平成 29 年７月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 29 年７月 26 日(水)

場

所 平戸市役所本庁４階

出席委員
出 席 者

午後１時 13 分開会

午後２時 20 分閉会

第２委員会室

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７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

教育委員の皆様には、ご多用の中にご出席頂きましてありがとうござい
ました。
日々暑い真夏日が続いていますが、去る７月 23 日から 24 日にかけて県
中総体が県下各地で行われましたので、応援に参りましたが、暑さにも負
けない子どもたちの一生懸命なプレーに、改めてスポーツが果たす教育力
の高さを思い知ったところでした。
結果につきましては、剣道競技で中部中学校女子が優勝、生月中学校男
子が３位に入り、また、柔道女子 48 キロ級で平戸中学校の松浦さんが見
事３連覇を果たしました。
さて、本日の主な議題は、「平成 28 年度平戸市教育委員会の自己点検・
評価報告書」についてであります。教育委員会が効果的な教育行政の推進
を図り、地域住民への説明責任を果たす観点から、毎年、自らの活動状況
の点検及び評価を行うことが法律上の義務とされており、本委員会で議決
して頂く必要がありますのでよろしくお願いいたします。
また、ご案内のように、本委員会終了後、市長との総合教育会議を予定
しております。時間的な制約もございますが、事前協議を行って会議に臨
みたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
（日程第２

議事録署名委員の指名について）
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教育長

日程第２

議事録署名委員の指名についてでありますが、７月会議録署

名委員は、松本委員と筒井委員を指名させていただきます。よろしくお願
いいたします。
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、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

特にないようでございますので、６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

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ページをお開き願います。主なものについてご報告します。
まず、６月 28 日新任校長訪問として、午前中に生月中、午後に田助小
を訪問とありますが、６月下旬から７月上旬にかけまして、ご覧のとおり
新任校長訪問及び、定例学校訪問を実施しました。学校経営についての校
長説明及び授業状況を見させていただきましたが、いずれの学校も大きな
問題もなく、安定した経営がなされております。
７月２日午後からは市総合防災訓練が下中野漁港で行われました。
３日は校長研修会に、４日には田平町民センターで行われた市政懇談会
に出席しました。市政懇談会は隔年ごとに実施しておりまして、以降８月
１日までに、市内７カ所で実施します。
７日には教職員を対象とした教育講演会をたびら活性化施設で行いま
した。
11 日は教頭研修会、12 日生徒指導推進協議会が社会福祉センターで行
われました。
13 日市戦没者追悼式とありますが、都合により出席できておりません。
18 日から 19 日 県都市教育長会が西海市で開催されました。
24 日はへき地・小規模校教育研究連盟総会に出席しました。
25 日には県北地区教科書採択協議会が松浦市で開催されました。
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今後の予定です。
28 日には学校給食研究会総会、８月１日には、退職・現職校長会合同研
修会が行われます。
以上報告を終わります。
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。）
（日程第５

議事について）

それでは、続きまして日程第５

議事に移りたいと思います。

第13号議案 「平成28年度平戸市教育委員会の自己点検評価報告書につ
いて」を議題とします。事務局からの説明を求めます。
教育次長

お手元の「平成 28 年度平戸市教育委員会の自己点検評価報告書（案）」
の冊子をお願いいたします。
以下、説明省略

教育長

内容についてしばらく時間をとりたいと思います。何かございますでし
ょうか。

委員

理事兼学

14 ページの(1) いじめ・不登校対策の推進のところで、お尋ねします。
この項目の２つめに人的支援の保障のところで、「市内６つの小・中学
校に、６名のスクールカウンセラー及び１人のスクールソーシャルワーカ
ーを配置し」とありますが、結局、６校に支援を必要とされているわけで
すね。６校が不登校とかいじめとか関係しているということですよね。
いいえ。そういうことではありません。

校教育課
長
委員

そういうことではないんですか。わかりました。でも、不登校ももちろ
んですけれども、保健室等別室登校とか何人か子供たちが何人かいるらし
いことを聞いているのですが、そういうところの児童生徒を指導するため
に先生方も休み時間とかあいている時間を有効に使って対応していただ
いていると思うのですけれども、複数にいる学校では大変な仕事になって
いるのではないかと思いますので、そのようなところに支援員を配置して
いただくわけにはいかないのでしょうか。
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理事兼学
この配置については、28 年度６名のスクールカウンセラーが各学校の拠
校 教 育 課 点校におりまして、主に中学校ですが、小学校でも要請があればそこに行
長
くといったことをやっております。スクールソーシャルワーカーについて
も、実際には市内を巡回して各相談にあたっているという状況でありま
す。ですので、ここに固定ということではなくて、そこにいていただいて、
そこで連絡調整をして、必要なときに来ていただくというような体制をと
っています。
委員

精神的な支援は、スクールカウンセラーとかスクールソーシャルワーカ
ーの方が対応されますけど、保健室登校した子どもに授業を行うといった
ことをしておられるのでしょうか。

