平成 29 年６月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 29 年６月 27 日(火)

場

所 平戸市役所本庁３階

出席委員
出 席 者

午前 11 時 00 分開会

午後０時 03 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

入口理事兼学校教育課長

松本久生涯学習推進班長

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６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

教育長

皆さん。こんにちは。
６月６日梅雨入り宣言があったものの、極端な空梅雨で農家の皆さんも
お困りのようでございますが、本日に限っては、雨も降らず、風もなく、
日差しも遮られて、この時期ではまたとない現場視察でございました。世
界遺産候補の現地視察は如何でしたでしょうか。また、改めて秋にでも安
満岳を訪ねる機会でもできればと思っていますので、その折りにはご案内
させて頂きますので、ご参加して頂ければと存じます。
それでは、時間もございませんので早速、日程に従いまして委員会を進
めさせて頂きます。
（日程第２ 議事録署名委員の指名について）
日程第２、６月の議事録署名員につきましては、吉田委員、松本委員を
指名しますのでどうぞよろしくお願いします。

両委員

はい。

教育長

ありがとうございました。
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（日程第３
教育長

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、事前に配付いたしておりました
ので、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

教育長

特にないようでございますので、５月定例会の議事録は承認することい
たします。

（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。
議案書１ページをお開き願います。
主なものにつきまして報告します。
５月 23 日、長崎県市町教育委員会連絡協議会及び県市町教育委員会合
同研修会には委員皆様と出席しました。その日 17 時からＢ＆Ｇ北九州ブ
ロック連絡協議会の懇談会に出席しましました。本市での開催は黒田市長
が今年度ブロックの会長に就任したためであります。
中体連につきましては、27 日 28 日に武道・球技、６月７日に相撲、18
日に陸上が行われました。結果については、お手元に配布しています。
６月５日から 21 日まで、６月定例議会でありました。一般質問 10 名中
６名が教育委員会関係の質問をされました。11 日の「平戸市少年の主張大
会」には、約 600 名の方にご来場頂きました。
今後の予定でございます。
７月４日から田平町民センターを皮切りに、市内７地区におきまして
「市政懇談会」が開催されます。７月 13 日は「市戦没者追悼式」です。ま
た、当日夕刻から「鄭成功誕生祭・前夜祭」が行われます。18 日～19 日に
かけて都市教育長会が西海市で開催されます。
以上であります。
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、続きまして日程第５報告です。
第９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、
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平成28年度平戸市一般会計補正予算（第８号）
平成29年度平戸市一般会計補正予算（第１号）
工事請負契約の締結について
それぞれ一括して事務局からの説明を求めます。
教育総務
第９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
課長
てでございますが、平成 28 年度平戸市一般会計補正予算（第８号）、
平成 29 年度平戸市一般会計補正予算（第１号）、
工事請負契約の締結についてそれぞれ資料を基に説明いたします。
以下、説明省略
教育長

説明が終わりましたので、質疑応答を行います。まず、専決第４号 平
成 28 年度平戸市一般会計補正予算（第８号）について、ご意見等ござい
ませんか。

教育長

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、専決第
４号 平成 28 年度平戸市一般会計補正予算（第８号）については、承認
とします。

教育長

続きまして、議案第 48 号

平成 29 年度平戸市一般会計補正予算（第１

号）について、ご意見等ございませんか。
教育長

ちょっと、わかりにくいと思いますので、入口課長、防災教育を中心と
した実践的安全教育総合支援事業（度島）の経緯について、少し説明して
いただけますか。

理事兼学
この事業は元々国の研究指定です。学校の研究指定の事業ですけれど
校 教 育 課 も。国の指定を受けて、県が受皿となり県からの委託事業となっています。
長
今年度は平戸市にお願いしたいということで、平戸の中でもどの学校がい
いかということで選定しました。今、原子力関係で島の方々と学校が一体
となって防災にあたっている度島が良いのではないかということ。それか
ら、度島は離島という関係から、さまざまな災害については、自分たちで
対応しなくてはならない機会が多くなる。そういう点で、度島の小中学校
を指定校といたしております。具体的には、先ほどの説明にあったように、
東北の被災地である宮城県石巻市を訪問して、災害の状況などを子どもた
ちに知らせて、子どもたちに災害に対する構えというものを持ってもら
う。学校として、さまざまな災害に対してのどういう対応をするかという
研究をする。その研究を島の方と協働で行うということでその指定を受け
ております。発表は次の年の１月から２月あたりに行いたいという予定に
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しております。
教育長

委員

よろしいでしょうか。事業費は 1,200 千円で財源は、丸々委託金となっ
ています。
発表ということは、どういうことでしょうか。

理事兼学
はい。度島の現地で行うか。こちらで行うかまだはっきりしていません
校 教 育 課 が、研究発表をこの市内の学校の関係者であるとか。全県的なことになる
長
かと思いますが、そういう方を招いてやろうということを考えています。
つけくわえますと、毎年長崎県内でも順番に行っておりまして、前回は
五島市で、その前が島原半島の各市で行われていたということでありま
す。
教育長

