平成 29 年５月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 29 年５月 22 日(月)

場

所 平戸市役所本庁３階

出席委員
出 席 者

午後１時 25 分開会

午後２時 08 分閉会

中会議室

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
久家生涯学習課長

入口理事兼学校教育課長

平松教育総務課長

野口文化交流課長

発言者

質疑等

教育次長

(日程第１開会)
ただ今から、平成 29 年５月平戸市定例教育委員会を始めさせていただ
きます。
教育長お願いいたします。

教育長

皆さん。こんにちは。本日は、委員の皆様にはご多忙のところご出席い
ただきありがとうございました。
５月に入りまして、本格的なスポーツシーズンを迎えたところですが、
大方の小中学校では、体育祭が行われました。私も何校か見せていただき
ましたが、いずれも天候に恵まれ、内容的にも充実したものでございまし
た。委員の皆様にはそれぞれ地域の学校の運動会をご激励いただきまして
ありがとうございました。
さて、私は先週奈良市で開催されました全国都市教育長会議定例総会及
び研究大会に出席してまいりました。なかなか研修する機会がありません
でしたので、昨年に引き続きまして参加させていただきました。この大会
の中で、長崎市の馬場教育長が全国都市教育長会議の会長に選任されまし
た。会員約 800 名の教育長の中での会長ということで、私たちにとりまし
ても誇りに思ったところであります。また、研究大会では、文部科学省か
らの講話や指導助言、各都市からの先進事例発表なども行われまして、国
の考え方や先進的な取組状況に触れることができ、大変刺激を受けてまい
りました。内容につきましては、後日、何らかの方法でお知らせできれば
と思っているところでございます。本日は委員会終了後に明日開催の市町
村教育委員会連絡協議会総会研修会の勉強会も予定されているようでご
ざいます。長時間になりそうですので、何卒よろしくお願いいたします。
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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。

教育長

（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、５月会議録署名
委員に末吉委員と吉田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

ありがとうございました。

教育長

（日程第３ 議事録の承認について）
日程第３、議事録の承認でありますが、あらかじめご確認いただいてい
るものと思います。
内容についてご不明な点等ございますか。
（「ありません。」の声あり。
）

教育長

特に異議がないようですので、４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

議事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）
続きまして、日程第４ 教育長報告でございます。
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。
４月 27 日木曜日から 30 日日曜日まで、台湾親善訪問団として主に台南
市を訪問いたしました。ご承知のように鄭成功を縁とする台南市との友好
関係でありまして、向こうでは鄭成功台湾上陸 356 周年が行われておりま
した。５月１日は、定例部長会、夜に市体育協会の役員会が行われました。
ここには役員会となっていますが、実質的な体育協会の総会でありまし
た。新年度の方針等について協議していただきました。12 日は市奨学資金
貸付基金運営委員会が開催されました。午後は市ＰＴＡ連合会総会が開催
されました。14 日に各地で運動会が開催されましたが、私は紐差小学校の
方に出席させていただきました。18 日から 19 日にかけて、全国都市教育
長協議会総会研究大会に奈良市に行ってまいりました。21 日は田平町内の
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運動会が開催されましたが、田平南小学校を見せていただきました。
本日午前中は、図書館運営協議会が開催されました。
今後につきましては、明日 23 日は市町村教育委員会連絡協議会の総会
が大村市で行われます。それから、市中学校総合体育大会が 27 日から 28
日にかけて、球技、武道が行われます。６月５日から市議会定例会が行わ
れます。それから、10 日に民生委員制度創設 100 周年記念大会が平戸文化
センターで大々的に開催されます。11 日が少年の主張発表大会が平戸文化
センターで開催されます。18 日には市中学校総合体育大会の陸上競技がラ
イフカントリーで開催されます。以上であります。
教育長

何かご質問等ありませんか。よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

（日程第５ 報告について）
それでは、日程第５報告です。
第８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８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
教育長

ご意見等ございませんか。
よろしいですかね。はい。ありがとうございました。それでは、第８号
報告について、承認いたしました。
（日程第６

その他について）

教育長

日程第６その他を議題といたします。
（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件及び協賛１件について、説明いたします。
以下、省略

理事兼学
校教育課
長

後援２件について、説明いたします。
以下、省略
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生涯学習

共催１件及び後援６件について、説明いたします。

課長

以下、省略

教育長

以上の共催・後援等について、何かご質問等はありませんか。

教育長

承認することでよろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

共催・後援等については承認することといたします。
次に、(2) 各課長から報告をお願いします。

教育総務
課長

教育総務課でございますが、40 ページをご覧ください。
実績報告といたしまして、４月 28 日に学校給食担当栄養士事務打ち合
わせ会に出席いたしました。５月 12 日には平戸市奨学資金貸付基金運営
委員会を未来創造館で開催いたしました。なお、本年度の奨学志願者は３
名でございました。午後からは平成 29 年度平戸市ＰＴＡ連合会総会に出
席いたしております。
今後の予定といたしましては、５月 25 日に新任学校事務職員研修会を
開催するようにしておりまして、６月５日からは市議会６月定例会が開会
となります。以上であります。

