平成 29 年 12 月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 29 年 12 月 22 日(金)

場

所 市役所４階

出席委員
出 席 者

教育長

午後３時 52 分閉会

第２委員会室

松本美穗子委員、筒井清信委員、戸田眞須美委員、久家孝史委員
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

平松教育総務課長

野口文化交流課長

発言者
教育次長

午後２時 58 分開会

質疑等
(日程第１開会)
ただ今から、平成 29 年 12 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。
皆さんこんにちは。
早いもので、今年もあと 10 日となりました。年末のご多用の中にご出
席いただきましてありがとうございます。
12 月４日に開会した 12 月定例市議会につきましは、15 日に閉会しまし
た。今回は、ふれあいセンター（中野、獅子、中津良、志々伎）４館及び
田平の地区中交流センター２館の指定管理と、先月の本委員会でもご提案
しましたが、中津良小学校及び堤小学校の閉校式に伴う記念誌作成や記念
碑設置に経費に対する一部補助金などが、主なものでした。いずれも原案
通り可決されました。
閉校に伴う補助金制度の中身につきましては、本日第 24 号議案として
ご提案をしますので、ご審議賜りたいと存じます。
ここで急に申し訳ありませんが、議事に入る前に、久家委員さんが初め
ての出席でありますので、ご挨拶をいただければと思います。

委員
教育長

あいさつ省略
ありがとうございました。
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。
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（日程第２

議事録署名委員の指名について）

12 月議事録署名委員として、戸田委員と久家委員を指名します。よろし
いでしょうか。
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、11 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、ご確認いただ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、11 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 教育長報告であります。
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。
11 月 23 日、
「伝えよう！いのちのつながり 家族の絆」の表彰式があり
ました。28 日は、
「生涯学習都市宣言 10 周年記念大会実行委員会」設置の
うえ、第１回目の会議を開催しました。鄭成功銅像が平戸港交流広場に設
置され、30 日にはその除幕式がありました。12 月１日は、第２回教育講
演会が開催され、講師に岡山県から明和製紙原料株式会社 代表取締役
小六信和（ころく のぶかず）氏をお迎えし、
「コロッケ先生の情熱！古紙
リサイクル授業」と題し、ご講演をいただきました。４日から 15 日まで
の日程で市議会 12 月定例会が開催されました。11 日には、平戸高校同窓
会講演会 夏井いつき「句会ライブ」が開催され、私も出席いたしました。
21 日は、第２回生涯学習都市宣言 10 周年記念大会実行委員会を開催しま
した。22 日本日が定例教育委員会、併せて本日は２学期の終業式です
今後の予定ですが、28 日が仕事納め、明けて、１月３日は午後１時から
成人式となっておりますので、委員の皆様にはご出席いただければと思っ
ています。14 日が平戸縦断駅伝で、近年市外からの出場が多く、今年も 35
チームのエントリーがあっております。16 日は、度島地区実践的防災教育
成果発表会が行われます。20 日は市中学校クラブ対抗駅伝大会が行われる
ようになっておりまして、昨年度から開催しており、40 チームほど参加予
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お願いし
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ます。
（「ありません。」の声あり。）

教育長

教育総務

（日程第５ 議事について）
それでは、日程第５議事に移ります。
第 24 号議案 平戸市立小中学校閉校記念事業補助金交付要綱について、
事務局の説明を求めます。
第 24 号議案

平戸市立小中学校閉校記念事業補助金交付要綱について

課長

ご説明いたします。
以下、説明省略

教育長

説明が終わりましたので、質疑を承りたいと思います。いかがでしょう
か。

委員

この閉校記念行事というのは、本来は学校に関係する同窓会とか保護者
とかが行う行事だと思います。だから、教育委員会がたくさんの補助をし
てというような趣旨ではないと思います。けれども、教育委員会は学校の
設置者として、それまでその学校を温かく、いろいろな方々の力で育てて
いただいて、思い出多い学校がなくなる関係する人たちのことを考えれ
ば、やはり何らかの形で支援をしてあげる方がいいなと思います。だから、
私は、この 300 千円については、十分であると思います。閉校行事をする
にあたっては、関係する方々は、大変なご苦労をされるかと思いますし、
切ない思いで、いろいろな準備をされるのではないかと思います。だから、
教育委員会は、その後押しをして温かい気持ちで、その方々を支援するこ
とを考えたときに、私は、その方々がありがたいなという気持ちで、その
補助金を使っていただきたいと思っています。以上のようなことをこの補
助金交付要綱を見て思いました。

