平成 29 年９月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 29 年９月 26 日(火)

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 38 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

野口文化交流課長

平松教育総務課長
岩永平戸図書館館長

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９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

暑さ寒さも彼岸までといいますが、良くしたもので随分朝夕に肌寒さを
感じる季節となって参りました。
今日の西日本新聞に田平釜田川沿いの彼岸花が紹介されていましたが、
私の朝の散歩コースでありまして、今年は一段と見事に咲いていました
が、もう満開は越えたようです。
さて、この夏は不祥事問題で臨時教育委員会を２回開催させていただき
ましたが、大方県教育委員会の方針も定まったようでございまして、来週
には処分が本人に通知されるようです。
また、明後日には、９月議会も閉会の予定であり、その後は国政も含め
て選挙一色の 10 月になるのではないかと思います。教育の政治的中立は
申すまでもございませんが、教育委員としても選挙への関わりには慎重を
期していただきたいと思います。
それでは、早速ですが議事日程により会議を始めさせていただきます。

教育長

（日程第２
日程第２
きます。

両委員

はい。

議事録署名委員の指名について）
９月会議録署名委員は、吉田委員と松本委員を指名させて頂
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教育長

教育長

ありがとうございました。
（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、８月定例教育委員会の議事録は、
事前に送付しておりましたので、ご確認頂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。
）

教育長

教育長

特にないようでございますので、８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。
８月 23 日、イングリッシュキャンプの中学生コースが行われ、ＡＬＴの
協力の下、英語尽くしの２日間を過ごしました。
９月１日の平戸・松浦地区更生保護サポートセンター開所式に出席しま
した。サポートセンターは、平戸・松浦の保護司会が保護観察者とも面談
の場として、また、会の運営拠点として活用するもので、田平町民センタ
ーの離れに設置したものです。
６日に９月定例議会が開会、あさって 28 日に閉会予定です。今回の議
会では教室の暑さ対策が問題となり、クーラーの設置要望がございました
が、当面来年度各教室への扇風機設置を実現したい旨答弁をしました。
23 日市小中学校ＰＴＡ会長研修会に出席しました。さまざまな要望がご
ざいましたが、特にＰＴＡ活動としての除草活動の際出る、草の処分地の
確保が問題となっています。
今後の予定につきましては、10 月５日に小学校陸上競技大会がライフカ
ントリーで開催予定です。７日・８日は第 11 回ツーデーウォークです。
11 日には市中体連駅伝競技が久吹ダムコースで行われます。
12 日には九州都市教育長協議会が熊本県八代市で開催となっていますの
で、出席予定です。
以上報告をします。何かご質問等ございましたらどうぞ。
（「ありません。」の声あり。）
（日程第５

議事について）

日程第５議事に移ります。
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第 16 号議案

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

て事務局から説明をお願いします。
教育総務
第 16 号議案 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
てご説明いたします。
以下、説明省略
説明が終わりましたので、ご質問等を承りたいと思います。
委員

中津良小学校、堤小学校の閉校後の施設の活用については、話は進んで
いるのでしょうか。

教育総務
それぞれの学校の閉校後の施設の活用につきましては、当該地区の皆様
課長
の意見を最大限尊重したいということで考えております。方向性について
は未定でございまして、それぞれの施設の規模やコストの状況などを十分
に提示のうえ、話を進めてまいりたいと考えております。
教育長

まずはそれぞれの地域の検討会議を設置していただいて、地元で要望を
聴いて取り組むことになるかと思います。議会の中でも、行政が積極的に
関わって跡地利用を進めないと地元任せではなかなか前に進まないので
はないかという意見が出ておりました。廃校になってしまいますと、そも
そも教育委員会で全部を背負えるものとはちょっと違うのではないかと
いう思いがありますので、今のところは市全庁的な取組みとして考えるべ
きだろうという考え方は、先般の常任委員会で申し上げているところで
す。

委員

小学校が１校なくなるというのは、大変灯が消えたような感じというこ
とで、地元の声も今まで閉校したところでも聞いたりもしていますので、
できればせっかく建物もあるわけですから、有効活用ということで、お願
いできればと思っております。