他にございますか。よろしいですかね。
（「はい。」の声あり。）

教育長

教育長
委員

それでは、平成 29 年度平戸市一般会計補正予算（第１号）については、
報告済みとさせていただきます。
続きまして、工事請負契約の締結についてのご意見等ございませんか。
平戸小学校校舎大規模改造事業の工事の内容を少し具体的に教えて得
いただければと思います。たとえば鉄骨だけ残して、すべてをやりかえる
ということになるのでしょうか。

教育総務
はい。資料で申しますと９ページにありますが、工事概要として鉄筋コ
課長
ンクリート造 ３階建て 床面積 2,051 ㎡ 屋根防水改造工事一式、外壁
改造工事一式、内部床、壁、天井改造工事一式となっております。あと、
電気設備や機械設備の改修となっております。だいたいの基礎の部分は残
した形での内装と外壁の改修となる予定です。
理事兼学
教室は一新されます。それから、トイレも新しくなり、今度は洋式が増
校 教 育 課 えます。
長
教育長

それでは、工事請負契約の件ついてはよろしいでしょうか。
はい。それでは、工事請負契約の締結については報告済といたします。
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（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４件について、説明いたします。
以下、省略

生涯学習
推進班長

共催１件及び後援５件について、説明いたします。
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

教育総務
課長

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。
教育総務課でございますが、45 ページをご覧ください。
実績報告といたしまして、５月 25 日に学校事務職員研修会を行ってお
ります。６月５日から 21 日にかけまして、市議会６月定例会が行われ、
９日と 12 日が一般質問、13 日に議案質疑が行われ、15 日に文教厚生委員
会が行われました。戻りまして、14 日に第１回北部地区学校給食担当者会
に出席いたしました。16 日に学校給食担当栄養士事務打ち合わせ会に出席
させていただきました。20 日は学校給食研究会役員会が行われ、出席いた
しました。それから、22 日は志々伎小学校の第２回目の適正規模適正配置
の説明会 26 日は野子小中学校の第２回目の適正規模適正配置の説明会を
開催いたしました。現場の意見といたしましては、今のところ統合する考
えはないという意見が大半でありました。
今後の予定でありますが、29 日に根獅子小学校の第２回目の適正規模適
正配置の説明会を開催予定であり、13 日は戦没者追悼式が行われます。
以上であります。

理事兼学

学校教育課です。46 ページをご覧ください。実績報告として主なものだ
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校 教 育 課 け報告させていただきます。
長

５月 27 日平戸市中学校総合体育大会が 28 日まで行われました。内容は
球技・武道で、このことの結果につきましては、別紙で本日お配りしてお
りますが、後で簡単に説明させていただきます。29 日に第１回県北地区採
択協議会、これは道徳の教科書の採択協議でございます。筒井委員に出席
をしていただきました。ありがとうございました。６月２日平戸市校長研
修会が開催されました。５日「長崎っ子の心を見つめる教育週間」が７月
まで全市内の小学校中学校で行われる予定になっています。６日は学校保
健会総会及び研究大会が行われました。14 日平戸市教頭研修会開催されま
した。16 日は小学校デジタル教科書操作説明会算数と社会科及び 19 日に
理科と私たちの平戸市ということで操作説明会を行っております。18 日平
戸市中学校総合体育大会陸上競技が開催されました。26 日新任校長校訪問
として、田平北小と中野中を訪問いたしました。
今後の予定としましては、28 日新任校長校訪問指導として、生月中と田
助小を訪問する予定です。７日に特別支援教育ということで教育講演会が
行われることになっています。11 日市教頭研修会を予定しております。20
日が１学期の終業式となっています。21 日から８月いっぱいが夏季休業と
いうことになります。なお、22 日から 24 日にかけて長崎県中学校総合体
育大会が県内各地で行われる予定になっています。
以上です。

生涯学習
生涯学習課です。資料は 47 ページです。生涯学習課分を報告させてい
推進班長 ただきます。
６月 11 日にコラスまつりと少年の主張大会を行っております。少年の
主張大会の結果については、49 ページに結果を掲載いたしておりますの
で、後ほどご覧いただきたいと思います。22 日に平戸市少年補導員連絡協
議会総会・研修会、25 日に県少年センター補導員連絡協議会総会研修大会
ということで多くの補導員の皆様に参加していただきました。
今後の予定でありますが、７月 15 日に生涯学習講演会ということで、
法政大学教授 杉本龍勇氏をお迎えして文化センターで開催いたします。
これにつきましては、平戸市サッカー協会に委託して実施するものでござ
いまして、委員の皆様にはぜひご参加いただければと思います。24 日には
従来、高島で行っておりました離島体験交流事業でございますが、本年度
は大島村の方で開催するものです。参加料についても 5,000 円から 2,000
円に引き下げを行い、現在、多くの小学生に参加の呼びかけを行っている
ところです。以上です。
教育長

