平成 27 年３月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 27 年３月 24 日(火)

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 1 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、小出参事監（生涯学習課）、石田総務施
設班長（教育総務課）、加藤参事兼文化遺産班長（文化交流課）

委員名

質疑等
（日程第１

委員長

午後２時 55 分閉会

開会）

本日は、午前中に市指定及び認定文化財候補物件の視察を行いましたが、
委員の皆さんは、大変お疲れ様でした。
ただいまから、平成 27 年３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、３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２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

委員長

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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３月定例会（公開用）

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、報告をいたします。
２月 20 日には、県全体の初任者研修実施協議会が平戸市、松浦市、佐々
町の主管にて大村市の教育センターで行われました。
22 日には、委員の皆様にも参加いただきましたが、今年度より市民表彰
式等と併せて教育委員会表彰式を同時に開催いたしました。来年度以降も
同様の開催となる予定ですので、よろしくお願いいたします。
23 日に教頭研修会を行い、24 日には、ツーデーウォークの本年度の反省
と来年度に向けた第３回実行委員会が行われました。
25 日には、午前中に各小中学校の校長及び事務職員を対象にした、平成
27 年度予算にかかる拡大予算委員会が開催され、午後からは年度末の学校
給食運営協議会を開催いたしました。
26 日には、地区別の教育長会が行われ、これを受けて、翌 27 日に臨時
教育委員会を開催いたしました。
３月１日には、市内高校の卒業式が行われましたので、教育次長、学校
教育課長と手分けして、私は猶興館高等学校に出席してきました。また、
午後には、佐世保特別支援学校北松分教室の卒業式に出席してきたところ
です。
２日から３月市議会定例会が開会され、答弁書打合せを経て、４日、５
日の一般質問、６日の議案質疑、10 日の文教厚生委員会に対応し、20 日の
議案審議を終え、閉会いたしました。
議会中ではありましたが、６日の夕刻には、地域を巻き込んだ総合型ク
ラブたびスポ設立総会が開催され、委員長にも出席いただき、ありがとう
ございました。
14 日には、教育長杯中学校駅伝大会が開催されました。本大会は旧田平
町時代から継続して行われておりますが、年々参加チーム数の減尐、とり
わけ市内からの参加が尐なく、今後の大会のあり方について、検討すべき
と考えております。
15 日には、佐世保女子高生殺人事件の検証について、新たに教育、福祉
部門等から 13 人の委員で組織された第１回の県子ども育成総合検討会議
が開催されました。
16 日には、毎年７年連続で小学校１年生を対象に、ライオンズクラブか
らの防犯ブザー贈呈式が行われました。
17 日に市内中学校の卒業式、18 日に平戸幼稚園の卒園式、19 日に市内
小学校の卒業式が行われました。
23 日には、適応指導教室のぞみの修了式が行われました。
そして、本日午前中に市指定及び認定文化財候補地視察を行い、定例教
育委員会を迎えているところです。
今後の予定ですが、26 日には、県公民館大会の第３回実行委員会、27 日
は、社会教育委員会、尐年センター運営協議会、放課後子ども教室運営委
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教育長

員会と生涯学習課関連の年度末の会議が目白押しでございます。
また、31 日には、市職員の教育委員会事務局からの出向、退職等辞令交
付式、教職員退職者辞令交付式、４月１日には、新年度教育委員会事務局
職員となる者等への辞令交付式、公立学校転入教職員辞令交付式を分刻み
で予定しております。
３日には、特別支援教育支援員及び学校図書館支援員の辞令交付式を予
定しております。
６日には、市内小中学校の第１学期始業式、７日は小中学校、大島小学
校及び市内中学校の入学式、８日は大島小学校を除く市内小学校の入学式
を予定しております。
10 日には、平成 27 年度最初の校長研修会が予定されております。
20 日には、平戸・松浦・北松ブロックの初任者研修実施運営委員会が松
浦市で行われる予定です。
21 日には、都市教育長協議会、22 日には、県市町村教育委員会連絡協議
合同理事会等が予定されており、これには委員長にも出席をお願いいたし
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。教育長報告について、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。
４月７・８日に予定されている入学式についてですが、教育委員の出席
校等決まっていれば、教えてください。

学校教育
教育委員会として、各校割り振る予定はしておりませんが、各小中学校
課長
から案内が届くことになります。日時等重複されることが予想されますの
で、教育委員さんの方で、調整していただければと考えております。
委員長