教育長

内容については、よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

第 24 号議案 平戸市立小中学校閉校記念事業補助金交付要綱について
は、原案のとおり可決されました。
（日程第６

教育長

その他について）

日程第６その他に移ります。
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（１）共催・後援について事務局の説明を求めます。
生涯学習
課長

共催について、説明いたします。
以下、省略

教育長

よろしいでしょうか。
（「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
課長

教育総務課でございますが、10 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。実績報告ですが、11 月 24 日と 30
日にそれぞれ堤小学校と中津良小学校閉校後の施設の利用に係る説明会
ということで、各区長をはじめ、ＰＴＡ会長、剣道やバレーボールなど施
設利用の代表者にお集まりいただき、今後の体育館やグラウンドを使用す
るにあたり、施設の規模や運営状況についての説明を行いました。12 月４
日には、旧度島教職員住宅の譲渡先への引渡しを行いました。12 日は市議
会 12 月定例会の産業建設文教委員会の審査が行われ、先ほども第 24 号議
案でご審議いただきました小中学校閉校記念事業補助金交付要綱による
補助金 600 千円の補正予算が可決されました。以上です。

理事兼学
学校教育課です。11 ページをお願いします。重複を避けて報告いたしま
校 教 育 課 す。
長
まず実績ですが、11 月 22 日に総合計画訪問ということで、田助小学校
を終日訪問しております。同日に平戸市総合計画審議会が開かれて出席し
ておりますが、これは次期の平戸市総合計画の内容について審議するもの
であります。27 日は平戸市小中学校教務主任研修会が、28 日には平戸市
英語教育研修会がそれぞれ開催されております。12 月１日に平戸市校長研
修会が開催されております。４日は親子体力向上実践セミナーが県主催で
行われまして、これは大島小学校ということで行っております。５日は生
徒指導主事研修会を開催しております。８日に平戸市教育支援委員会が開
催されました。内容につきましては、後ほど報告させていただきます。11
日には平戸市学力調査ということで、小学校を 15 日まで実施いたしまし
た。これについては、小学校を全学年の国語と算数、そして年明けてから、
中学校の１年生と２年生の国語、数学、英語を実施するということです。
今後の予定ですが、25 日から冬季休業が始まり１月７日までの予定とな
りますが、曜日の関係で始業式は 1 月９日となります。10 日に平戸市校長
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研修会が開催されます。11 日から 12 日にかけて２日間の予定で学校人事
ヒヤリングが行われます。16 日は「防災教育を中心とした実践的安全教育
総合支援事業」発表会が度島小中学校で行われます。このことについては、
県の関係者がお見えになり、１年間の研究の内容を公開するものです。17
日は平戸市教頭研修会が行われます。24 日には平戸市学校予算委員会とい
うことで次期の学校予算についての内容を審議する予定です。以上です。
生涯学習
課長

