平成 26 年 11 月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 26 年 11 月 19 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

午後３時 00 分開会

午後４時 40 分閉会

中島善治委員長、末吉幸德委員、松本美穗子委員、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

（委員長及び委員長職務代理者選考会）
皆さん、こんにちは。ただいまから、平成 26 年 11 月定例会を開催いた
教育次長
します。冒頭、平戸市教育委員会委員長及び委員長職務代理者選考会を開
催いたします。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 12 条の規定によりますと、
委員長の任期は１年となっております。今回が、委員長及び職務代理者の
改選時期にあたりますので、定例会に入ります前に選考決定させていただ
きます。
選考に移りますが、委員長及び職務代理者が決定するまで事務局で進行
させていただきます。委員長の選任方法について決定をお願いします。
平戸市教育委員会会議規則第２条第１項では、委員長は選挙において決
定することとなっておりますが、これまでの慣例で本教育委員会は第２項
の指名推薦による方法をとっております。
指名推薦による方法で委員長の選任をしてよいか、委員の皆さんにご審
議願います。
（ありません。の声あり。）
皆さんにお諮りします。指名推薦の方法でご異議ありませんか。
一同
教育次長

委員

異議なし。
それでは指名推薦の方法で進めさせていただきます。どなたか教育委員
会委員長の指名をお願いします。
委員長の経験を持つ中島委員を推薦いたします。
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教育次長

一同
教育次長

吉田委員から、中島委員に今期の委員長推薦がありました。委員の皆さ
んよろしいでしょうか。
異議なし。
全員一致で、中島委員の委員長就任に同意いただきましたので、平戸市
教育委員会委員長と決します。
次に、委員長職務代理者の選任であります。平戸市教育委員会会議規則
第３条には、教育委員会の指定する委員がその職務を代理すると規定して
いますが、どなたか職務代理者の推薦をお願いいたします。

委員

職務代理者の経験を持つ末吉委員を推薦します。

一同

異議なし。

教育次長

全員一致で、末吉委員の長職務代理者に同意いただきましたので、教育
委員会の指定する委員長職務代理者として決します。
それでは、本選考会を終了させていただきます。
この後は、別添資料により、議事進行につきまして、中島委員長にお願
いします。

（日程第１ 開会）
教育委員
皆さん、こんにちは。教育委員長に就任いたしました中島です。先ほど
長
は、委員長に指名いただきまして、ありがとうございます。重責ではあり
ますが、皆様からのご協力をいただきながら、頑張っていきたいと思いま
すので、よろしくお願いします。
それではただいまから、別添の議事日程に沿って、平成 26 年 11 月定例
教育委員会を進めていきます。
（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、11 月会議録署名委員を
吉田・末吉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 10 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。
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（ありません。の声あり。）
委員長

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。
なお、先月までそれぞれの事案に「出席しました。」との報告を行ってい
ましたが、出席した事案について報告しておりますので、
「出席しました。」
の言葉については、割愛して報告します。
31 日には、長崎県理科教育研究大会が開催されました。
11 月に入りまして、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した。
３日には、平戸市美術展覧会表彰式が開催されました。
４日には、市内７校の校長中間面談を行いました。
６日から７日にかけましては、県内教育委員の研究大会が新上五島町で
開催されましたので、委員の皆様と一緒に参加してきました。これに先立
ち、６日午前中は新任教育委員研修会も開催され、末吉委員及び吉田委員
が出席しております。
８日は、午前中に中学生英語スピーチ大会を開催しました。夕刻には、
市ＰＴＡ連絡協議会母親委員と市長との懇談会が行われました。非常に有
意義な会でした。
９日には、世界遺産登録のこともあり、バチカンユネスコ大使の島の館
と春日地区の視察及び昼食会に同行いたしました。
翌 10 日には、午前中に野子小中学校の総合訪問学校指導を行いました。
午後から庁議がありましたので、私だけ訪問指導を早めに切り上げました。
11 日には、校長研修会がありました。
12 日には、県の中学校総合体育大会駅伝競技が長崎市で開催されました
ので、中学校担当の指導主事と４人で激励に行ってきました。残念ながら、
成績は芳しくありませんでした。
13 日は、午前中に市内５校の校長中間面談を行い、夕刻にはツーデーウ
ォーク実行委員会が開催されました。
翌 14 日は、県の移動教育委員会が根獅子小学校で行われました。午前中
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教育長

