平成 26 年 12 月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 26 年 12 月 19 日(金)

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９時 00 分開会

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
（日程第１

委員長

午前 10 時 30 分閉会

開会）

皆さん、こんにちは。
ただいまから、平成 26 年 12 月定例教育委員会を開会します。
（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、12 月会議録署名委員を
末吉・松本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 11 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。

委員長

（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。
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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。
21 日には、第２回の佐世保事件調査委員会が長崎市で開催されましたの
で、意見を述べてまいりました。
翌 22 日には、国体相撲競技優勝祝賀会が開催されましたので、中島委員
長及び末吉委員と共に出席いたしました。
23 日には、「伝えよう！いのちのつながり家族のきずな表彰式」が行わ
れましたので、表彰状を伝達してきました。
27 日には、定例部長会の後、玄海原子力発電所に係る安全連絡会が行わ
れました。
翌 28 日には、県の中学校総合文化祭が本市でありました。子どもたちが
立ち上げた実行委員会が中心となる発表と展示でしたが、平戸市の中学生
の素晴らしさを県内の中学生に知らしめる大会となりました。
夕刻からは平戸小学校区の通学合宿閉講式を行いました。
29 日には、平戸文化センターを主会場に、30 日には、生月離島開発セン
ターを主会場にひらどツーデーウォーク 2014 を開催いたしました。一日目
は好天に恵まれましたが、二日目が雨にたたられまして、参加者にとって
は厳しい大会となってしまいました。荒天の中、吉田委員には出席いただ
き、ありがとうございました。
12 月に入りまして、２日には、12 月市議会定例会が開会となり、同日午
後及び３日に答弁書打合せを行い、４日及び５日に一般質問、８日に議案
質疑、10 日に文教厚生委員会、そして 12 日に議案質疑を行い、閉会した
ところですが、後ほど教育次長から詳しく報告させます。
その間、７日には、中部地区駅伝・マラソン大会が開催され、議会閉会
後の 12 日の午後には、就学指導委員会を行いました。
14 日には、たびら中瀬草原クロスカントリー大会が行われました。非常
に寒い中、委員長にも出席いただきまして、ありがとうございました。
17 日には、長崎市において、次年度教職員の人事異動について、県教委
と話し合いを行いました。
翌 18 日には、第４回の佐世保事件調査委員会が大村市で開催されまし
た。第３回委員会が４日に行われましたが、市議会会期中のため、欠席し
ております。
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、26 日に仕事納め式及び臨時の部長会が行われ
る予定です。
新年に入り、３日には生月地区と平戸地区の成人式、４日には大島地区
と田平地区の成人式を開催予定です。委員の皆様には出席をお願いしたい
と思っています。
田平地区成人式の後に、田平町年始交歓会が開催される予定です。
５日は仕事始め式、６日には、新年祝賀交歓会が行われる予定です。
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教育長

９日には、定例の校長研修会、14 日及び 15 日の両日で、教職員人事異
動に係る臨時の校長研修会、16 日には、教頭研修会を行う予定です。
その他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。

委員長

（日程第５ 議事）
日程第５議事に入ります。第 27 号議案「平戸市ふれあいセンター条例施
行規則の一部改正」について、事務局の説明を求めます。

生涯学習
それでは、第 27 号議案「平戸市ふれあいセンター条例施行規則の一部改
課長
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。
委員長

第27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27号議案「平戸市ふれあいセンター条例施行規則の一部改
正」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27号議案「平戸市ふれあいセンター条例施
行規則の一部改正」について原案可決いたしました。
それでは、次に移ります。
（日程第６

委員長

報告）

日程第６報告に入ります。はじめに、第 17 号報告「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。
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教育次長

それでは、第 17 号報告「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、「平成 26 年度平戸市一般会計補正予算（第５号）及び（第
６号）」「平戸市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一
部を改正する条例」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

第17号報告につきまして、説明させていただきました。各委員から意見
はありませんか。
（ありません。の声あり。）
それでは、第17号報告「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、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17号報告「議会の議決を経るべき事案につ
いての意見の申出」について承認いたしました。
次に、第18号報告「平戸市いじめ等学校問題対策チーム要綱の制定」に
ついて、事務局の説明を求めます。

学校教育
それでは、第 18 号報告「平戸市いじめ等学校問題対策チーム要綱の制定」
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

第18号報告につきまして、説明させていただきました。各委員から意見
はありませんか。
（ありません。の声あり。）
それでは、第18号報告「平戸市いじめ等学校問題対策チーム要綱の制定」
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18号報告「平戸市いじめ等学校問題対策チ
ーム要綱の制定」について承認いたしました。
（日程第７

