平成 29 年８月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 29 年８月 21 日(月)

場

所 平戸市役所３階

出席委員
出 席 者

午前９時 30 分開会

午前 10 時 15 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

松本スポーツ推進班長

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８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

まだまだ暑い日々ですが、少し秋の気配を感じる今日この頃ではないか
と思います。
早速ですが、非常に残念な報告からはじめなければなりません。
ご心配をお掛けしています８月１日に起こりました中津良小学校の村
田教諭の事件につきましては、臨時教育委員会で報告させていただいたと
ころですが、電話でご案内しましたように、８月 18 日午前８時 58 分に
『児童ポルノに係る行為等の法律違反』により、沖縄県本部署に再逮捕さ
れました。
容疑は、平成 27 年３月頃、長崎県内の 18 歳未満女性Ａを密かに被害者
の着衣を着替える姿態を撮影し、もって児童ポルノを製造したものであり
ます。
後ほどその件につきましては、会議を切り替え協議させていただきま
す。
それでは、これより８月定例の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、８月会議録署
名委員は、筒井委員と末吉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。
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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

教育長

特にないようでございますので、７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。
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。
７月 27 日、８月４日に市政懇談会が中部地区と生月地区で開催されま
した。教育委員会関係では、学校の暑さ対策のためにせめて扇風機の設置
をすべきだ。とのご意見が出されましたので、是非設置したいと答弁しま
した。また、生月町中央公民館整備の要望が出されました。
８月１日、退職・現職校長会合同研修会に出席しました。講演会では、
平戸高校の林田誠一校長が「高校生と俳句」と題し、俳句の魅力、俳句の
教育力について話されました。実に充実した内容の興味深い話しでありま
した。
８月７日に新しいＡＬＴ２名の辞令を交付しました。翌８日には市内全
小中学校職員を対象とする「市教育会全体研修会」に出席しました。
今後の予定ですが、23 日 24 日に中学生対象のイングリッシュキャンプ
が行われます。25 日は子ども議会です。市内中学校全校から２名ずつ 18
名の質問者が登壇します。
以上報告します。何かお尋ね等ございましたらどうぞ。
（「はい。」の声あり。）

教育長

（日程第５ その他について）
日程第５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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教育総務

後援１件について、説明いたします。

課長

以下、省略

理事兼学
校教育課
長

共催１件について、説明いたします。
以下、省略

生涯学習
課スポー
ツ推進班

共催１件及び後援１件について、説明いたします。
以下、省略

長
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。
（「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

教育総務課でございますが、16 ページをご覧ください。

課長

まず、実績報告ですが、７月 28 日学校給食研究会総会及び講演会がた
びら活性化施設で、また第１回安全衛生委員会が行われ、未来創造館及び
平戸消防署の職場環境の安全パトロールした後に、総会が行われました。
８月３日には来年度に向けた学校予算委員会が未来創造館で行われ、学校
用務員の研修会を田平町民センターで開催いたしました。18 日には、第２
回奨学資金貸付制度に係る関係課協議を行いました。
今後の予定ですが、22 日には長崎県学校給食研究協議大会が佐世保市で
開催されます。22 日から 24 日にかけて教育総務課及び学校教育課を対象
に市の定期監査を受けることとなっております。30 日には拡大予算委員会
が田平町民センターで開催されることとなっております。以上です。