にそちらに同行し、午後からは、研究発表大会が平戸小学校で開催されま
した。
16 日は、ＭＯＡ児童作品展覧会の表彰式が諫早市で開催されましたので、
表彰伝達を行いました。絵画の部門で、上位３つの賞を堤小学校が独占し
ており、とても誇らしく思えました。
17 日は、午前中に教頭研修会、午後からは、県の更生保護女性連盟理事
会が本市で開催されました。
18 日には、臨時の九州都市教育長会が長崎市で開催され、教育委員会制
度改革についての説明を受けました。このことについて、教育委員会につ
いては認識しているのですが、市長部局への周知の必要性について、協議
されました。
そして、本日、先ほど松本教育委員の辞令交付式が行われ、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、21 日は、第２回の佐世保事件調査委員会が長
崎市で開催される予定です。
翌 22 日には、先の国体で優勝しました相撲競技の長崎県チームの優勝祝
賀会が開催される予定です。
23 日は、伝えよう！いのちのつながり家族のきずな表彰式がありますの
で、表彰伝達を行う予定にしております。
27 日から 28 日まで、長崎県中学校総合文化祭が本市で開催されますが、
28 日の開会式に案内を受けております。
29 日から 30 日まで、ひらどツーデーウォーク 2014 が開催されます。
12 月に入り１日からは、12 月定例会市議会が開催される予定です。正式
な日程については、明後日に開催されます議会運営委員会で決定されます。
14 日には、恒例のたびら中瀬草原クロスカントリー大会が開催される予
定です。
18 日には、第３回の佐世保事件調査委員会が開催される予定です。
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。）
教育委員会制度改革についての内容について、教育委員の勉強会はでき
ないでしょうか。
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教育次長

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が平成
27 年４月１日から施行されることから、教育委員長と教育長を一本化した
新教育長の設置、教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化、首長と
教育委員で行う総合教育会議の設置、教育に関する大綱を首長が設置する
などの教育委員会自体が変更されますので、以前概要は説明しておりまし
たが、委員長からの要請もあり、３月の市議会定例会に条例改正等が必要
となってきますので、２月までには、別途時間をとって、幼稚園に関連す
る保護者利用料も含め、勉強会を開催したいと思います。

委員長

ありがとうございます。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 25 号議案「議会の議決を経るべき事案につ
いての意見の申出」について、事務局の説明を求めます。

生涯学習
それでは、第 25 号議案「議会の議決を経るべき事案についての意見の申
課長
出」につきまして、内容が本課所管の「平戸市ふれあいセンター条例の一
部改正する条例」ですので、資料を元に説明させていただきます。
以下、非公開。
委員長

第25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。
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25号議案「議会の議決を経るべき事案についての意見の申
出」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25号議案「議会の議決を経るべき事案につ
いての意見の申出」について原案可決いたしました。
次に、第 26 号議案「平戸市生徒指導推進協議会要綱を制定する告示」に
ついて、事務局の説明を求めます。

学校教育
課長

それでは、第 26 号議案「平戸市生徒指導推進協議会要綱を制定する告示」
につきまして、資料を元に説明させていただきます。
以下、非公開。
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委員長

第26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。
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26号議案「平戸市生徒指導推進協議会要綱を制定する告示」
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26号議案「平戸市生徒指導推進協議会要綱
を制定する告示」について原案可決いたしました。

（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３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
班長

教育総務課から、報告させていただきます。
11 月５日に、源泉所得税の徴収漏れに伴う説明会に出席し、本課が各
小中学校の耐震改修等の工事が多くあったことから、業務委託契約を行
なった業者への概要説明及び源泉所得税の納付について、会計管理者と
同行することになり、教育次長が 11 日に県北地区管内を訪問しました。
７日には、平成 27 年度当初予算編成説明会に出席し、現在、編成作
業を行っております。
17 日からは、本課及び学校教育課所管の財務に関する事務の執行及び
経営に係る事業の管理についての市定期監査が行われており、17 日、18
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日の両日を終え、明日の 20 日にも現地監査等を受ける予定です。
今後の予定になりますが、明日 21 日に、平戸中での市長とのふれあ
い学校給食に同行する予定です。
以上で説明を終わります。
学校教育
課長