委員

教育総務

ＩＣＴのタブレットとアクセスポイントですけれども、アクセスポイン
トは入っている教室もあるけど、入っていない教室もあるような形で聞い
たんですけれども、この 100 台というのは全教室に入る予定なのでしょう
か。あとタブレット 39 台は今教室に１台ずつ入っているのかなって思い
ますが、何台ずつ入るのでしょうか。また、いつごろから小中学校に入る
のでしょうか。
まず、アクセスポイントについてでありますが、現在、２学級に１台と
９月定例会
- 3 -

課長

いう状況でありますので、非常にデジタル教科書等の運用に支障をきたし
ているという状況でございまして、そこをあと 100 台整備することにより
まして、普通教室と特別教室のうちＰＣ室と理科室の１室が整備されるこ
とにより、ＩＣＴを活用した授業展開がスムーズとなります。
それから、タブレットパソコンにつきましては、パソコン室のパソコン
を兼ねるということで、本年度から児童生徒用のパソコンを導入するよう
にいたしておりまして、その学校の最大学級数分を年次的に導入するよう
にいたしております。本年度は予算の範囲内でということでございます。

理事兼学

補足させていただきます。アクセスポイントについては、現在入ってい

校 教 育 課 るものが、理論値でパソコンだいたい 40～50 台をつなげて動けるという
長
ことなんですけれども、実際はその半分くらいなんですね。つまり、20 台
少々分くらいしかパソコンを全部つないだ状態では動かないということ
で、大きな学校では、不便だろうということなんです。ですから、そうい
うことで、今度入る予定の分は理論値 100 台ですので、実際上はその半分
40～50 台をつなげても動けるだろうということです。大きな学校には、今
回予定分を入れて、そして今入っている分を小さい学校にまわして、そう
することにより全部の学校の１学級１つずつを導入することを検討して
いきます。
パソコンについては、教育総務課長が説明したとおりですが、今パソコ
ン室に入っているパソコン、これを順次タブレットパソコンに替えて、パ
ソコン室のパソコンでありながらも教室で使えるようにして行こうとし
ております。ですので、今、中学校で最大学級の人数分、つまり、その学
校で 40 人いれば 40 台、小学校はその半分の２分の１ということで進めて
おります。
教育長

他にありませんか。

教育次長

度島の教職員住宅について、説明します。
以下、説明省略

教育長

他にありませんか。
ないようでしたら、採決したいと思います。第 16 号議案 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は、異議ございませんか。

全委員

はい。ありません。

教育長

それでは、異議なしと認め、第 16 号議案 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は、原案のとおり可決させていただきま
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す。
教育長

続きまして、第 17 号議案 平戸市教育委員会公印規則等の一部を改正
する規則について、事務局から説明をお願いします。

教育総務
第 17 号議案 平戸市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則につ
課長
いてご説明いたします。
以下、説明省略
教育長

はい。質疑に移りたいと思います。何かございませんでしょうか。
ここはよろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。
）

教育長

教育長

それでは、第 17 号議案 平戸市教育委員会公印規則等の一部を改正す
る規則については、原案のとおり可決させていただきます。
（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・後援について事務局の説明を求めます。

