平成 29 年 10 月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 29 年 10 月 24 日(火)

場

所 ふれあいセンター

出席委員
出 席 者

午後１時 26 分開会

午後２時 26 分閉会

工芸室

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
岩永生涯学習課長

入口理事兼学校教育課長
野口文化交流課長

平松教育総務課長

森川平戸図書館館長

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 10 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

改めまして、今日はご多忙の中、教育委員会にご出席有り難うございま
す。
中部中学校訪問如何でしたでしょうか。子どもたちのあいさつ、授業態
度の素晴らしさ、給食も含めて満足の学校訪問ではなかったかと思いま
す。
さて、この一月、小体連、中総体駅伝競技、ツーデーウォークと行事続
きで、委員の皆様にも激励を賜りましてありがとうございました。
ツーデーウォークも今年は天候にも恵まれ、2000 人を越える方々にご参
加いただきました。昨年度から九州マーチングに加盟したこともありまし
て、北は北海道から南は鹿児島まで、実に 32 の都道府県から 300 名を越
えるご参加をいただきました。徐々に認知度も高まっているようでありま
すので、今後ともコース設定など、工夫を凝らしながら充実に努めて参り
たいと考えております。
また、先週水曜日、18 日でございますが、特別支援学校の小中学校の設
置につきまして、平戸市・松浦市合同で知事要望に県庁へ出向きました。
当日は、黒田・友広両市長、西川・友田両県議、今西・小川両教育長にて
行いました。知事不在により池松教育長、同教育次長、特別支援教育担当
室長が対応され、31 年度からの整備計画の中で実現したい旨の回答があり
ました。
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特別支援学校の設置は、本地域に取りまして極めて重要な問題でありま
す。大きく道は拓かれましたので、これから松浦市と共に県と協議しなが
ら実現に向けまして具体的に取り組んでまいります
なお、後ほど報告事項として報告しますが、10 月１日付で人事異動の発
令を行いました。以前より久家生涯学習課長が病気療養中でありました
が、長期化するということから明らかになったため行ったものでございま
して、生涯学習課長に岩永耕一平戸図書館長を、図書館長に永田記念図書
館の森川副館長をあてる人事異動です。
両名共に出席していますので、自己紹介をさせていただきます。
生涯学習
課長

あいさつ省略

平戸図書
館長

あいさつ省略

教育長

それでは、早速ですが議事日程により委員会を進めさせていただきま
す。
（日程第２

議事録署名委員の指名について）

教育長

日程第２
きます。

10 月会議録署名委員は、松本委員と筒井委員を指名させて頂

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、会議録の承認でありますが、９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

特にないようでございますので、９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。
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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。
９月 27 日、教育長、校長合同会が佐世保市の県立大学でありました。
教職員の人事異動に関する協議説明会です。
28 日に生月小通学合宿とありますのは、今年度から生月小学校区におい
ても通学合宿を始めるということでご案内を頂きましたので覗いてみま
した。婦人会をはじめ、多くの地域の方々の支えがあって実現できるもの
で、もらい湯、自炊、共同生活など、貴重な体験となったようです。
10 月３日、学校適正規模・適正配置につきまして、野子小中学校に出向
きました。結果として、地域の方々にまだまだ統廃合を受け入れられる状
況にないと判断し、今回の協議を打ち切ることとしました。また、10 日に
は、根獅子小学校に参りまして、同様の区切りとさせていただきました。
記述が漏れていますので、追記していただきたいと存じます。
５日の小学校陸上競技大会は、やや風の強い状況でしたが、新記録が６
個でるという盛会な大会でした。
12 日、13 日と九州都市教育長会に八代市に行ってまいりました。
今後の予定につきましては
10 月 11 月と学校訪問の予定をそれぞれ組んでいます。
29 日には、生月中学校 50 周年記念式典が行われる予定です。
31 日には、県・市町教育委員会スクラムミーティングがございます。
11 月７日からは、Ｂ＆Ｇ全国教育長会が東京で開催されますので出席の
予定です。
16 日には県市町教育委員会研究大会が対馬で行われますので、皆さんと
ともに行きます。好天を祈りたいと思います。
特に野子小中学校と根獅子小についてでありますが、両校共に保護者の
中には、一刻も早い統合を願っている方も多いと思っております。事実、
会終了後には直接そのような意見を聞くところですが、実現に至るまでの
意見集約は難しい状況にあります。
教育委員会としては、幾分時間を空けて、協議をする必要があろうと思
っておりますし、そのような繋ぎを残して参りました。
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。）

