平成 27 年１月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 27 年１月 23 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 35 分閉会

開会）

皆さん、おはようございます。
今年はじめての委員会となりますが、今後も委員の皆さんと協力しなが
ら、課題解決に取り組んでいきたいと考えております。
ただいまから、平成 27 年１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、１月会議録署名委員を
松本・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 12 月会議録を配布してお
り、目を通していただいていると思います。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）
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１月定例会（公開用）

委員長
教育長

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、報告をいたします。
昨年 12 月 23 日には、根獅子町にある「かのう交流館」の隣に「ねしこ
交流庵」が建設され、落成式が行われましたので、出席しました。
26 日には、仕事納め式が行われましたが、生月地区漁船の海難事故の対
応として、市長が現地に赴くため、例年午後開催を午前開催に改めました。
年が明けて、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し、委員の皆様には各地区の成人式に出席いた
だき、ありがとうございました。
来年度から成人式のあり方について、変えようと検討しております。
田平地区成人式の後には、田平町年始交歓会が行われました。
５日には仕事始め式、６日には、午前中に定例部長会、人口減尐対策本
部会議があり、夕刻からは新年祝賀交歓会が行われました。
９日には、定例の校長研修会が行われました。
13 日には、市民表彰式に係る庁議が行われました。
14 日午前中には、本市で開催される長崎県公民館大会の実行委員会を行
い、午後からは、15 日にかけて、教職員人事異動に伴う臨時の校長会を開
催いたしました。
16 日には、教頭研修会を開催し、年度での締めをきちんとするようにと
指導を行いました。
17 日には、平戸縦断駅伝大会の開会式があり、18 日には本大会を開催し、
本年度は天気にも恵まれ、大会新記録区間賞に４人が受賞しました。
20 日には、教職員の人事異動の教育長一次ヒアリング、翌 21 日には、
第５回の佐世保事件調査委員会が長崎市で開催されました。
22 日には、160 名の参加を得て、県北地区の学校事務職員研究協議会研
修会が本市で行われ、夕刻からは、本日お示しする市教育委員会表彰等の
受賞者の選考会を行いました。
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、今後の予定ですけれども、本日夕刻からは、教職員約 190 名を対
象に、いじめ防止に係る教育講演会を開催予定です。
明日 24 日は、県全体での原子力防災訓練が行われますので、教育次長と
共に出席予定です。
翌 25 日には、教育長杯中学校女子バレーボール大会が開かれる予定で
す。
30 日には、約 800 名の参加を得まして、県の公民館大会が本市で開催予
定です。
２月に入りまして、１日には、市小中学校のＰＴＡ会長研修会が行われ
るようになっております。
２日には、第３回の都市教育長協議会が大村市で開催されますが、翌３
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教育長

日には、市議会文教厚生委員会の勉強会が予定されておりますので、当日
朝に平戸市に帰ってくる予定です。
４日から３日間、教職員人事異動の教育長２次ヒアリングが長崎市で予
定されております。
８日には、恒例のいきつきロードレースが予定されております。
10 日には、第６回の佐世保事件調査委員会が開催され、報告書がまとま
られることになっております。これを受けて、今後は、教育部門、福祉部
門の代表者による合同の検討会議を行う予定になっており、委員として就
任依頼があっております。
13 日には、長崎がんばらんば国体の平戸市実行委員会の解散総会を開催
する予定です。
翌 14 日には、県下一周駅伝大会の平戸スタートが平戸桟橋前で予定され
ております。
16 日には、生徒指導推進協議会、18 日には、初任者研究実施運営委員会
及び連絡研修会を行う予定です。
これを受けて、20 日には、県全体の協議会が大村市で行われる予定です。
22 日には、市民表彰式と併せて教育委員会表彰式及びスポーツ表彰式を
同時開催予定です。
25 日には、平成 27 年度予算にかかる拡大予算委員会を予定しており、
翌 26 日には、地区別教育長会が行われる予定であり、これを受けて、臨時
の教育委員会を開催したいと考えております。
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。
それでは私からよろしいでしょうか。今後の成人式のあり方について、
検討していくとのことですが、どういう方向を考えていますか。

