平成 29 年４月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 29 年４月 26 日(水)

場

所 平戸市役所本庁４階

出席委員
出 席 者

午前 10 時 43 分閉会

会議室

末吉幸德委員、松本美穗子委員、吉田あつ子委員、筒井清信委員、
小川茂敏教育長
佐々木教育次長

入口理事兼学校教育課長

久家生涯学習課長

発言者
教育次長

午前９時 30 分開会

岩永図書館長

平松教育総務課長

野口文化交流課長
質疑等

(日程第１開会)
ただ今から、平成 29 年４月平戸市定例教育委員会を始めさせていただ
きます。
はじめに、平成 29 年度、４月１日の教育委員会定期異動に伴い、新任
の課長・図書館長の自己紹介をさせていただきます。

教育総務
課長

あいさつ省略

生涯学習
課長

あいさつ省略

図書館長

あいさつ省略

教育次長

なお、今回の教育委員会の異動につきましては、後程、第６号報告によ
り報告をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
教育長お願いいたします。

教育長

おはようございます。
平戸つつじが沿道を彩り、青葉の美しい季節でございますが、本日は生
憎の天気となりました。
今年度最初の教育委員会の開催でございます。委員の皆様にはご多忙の
ところご出席ありがとうございました。
さて、ただいま自己紹介がありましたように、本年度も教育委員会にと
りましては大幅な人事異動となりました。昨年度は、公民館長の民間人登
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用ということもあり、学校教育課を除き全ての管理職が異動したところで
すが、今年度もまた学校教育課を除き各課長全て異動しました。今年度は
このメンバーで教育行政をしっかりと進めてまいりますのでどうぞよろ
しくお願い致します。
さて、大変嬉しい話です。
「平成 29 年度子供の読書活動優秀実践校として文部科学大臣表彰」に
堤小学校が輝きました。一昨日授賞式に出席された吉田きよみ校長先生が
お見えになりましたが、大臣表彰なだけあって実に立派な賞状でした。
本市の小中学校は、圧倒的な読書量を有しています。28 年度実績では一
人あたりの貸出冊数は、小学生では、年間に 147.4 冊
中学生 22.1 冊
です。
そのこともあってこれまで文部科学大臣賞だけでも、平成 17 年度に平
戸小、21 年度中野小、24 年度津吉小、26 年度田平北小、27 年度大島小、
28 年度田平東小が受賞しています。一見簡単に受賞できそうに思われがち
ですが、ほぼ年に各県１校という状況を考えると、選定を受けるのは極め
て難しい賞であると思います。これを３年連続で平戸市の学校が受賞する
のは、大変に名誉なことであり、単に各学校や教育委員会の努力だけでな
く、読み聞かせなどご支援頂く地域の方々のご協力の賜でもあります。
本年度も、このような喜ばしい出来事がたくさん続きますよう祈りたい
と思います。
教育長

それでは、日程に沿って教育委員会を進めさせていただきます。
（日程第２ 議事録署名委員の指名について）
日程第２議事録署名委員の指名についてでありますが、４月会議録署名
委員に筒井委員と末吉委員を指名させていただきます。
よろしいでしょうか。

両委員

はい。

教育長

それでは、両委員よろしくお願いいたします。

教育長

（日程第３ 会議録の承認について）
日程第３、会議録の承認でありますが、３月定例会の議事録は事前に送
付しておりました。ご確認いただいていると思います。
内容について何かございますか。
（「ありません。」の声あり。
）
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教育長

異議がないようですので、３月定例会の議事録はご承認ということでよ
ろしいでしょうか。

委員一同

はい。

教育長

会議録は承認されました。

教育長

（日程第４ 教育長報告について）
次、日程第４ 教育長報告です。
１ページお開き願います。本報告書のとおりですが、主なものを報告し
ます。
３月 27 日生涯学習推進会議、30 日に社会教育委員会に出席しました。
両委員ともに任期２年の最終年でありました。大変熱心な委員さんばかり
ですので、できれば引き続いて就任にして頂ければと思っているところで
す。３月 31 日から４月５日まで各種の辞令交付式がありました。６日は
小中学校の始業式、７日は大島小及び市内各中学校の入学式。10 日は小学
校の入学式でした。14 日に長崎県中学校教育研究会平戸支部総会に出席し
ました。17 日は校長会研修会が町民センターで行われたので出席しまし
た。19 日公立学校初任者研修会が松浦市で開催されました。平戸・松浦市
で 16 名、うち平戸市内には小学校６名、中学校２名の新任教諭の配属が
あっています。25 日に田平南小緑の少年団結団式に出席しました。
今後の予定ですが、明日 27 日から 30 日まで、台南市親善訪問団の一員
として、台湾を訪問します。５月 12 日には市ＰＴＡ連合会総会が町民セ
ンターで行われます。
以上報告します。