教育長

（日程第５ 議事について）
日程第５議事に移ります。
関連がございますので、第 18 号議案
ついて及び第 19 号議案

平戸市立中津良小学校の廃止に

平戸市立堤小学校の廃止についてを一括して提
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案させていただきます。事務局の説明を求めます。
教育総務
第 18 号議案 平戸市立中津良小学校の廃止について及び第 19 号議案
課長
平戸市立堤小学校の廃止についてご説明いたします。
以下、説明省略
教育長

教育長

説明が終わりましたので、質疑を承りたいと思います。いかがでしょう
か。
異議がないようでございますので、第 18 号議案

平戸市立中津良小学

校の廃止について及び第 19 号議案 平戸市立堤小学校の廃止については
原案のとおり可決させていただきます。
全委員
教育長

はい。
続きまして、第 20 号議案 議会の議決を経るべき議案についての意見
の申出についてを事務局からの説明を求めます。

教育総務
第 20 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
教育長
教育長

説明が終わりましたので、質疑に移りたいと思います。
異議がないようでございますので、第 20 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
きます。
（日程第６

報告について）

教育長

続きまして、日程第６報告に移ります。
第 10 号報告 平成 29 年 10 月１日平戸市教育委員会職員異動について
事務局からの説明を求めます。

教育次長

第 10 号報告 平成 29 年 10 月１日平戸市教育委員会職員異動について
ご説明いたします。
以下、説明省略

教育長

ただいま説明がありました。質疑を受けたいと思います。
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教育長

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 10 号報告 平成 29 年 10 月１日平戸市教育委員会職員異
動については承認されました。
（日程第７ その他について）
日程第７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。

教育総務
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

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

教育総務
課長

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。
教育総務課でございますが、22 ページをお願いします。
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、10 月３日
及び 10 日に学校適正規模適正配置の説明会にそれぞれ野子小中学校、根
獅子小学校に行ってまいりました。説明会の概要及び結果につきまして
は、先ほどの教育長の説明のとおりであります。23 日から 24 日にかけま
して長崎県都市教育委員会庶務担当課長会議のために雲仙市に行ってま
いりました。
今後の予定ですが、11 月 14 日に、学校事務職員研修会が開催される予
定となっています。以上です。

理事兼学
学校教育課です。23 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。10 月１日は平戸幼稚園の運動会がありました。５日は平戸市小学校陸
長

上競技大会が行われまして、６種目での新記録が出ました。皆様方には、
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平成 29 年度

平戸市小学校陸上競技大会結果一覧及び平戸市中学校総合

体育大会駅伝競走大会ということで資料を差し上げております。５年男子
800ｍ、６年女子 200ｍ、６年男子 800ｍ、６年男子 200ｍ、６年男子 60ｍ
ハードル、６年女子 60ｍハードルの６種目で新記録が出まして、盛会の大
会でございました。６日は平戸市校長会研修会が開催されました。10 日定
例学校訪問が行われまして、これは 11 月 20 日まで継続して行います。11
日は市中学校総合体育大会駅伝大会がありました。このことにつきまして
も、資料のとおりでありますが、男子の優勝が田平中学校、２位が中部中
学校、女子の優勝が中部中学校、２位が大島中学校ということで、男女そ
れぞれ２チームは、11 月上旬に行われる県大会に出場することになりま
す。16 日から人事評価制度の校長面談を開始しております。19 日から 20
日にかけて県・市町学校教育課長会議が松浦市で行われました。23 日に平
戸市教頭研修会が行われました。また、本日、市長によるＩＣＴ授業参観
ということで、田助小学校で行いまして、２校時め４年生の社会科の授業
をご覧になっております。
今後の予定ですが、10 月 30 日に平戸市特別支援教育コーディネーター
研修会が市役所３階会議室で行われます。11 月６日には平戸市学校図書館
担当者等研修会が社会福祉協議会で開催されます。10 日は市教育委員会指
定研究発表会が終日生月中学校で行われる予定です。11 日は平戸市中学生
英語暗唱大会が生月町の開発総合センターで行われるようになっており
ます。13 日事務の共同実施運営委員会が未来創造館で午前中行われます。
16 日教職員人事ヒヤリングが 17 日まで行われます。17 日は九州幼稚園・
子ども園研究大会がアルカス佐世保を中心に行われ、平戸幼稚園からも発
表が行われる予定になっております。以上です。
生涯学習
課長