生涯学習
本市において、市町村合併してから 10 周年が経過することもあり、合併
課長
した他市においては、１箇所開催が多く、市長の意向もありまして、本市
としても統合して行うことを検討しております。
また、運営についても、今まで行政が行ってまいりましたが、成人者を
主体とした準備委員会等を組織し、行っていきたいと考えているところで
あります。
教育長

準備委員会を組織する中で、成人者の代表者の選任が課題となってきま
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１月定例会（公開用）

教育長

すが、長崎市では、中学校卒業の際に同窓会の幹事と併せて選任しており、
企画運営に当たっております。こういった先進地を参考にしながら、検討
していきたいと考えております。

生涯学習
選任方法も含み、次年度に向けて、早急に、組織づくり、企画運営につ
課長
いて協議検討を行っていきたいと考えています。
委員

大島地区においては、フェリーでの移動となりますので、離島について
は、フェリーの時刻、補助等も併せて、検討していただきたいと思います。

委員長

成人者が中心となって行うやり方について、よい取り組みだと考えます。
今後、地元への説明、打合せ、ルールづくりが必要となってくると思い
ますが、よろしくお願いします。
また、２月 22 日の教育委員会表彰式について、どのような日程になるの
でしょうか。

教育次長

後ほど、詳細について報告予定ですが、数年前より市民表彰式とスポー
ツ表彰式を同時開催しており、本年度より教育委員会表彰式についても併
せて開催することとしております。内容について、現在、市長部局と協議
を行っているところです。

委員長

その他に、委員の皆さん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、次に移ります。
（日程第５

報告）

日程第６の報告に入ります。第３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、事務局から報告をお願いします。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。
以上、非公開。
委員長

第１号報告について説明がありました。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１号報告「平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく
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委員長

特別措置」について、承認してよろしいですか。
異議なし。

一同
委員長

ありがとうございました。第１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。

委員長

（日程第６ 議事）
日程第６議事に入ります。第１号議案「平成 26 年度平戸市教育委員会表
彰被表彰者」について、事務局の説明を求めます。

それでは、第１号議案「平成 26 年度平戸市教育委員会表彰被表彰者」に
教育次長 つきまして、資料を元に説明させていただきます。
生涯学習
以下、省略。
課長
学校教育
課長
第１号議案について説明がありました。ご審議のほどをよろしくお願い
委員長
いたします。
（ありません。の声あり。）
それでは、第１号議案「平成26年度平戸市教育委員会表彰被表彰者」に
ついて、原案可決してよろしいですか。
異議なし。
一同
委員長

ありがとうございました。第１号議案「平成26年度平戸市教育委員会表
彰被表彰者」について、原案可決いたしました。
次に、第２号議案「平成26年度平戸市スポーツ表彰被表彰者」について、
事務局の説明を求めます。

それでは、第２号議案「平成 26 年度平戸市スポーツ表彰被表彰者」につ
生涯学習 きまして、資料を元に説明させていただきます。
課長
以下、省略。

委員長

第２号議案について説明がありました。ご審議のほどをよろしくお願い
いたします。
（ありません。の声あり。）
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１月定例会（公開用）

委員長

それでは、第２号議案「平成26年度平戸市スポーツ表彰被表彰者」につ
いて、原案可決してよろしいですか。
異議なし。

一同
委員長

ありがとうございました。第２号議案「平成26年度平戸市スポーツ表彰
被表彰者」について、原案可決いたしました。
この表彰式ですけれども、教育長から報告がありましたとおり、平成 27

教育次長 年２月 22 日開催を予定しております。午前９時より文化センター大ホール
で開会し、約１時間 45 分、市長部局の方で取り仕切る予定にしております。
その後、午前 11 時より、約 500 名の参加を得て、区長連合会主催の「創
年コミュニティ研究大会・西日本大会 in 平戸」が開催されることになって
おり、後日、委員の皆様には、案内が届く予定です。
その日は、生月地区では防犯武道大会の案内があっておりますが、どう
しましょうか。
委員
後段の西日本大会の関係で、この日に決定しており、万障お繰り合わせ、
調整をお願いしたいと考えております。
教育次長
（日程第７ その他）
次に、日程第７その他の１のその他の報告に移ります。
委員長