その他）
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委員長

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、後援５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。
前回の定例教育委員会の折にも報告しておりました本課及び学校教育
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 11 月 17 日、18 日及び 20 日に行われ、正式な講評、報告
及び公表は年明けとのことですが、適正に行われているとの口頭講評を受
けているところです。
21 日には平戸中学校で、12 月 15 日には田平中学校で、市長とのふれあ
い学校給食に同行いたしました。
25 日には、松浦市より学校給食民間委託について視察に来ております。
平成 27 年度当初予算については、編成作業を行い要求しておりますが、
12 月４日に予備査定、18 日に一次査定を終えております。
また、12 月 15 日に田平北小学校、17 日に田平南小学校の屋内運動場耐
震補強・大規模改造工事の竣工検査を終えており、今後の予定になります
が、19 日に中野小学校、26 日に山田小学校の屋内運動場耐震改修工事
の竣工検査の予定です。
以上で説明を終わります。

学校教育
課長

学校教育課です。
教育長報告とほとんど重複しておりますので、省略させていただきま
す。
現在、学校教育課では、市内約 350 名の小中学校教職員の定期人事異
動に向けて、県教育委員会に提出する資料の準備作業を行っておりま
す。このことについては、２月に臨時教育委員会を開催し、教育委員の
皆様にお示しする予定であります。
また、１月 23 日には、いじめ防止をテーマに、平戸市のスクールカ
ウンセラーを講師として、市内の小中学校教諭を対象に、たびら活性化
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学校教育 施設で教育講演会を開催する予定です。
課長
生涯学習
課長

以上で説明を終わります。
生涯学習課です。
22 日には、ふれあいセンターで児童読書感想発表大会を開催いたしま
した。
29 日・30 日のひらどツーデーウォークは、雨天も影響し、約 1,600
人と前回より約 300 人尐ない参加となりました。分析を行い、今後の開
催につなげてまいりたいと考えております。
14 日のたびら中瀬草原クロスカントリー大会には寒い一日となりま
したが、約 600 人の参加を得たところです。
今後の予定としましては、年明け早々４地区での成人式開催を予定し
ておりますが、次年度からの合同開催に向けて、地域協議会に対して説
明を行ってきたところです。
１月 18 日には、恒例の平戸縦断駅伝大会を開催予定です。
29 日・30 日は、長崎県公民館大会が平戸文化センターで開催予定で
す。市外から約 200 人が来平され、約 500 人規模の大会となる予定です。
以上で説明を終わります。
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、

委員長

次に、(3) 教育次長報告をお願いします。

まず、ツーデーウォークについて補足いたしますが、がんばらんば国体
教育次長 開催に伴い、例年の９月を 11 月開催に変更したことに伴い、県内各市行事
が先送りされ、県内参加者の参加が鈍ったということも一因だと分析をし
ております。
それでは、12 月市議会定例会について報告させていただきます。
日程については、教育長の報告のとおりですが、９名の議員から一般質
問があり、教育委員会関係としては、山崎議員から情報センター開館後の
活動について、川上議員から市民課題解決型図書館機能を持たせる図書館
について、近藤議員から蔵書の一括管理等、情報活用対策について、山田
議員から情報センター建設後のレストハウス周辺の駐車場整備及び田平支
所への図書室設置についてと、４名から質問があり、答弁してきたところ
です。
また、工事請負契約変更について、２件を議案として提出し可決された
ところです。
議会閉会中の１月から２月初旬には「教育委員会制度改革」と「子ども
子育て支援新制度」についての文教厚生委員会勉強会を予定しております
が、同時期に、教育委員の皆様との勉強会を行いたいと考えております。
次に、本年度から、教育委員会表彰を 11 月から２月開催に変更しており、
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教育次長 市表彰式等との同時開催に向けて、日程調整が決まり次第、委員の皆様に
はお知らせする予定であります。
最後に、世界遺産登録についての情報提供ですが、長崎の教会群とキリ
スト教関連遺産ですけれども、平成 19 年１月に暫定リストに登録されて以
来、県と連携をしながら運動を展開しておりますが、これまで現在 13 の構
成資産として９月 17 日には国内推薦が決定、再来年の世界遺産登録に向け
て活動しておりましたが、12 月５日の県の会議において、中江ノ島を別枠
として 14 の構成資産、うち本市には春日集落と安満岳、田平天主堂と併せ
て３資産を抱える自治体と位置づけられております。
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。
事務局としては、特にありませんので、委員の皆さんの都合はいかがで

教育次長 しょうか。
（各々予定が入っている日を発言。）

委員長

１月23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。
異議なし。

一同
委員長

それでは、次回定例会は、１月23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、12月定例会を終了します。皆様お疲れ様でした。

午前 10 時 30 分閉会
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平成 26 年 12 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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