理事兼学
校教育課
長

後援３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
長

共催１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。
（「はい。」の声あり。）

教育長

それでは、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、37 ページをお願いします。

課長

主なものを報告させていただきます。まず、実績報告ですが、８月 22 日
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から 24 日にかけまして３日間、教育総務課及び学校教育課を対象に市の
定期監査が行われました。正式な講評結果はまだ得られておりませんが、
最終日の仮の講評では、特段問題はないとのことでありました。24 日はス
クールバスの運転手が現在６名おりますが、この方々を対象に運行に関す
る研修会を行い、夕方は堤小学校閉校準備委員会に出席させていただきま
して、学校統廃合の進捗説明ということで、スクールバス購入や津吉小学
校に整備予定のスクールバス車庫の補正予算について、議決をいただいた
旨の報告を行いました。30 日は拡大予算委員会に出席いたしました。９月
６日は度島教職員住宅用地について、地権者宅訪問を行い、協議を行いま
した。意向としては無償譲渡については前向きに受け入れるとのことであ
りました。23 日は第２回小中学校ＰＴＡ会長研修会に出席いたしました。
今後の予定でありますが、10 月６日は第４回行政事務改善委員会に出席
予定であります。また、23 日から 24 日にかけて雲仙市で開催される長崎
県都市教育委員会庶務担当課長会議に出席予定であります。以上です。
理事兼学
学校教育課です。38 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。８月 23 日県小教研「生活・総合」研究大会平戸松浦大会がたびら活性
長
化施設で行われました。120 名ほどの参加があったということです。25 日
は子ども議会が終日行われました。市内９校から各校２名ずつ計 18 名の
中学生が子ども議員として一般質問を行い、市長をはじめとする市幹部と
のやり取りを行いました。29 日は中堅等資質向上研修地区別研修会が 30
日にかけて行われました。これは以前 10 年計画研修と呼ばれていました
ものが田平支所で行われております。９月５日は平戸市校長研修会が行わ
れました。６日には、本来夏季休業中に行われる予定のものが台風のため
に延期されていた英語指導力向上地区別研修が行われております。22 日平
戸市特別支援教育支援員研修会を行いました。25 日は総合学校訪問という
ことで終日山田小学校を訪問のうえ、指導をしております。本日 26 日は
平戸市教頭研修会が９時から行われております。
今後の予定ですが、27 日教育長・校長合同研修会が県立大学で行われま
す。人事作業の開始ということになります。10 月１日に平戸幼稚園の運動
会が行われます。６日は平戸市校長研修会が紐差小学校で行われます。16
日の週から人事評価制度の校長面談を開始します。19 日は県・市町学校教
育課長等会が 20 日まで松浦市で開催されます。23 日には平戸市教頭研修
会が田平南小学校で行われます。それから欄の一番下段の日程で各地区で
の就学時の健診が行われます。以上です。
生涯学習
課スポー

生涯学習課です。資料は 39 ページです。
８月 22 日に県青少年育成市町民会議連絡協議会が長崎市で開催されま

ツ 推 進 班 した。29 日は県社会教育研究大会が 30 日まで長崎市で開催されました。
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長

９月３日は市民体育祭総合開会式がライフカントリーで行われました。６
日から３泊４日で中野小学校区通学合宿が行われました。13 日にはツーデ
ーウォーク実行委員会が行われました。23 日には第２回平戸市小中学校Ｐ
ＴＡ会長研修会に出席しました。同日にＢ＆Ｇ北九州ブロック連絡協議会
研修会が開催されました。
今後の予定ですが、９月 28 日から 30 日にかけて生月小学校区の通学合
宿が生月町中央公民館で行われます。10 月１日は北部中部南部地区の健康
まつり及び田平地区では田平町民体育祭がそれぞれ開催されます。７日か
ら８日の２日間、第 11 回ひらどツーデーウォークが開催されます。７日
が生月会場、８日が平戸会場で、現在 1,400 名程度の参加予定となってお
ります。当日はそれぞれの会場での委員のご激励をお願いします。10 日は
第２回平戸市公の施設に係る指定管理者選定委員会が開催されます。13 日
から２日間県公民館研究大会が壱岐市で開催されます。19 日は平成 29 年
度県体育主管課長会議が 20 日まで南島原市で開催されます。23 日には長
崎県都市教育委員会庶務担当課長会議及び社会教育担当課長会議が 24 日
まで雲仙市で開催されます。以上です。