理事兼学
学校教育課です。17 ページをお願いします。主なものだけ報告いたしま
校 教 育 課 す。７月 27 日に英語指導力向上地区別研修と中堅教諭等資質向上研修区
長
別研修会がそれぞれ 28 日まで行われました。31 日から８月１日にかけて
小学生を対象としたイングリッシュキャンプを１泊２日で行いました。子
どもたちも昨年度以上に内容が充実していたということで、非常にために
なったという感想でありました。３日には教諭逮捕の件で緊急校長研修会
を開いております。内容についての理解と今後の対応について協議を行っ
ております。４日には、中学生生徒会交流と子ども議会のリハーサルを行
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っております。９日は全校登校日で、各学校で平和集会を行っております。
10 日は初任者研修平戸市探訪研修を行っております。11 日から 16 日まで
は、休日を利用して県下一斉の学校閉庁を行っております。17 日には初任
者研修「地区独自の研修」を松浦市役所で行っております。
今後の予定ですが、22 日に初任者研修「地区独自の研修」を行う予定で
す。23 日から 24 日にかけて１泊２日で中学生を対象としたイングリッシ
ュキャンプを行う予定です。25 日は子ども議会を行います。内容について
は、先ほど配付しました一覧表のとおりです。開会行事のあとに一般質問
18 件、昼食をはさんで行う予定です。28 日は教育課程説明会をたびら活
性化施設で行います。29 日は平戸市就学相談を行います。同日、中堅教諭
等資質向上研修区別研修会を行います。９月１日は２学期の始業式です。
５日は平戸市校長研修会を田平町民センターで行う予定です。６日英語指
導力向上地区別研修が行われます。これは本来夏季休業中に行われる予定
でしたが、台風接近のために延期されていたものがこの日となりました。
12 日に平戸市教頭研修会とありますが、これを９月 26 日に訂正をお願い
します。行事が重なりまして、この日に延期されております。以上です。
生涯学習
生涯学習課です。資料は 18 ページです。
課スポー
８月５日６日で平戸図書館２周年記念イベントを開催しております。時
ツ 推 進 班 間帯は、両日ともに 10：00 から 15：00 までとなっており、内容としまし
長

ては、赤ちゃんおはなし会、ブックトーク＆クイズ大会、親子 de コンサ
ートなどさまざまなイベントを開催し、２周年を記念しております。６日
は田平地区の第 46 回子ども会球技大会が、13 日には生月地区の第 53 回
町内軟式野球大会が、それぞれ行われました。昨日 20 日は中部地区民球
技大会と北部地区対抗親善ソフトボール大会がそれぞれ行われました。
今後の予定ですが、県社会教育研究大会が 29 日から 30 日にかけて行わ
れます。９月２日から３日まで県地域婦人団体研究大会が諫早市で開催さ
れます。関係団体と担当者が出席するようにしています。３日は第 12 回
平戸市市民体育祭の総合開会式をライフカントリーで開催します。加盟団
体が 19 競技ありますが、ラグビーが競技人口が減っているため、今年は
開催を断念するということで報告を受けております。18 競技が 10 月いっ
ぱいまで開催される予定です。同じく田平町相撲大会・町内子ども相撲大
会が行われる予定です。６日から８日まで中野小学校区の通学合宿が開催
されます。16 日北部体育振興会主催によります仲秋の名月グラウンドゴル
フ大会、22 日生月地区体育振興会の第 36 回町内ゲートボール大会、24 日
も第 52 回町内ソフトボール大会が生月地区体育振興会の主催で行われま
す。25 日に第 25 回田平町グラウンドゴルフ大会が開催されます。28 日か
ら 30 日にかけて生月小学校区の通学合宿が本年度から開催されるように
なりました。まちづくりのほうと連携しまして、実施するようにしており
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ます。以上です。
文化交流
課長

文化交流課分を報告いたします。19 ページをお願いします。
まず、７月 29 日に世界遺産の構成資産になっている中江ノ島清掃ボラ
ンティア作業を行いました。８月１日平戸市伝統的建造物群保存地区保存
審議会を大島村公民館で開催しました。３日から８日までの日程で日中国
交正常化 45 周年記念日中友好都市卓球交換会が中国北京市で行われまし
た。６日枝幸いきいき交流受入ということで北海道枝幸町から６名の中学
生が本市を訪問し、ホームステイなどの受入れを行いました。７日はオラ
ンダからの新しいＣＩＲ（国際交流員）への辞令交付を行いました。９日
イコモス現地調査の最終のシミュレーションを行いました。11 日から市内
の民俗芸能であるジャンガラや盆ごうれいなどが、随時開催されました。
16 日台南市・南安市・平戸市中学生卓球交流大会が、台湾台南市で開催さ
れました。本日から 24 日までインターンシップ学生受入れということで、
長崎国際大学から１名を受け入れるようにしています。
今後の予定ですが、お手元にチラシを配付させていただいておりますよ
うに、25 日に京都大学交響楽団公演が平戸文化センターで行われる予定と
なっております。入場は無料、18：00 開場の 18：30 開演となっておりま
す。なかなかこのようなレベルのオーケストラ開催の機会はございません
ので、ぜひお誘い合わせのうえご来場いただけたらと思います。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