理事兼学
校教育課
長
委員

はい。

そのように対応しておられる先生方が複数におられる、学校では、大変
だろうなと思いますので。

理事兼学
特に保健室登校が問題になりますけれども、保健室登校についても、教
校 教 育 課 科を指導する場合は、免許を持った教員が指導にあたるということが前提
長
になっておりますので、その際は各教科の担任がそこに行って指導をする
というようになっております。ただ、確かに毎時間毎時間ということには
できていない状況であります。
教育長

他にありますか。

教育長

平成 31 年度の目標値の 0.5％以下に関して、国や県の平均値でも何ら
かの形で記載をしないとどの程度のものかと認識がないと思うのですが。
目標値が 0.5％以下に対して実績が 0.72％といってもただ目標をクリアし
ていないということであって、何らかのそういうような記載の方法を考え
ないといけないかもしれませんね。

理事兼学
28 年度の小学校で全国が 0.4％、長崎県が 0.3％、平戸市が 0.26％、中
校 教 育 課 学校で全国が 3.0％、長崎県も 3.0％、平戸市が 1.6％の結果が出ておりま
長
す。ここの実績の数値は小学校中学校の合算の数値となっています。
教育長

他にありませんか。よろしいでしょうか。
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（「はい。」の声あり。）
教育長

原案どおり決定してよろしいでしょうか。

全委員

はい。

教育長

ありがとうございました。全員賛成でありますので、本書を持って決定
させていただきます。
なお、この後、市長説明も行います。改めて教育委員の皆様の了解を得
るような大きな修正が生じたときには、改めて持ち回り協議をさせていた
だきたいと思います。
ただ、ささいな文言の一部修正等があった場合には、教育長に修正を一
任いただければと思いますがよろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

ではそのようにさせていただきます。
続きまして、本日、追加議案として第 14 号議案「平成 30 年度使用小学
校教科書の選定について」を提出させていただいております。事務局から
説明願います。

理事兼学
校教育課
長

以下、説明省略

教育長

この件につきまして、何かご質問がございますか。

教育長

平戸市教育委員会として、同意をするということでよろしいでしょう
か。
（「はい。」の声あり。）

教育長

そういうことで、同意するということにいたします。

教育長

（日程第６ その他について）
日程第６その他に移ります。
（１）共催・後援等について事務局の説明を求めます。
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理事兼学

後援３件について、説明いたします。

校教育課
長

以下、省略

生涯学習
推進班長

共催１件及び後援２件について、説明いたします。
以下、省略
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、22 ページをご覧ください。
まず、実績報告ですが、６月 29 日木曜日に根獅子小学校の学校適正規
模適正配置の説明会に教育次長以下５名で行ってまいりました。大方の意
見としては、そのまま存続していただきたい。まずは跡地活用についてを
優先して提案すべきではないかといった意見も出されました。次回は野子
小中学校と合わせて９月以降に説明会を開催する予定であります。６月 30
日には中津良小学校及び堤小学校の閉校の件について、中津良地区５つの
行政区の区長との面談を行いました。５名の区長が新任ということもあ
り、顔合わせを含めスクールバス運行などについて意見交換を行いまし
た。７月 14 日には奨学資金貸付制度に係る関係課協議を開催しました。
この会議は、昨年の議会定例会における一般質問で、奨学金制度を通じて
産業後継者としての定住促進が図れないかという質問を受け、関係各課と
協議検討するという答弁をふまえ開催したものであります。第１回目の今
回は、現行の奨学金制度の状況について説明を行ったところでありまし
て、各課と今後議論を重ねてまいりたいと考えております。７月 18 日に
は県知事要望に教育次長が同行いたしました。内容としましては、現在長
崎県の補助制度として公立高校の遠距離通学費補助金がありますが、平成
27 年度から改正され、実質的に遠距離通学を行う生徒の保護者の経済的負
担増となっていることをふまえ増額要望を行うものであります。
今後の予定でありますが、７月 28 日に学校給食研究会総会が開催され
ます。また、８月３日には来年度の予算編成に向けた学校予算委員会が開
催される予定となっています。以上です。