その他に、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 議事）
日程第５議事に入ります。今回は多くの規則改正等が提案されておりま
すが、委員の皆さんは、審議のほどをお願いいたします。
まず、第１章及び第２章の第６号議案から第 14 号議案について、事務局
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３月定例会（公開用）

委員長

の説明を求めます。

総務施設
それでは、第６号議案「平戸市教育委員会公告式規則の一部を改正する
班長
規則」、第７号議案「平戸市教育委員会会議規則の一部を改正する規則」、
第８号議案「平戸市教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則」、第９号
議案「平戸市教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則」、第 10
号議案「平戸市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を学校その他
の教育機関の長に委任する規程の一部を改正する訓令」、第 11 号議案「平
戸市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則」、第 12 号議案「平
戸市教育委員会公印規則の一部を改正する規則」、第 13 号議案「平戸市教
育長の勤務時間、休日、休暇等に関する規則」、第 14 号議案「平戸市立小・
中学校長の勤務評価結果に対する苦情の申立及び取扱に関する実施要領の
一部を改正する訓令」につきまして、資料を基に説明させていただきます。
以下、省略。
委員長

第６号議案から第14号議案について説明がありました。説明にありまし
たように４月からの教育委員会制度改革に伴う例規改正です。ご審議のほ
どをよろしくお願いいたします。
意見などありませんか。
（ありません。の声あり。）
それでは、第６号議案から第14号議案の教育委員会規則その他教育委員
会の定める規程等の制定又は一部改正等について、原案可決してよろしい
ですか。

一同

異議なし。

委員長

ありがとうございました。第６号議案から第14号議案について、原案可
決いたしました。
次に、第３章の第15号議案から第18号議案について、事務局の説明を求
めます。

学校教育
それでは、第 15 号議案「平戸市立幼稚園条例施行規則の一部を改正する
課長
規則」、第 16 号議案「平戸市立幼稚園預かり保育園実施要綱」につきまし
て、資料を基に説明させていただきます。
以下、省略。
総務施設
ただいま幼稚園関係例規について、学校教育課長より説明しましたが、
班長
新たに幼稚園児を持つ保護者への支援策として、関連予算を盛り込んだ平
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総務施設 成27年度平戸市一般会計補正予算（第１号）を、３月市議会定例会に追加
班長

議案として上程し、可決いただいております。
内容は、幼稚園多子世帯保育料軽減事業でありまして、県が尐子化対策
と多子世帯の負担軽減策として、国の制度の補助を拡大し、第３子以降の
子どもの保育料を無料化又は軽減する制度を導入することとしており、本
市としては、更に一定の所得制限を撤廃し実施するものです。このことに
伴う「平戸市幼稚園条例施行規則の一部改正」
「平戸市多子世帯保育料軽減
事業補助金交付要綱の制定」について現在事務処理を行っておりまして、
４月１日から施行することから、教育長の臨時代理にて処理させていただ
き、公布及び公表後に、次回の定例教育委員会において報告させていただ
きたく、お願いします。
それでは、引き続き第 17 号議案「平戸市スクールバス管理運営規則の一
部を改正する規則」につきまして、資料を基に説明させていただきます。
以下、省略。

学校教育
続いて、第 18 号議案「平戸市学校等適正規模検討委員会要綱」につきま
課長
して、資料を基に説明させていただきます。
以下、省略。
委員長

第15号議案から第18号議案について説明がありました。また、２本の例
規について、現在手続きなどを行っており、４月の定例教育委員会に報告
する旨の説明がありました。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。
今後、適正規模及び適正配置について検討していくこととなるのでしょ
うが、学校統廃合として検討していく学校の基準等あれば教えてください。

まず複式について、小学校１・２年生については、合計が８名以下とな
学校教育 れば、複式学級となります。小学校１年生を除く学年であれば、16名以下
課長
が複式学級となります。中学生は、２学年合わせて８名以下が複式学級に
なる基準の児童生徒数となります。
これまでは、完全複式になる学校について、統廃合として検討する該当
校としてきました。
現在、国及び県から適正規模のガイドラインが示されておりますが、こ
こでは、「複式学級が無い学校が適正規模」とされております。
このことを参考に、これから、平戸市はどうしていくかということを今
回の要綱に基づく委員会で検討し、方針を策定していこうと考えておりま
す。
その他に意見などありませんか。
委員長
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（ありません。の声あり。）