17 ページの小学校中学校のイングリッシュキャンプは、それぞれ何人く
らいの参加でしょうか。

理事兼学
校教育課

小学校中学校とも、40 名ずつの参加となっております。

長
委員

応募はどれくらいでしょうか。

理事兼学
校教育課
長

応募は、小学生が 70 名ほど、中学生が 60 名弱であったと思います。

委員

定員を増やすというわけにはいかないのでしょうか。
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理事兼学

定員については、それに対応する指導者、現在ＡＬＴを中心に充てて開

校 教 育 課 催しておりますが、実際のところ本市だけのＡＬＴでは不足している状況
長
です。本市には５名いるのですが、５名プラスあと松浦市や佐世保市に相
談して派遣していただいて開催しておりますので、なかなかこれ以上増え
ますとＡＬＴ１人当りの子どもの数が増えることになり、本来の外国人と
話しをする機会が減るのではないかということで、現状としてはこれ以上
増やすというのは難しい状況です。
委員

小学生は何年生からですか。

理事兼学
校教育課
長

小学生が、５年生６年生が対象で、中学生は１年生からです。

委員

６年生限定ということはできないのでしょうか。５年生６年生ではなく
て。そうすると抽選で落ちないのではないかと思います。

理事兼学
今回が２回目となっておりますが、平戸市内の英語の学習を希望する人
校 教 育 課 から幅広くということで、スタートいたしましたので、５年生であっても
長
５年生なりに勉強をしたいということであれば、チャンスを与えようとい
うことで開催しております。ただ、おっしゃるとおり、前年度のこのキャ
ンプを受講したものについては、次年度は遠慮していただくとか、そうい
うさまざまな方向から、次回からは検討しなければならないのではないか
と思っております。
委員

早い者勝ちではないのですね。

理事兼学
校教育課

はい。早い者勝ちではなくて、厳正なる抽選を行っております。

長
委員

理事兼学

平戸市が昔から外国との交流ということをやってきており、平戸の目玉
でもありますので、予算を伴うということもありますが、ぜひ人数という
よりも機会を増やしたりとか、その辺を含めて検討していただけるといい
のかなと思います。より多くの子どもたちが英語を身近に話せるような雰
囲気づくりをぜひ進めていただきたいなと思います。
ありがとうございます。

校教育課
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長
教育長

このイングリッシュタウン事業ですが、県の教育長会議でもそのような
議論になりまして、平戸市は、実に早い取組みでですね。全国的にもイン
グリッシュキャンプというのはいち早く取り組んだ自治体の一つだろう
と思っております。今、非常に流行りつつあります。よそに事例がなかっ
たものですから、本当に手作りなんですね。観光課も一緒に取り組んでい
ただきまして、連携した取組みが行われております。
もう一つはですね。英語検定を以前は小学校１回、中学校１回それぞれ
やっていましたが、各級ごとに１回がいいのではないかという話になりま
して、本市は全額補助金で検定が受けられるという状況になりました。県
内そういう取組みをしましょうかという話があって、ふたを開けてみると
平戸市のように 100％補助をそれぞれ小中学校に交付するというのは、ま
ずないという状況で、非常に進んでおります。また、ご存知のように大学
の入試制度が変わって、検定を何級持っているかによって、大学のほうも
決まるという時代になっており、ここらが非常に重要になってくるだろう
と思いますけれども。今のところ、長崎県内ではあるいは全国でもたぶん
この事業は最先端をいっていると思っております。

教育長

他にありませんか。
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報告をお願いします。

教育次長

９月市議会定例会における教育委員会関係の議案について
以下、説明省略

教育長

今の報告について、ご質問等ございませんか。

教育長

よろしいですかね。
（「はい。」の声あり。）

教育長

それでは、その他のその他で何かありますか。

教育次長

平戸市の次期組織改編についての説明
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以下、説明省略
教育長

ほかに報告はありませんか。

文化交流
課長

世界遺産登録に向けての調査スケジュールについて
以下、説明省略

教育長

県内で世界遺産登録に向けて、大きな施設の整備とか手がけているとこ
ろありますか。

文化交流
登録は世界遺産センターを造らなければならないとなっていますので、
課長
それは長崎県が長崎市に建設するようになっています。各市町村はサテラ
イトセンターを整備するようになっています。平戸市は島の館をサテライ
トセンターと位置づけて、活用する予定としております。

教育長

何かありますか。ないようであれば、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。

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、９月 26 日火
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。)

教育長

それでは、以上を持ちまして８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。

午前 10 時 15 分

閉会

平成 29 年８月 21 日
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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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