７月定例会
- 6 -

理事兼学

学校教育課です。23 ページをご覧ください。主なものだけ報告させてい

校 教 育 課 ただきます。
長
６月 30 日、市中総体陸上大会に係る打ち合わせを行いました。これに
ついては、今回が日曜日開催ということでの協議です。７月４日は無事に
終わりましたが、市内全小中学校について台風による臨時休業を行いまし
た。５日は「道徳」教科書採択の選定委員会が松浦市で行われております。
６日は県教育庁特別支援室が来課をしまして、特別支援学校の設置に向け
ての協議を行いました。７日教育講演会ですけれども特別支援教育、今回
は長崎大学の内野先生をお迎えしての講演を行っております。180 名ほど
の盛況な講演でございました。13 日に県発達障害児等教育支援連絡協議会
及び第１回就学相談担当者等研修会が県教育センターで行われておりま
す。14 日生涯学習まちづくり出前講座ということで、本課にも依頼がござ
いまして、獅子健全育成会対象で講座を行なっております。20 日は第１学
期の終業式です。21 日からの夏季休業が８月 31 日までの予定です。26 日
今日から明日までの予定で英語指導力向上地区別研修が行われておりま
す。
今後の予定ですが、31 日から８月１日のお昼にかけまして、イングリッ
シュキャンプの小学生の部を開きます。未来創造館とホテルは脇川ホテル
の２会場で行います。４日は中学校生徒会交流、子ども議会打ち合わせを
行います。８日は平戸市教育全体研修会を行います。９日は全校の登校日
となっています。この日に平和集会を全校行っております。10 日平戸市内
の初任研平戸市歴史探訪研修を行います。平戸地区と田平地区にまたがり
まして、文化交流課にご協力をいただきながら開催することとなっており
ます。23 日から 24 日にかけまして、イングリッシュキャンプの中学生の
部を行います。なお、23 日県小教研「生活・総合」研究大会が平戸・松浦
大会として行われます。25 日に子ども議会が行われます。時間は 13 時 30
分からの予定となっております。28 日は教育課程説明会が行われます。
以上です。
生涯学習
生涯学習課です。資料は 24 ページです。生涯学習課分を報告させてい
班長
ただきます。
７月７日にスポーツ少年団指導者向け第１回人材育成研修会を行って
おります。11 日には平戸市スポーツ推進委員会総会を行っております。15
日に生涯学習講演会ということで、法政大学教授 杉本龍勇氏を講師にお
迎えして文化センターで開催いたしました。500 名の参加者となっており
ます。20 日に第２回平戸市体育協会役員会を行いました。24 日から 26 日
にかけて、大島村の方で離島体験交流事業ということで小学生 50 名を対
象に開催しました。
今後の予定ですが、８月５日と６日に平戸図書館が開館２周年記念とい
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うことでイベントを行います。29 日から 30 日にかけて県社会教育研究大
会が長崎市で行われます。
以上です。
文化交流
課長

25 ページをお願いします。主なものだけ報告させていただきます。
６月 29 日に世界遺産関係でイコモス現地調査事前シミュレーションを
行いました。７月５日指定管理者選定委員会が行われまして、田助ハイヤ
節伝承館について、審査を受けました。８日には伝統的建造物群保存地区
専門委員会が行われ、29 年度の物件及び 30 年度予定の物件について現地
調査を行いました。14 日は鄭成功生誕祭を開催しました。15 日は春日海
岸清掃ボランティアということで、行いまして、10 名弱の参加でした。21
日からオランダ王国ノールトワイケルハウト市のサッカー指導者が６名
来平し、受け入れを行っているところです。25 日は「肥前窯業圏」活性化
推進協議会担当者会議が行われております。
今後の予定ですが、28 日は小学生を対象とした「商館・資料館を体験し
よう！」というイベントを開催するようにしております。29 日は中江ノ島
清掃ボランティアということで 10 名を募りまして清掃活動を行います。
８月１日に伝統的建造物群保存地区保存審議会を開催し、30 年度の事業に
ついて確定する予定です。３日から日中国交正常化 45 周年記念日中友好
都市卓球交換会ということで、北京の方で開催され、中総体卓球競技の成
績上位者を選抜して行われることとなっております。９日が世界遺産関係
でイコモス現地調査事前シミュレーションを予定しております。11 日から
お盆にかけまして無形文化財関係の行事の披露が行われます。16 日は台南
市、南安市、平戸市中学生卓球交流大会ということで、台湾の台南市で男
女各６名が訪問を行い、交流することになっております。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、内容等について何か
ございませんでしょうか。

委員

６月 30 日の市中総体陸上大会に係る打ち合わせということですけれど
も、以前、会場を佐世保市の相浦に移動をしようかという話もあったかと
思いますが、その後どのようなったかということが１点と、７月 26 日の
英語指導力向上地区別研修は、やはり小学校の教員対象ということでいい
のでしょうか。

理事兼学
まず、英語については、おっしゃるとおりで、特に英語が始まりますの
校 教 育 課 で、その件について２日間みっちり、研修をしようという内容です。
長

次に、中総体の件につきましては、当初の平戸市中総体陸上に関して、
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松浦市と一緒に佐世保市の陸上競技場で行いたいという申し出がありま
した。これについては、平戸市の総合運動公園がございます。そういう関
係上、一足飛びにそれは難しいということで話は一致していたところで
す。本年度、松浦市は佐世保市の陸上競技場で行ったということでござい
ます。平戸市は総合運動公園で行っております。中体連の意向といたしま
しては、佐世保市の陸上競技場での開催が望ましいということであります
が、事情というものも十分理解しているという点で、現在の平戸市の総合
運動公園の整備をこれを使いやすいようにしていただいて、実施をしよう
ということが現在の状況です。
教育長

他にありませんか。

教育長

では、よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

それでは、教育次長のほうから何かありますか。

教育次長

特にありません。

教育長

はい。

文化交流
課長

本日配付した資料について若干お時間をお願いします。
以下、説明省略

教育長

教育長

教育次長

何かありますか。
それでは、議事をここで閉めたいと思います。
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。
来月の教育委員会日程についてですが、事務局としては、８月 21 日月
曜日の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。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

それでは、次回は８月 21 日９時 30 分、３階中会議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。ないようで
したら、７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 20 分

閉会

平成 29 年７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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