生涯学習課です。資料は 12 から 13 ページです。
11 月 23 日は、第 11 回「伝えよう！いのちのつながり 家族の絆」表彰
式に出席いたしました。入選作品については朗読を行いながら、表彰が行
われたところです。24 日は平戸市人権教育研究大会が行われました。午前
中は教職員に対する研修という形で、午後からは一般の方向けの特別講演
と講座という形で、歌を交えたり、大学教授からのお話があったところで
す。28 日には第１回生涯学習都市宣言 10 周年記念大会実行委員会が開催
され、これにより記念大会を進めていくということがスタートしたところ
です。12 月８日は、市社会教育委員の提案により、社会教育委員・スポー
ツ推進委員・職員合同研修会を開催しました。総合型地域スポーツクラブ
の２団体について、どういう活動をしているのかというところで、研修会
を開いたところです。10 日は第 20 回たびら中瀬草原クロスカントリー大
会を開催予定でしたが、あいにくの悪天候により、中止となっております。
今後の予定ですが、12 月 23 日は、ビブリオバトルというものを平戸図
書館で行います。平戸図書館が開館以来毎年行っているもので、本を推薦
するというところで、１人５分間でどういった内容で、要は聞いている
方々にいかにしてこの本を読またいと思わせるような披露のやり方をバ
トルしまして、最優秀を決めるということになっております。あまり耳慣
れない言葉かとは思いますが、高校、大学とか一般的なところでも広まっ
ているようです。24 日は子ども用の上映会ということで、お話の部屋とい
う小さな部屋で短い映画の上映を行う予定で、25 日も同様に行うこととし
ております。１月３日は平成 30 年成人式で、今回は対象者が 404 名で案
内を行い、代表の方に実行委員会に入っていただきまして、現在、４回の
実行委員会を開催のうえ、本番の成人式に臨むようにしております。14 日
は第 48 回平戸縦断駅伝大会が開催されます。今回は、前回の 31 チームを
上回る現在 35 チームの参加があっております。中でも福岡方面からの参
加がありまして、大会の内容がかなり充実してくるというように思ってお
ります。飯塚高校や福大大濠高校、福岡第一高校、それから九州大学など
から参加がある予定となっています。20 日は、平成 29 年度平戸市クラブ
対抗駅伝フェスティバルが、市内中学校男子で 13 チーム、女子で 12 チー
ムが今のところ登録があり、小学生については、５～６年生を対象として
ロードレース大会として開催し、現在のところ申込が 14 人となっており
12 月定例会
- 5 -

ますが、まだ田平中学校の申込があっておりませんので、催促したところ、
今日 10 チームほどの登録があったと聞いておりますので、さらに参加が
増える見込みとなっております。当日は、久吹ダムの周回コースで行われ
ますので、ご声援をいただけたらと思っております。26 日は第 67 回県下
一周駅伝大会が 28 日までの日程で開催されます。例年のとおり、初日の
26 日が田平を通過し、松浦まで、翌日 27 日が平戸桟橋からのスタートと
いう形になりますので、これにつきましても沿道でのご声援をお願いした
いと思います。あと、16 日、18 日、25 日、30 日、31 日に人権教育講座を
各地域で行いようにしております。自分も 19 日に田平会場に出席しまし
たが、やさしい人権教育講座ということで、入門編としては楽しく学べる
内容になっていると思いますので、機会がありましたら、足を運んでいた
だけたらと思います。
以上です。
文化交流
課長

文化交流課分を報告いたします。14 ページをお願いします。
11 月 25 日から 27 日にかけて、市美術展覧会展示移動展ということで、
ふれあいセンターで展示を行いました。これをもちまして平成 29 年度の
巡回展示は終了となります。27 日は文化庁の巡回公演ということで、「星
の王子さま」が生月小学校で行われました。12 月７日は大島ふれあいコン
サート「弦楽４重奏」を大島村公民館で行いまして、50 名程度の来場者で
ありました。10 日はシンポジウム「定置網の歴史と文化を探る」を生月町
中央公民館で行いまして、市内外から 100 名以上の方が来場され、定置網
の歴史についての講演がありました。11 日から 20 日までで田平の横島の
調査が終了いたしました。10 年間発掘を続けてまいりましたが、大きな成
果につながる点がなく、本年度で調査を終了する予定となっております。
13 日は市美術展覧会反省会ということで次年度に向けた総括を行いまし
た。14 日から 15 日にかけて大島村神浦地区の伝統的建造物につきまして、
文化庁の調査員が現地指導ということでお見えになりました。19 日には世
界遺産登録を推進する平戸市民の会を開催しました。
今後の予定ですが、25 日は長崎県庁落成記念アトラクションということ
で県指定の田助ハイヤ節の皆さんが招聘されて、新しく建設された県庁の
ロビーでアトラクションとして披露を行うようになっております。１月７
日はお手元のチラシを配付させていただいておりますとおり、長崎県新人
演奏会出張公演ということでふれあいセンターで行う予定です。これに
は、前津吉町出身の声楽家の吉住基暉さんが中心となって演奏会を開きま
すので、委員の皆様方にも、ぜひご出席いただけたらと思います。25 日か
ら 26 日にかけて例年行っております文化財防火デーとして、市内 13 ヶ所
で防災訓練を実施します。中でも 25 日には雄香寺、26 には宝亀教会の方
で総合防災訓練ということで、通報から消火にあたるまでの訓練を行うよ
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うにしております。31 日から２月４日まで長崎県選抜作家美術展を多目的
研修センターで展示されます。これには県展の審査員をされるような方に
よるレベルの高い作品が展示されます。これについてもぜひ足を運んでい
ただきたいと思います。
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