委員長

それでは、第15号議案から第18号議案の教育委員会規則の一部改正及び
その他教育委員会の定める要綱の制定について、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15号議案から第18号議案について、原案可
決いたしました。
次に、文化財関係になりますが、第６章の第19号議案について、事務局
の説明を求めます。

それでは、第 19 号議案「平戸市文化財保護条例施行規則の一部を改正す
参事兼文 る規則」につきまして、資料を基に説明させていただきます。
化遺産班
以下、省略。
長
第 19 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19号議案「平戸市文化財保護条例施行規則の一部を改正す
る規則」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19号議案「平戸市文化財保護条例施行規則
の一部を改正する規則」について、原案可決いたしました。
次に、第20号議案について、事務局の説明を求めます。

それでは、第 20 号議案「平戸市学校薬剤師の委嘱」につきまして、資料
教育次長 を基に説明させていただきます。
以下、省略。

委員長

第 20 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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それでは、第20号議案「平戸市学校薬剤師の委嘱」について、原案可決
委員長

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20号議案「平戸市学校薬剤師の委嘱」につ
いて、原案可決いたしました。
次に、第21号議案及び第22号議案の文化財の指定及び認定について、事
務局の説明を求めます。

それでは、第 21 号議案「平戸市文化財の指定」、第 22 号議案「平戸市文
参事兼文 化財の認定」につきまして、資料を基に説明させていただきます。
化遺産班
以下、省略。
長
第 21 号議案及び第 22 号議案について説明がありました。本日、委員の
委員長
皆さまに現地確認いただいた物件であります。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。）

委員長

それでは、第21号議案及び第22号議案の文化財の指定及び認定について、
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21号議案及び第22号議案について、原案可
決いたしました。
次に、第23号議案及び第24号議案の伝統的建造物群保存地区特定物件の
追加及び滅失について、事務局の説明を求めます。

それでは、第 23 号議案「平戸市大島村神浦伝統的建造物群保存地区の特
参事兼文 定物件の追加」、第 24 号議案「平戸市大島村神浦伝統的建造物群保存地区
化遺産班 の特定物件の滅失」につきまして、資料を基に説明させていただきます。
長
以下、省略。

委員長

第 23 号議案及び第 24 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。）
- 7 -

３月定例会（公開用）

それでは、第23号議案及び第24号議案の伝統的建造物群保存地区特定物
委員長

件の追加及び滅失について、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23号議案及び第24号議案について、原案可
決いたしました。
（日程第６ 報告）
日程第６報告に入ります。第３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。

それでは、第３号報告「議会の議決を経るべき事案についての意見の申
教育次長 出」としまして、３件の予算になりますが、それぞれ説明させていただき
ます。まず、
「平成 26 年度平戸市一般会計補正予算（第７号）」につきまし
て、資料を基に説明させていただきます。
以下、省略。

委員長

「平成26年度平戸市一般会計補正予算（第７号）」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。）

次に、「平成 27 年度平戸市一般会計予算」につきまして、資料を元に説
教育次長 明させていただきます。
生涯学習
以下、省略。
課参事監
参事兼文
化遺産班
長
委員長

「平成27年度平戸市一般会計予算」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。）

次に、「平成 27 年度平戸市一般会計補正予算（第１号）」につきまして、
教育次長 資料を基に説明させていただきます。
以下、省略。
「平成27年度平戸市一般会計補正予算（第１号）」につきまして、説明さ
- 8 -

委員長

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。）

委員長

それでは、第３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。
異議なし。

一同
ありがとうございました。第３号報告「議会の議決を経るべき事案につ
委員長

いての意見の申出」について承認いたしました。
次に、第４号報告及び第５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」の平成26年度、平成27年度について、事務局の説明
を求めます。
なお２件は、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。
第４号報告及び第５号報告について説明がありました。各委員から意見

委員長

はありませんか。
（ありません。の声あり。）
それでは、第４号報告及び第５号報告について、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４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（平成26年度）」、第５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（平成26年度）」について、承認いた
しました。
（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。
(1) 共催・後援等について、共催３件、後援４件及び協賛１件ですが、
各委員から質疑等はありませんか。