生涯学習課です。資料は 24 から 25 ページです。
９月 27 日には平戸市「食育」コンテストの１次審査が行われました。
小学生から高校生まで、850 名 772 作品の応募がありまして、絵手紙５作
品、アイデア料理６作品が選ばれました。10 月 13 日には２次審査があり
まして、絵手紙では、平戸小学校の２年生の「じいちゃんとばあちゃんへ」
という作品、アイデア料理では、生月中学校２年生の男子「焼きアジのさ
っぱりちらし寿司」という作品が１位になっております。戻りまして、10
月１日は、北中南部で健康まつり、それから田平町民体育祭、生月町では
いきいきクラブ防災まつりということで、各地でイベントがあっておりま
して、私は田平町民体育祭に出席しました。７日から８日にかけて２日間
第 11 回ひらどツーデーウォークが開催されました。７日の参加者が 857
名、８日の参加者が 1,161 名ということで合わせて 2,018 名の参加があり
ました。2,000 名を超えたということで安堵しているところです。19 日は
県民体育大会監督会議が行われました。今年度の大会は、平戸市から 18 種
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目 369 名が参加予定となっております。21 日は北農成人大学講座閉校式
がありまして、延べ８回の講座が開催され、20 名の参加者がおりまして、
うち 16 名が平戸市内の方ということになっております。
今後の予定ですが、26 日から平戸小学校区通学合宿が 28 日までの３日
間あります。27 日から 11 月９日まで読書週間に入りますので、平戸図書
館の方で、お楽しみ袋、お話会スペシャルやブックリサイクルなどの催し
物を予定しております。３日から第 37 回田平町文化祭が５日まで展示と
ステージで行われまして、あと４日から５日まで越南まつり、同じく４日
から５日まで生月町文化祭美術工芸作品展、11 日から 13 日まで大島村文
化祭、19 日が奥ひらど文化祭という形で、各公民館におきまして文化祭が
行われております。７日は県民体育大会出場選手の結団式が、文化センタ
ーのホワイエで行われます。11 日から 12 日にかけて県民体育大会が県内
各地で行われます。総合開会式は県立総合体育館となっており、その２日
間は生涯学習課スポーツ推進班と岩永の３人で、市体育協会の役員と一緒
に激励に参ります。24 日は平戸市人権教育研究大会が田平町民センターで
行われる予定になっております。以上です。
文化交流
課長

文化交流課分を報告いたします。26 ページをお願いします。
10 月３日は長崎県青少年劇場ということで、落語寄席が山田小学校と津
吉小学校で開催されました。それぞれ山田小学校が 120 名、津吉小学校が
230 名の参加ということで、初めて見る落語に小学生の皆さんは腹を抱え
ていたという報告をいただいています。４日から市美展出展の受付を６日
まで行いました。同じく４日から５日にかけては、防火水槽設置のための
田平の下寺遺跡確認調査を実施しましたが、出土品はなしということでし
た。６日からはオランダのノールトワイケルハウト市から高校生 12 名の
短期留学受入れを 18 日まで行いました。全国文化的景観岐阜大会が 11 日
から 13 日まで岐阜市で行われまして、平戸市から３人が参加しました。
来年度は全国文化的景観平戸大会ということで、平戸市での開催が予定さ
れております。17 日は市美展審査会が行われ、出展作品の審査会を開催し
ました。出展が総数 843 点で、そのうち市長賞などの特別賞が 26 点、奨
励賞が 29 点、入選が 142 点ということで決定をいたしました。23 日には
市美展入賞・入選の発表を行ったところです。
今後の予定ですが、25 日から平戸くんちが始まりまして、御神幸をして
築地町のジャ踊りや宮の町の獅子舞などの奉納が予定されております。26
日が世界遺産調整会議ということで予定されています。27 日は知事・大司
教様面談ということで、10 月 31 日から 11 月４日にかけては、市長を団長
としてバチカン市国を訪問するようにしております。その報告を知事と大
司教様に行う予定になっております。28 日から 29 日が平戸城下くんち秋
まつりが開催されます。11 月２日から４日にかけて姉妹都市である善通寺
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市を訪問団結成のうえ、訪問する予定としております。３日が市美術展覧
会の表彰式を平戸文化センターで予定しております。併せて市美展の展示
を５日まで平戸文化センターで行います。同じく３日は、午後から平戸文
化センターで平戸市文化協会主催による平戸文化まつりが開催される予
定です。11 日は青少年音楽会＆OMURA 室内合奏団ミニコンサートが平戸文
化センターで予定しております。それから、市美展の展示を大島、生月、
中南部の順で 11 月いっぱい行うようにしております。23 日に長崎市でロ
イヤルコンセルトヘボウ管弦楽団長崎公演が予定されております。24 日が
長崎市出島表門橋完成記念式典ということで共催で行われる公演となっ
ております。以上です。
平戸図書
館長