教育長

何かご質問等ありませんか。

委員

緑の少年団とはどのようなものでしょうか。

教育長

部局としては、市長部局の森林担当のようです。中身については財団か
らの一定の補助金等が交付されて、主に森林を中心とした教育を通して郷
土愛とか自然の大切さとかを学ぶものでありまして、小学校単位や子ども
会単位でどこでも設置されているようであります。このたびは地元の熱心
な方が取り組まれた結果、学校側としてもこれは教育上非常にいいことで
あると南小学校が非常に緑豊かなところでありますが、緑の大切さとか森
林の大切さを体験できているかといってもそうでもなかろうということ
で、まわりの裏山あたりを舞台とした活動を推進したいということで引き
受けているようです。制服も補助金で整備されるように聞いております。
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教育長

教育長

他にありませんか。
ないようでしたら、次に移らせていただきます。
（日程第５ 議事について）
続いて、日程第５議事に移ります。
第 11 号議案 平戸市教育委員会事務局決裁規程の一部を改正する訓令
及び第 12 号議案 平戸市英語検定料助成金交付要綱の一部を改正する告
示を議題とします。
事務局の説明を求めます。

教育総務
第11号議案 平戸市教育委員会事務局決裁規程の一部を改正する訓令
課長
でございますが、平成29年度の組織改編によりまして、人事担当課が総
務課から人事課へ移管されたことに伴うものでございます。３ページに
当該決裁規程の新旧対照表を添付させていただいておりますが、１職員
の休暇等に関すること及び５時間外勤務命令することに関しまして、決
裁の合議として総務課長に合議していたものを今回の改正で人事課長と
するものであります。
続きまして、第12号議案 平戸市英語検定料助成金交付要綱の一部を
改正する告示でございますが、改正理由といたしまして平成28年度から
実施しているイングリッシュタウン事業の一環の当該事業につきまし
て、従来小学校在籍時１回、中学校在籍時５～３級までで１回、準２級
以上は各階層ごとに１回助成としていましたが、昨年度の実績を踏まえ
まして、今回の改正で各階層ごとに１回助成することにより、より英語
検定を受検しやすい環境をつくるとともに、段階をおって検定を受検す
ることに慣れさせ、受検者を増やすことを目的とするものでございま
す。
教育長

何かご質問はございませんか。
英語検定、イングリッシュタウン事業全体についてご説明いただきま
しょうか。

理事兼学
追加資料を配付させていただきます。
校教育課
英語に特化した事業ということで、本課でやっているのがイングリッシ
長
ュタウン事業でございますが、この事業の一環であるイングリッシュキャ
ンプ事業は、今年度も小学校中学校各 40 名の児童生徒をホテルに宿泊し
ながら勉強をさせることとしております。それから、イングリッシュサー
クル事業は、英会話を中心に各公民館を会場として、大人と子どもと別々
に実施をさせていただいております。意外と好評でありまして、特に大人
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の方の応募が多く、定員を 10 名としておりますが、なかなか 10 名で収ま
りきれていない状況です。それから、英語検定料助成事業と、もう一つが
中学生の英語暗唱大会であります。ただいま配付した資料が英語検定料助
成事業であります。
以下、資料説明省略
教育長

何かありませんか。

委員

年に何回受検する機会があるのでしょうか。

理事兼学
年間３回を予定しております。だいたい春と秋と冬に１回ずつ行われ
校 教 育 課 ます。正確には第１回目が６月のはじめから、第２回目が10月８日か
長
ら、第３回が１月の21日からとなっております。
委員

たとえば今度の学習指導要領の改正をふまえて、小学５年生も受検す
ることができるのかどうかおたずねします。

理事兼学
受検することは可能ですが、だいたいで申し上げますと５級が中１程
校 教 育 課 度、４級が中２程度、３級が中３程度とされています。ですので、受検
長
することは可能ですが、５年生で受検することは結構難しさがあるかと
考えます。
教育長

第 11 号議案及び第 12 号議案について、原案どおり可決してよろしいで
しょうか。

委員一同

異議なし。

教育長

第 11 号議案及び第 12 号議案は可決されました。

教育長

（日程第６ 報告について）
それでは、日程第６報告です。
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
について、事務局の説明を求めます。

理事兼学
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
校 教 育 課 について、資料を基に説明いたします。
長
以下、説明省略
教育長

何かありませんか。ないようですので、承認いたします。
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教育長