委員長
（ありません。の声あり。）
- 9 -

３月定例会（公開用）

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、概要について報告させていただきます。

総務施設
教育長と重複するところは割愛させていただきます。２月 26 日に、先ほ
班長
ど議案の途中に説明しました「多子世帯保育料軽減事業」について、財務
部のヒアリングを受けました。
27 日には、平成 27 年度に福祉課で建設を予定しております放課後児童
クラブについて、田平北小学校敷地内の建設予定箇所で関係機関が参集し
行ったところです。
３月 13 日には、今年度最後となります学校事務職員研修会が行われまし
た。
16 日には、
「平成 22、23 年度に実施しました田平北小学校校舎増改築事
業及び平成 24 年度の平戸小学校校舎大規模改造事業」について、会計実施
検査を受検対象の長崎県に同席し受けてきました。
17 日及び 24 日には、学校給食費滞納における口頭弁論が平戸簡易裁判
所で行われました。
18 日には、次年度におけるスクールボート運航に伴うダイヤ等と協議を
宮の浦にて行いました。
以上で説明を終わります。

学校教育
課長

学校教育
課長

学校教育課です。
本課は、教育長と重複するところが多いですが、３月３日に、第２回
学校保健会理事会を開催いたしました。これは、平成 28 年度に長崎県
学校保健健康教育研究大会平戸大会が開催されるということでこの準
備に入るための理事会でもありました。
17 日の市内小学校及び 19 日の市内中学校の卒業証書授与式では、委
員の皆さまには教育委員会告示、ありがとうございました。
今後の予定ですが、４月に入りまして、７日及び８日に、市内小中学
校の入学式を予定しております。
21 日には、本年度結果公表について協議いただきました全国学力・学
習状況調査の平成 27 年度調査を予定しております。
以上で説明を終わります。
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生涯学習課の報告をいたします。
生涯学習
２月 21 日に（仮称）平戸市総合情報センター現地見学会に約 70 名の
課参事監 参加がありました。
27 日には、Ｖ・ファーレン社長が市長を表敬訪問しましたが、今月の
29 日に平戸市長ＭＶＰ賞として平戸牛を贈呈する予定にしております。
３月１日には、平戸市地域婦人大会が 90 名の参加をもって開催され
ました。
７日には、約 90 人の集客で平戸図書館読書講演会を行いました。
15 日には、約 120 人の集客で生涯学習講演会を開催いたしました。
21 日には、映画「ペコロスの母に想いを馳せて」平戸上映会を行い、
439 人の集客がありました。
今後の予定ですが、明日 25 日に長崎がんばらんば国体の長崎県実行
委員会第５回総会と称し、解散総会が行われる予定です。
以上で説明を終わります。

委員長

教育次長

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。
私からは、３月市議会定例会について報告いたします。
一般質問は９名の議員からありましたが、教育委員会関係へ質問があっ
た４名について、別添資料に要点を掲載しております。
松尾議員から「学校給食費未納の改善策」について、この間の対応と給
食費無料化あるいは半額助成に対する市の考え方などの議論がなされまし
た。
近藤議員からは、結果にコミットする学校教育を目指してと題し、抽象
的で耳触りのよいキャッチフレーズに留まることなく、成果を求めるよう
な教育はどういうものなのか、教育長と一対一の議論が交わされました。
竹山議員からは、行財政改革について、Ｂ＆Ｇ海洋センターの運営、地
域コミュニティと公民館、分室の関わり方、成人式の合同開催について議
論がなされました。
大久保議員からは、学校施設と併用している社会体育施設であります田
平北小学校について、整備の優位性についての議論でした。
また、平成 27 年５月初旬には、夏に開館予定の（仮称）平戸市総合情報
センターの開館に向けての方向性を文教厚生委員会の所管事務調査として
行われる予定になっております。
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

委員長

したが、委員から質疑等はございませんか。
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３月定例会（公開用）

（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。

事務局としては、特に希望はありませんが、20日の週で委員の皆様のご
教育次長 都合に合わせたいと考えております。
（各々予定が入っている日を発言。）

委員長

４月20日月曜日の午前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、４月20日月曜日の午前９時から、ここ教育委
員会会議室で行うことに決定します。
以上をもちまして、３月定例会を終了します。皆様お疲れ様でした。

午後２時 55 分閉会
平成 27 年３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

- 12 -