理事兼学
学校教育課です。41 ページをご覧ください。主なものを報告させていた
校 教 育 課 だきます。
長
４月 27 日に県市町指導主事等研修会がございまして、28 日までの両日
長崎市で研修を行いました。30 日からは運動会が市内の小学校中学校を皮
切りにございました。これについては、先月の教育委員会で配付いたしま
した予定表どおり、すべての運動会が無事に終了しているところでござい
ます。５月２日には長崎県小学校教育研究会平戸支部総会が平戸小学校で
ありました。９日には平戸市校長研修会が田平町民センターでありまし
た。この日からイングリッシュサークルが記載している日程で順調に開講
しております。10 日から 11 日にかけて県校長会研究大会が大村市で行わ
れております。また、同日から保育所とか幼稚園の訪問を開始しておりま
す。22 日は中総体のための市内の中学校の代休日となっております。この
ことについては、43 ページに平戸市中学校総合体育大会として各予定を記
載しております。27 日 28 日の球技、格技を主なところとして、あと陸上
競技と相撲がございます。10 月には駅伝大会が予定されています。そのた
めの代休日でございます。
今後の予定としましては、24 日から 25 日まで県・市町学校教育課長等
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会議が長崎市で開催されますので、私が出席いたします。29 日が市内中学
校の代休日となっております。６月２日に平戸市校長研修会があります。
６日に平戸市学校保健会総会及び研究大会が行われます。７日に平戸中学
校総合体育大会相撲の部が中野中学校で行われます。備考に未定となって
おりますが、43 ページの資料に時間が記載されておりますので、よろしく
おねがいします。それから、14 日に平戸市教頭研修会が開催されます。以
上です。
生涯学習
生涯学習課です。資料は 42 ページです。生涯学習課分を報告させてい
課長
ただきます。
５月１日に平戸市体育協会役員会が開催されました。本年度は役員の改
選時期でなっておりまして、副会長が１名欠員となっておりましたけれど
もその欠員補充も含め三役がすべて決定いたしました。９日には市町村社
会教育主管課長及び担当者会議が長崎市で開催されております。18 日には
平成 29 年度第１回県少年センター連絡協議会所長会が大村市で開催され
ております。
今後の予定でありますが、明日 23 日に北九州ブロックＢ＆Ｇ地域海洋
センター連絡協議会の総会が本市で開催され、本年度平戸市長が会長に就
任する予定となっております。24 日に県公民館連絡協議会第１回理事会が
長崎市で開催されます。６月 11 日には、例年秋に開催されておりました
コラスまつりが未来創造館であり、午後からは文化センターで少年の主張
大会が開催されますので、委員の皆様方の参加をよろしくお願いいたしま
す。以上報告を終わります。
教育長

文化交流課長ありませんか。

文化交流
課長

ありません。

教育長

各課長の報告が終わりました。はい。それでは質疑を受けたいと思いま
す。何かご質問等ございますか。

教育長

それでは私の方から。５月 12 日の市奨学資金貸付基金運営委員会につ
いてでありますが、今年は３名募集がありまして、３名が合格となりまし
たけれども、今の状態では、基金そのものが１億２千万円ほどあるんです
が、その利用頻度が 50％いってない状況でありまして、利用頻度が低いこ
ともあって、資金の貸付のルールを少し考えるか。あるいはもう少し周知
徹底を図るか。という議論がありました。ということと、もう一つは募集
時期がいつも本市は遅くなるんですね。５月頃しているんですね。４月頃
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募集して５月にしているものですから、その奨学資金が先取りしてしまう
ということで、どうしてもその対応が遅れてしまうということで、奨学資
金そのものも 30 万円の支度金についても少し前倒しして、奨学資金を募
集したり、決定したりする必要ではないかといった話が出たところであり
ます。
特にないですか。
教育長

ないようでしたら、質疑を打ち切りたいと思います。各課長の報告につ
きましては、以上のように報告させていただきます。次に教育次長のほう
から何かありますか。

教育次長

はい。６月議会が５日から始まりますが、21 日までの予定となっており
ます。
今回は、教育委員会関係は、３点の議案を予定しています。
まず、１点目に平成 28 年度の決算見込みに伴う補正につきましては、
スクールバス整備事業、大島村公民館整備事業、生月町開発総合センター
大規模改修事業の入札に伴う減額、また、特別支援教育支援員配置事業の
執行残が、補正の主なものです。
２点目に、平成 29 年度補正予算で、中津良小、堤小の津吉小への統廃
合に伴う、スクールバス購入２台及びその車庫、並びにスクールバス運行
に伴うバス停の標識等の環境整備の補正となっています。
３点目に、追加予定議案として、工事請負契約の締結について平戸小学
校大規模改造工事請負契約に係るもので、これは１億５千万円以上の工事
は議会議決が要するためです。なお、入札は６月１日を予定しております。
以上が議会に提案する議案となっております。