続きまして、第６号報告 平成 29 年４月１日平戸市教育委員会職員異
動について、事務局の説明を求めます。

教育次長

第６号報告 平成 29 年４月１日平戸市教育委員会職員異動につきまし
て、資料を基に説明させていただきます。
以下、説明省略

教育長

説明に対する質疑を求めます。何かありますか。

教育長

ないようですので、第６号報告は、承認いたしました。

教育長

第７号報告
求めます。

平戸市学校医及び薬剤師の委嘱について、事務局の説明を

教育総務
第７号報告 平戸市学校医及び薬剤師の委嘱についてご説明いたしま
課長
す。
以下、説明省略
教育長

説明がありましたが、質問はございませんか。
（「ありません。」の声あり。）

教育長

教育長

よろしいですかね。はい。それでは、第７号報告について、承認いたし
ました。
（日程第７ その他について）
日程第７その他を議題といたします。
まず、（１）共催・後援等について事務局の説明を求めます。

教育総務
課長

後援２件について、説明いたします。
以下、省略

教育長

以上の後援２件について、質問等はありませんか。
（「ありません。」の声あり。）

教育長

承認することでよろしいでしょうか。
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委員一同

異議なし。

教育長

後援２件については承認することといたします。
次に、(2) 各課長報告をお願いします。

教育総務
課長

教育総務課から報告させていただきます。
実績といたしまして、４月３日に各辞令交付式に出席いたしました。５
日に特別支援教育支援員及び学校図書館支援員辞令交付式に出席しまし
た。14 日に第１回平戸市事務職員研修会に出席いたしました。17 日に第
１回平戸市校長研修会に出席いたしました。19 日に第１回事務の共同実施
連絡協議会に出席しました。25 日に行政改革推進に関する行政事務改善委
員会に出席しました。
今後の予定といたしましては、５月 12 日に平戸市ＰＴＡ連合会総会に
出席する予定です。

理事兼学
学校教育課です。主なものを報告させていただきます。
校教育課
４月 11 日に平戸幼稚園入園式が行われました。園児が 17 名となってお
長
ります。18 日に全小中学校の小学６年生が国語・算数、中学３年生が国語・
数学を対象に全国学力学習状況調査が行われました。また、併せて、小学
５年生が国語・算数、中学２年生が国語・数学を対象に県学力調査が行わ
れました。19 日には中学２年生が英語を対象に同じく県学力調査が行われ
ました。24 日に平戸市教頭研修会が行われました。
今後の予定といたしましては、27 日から 28 日にかけて県指導主事等研
修会が長崎市で開催されますので、課員全員が出席予定です。30 日が中野
小、中野中、野子小中、中部中、南部中でそれぞれ行われます。このほか
運動会の日程につきましては、別添資料をご参照ください。それから、５
月 24 日から 25 日にかけて県市町学校教育課長等会議が長崎市で行われま
す。27 日から 28 日にかけて平戸市中学校総合体育大会球技の部が市内各
所で開催されます。以上です。
生涯学習課です。主なものについてご報告いたします。
生涯学習
４月 10 日放課後こども教室「生きっ子クラブ」との打ち合わせを行い
課長
ました。13 日に第１回公民館長会議を開催しました。15 日に久留米市で
開催の久留米つつじマーチの開会式に参加し、ひらどツーデイウォークの
宣伝を行いました。19 日に平成 29 年度長崎県体育協会第１回生涯スポー
ツ委員会が長崎市で行われました。県民体育大会の日程が、本年度は 11 月
11 日から 12 日にかけて長崎市を中心に開催される予定となっておりま
す。25 日には平成 29 年度の県・市少年センター連絡会議が長崎市で開催
され、永田専門員と一緒に出席いたしております。
４月定例会
- 7 -

今後の予定ですが、５月１日に体育協会役員会を開催いたします。９に
は市町村社会教育主管課長及び担当者会議が長崎市で開催されます。
以上報告を終わります。
教育長
委員

各課長の報告が終わりました。何かご質問等ございますか。
学校教育課長報告分で、４月 18 日に実施された全国学力・学習状況調
査及び県学力調査の結果については、児童生徒本人にはお知らせするので
しょうか。

理事兼学
県学力調査結果については、６月中、全国学力調査については、例年で
校 教 育 課 すと８月の終わりまでには、発表があると思います。それ以降、その結果
長
については、学校を経由して各個人あてにも結果が送付されることとなっ
ております。
教育長