(1) 共催・後援等について、共催１件、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。）
それでは、承認することでよろしいでしょうか。
異議なし。

一同
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。
教育総務課から、報告させていただきます。

総務施設
屋内運動場耐震改修工事の竣工検査が、12 月 19 日に中野小学校で、26
班長
日に山田小学校で行われ、児童は、リニューアルした体育館を使用してお
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総務施設 ります。
班長

平成 27 年度当初予算について、１月 13 日に二次査定、20 日に人口減尐
抑制対策査定を終えており、今月 30 日の市長査定を受けて、３月市議会定
例会上程の予算書を作成することになっております。
15 日には、４月からはじまる教育委員会制度改革について、市長部局で
所管すべき事務などについて、総務部総務課と協議を行いました。
また、今後の予定になりますが、30 日には、田助小学校校舎の耐震補
強・大規模改造工事の竣工検査を予定しています。
２月に入ると、３日には、市議会文教厚生委員会の勉強会として、教
育委員会制度改革及び子ども・子育て支援新制度について、説明を行う
予定です。
同日には、両制度に伴う例規整備等の例規審査委員会が行われますの
で、市議会勉強会の進捗を見極めながらの対応を予定しております。
10 日には、市長とのふれあい学校給食が大島中学校で行われる予定で
す。
13 日には学校予算委員会、25 日には拡大学校予算委員会と、各小中
学校長及び事務職員との平成 27 年度予算に向けた最終協議を行う予定
です。
以上で説明を終わります。

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、詳細は省略させていた
学校教育 だきます。
課長
学校教育課では、昨年９月から２月にかけて小中学校教職員の人事異
動に係る準備作業を行っておりますが、１月 14 日及び 15 日に各学校校
長との面談を行い、２月４日から６日に、長崎市で県教委との詰めの作
業を行う予定にしております。
また、特別支援学級編成について、昨年 12 月 12 日の就学指導委員会
の報告に基づき、平成 27 年度は、小学校で３クラスの新設、４クラス
の休級、１クラスの復級を、中学校で２クラスの休級、２クラスの復級
で、６小学校 24 名、５中学校 15 名が通級を行う予定であり、小学校か
ら中学校に進学する予定の児童２名が佐世保市の特別支援学校に入学
する予定になっております。
なお、通級指導教室については、言語障害通級指導教室に３小学校 66
名、ＬＤ・ＡＤＨＤ通級指導教室に２小学校 31 名、２中学校 30 名が通
級予定になっております。
以上で説明を終わります。
生涯学習課です。
15 日に、国体軟式野球競技事業概要説明会ということで、後催県に対
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生涯学習 し、佐世保市と合同で行ったところであります。
課長

今後の予定ですが、26 日には、諫早市図書館の友の会の皆さんを招聘
し、県民大学として、「図書館がはじまるとき」と題して講座を行う予
定です。
29 日・30 日は、長崎県公民館大会平戸・松浦・北松大会が、５分科
会及び全大会を平戸文化センター、生月総合開発センター等で開催する
予定です。
２月８日には、いきつきロード 2015、11 日には、平戸市民生涯学習
講演会を行う予定にしております。
12 日には、長崎市で県のスポーツ表彰式が開催予定であり、本市から
も国体で活躍された選手などが受賞予定です。
また、蔵書の点検、図書システムの更新作業等のため、３月 10 日か
ら 24 日まで、本市の図書館を休館予定にしております。平戸図書館に
ついては、（仮称）平戸市総合情報センターの開館予定の夏季まで、蔵
書の整理など準備作業を行います。
以上で説明を終わります。
図書館を３月休館とのことですが、支所図書室も同様ですか。

