の改革であり、おっ
て、別に時間を設けて、詳しく説明させていただきます。
次に、
「子ども子育て支援新制度」については、８月の教育委員会の後に
勉強会を行ってきたところですが、保護者向けの制度説明を９月 24 日から
10 月２日にかけて、市内７箇所で行ってきたところです。今後、公立幼稚
園の保育料等の決定及び条例改正等手続きを年内の結論に向けて行いたい
と考えています。
「12 月市議会定例会」については、12 月１日開会予定であり、教育委員
- 7 -

10 月定例会（公開用）

会関連としては、教育総務課、生涯学習課所管の補正予算、請負契約変更
案件等を予定しております。
また、
「いじめ問題対策に関連する例規整備」について、現在、児童生徒
の重大事態発生対応マニュアルの中に記載してある平戸市いじめ等学校問
題対策チームについて例規整備がなされていなかったため、平戸市生徒指
導推進協議会要綱を制定することとし、次回、正式にお示しする予定です。
「平成 26 年度長崎県市町村教育委員会研究大会 in 新上五島町」につい
ては、本会議終了後に詳しく触れたいと思います。
最後に、新年度予算については、11 月に財政部局より市の編成方針が出
された後、本格的な編成作業に取りかかることとしております。
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。教育次長及び各課長等からの報告が終わりま
したが、委員から質疑等はございませんか。
（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
務局から説明をお願いします。

教育次長

来月は、教育委員の改選月となりますので、新教育委員の任命式が19日
の午後１時から予定されていますので、それを受けて、同日午後３時から
行いたいと考えておりますが、委員の皆さんの都合はいかがでしょうか。

委員長

それでは、11月19日水曜日の午前３時からということで、事務局から提
案されましたが、委員の皆さんよろしいでしょうか。
異議なし。
それでは、11月19日水曜日の午前３時から、ここ教育委員会会議室で行
うことで決定します。

教育次長

委員長

一点相談ですが、年間の予定では、11月の教育委員会の際に学校訪問を
行う予定にしておりましたが、11月が教育委員の改選時期と重なり、日程
調整が厳しいため、学校訪問を２月に延期したいと考えておりますが、ご
審議願います。
それでは、学校訪問の時期を11月から翌年２月に延期したいという事務
局から提案ですが、委員の皆さんよろしいでしょうか。
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異議なし。
委員長

それでは、学校訪問は、平成27年２月の教育委員会の後に計画すること
で決定します。

委員長

以上をもちまして、10月定例会を終了します。皆様お疲れ様でした。

午後 11 時 30 分閉会
平成 26 年 10 月 31 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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