文化交流
課長

文化交流課分を報告いたします。41 ページをお願いします。
８月 25 日に京都大学交響楽団公演が平戸文化センターであり、約 850
人の来場でありました。イコモスの現地調査が９月４日から 14 日までの
日程で長崎県及び熊本県に入りました。本市には８日に調査が行われ、安
満岳、春日集落及び中江ノ島をそれぞれ視察されております。大きな指摘
はなく、おおむね良好な状況で終わったのではないかと思っております。
17 日には商館フェイスチェが平戸オランダ商館で開催されました。19 日
から 21 日にかけて大島村の伝建学術調査が行われました。
今後の予定ですが、28 日には全国棚田サミットが波佐見町で開催されま
す。世界遺産候補地である春日の棚田のＰＲに行くようにいたしておりま
す。29 日寄贈絵画除幕式が平戸市民病院で行われますが、これは茨城県在
住の松尾様から、市指定文化財の獅子のアコウの木を描いた油絵を寄贈し
ていただくようになっておりまして、寄贈後は市民病院に展示をするとい
うことで市民病院にて除幕式を行うようにしております。10 月３日長崎県
青少年劇場（寄席）が、山田小学校と津吉小学校の２ヶ所で午前午後に分
かれて実施をされます。４日から３日間市美術展出展の受付が始まる予定
です。市美展についてはお手元に資料を配付させていただいております。
（資料説明省略）11 日から 13 日にかけての３日間、全国文化的景観大会
が岐阜市で開催されますので、参加してまいります。来年度が平戸大会が
予定されておりまして、その視察を兼ねて行くようにしております。14 日
が春日の棚田の稲刈り体験で、20 日から 12 月 20 日までオランダ商館の
企画展「殿様のマニアックなコレクション２」が開催されます。25 日は平
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戸くんち御神幸で築地町ジャ踊りが、26 日は平戸神楽「大々神楽」がそれ
ぞれ行われます。28 日から 29 日にかけて平戸城下くんち秋まつりが開催
されます。
以上です。
平戸図書
館長

40 ページをご覧ください。
今後の予定でございますが、工作教室的なもので、10 月９日に平戸図書
館でしおりをつくろう！ということで午後２時から予定しております。21
日は手づくりプラネタリウムということで、小ばなしの部屋でプラネタリ
ウムを作って展示をしながら、星の話とか月の話とかをやろうと計画をし
ております。月末の 27 日から 11 月９日まで読書週間となっておりまし
て、これに合わせて図書館のイベントを計画しております。並行して学校
での読み聞かせに図書館の司書が行ったり、他のイベントにも参加して、
出張図書館のイベントを計画しているところです。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、内容等について何か
ございませんでしょうか。

委員

スクールバスの件ですけれども、津吉小学校がまた２台配置されること
かと思います。スクールバスについて、子どもたちの送迎のほかに利用す
るのは教育委員会の機関だけしかできないのでしょうか。

教育総務
スクールバスについては、財源として国庫補助を受けて整備しているも
課長
のですので、統廃合した地区間での登下校時の送迎が基本になっておりま
す。そのほか、プールなどの課外学習や宿泊学習などの活用に加え、庁内
での教育委員会以外での他課の業務に携わる場合があります。ですので、
一般の方々がスクールバスを利用することはありえません。
委員
教育次長

教育長

保育園とかでも全然利用できないのでしょうか。
そこの事業の内容次第なんですけれども。基本さきほど課長が申しまし
たように国庫補助を財源に整備しております。市主催あるいは市が共催し
たケースであれば、対応しますけれども、単純に民間での使用という場合
はできないということになります。
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。）
９月定例会
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教育長
教育次長

それでは、教育次長のほうから報告をお願いします。
９月市議会定例会における教育委員会関係の議案及び一般質問の状況
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。

委員

扇風機は、各教室に２台くらい入るんですかね

教育次長

委員

まだ具体的には決めていません。実際には教室が 160 ほどありますが、
少なくとも出入り口くらいは設置しないといけないかと思っておりまし
て、まあ大きさにもよるでしょうけれども。
将来的にはやはりクーラーでしょうか。

教育次長

流れ的には全国的な動きとしては、幾分かそのようになっております。
ただ、今の段階で、入れるという約束はできません。

教育長

私のほうから１つだけ、報告させていただきます。本市と松浦市で取り
組んでいる特別支援学校の要望についてでありますが、一応アンケートの
結果等に基づきまして、まずは市長と協議を行いまして、先般松浦市と協
議を行いました。私たちといたしましては、基本田平中学校へと思ってお
りまして、松浦市もそのことについては同意をしたいということで、２市
で知事要望を実施したいというふうに思っております。この件につきまし
ては、市長から知事要望という形でスターとした関係から、今回は松浦市
長、平戸市長、松浦市教育長、平戸市教育長の４名で陳情したいと思って
おります。以上です。

教育長

以上報告は、よろしいですかね。
（「はい。」の声あり。）

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、10 月 24 日（火）
９月定例会
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10 時 00 分市役所発で、中部中学校 10 時 30 分からの学校訪問と給食をは
さみまして、13 時 30 分から、ふれあい会館で委員会をお願いできればと
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９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 38 分

閉会

平成 29 年９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

９月定例会
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