学校教育課にお尋ねします。12 月 22 日のスクールカウンセラー等研修
会ですが、これに参加対象者というのは平戸でどれくらいおられるのでし
ょうか。

理事兼学
スクールソーシャルワーカー１名とスクールカウンセラー５名、それに
校 教 育 課 担当者です。
長
委員

わかりました。それから、もう１点文化交流課ですけれども、11 月 27
日に生月小学校で開催された文化庁の巡回公演「星の王子さま」について

教育長

は、山田小学校の参加はあったのでしょうか。

文化交流
課長

今回はありませんでした。

教育長

他にありますか。

委員

教育総務課の堤小学校と中津良小学校での閉校後の施設に係る説明会
の内容について、お伺いします。

教育総務
各区長をはじめ、ＰＴＡ会長、剣道やバレーボールなど施設利用の代表
課長
者にお集まりいただきまして、今後の体育館やグラウンドを使用するにあ
たり、施設の規模や運営状況についての説明を他地区の体育館の運営状況
を例に挙げながら行いました。
委員

理事兼学

学校教育課の 12 月 11 日の学力テストの全学年ということで、その現場
の様子とか手ごたえを教えていただけたらと思います。
これは以前ＣＲＴの検査ということで実施しておりましたが、途中で県
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校 教 育 課 の学力検査とか全国の学力検査ができましたので、だんだん実施の学年が
長

狭まってまいりました。つまり小学校でいえば全国は６年、県の学力は５
年、そして中学校も全国が３年生、県の学力が２年生ということで、その
学年をはずしてＣＲＴを行っていました。しかしＣＲＴはどちらかといえ
ば、基礎基本的なものが重視されます。それを昨年度にＣＲＴから標準学
力検査という活用を図るようなタイプのものに替えております。そして、
学校からも、できたら全学年実施して、その子どもたちが学年ごとにどう
いうように変化していくか、学力が定着するためにはどういう積み上げが
必要なのかということの要望がありまして、そういうことで小学校は１年
生から６年生まで国語と算数については実施をしようと、中学校について
は、３年生はなかなかこの時期は入試の関係で難しいということがござい
ます。１年生と２年生について、国語と数学と英語を実施しようというこ
とで、おおむね、好評の評価を得ています。結果については、なるべく早
くということで、小学校は１月末に、中学校は２月の中旬までには、結果
が届きますので、何とかその問題点がある場合にはその年度のうちに解消
して、次の年度に渡すという目的で今、取りかかっているところです。

委員

以前は、学力テストをする時間があったら、もっとたくさん指導をした
方がいいのではないかというそのような声もちらほら、最初のうちは聞こ
えてきたものですから、そのあたりが、その後どのように変わってきてい
るかなと思いまして、お尋ねしました。

理事兼学
おっしゃるとおり、現場にはさまざまな声がありますけれども、子ども
校 教 育 課 たちの状況をしっかりとつかまないことには、物事は進まないと思いま
長
す。特にその学年で学力のどのあたりが落ちているかということをつかま
ないと、欠けたままその次の年度に行きますと、またその子どもにとって
は非常に苦しい１年になりますので、早期発見という意味でも、意味のあ
ることでないかと思います。
教育長
教育長

他にありませんか。
ないようですので、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

私の方から何点か報告させていただきます。
以下、説明省略

教育長

教育次長からの報告でございましたが、何かございますか。
12 月定例会
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（「ありません。」の声あり。）
教育長
教育長

その他のその他で何かございますか。
特にないようでありますので、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

予定としまして、１月 22 日（月）の９時 00 分からお願いできればと考
えており、その後、10 時 30 分から市長室で、総合教育会議をお願いでき
ればと考えております。

教育長

日程については、よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）
委員の皆様には１年間大変お疲れ様でした。来る平成 30 年が輝かしい
年となりますようにご祈念申し上げまして、本年最後の 12 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３時 52 分

閉会

平成 29 年 12 月 22 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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