教育長

今の報告については、よろしいですかね。
（「はい。」の声あり。）

教育長

それでは、その他に移ります。何かありますか。

理事兼学
44 ページ 45 ページをご覧ください。両ページに夏季休業中の学校の閉
校 教 育 課 庁日の設定についてという文書をつけております。
長
以下、説明省略
教育長

ただいま、説明がありましたように長崎県では検討しているようであり
ます。平戸市でもこのようなことで検討しているということでございま
す。ということでよろしいでしょうか。
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理事兼学
一つだけよろしいでしょうか。このことにつきましては、ご承認をいた
校 教 育 課 だきましたので、学校からですね。まず保護者や地域の方に周知をすると
長
いうことで実行の方向で進めたいと思います。
教育長

その他について、他に何かありますか。

委員

大島小学校に韓国の子どもが２人来ております。民生委員から話を聞い
ているのですが、ほとんど日本語を話せていないと。児童がですね。ご両
親はわかるそうですが。だから、韓国語でしゃべったときに、タブレット
か何かで、翻訳できるようなものはないでしょうか。

はい。その話については私たちもお伺いし、他とも話しをしているとこ
理事兼学
校 教 育 課 ろです。翻訳ですね。その機械があればねという話はしているんですが。
長
今、余っているものを新しく買うことができないものですから、余ってい
るものがないかどうか探しているところです。大島の中でも少し韓国語が
できる方がいらっしゃるという話もお聞きしているんですが。そういう方
にも少しご協力いただきながらですね。しばらくの間対応をしていけば、
そういう状況の子どもも１から２ヶ月でだいたいの日本語は慣れてくる
のかなと思っております。具体的には申し訳ありませんが、そのための支
援員を配置するということも現在できない状況でございまして、これが年
度途中で来られるということがわかったものですから、なかなかそういう
支援ができないような状況になっております。

委員

危険なときとかですね。そういう言葉がわからなければ対応が難しいと
思うんですよね。そこらへんを十分に配慮してほしいなと思います。まあ、
普段の生活の中では、中には小学生が韓国語を勉強しているというような
児童もいるらしいんですよ。その子どもさんがほとんど日本語をしゃべれ
ないということですから、しゃべっても先生方がわからなければ、緊急の
ときとかは大変だと思うんですよね。だから、そういうこともできるだけ
善処してほしいなと思っていますので、よろしくお願いします。あくまで
も、学校から聞いたのではなく、民生委員さんから聞いております。

理事兼学

今、おっしゃったとおり、一家で大島に移り住んで来られた。お父さん

校 教 育 課 は、日本語を理解できますし、きれいな日本語で話すことができます。お
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長

母さんは、だいたい話すことはわかるんですが、子どもたちは全くわから
ない状況であります。いつまでおられるかということは、未定のようなん
ですね。これが期日がわかれば対応があるんですけれども。１年後までな
のか２年後までなのかということも決めていない状況ということであり
ます。

教育長

機械自体はあるんですか。翻訳機みたいなものがあるとすれば、ある意
味合理的配慮ですよね。学校の先生にしろ、その子どもにしろ、一定伝え
たいことを伝えるための予算措置があるかないかは別としても、そういう
ものがあれば前向きに検討するというのが、当然ではないかと思います
が、いかがでしょうか。

翻訳のソフトはあるようです。あるようなんですが、まだ確認はしてお
理事兼学
校 教 育 課 りません。たとえば、スマホでも翻訳のソフトはありますので、恐らくパ
長
ソコン用もあるのではないかと思っております。

教育長

学校からそういう要望があれば、それは対応するように努力すべきこと
ではないかなと思います。少し考えて見ましょうか。そのほかに何かあり
ませんか。

教育長

ないようであれば、議事を〆たいと思います。
それでは、次回の定例会の日程について事務局案をお願いします。

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、６月 27 日火
曜日の午前９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。その際に年度当初でも申し上げておりましたとおり、勉強会を
入れたいと考えております。世界遺産の関係もできれば入れたいと考えて
おります。よろしくお願いします。

教育長

はい。日程はよろしいでしょうか。
(「はい。」の声あり。)
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教育長

ほかに事務局から何かありますか。はい。ないようでしたら、５月定例
教育委員会を終了いたします。ありがとうございました。

午後２時８分

閉会

平成 29 年５月 22 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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