委員

はい。図書室も含み本市公立図書館、図書室を一斉に閉館し、図書の
整理等を予定しております。

生涯学習
課長

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。

委員長
まず、１月１日付けで、委員会事務局職員の人事異動があっております。
長崎がんばらんば国体終了に伴う、国体推進室の職員移動によるもので
教育次長 す。事務室は教育委員会事務局に移動してきており、現在、２名の正規職
員と１名の臨時職員３名で残務整理に当たっております。
次に、12 月 26 日に発生した第１源福丸沈没事故についてですが、17 名
が救助されましたが、３名が死亡、今なお行方不明者２名の大惨事となり
ました。市としましては、事故直後に市長を本部長とする「事故対策本部」
を生月町に設置し、情報の収集に務め、乗組員、家族、あるいは遺族の対
応にあたってきました。
記憶に残る、第 11 大栄丸沈没事故でも、特に問題となったのが「心のケ
ア」でした。相談窓口を設け、医師、保健師、看護師らが生存者、家族へ
の助言、指導にあたるなどの対応を行い、学校にあっては、教職員に、児
童生徒への土日の過ごし方を指導すると共に、心の相談員及びスクールカ
ウンセラーの派遣等を実施しました。
今回の事故では、犠牲となられた乗組員の遺族の中に、児童・生徒の子
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教育次長 どもがいたため、県教委に対しスクールカウンセラー派遣の準備を要請し、
家族の希望があれば相談に応じられる体制を整えると共に、学校による家
庭訪問も行い、情報収集する等、万一の場合に備えました。
結果としては、スクールカウンセラー派遣の必要はなく、両名とも元気
に登校しており、関係者もほっと胸をなでおろしているところです。
次に、来年度の市職員人事異動を控え、人事ヒアリングが行われており
ますが、市として、平成 24 年度から 10 年間に消防、病院を除き 72 人を削
減する定員適正化計画を策定しており、どの職場も業務過多状況にある中、
職員増の要求は中々叶えられない状況にあります。
教育委員会では、教育委員会制度改革、こども・子育て支援新制度など、
新たな業務に加え、教育総務課における課長の兼務、分室における業務の
見直し、更には生涯学習課の組織の再編など抱える問題も多いことから、
事前に各課、各分室で内部ヒアリングを行い、状況を総務課に訴えてきた
ところです。
次に、昨年 11 月から来年度予算編成作業が行われており、財政部局の査
定を受けておりますが、最終的には 30 日の市長査定を以て、ほぼ来年度の
予算が確定することになっております。
各学校との最終確認は、後日、予算委員会、拡大予算委員会を開催して、
摺り合わせをすることにしております。
最後に、教育委員会制度改革、こども子育て支援新制度など、来年度の
新たな業務について、議会側への説明会を２月３日に行いますが、教育委
員の皆様にも同様の説明を、予定いたしておりますので、後ほど日程のご
協議をお願いしたいと思います。
以上で報告を終わります。
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。
委員長
（ありません。の声あり。）
それでは、次に教職員の人事異動に伴う臨時教育委員会の日程について、
事務局から説明をお願いします。
教職員の人事異動の関係で、27日に行いたいと考えております。
日程については、３月市議会定例会に伴う部長会等の日程が未定ですの
教育次長 で、２月定例教育委員会の折に提示させていただきたいと考えております。
２月27日金曜日との提案ですが、委員の皆さんの都合はよろしいでしょ
うか。
委員長
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委員長
一同

異議なし。
それでは、最後になりますが、次回の定例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。

委員長
事務局としては、２月定例教育委員会の折に、教育委員会制度及び子ど
も・子育て支援新制度における勉強会並びに学校訪問を予定しており、時
教育次長 間の都合上、本年度の学校訪問を１校にさせていただきたいと考えており
ます。日時については、教育長の予定等を考えますと、２月19日でお願い
したいと考えております。

委員長

２月19日木曜日の午前中に学校訪問、午後から定例教育委員会の後に勉
強会ということで、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

それでは、次回定例会は、２月19日木曜日の午後１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。

委員長
以上をもちまして、１月定例会を終了します。皆様お疲れ様でした。

午前 10 時 35 分閉会
平成 27 年１月 23 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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