ほかにありませんか。よろしいですか。
（はい。という声あり。）

教育長

それでは、今日は、野口文化交流課長と岩永図書館長が出席しておりま
すが、それぞれ報告すべきことはありませんか。

文化交流
課長
図書館長

教育長
教育長

教育次長

特にありません。

先日、図書館友の会総会が 24 日（月）に行われまして、来月 22 日には
平戸市図書館協議会の第１回めを開催するようにいたしております。以上
です。
文化交流課及び図書館につきまして、ご質問等はありませんか。
よろしいですね。以上で、各課長報告は終わります。続きまして、（3）
教育次長報告です。
１点だけ報告させていただきます。お手元に平成 29 年度平戸市教育委
員会主要行事予定についてとありますが、この予定表については、平成 29
年４月 12 日現在で、各課(学校教育課、生涯学習課、文化交流課)が、本年
度計画している行事について、また、最後のページには図書館の定例的な
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行事を掲載しております。
事業によりましては、教育委員さんへは、今後、具体的な案内があろう
かと思いますので、出席等のご配慮方よろしくお願いいたします。
以上で報告を終わります。

教育長

教育次長

何か、質疑等ございませんか。よろしいですね。続きまして、平成 29 年
度 平戸市教育委員会の年間計画（案）について、説明お願いします。
平成 29 年度

平戸市教育委員会の年間計画(案)について、ご説明いた

します。ひとつめに 28 年度の実績として、勉強会や学校などの教育施設
視察の状況あるいは総合教育会議の状況等について、掲載をさせていただ
いております。次に２の今後の予定といたしましては、学校教育あるいは
社会教育の現場視察を行いたいと考えております。また総合教育会議は、
市長部局で招集されますが、定例教育委員会と併せた日程で、調整してい
きたいと考えており、年３回程度を予定しております。５月につきまして
は、県市町教育委員会連絡協議会・合同研修会がありますので、その勉強
会を開催させていただけたらと考えております。それから、あくまでも主
催は総務課側ではありますが、総合教育会議を３回ほど開催したいと考え
ておりまして、できれば、今年度は公民館のあり方につきまして、ご協議
をいただければと考えております。それから、９月と１月に学校訪問とし
て中部中学校と大島小学校につきまして、予定いたしております。以上で
す。
教育長

何かありますか。総合教育会議につきましては、今まで、市長からの議
題提案はあまりあっておりませんので、委員の皆様からのご提案をお願い
したいと考えております。教育委員会開催時に何らかの勉強会ができない
ものかと考えておりまして、社会教育のあり方とか世界遺産登録について
とかご議論いただけたらと考えます。よろしくおねがいします。
よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

それでは、（４）その他についてお願いします。
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教育次長

本日配付の資料、平成 29 年度市町村教育委員会連絡協議会総会及び県
市町教育委員会合同研修会の開催について説明いたします。
以下、説明省略

教育長

よろしいですか。続いて、学校教育課からお願いします。

理事兼学
校教育課
長

全国学力･学習状況調査の結果公表について、ご説明いたします。

教育長

以下、説明省略
全国学力･学習状況調査の結果公表につきましては、教育委員会として
もきちんと方針を立てて、対応していきたいと考えておりますので、よろ
しくお願いいたします。

委員

私自身も、公表というのはそこまでしなくてもいいのではないかと思い
ます。それよりも内輪で、たとえば中学校の１校だけしかクラスがないと
いうような部分を平戸市としてどう取り上げていくかというふうに考え
ていった方が、いいのではないかと思います。外部の目からいろいろとい
われるよりもそちらの方がより本来の趣旨に沿うのかなという気がして
おります。

教育長

ずいぶん学力自体は一時期を脱して良くなっていて、国や県にほぼ似た
り寄ったりになっているのではないかと思います。もしも公表した場合、
犯人探しをすることになる。どこの学校が高くて、どこの学校が低いのか
といったような話になり、あそこの学校が影響しているというようなこと
になるのではないかと危惧されます。できれば、公表はこの程度にしてお
いていきたいというのが、本来の我々の考え方でございます。

教育長

従来どおりの公表でいきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい。」の声あり。)

教育長

それでは、従来どおりの公表でいきたいと思います。他にありませんか。
ないようでしたら、次回の定例会の日程について事務局案をお願いしま
す。
４月定例会
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教育次長

来月の教育委員会日程についてですが、事務局としては、５月 22 日月
曜日の午後１時 30 分から市役所３階中会議室でお願いできればと考えて
おります。

教育長

はい。委員の皆さんのご都合はいかがでしょうか。
(「いいです。」の声あり。)
次の定例教育委員会は、５月 22 日、午後１時 30 分から開催ということ
で決定させていただきます。

教育長

以上をもちまして４月定例教育委員会を終了いたします。

午前 10 時 43 分

閉会

平成 29 年４月 26 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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