平戸図書館です。24 ページをご覧ください。
10 月９日に平戸図書館でしおりをつくろう！ということで開催してお
ります。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、これは季節ごとに行っておりますが、星空の手づくりのプ
ラネタリウムを作って壁に投影して行いました。２回の予定でしたが、100
名近くのお客様がおられましたので、３回に分けて開催しました。
今後の予定ですが、27 日から 11 月９日まで読書週間でございます。27
日からお楽しみ袋ということで予定しておりますが、以前にもこのお楽し
み袋というイベントを行ったことがありまして、利用者の方がご自分では
なかなか手に取られないような本でも、お楽しみ袋で図書館員が選んだ本
を読んでみたら、面白かったというような話もいただいて、大変好評をい
ただいております。11 月３日には、毎週日曜日におはなし会を行っており
ますが、読書週間の期間中ということで、スペシャル版として大掛かりな
おはなし会を予定しております。また、同日から５日までブックリサイク
ルといたしまして、除籍した本を市民の皆さんに提供します。７日には初
心者のための読み聞かせ講座第２弾として手遊び講座を行います。赤ちゃ
んから高齢者の皆様まで、それぞれ楽しんでいただける手遊びわらべ歌な
どを紹介させていただきます。８日には第２回図書館協議会を予定してお
ります。また、この読書週間期間中を中心に平戸図書館、永田記念図書館
が学校での行事や読み聞かせに参加させていただいたり、児童の皆さんに
図書館のほうに見学に来ていただくなどのイベントを行う予定です。以上
です。

教育長

委員

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。
ブックリサイクルは、本の種類はどのようなものでしょうか。

10 月定例会
- 8 -

平戸図書
館長

教育長
委員

毎年、図書館の方で除籍する本がありますが、本は各分野に亘ります。
小説から雑誌までいろんなものがあります。これらを市民の皆様に提供さ
せていただいております。
他にありますか。
10 月 21 日の手づくりプラネタリウムの午後の部に子どもたちを連れて
行き参加させていただきました。大変わかりやすくて、時間は短かったの
ですが、普段はやんちゃ坊主なのですが、子どもたちも静かに聞き入って
おりました。大変好評でぜひ次も行きたいということで、言っておりまし
た。ぜひ今後も続けていただきたいと思います。

教育長

では、よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

各課長報告につきましては、報告済みとさせていただきます。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

特にありません。

教育長

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、11 月 21 日（火）
15 時 00 分から、市役所の方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

と申しますのは、まだはっきりとはしていませんが、教育委員さんがこ
のたび２名の方が任期を迎えられます。その後の後任については、私たち
のところではまだ承知していないところですが、もし替わるとすれば、11
月 18 日までが任期でございますので、19 日とちょうど休みになるのです
ね。ということもありまして、市長の都合も考えれば、21 日に辞令交付に
なる可能性があるということで、また、夕方としましたのは、替わられる
ことを前提とするならば、15 時から開催して、夕方から歓送迎会をさせて
いただければと思っております。
(「はい。わかりました。
」の声あり。)
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教育長

はい。そういうことで、この日程でお願いしたいと思います。それでは、
ここでしばらく休憩をします。
（暫時休憩）

教育長

委員会を再開いたします。
ここで日程第８を追加したいと思います。
追加することに異議ございませんか。

全委員

はい。

教育長

ご承認いただきましたので、日程第８教育長職務代理者の指名について
を議題とします。
教育長の職務代理者は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 13
条第２項の規定により、「教育長に事故があるとき又は教育長が欠けたと
きは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。」と定められてお
ります。職務代理者である末吉委員が 11 月 18 日付けをもちまして、任期
を迎えますことから、改めて職務代理者の指名を行う必要がございます。
つきましては、平成 29 年 11 月 19 日からの教育長職務代理者を松本美
穂子委員を指名させていただきたいと思います。松本委員よろしいでしょ
うか。

委員

はい。

教育長

他の委員の皆様、異議ございませんでしょうか。

全委員

はい。

教育長

ありがとうございました。それでは、松本美穂子委員を職務代理者に平
成 29 年 11 月 19 日から就任をいただくということとします。ありがとう
ございました。

教育長

以上を持ちまして 10 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 26 分

閉会

平成 29 年 10 月 24 日
10 月定例会
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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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