はい。以上各課長から報告がありましたけれども、何かございませんで
しょうか。
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委員

学校給食費の口座振替について、今年度から公会計化となり、手続きが
スムーズにいったのかどうか。トラブル等なかったのかどうか。お尋ねし
たい。

教育総務
課長

今のところ、大きなトラブル等は伺っておりません。

委員

口座振替は、大島地区もですよね。

教育総務
課長

はい。そうです。

委員

年間の引き落としの計画も一緒に入っていましたよね。

教育総務
はい。そうです。通常、夏休みを考慮し４月から２月までの支払いとし
課長
ていましたが、今年度から公会計化となりまして、事務の手続き上５月か
ら３月までの支払いとさせていただいております。
委員

計画でいきますと振替の日にちがまちまちじゃないですか。なぜなんで
しょうか。

教育総務
基本的に毎月 27 日が振替日となっています。しかしながら、月によっ
課長
ては、金融機関の営業日の都合で、土日などをはさみますとその次の営業
日に振替となります。
教育長

ほかにありますか。

委員

デジタル教科書の算数が入っているらしいですが、本当に入っているの
でしょうか。

理事兼学
今、入ったばかりです。だから、操作説明会を実施したばかりでありま
校 教 育 課 す。入っている教科は、算数と理科と社会科の５年生６年生で、３年生と
長
４年生は郷土学習の「私たちの平戸市」をデジタル版にしております。そ
れをかえることにしております。今、使い方を説明したばかりなので、ま
だすべての教員が使えるかどうかは、まだもうちょっと時間がかかるかな
と思います。
委員

「私たちの平戸市」は、何年生で使われているのでしょうか。
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理事兼学
ご存知のとおり、３年生４年生の社会科で、教科書と併用して使いたい
校 教 育 課 と思っています。教科書のような排列にしています。例えば、農業とか漁
長
業とかも教科書の教える内容に沿っています。ですので、「私たちの平戸
市」を併用して使えるようにしております。次回の委員会で、ご紹介がで
きればと思っております。
教育長

他にございますか。よろしいでかね。
（「はい。」の声あり。）
ありがとうございました。それでは、教育次長のほうから報告をお願い
します。

教育次長

教育長

はい。今回は 10 名の一般質問があり、うち教育委員会に関連するもの
が６名でした。
以下、説明省略
今の報告について何かありますか。よろしいですかね。
（「はい。」の声あり。）

教育長
委員

それでは、その他に移ります。何かありますか。
少年の主張大会で、中学生もすばらしかったんですけれども、小学生が
本当に子ども目線で平戸市をどうして行くかということでなるほどねと
いった作品がたくさんあったわけなんですけれども。それに対して、子ど
もなりの考えが生かされるような方策は考えておられるのでしょうか。

理事兼学
確かに和牛農家の件で自分もあとを継ぎたいという意見や産婦人科が
校 教 育 課 ないといういい意見もございました。当日はたくさんの市議会議員の皆様
長
も来ておられましたので、十分に聴かれたのではないかと思っておりま
す。それから、中学生のことなんですけれども、本年度は子ども議会があ
りますので、中学生なりの考え方で、質問があります。これについては、
市議会の方も注目をされているということですので、その点で、恐らく質
問に対して、どのように市当局が答えて、そしてどのように実現されるか
については、ある程度期待ができるのではないかと思っております。
委員

やはり、子どもたちが、あれだけ言っているのを自分たちが訴えたこと
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が少しでも、生かされたんだなというような、少年の主張大会に出場する
に当たり、子どもたちがすごく時間をかけ練習をして、発表したわけです
ので、その辺の子どもたちの意見が吸い上げられて、まがりなりにも形な
ったんだよといえるものがつながっていけるとうれしいなと感じた次第
です。
教育長

今回、市長は所要で不在でしたが、事前に作品に目を通しました。また、
当日は、市議会議員がたくさんお見えでしたが、どなたも非常に感動して
おられました。我々大人も大きな勇気をいただきました。

理事兼学
ひとつつけ加えさせてください。以前、野子中の生徒がＩＣＴのタブレ
校 教 育 課 ットを使った授業を行いたいということを発表しまして、そのことがＩＣ
長
Ｔ教育の整備を後押ししてくれたという例があります。
教育長
委員

教育長

いくつかそういう事例があるようですね。ほかにありますか。
少年の主張大会は、毎年回を重ねるごとにレベルが上がっているように
感じます。将来の平戸市のことを考えるというこのような大会は子どもに
とって非常にいい機会のなるのではと思います。
よろしいですか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

それでは、議事をここで〆たいと思います。
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、７月 26 日水
曜日の 13 時 15 分から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、総合教育会議を 15 時から開催でき
ないかと考えております。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。)

教育長

それでは、次回は７月 26 日 13 時 15 分、４階第２委員会室ということ
でよろしくお願いします。ほかに事務局から何かありますか。はい。ない
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ようでしたら、６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０時３分

閉会

平成 29 年６月 27 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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