学校教育課です。４点に絞って説明させていただきます。
11 月４日から市内を７地区に分けて、市の幼保小地区別会議を開催し
ております。４年前より、幼稚園及び保育園の年長の担当者と小学校の
就学担当者が一堂に会し、新小学１年生としてスムーズに就学できるこ
とを目的に開催しております。
７日に算数科を生月小で、14 日には国語科を平戸小学校で、複数年研
究した成果の発表をする機会を設けております。
８日には、第２回となる市の中学校英語スピーチ大会をたびら活性化
施設で開催し、中学生 18 名が発表を行い、約 120 名の参加を得たとこ
ろです。
今後の予定になりますが、長崎県の中学校総合文化祭が、11 月の 27
日に展示の部が、28 日は全体会・舞台発表が予定されておりますので、
お時間が許されれば、ご出席またはご観覧いただければと思っておりま
す。
以上で説明を終わります。

生涯学習
課長

生涯学習課です。
31 日に、生月町地域協議会において、成人式の統合検討について、説
明をしてきました。このことについては、来年 10 月に合併 10 周年を迎
えます。この後の平成 28 年１月からの成人式を統合開催できないかと
いうことを検討したいということでして、田平地区では 10 月 27 日に説
明を終えており、大島地区については 20 日に説明を予定しております。
協議会での意見を聞きながら、今後検討していきたいと考えておりま
す。
８日の市ＰＴＡ連合会と市長、教育長との意見交換では、放課後子供
教室、学校給食について、懇談を行ってきました。
11 日には、田平町健全育成会「尐年の日」パレードが行われ、田平支
所から田平港まで参加しました。
本日ですけれども、たびら活性化施設で、教職員、民生委員、人権擁
護委員、福祉関係団体等を集めて、市の人権教育研究大会を開催してお
ります。
今後の予定としましては、22 日に児童読書感想発表大会を開催予定で
すが、本年度は、読書感想文のみの内容で事前に順位を決定しており、
当日は発表するのみと変更しております。
29 日、30 日には、平戸ツーデーウォークが予定されており、土曜日
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生涯学習 が平戸・田平地区、日曜日が生月地区で開催することとしており、現時
課長

点で 1,400 名の参加となっております。
12 月 14 日には、衆議院の解散に伴う総選挙が行われる可能性が出て
きておりますが、たびら中瀬草原クロスカントリー大会については、変
更せず開催する予定です。
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、
次に、(3) 教育次長報告をお願いします。

教育次長

はじめに、11 月４日から６日まで、市議会の文教厚生委員会行政視察に
同行し、岡山県津山市・鳥取県鳥取市に行ってきました。津山市では、
「自
発的な介護予防事業の推進」について、鳥取市では「県立図書館公共図書
館の市民課題解決支援」についての内容でした。
次に、12 月市議会定例会についてですが、現在 12 月１日開会予定であ
り、21 日の議会運営委員会において日程等について決定します。教育委員
会からは、平成 26 年度一般会計補正予算、（仮称）平戸市総合情報センタ
ー（建築工事）及び市立田助小学校校舎耐震補強・大規模改造（建築工事）
の工事請負契約の変更並びに平戸市ふれあいセンター条例の一部改正につ
いて、上程予定です。
また、９月市議会定例会から継続協議となっている平戸市いじめ問題調
査委員会条例の制定については、常設を設置に変更し、先ほど可決いただ
いた第 26 号議案の平戸市生徒指導推進協議会要綱を制定することで、本市
のいじめ問題対策関連について説明していきたいと考えております。
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。）
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、市議会がありますので、また、最終の週になると年度末で何か
と忙しいので、第３週後半で開催できたら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。
（各々予定が入っている日を発言。）
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委員長

12月19日金曜日の午前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。

一同
委員長

異議なし。
それでは、次回定例会は、12月19日金曜日の午前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、11月定例会を終了します。皆様お疲れ様でした。

午後４時 40 分閉会
平成 26 年 11 月 19 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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