平成 30 年１月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 30 年１月 22 日(月)

場

所 市役所３階

出席委員
出 席 者

午前８時 58 分開会

大会議室ＡＢ

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

教育長

平松教育総務課長

野口文化交流課長

発言者
教育次長

午前 10 時 00 閉会

質疑等
(日程第１開会)
ただ今から、平成 30 年１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。
おはようございます。
本日は、あいにくの天候となりましたが、委員の皆様には教育委員会に
ご出席いただきましてありがとうございました。
１月３日の成人式にはじまり、平戸縦断駅伝、一昨日には、クラブ対抗
駅伝フェスティバルと新年早々多彩な行事続きでございますが、いずれも
天候にも恵まれ、順調な新年のスタートでございました。この順調さにあ
やかり、本年が安定した実り多い年となって欲しいものだと念ずるもので
す。本年もどうぞよろしくお願いします。今日は本委員会終了後に総合教
育会議が控えておりますので、スムーズな会議進行にご協力賜りますよう
よろしくお願いします。
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。

教育長

（日程第２ 議事録署名委員の指名について）
１月議事録署名委員として、久家委員と松本委員を指名します。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。
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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、12 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、12 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。
まずもって、非常に素晴らしいニュースがありますのでご報告します。
年末に大島中学校が全国リズムダンス大会において、見事優勝の栄冠を勝
ち取るという、大変うれしいニュースが入ってまいりました。前々大会が
優勝、前回が準優勝、今回が優勝という報告を受けると、どんな大会だろ
うかと思ってしまいますが、一昨日本大会の特集番組を見てそのすごさに
驚きました。また、市長訪問をさせていただきましたが、子どもたちのこ
れから得た体験の教育力の高さを思い知りました。
まず実績報告ですが、12 月 25 日、県教委事前打ち合わせに県教委に出
向きました。教職員の人事異動が本格化して参りました。１月３日は成人
式、委員の皆様にはご出席有り難うございました。１月９日、市教委表彰・
スポーツ表彰審査会を行いました。後ほど選考結果については報告させて
いただきます。11 日、12 日人事ヒヤリングを県教委からもご出席してい
ただき、各校長ヒヤリングを行いました。また、12 日には人権教育指定研
究の依頼に県教委からお見えになりました。30 年度から３年間にわたり、
中部地区の小中学校３校に研究指定を行う予定としています。14 日は第
48 回平戸縦断駅伝大会が市内外から 31 チームが出場して行われました。
今回は特に福岡県内の出場が多く、福大大濠高校が高校の部で大会新記録
により優勝を飾りました。16 日県指定「防火教育」研究発表大会に出席し
ました。度島小中学校が今年度の防災研究指定校となっており、素晴らし
い成果発表大会でした。20 日市クラブ対抗駅伝フェスティバルを田平久吹
ダムコースで開催しました。
今後の予定ですが、１月 26 日から 28 日にかけ県下一周駅伝大会が開催
されます。31 日から２月２日まで県教委人事ヒヤリングに長崎市に参りま
す。２月４日ＰＴＡ研修大会が生月町離島開発総合センターで行われま
す。８日から９日にかけまして県都市教育長会が南島原市で行われます。
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18 日生涯学習都市宣言 10 周年記念大会を文化センター大ホールで行いま
す。以上報告します。
教育長

この件につきまして何かお尋ねでもございますか。
（「ありません。」の声あり。）

教育長

（日程第５ 議事）
それでは、日程第５議事に移ります。
議案第１号 平成 29 年度平戸市教育委員会表彰の被表彰者について、
事務局の説明を求めます。

教育総務
議案第１号 平成 29 年度平戸市教育委員会表彰の被表彰者について、
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。

教育長

中でも、12 番の本川さん、17 番の北松農業高等学校及び 18 番の平戸高
等学校については、特に地域貢献が高いということをもって表彰するわけ
でございますが、いかがでしょうか。

委員

本川さんは、長い間、地域づくりのために尽力された方だと思いますの
で、ぜひ表彰していただきたいと思います。また、各高等学校の生徒さん
たちに関しましても、明るい情報といいましょうか、地域に元気をいただ
いておりますし、それだけしっかり努力をされている生徒なので、お手本
になると思います。またこの生徒たちもこの賞をいただくことによって、
またより一層の励みになり、輝く生徒になると思いますので、この提案に
賛成です。

委員

教育次長

平戸市内の高校が３つとも推薦にあがっていて、非常によかったなあと
思うのですが、17 番 18 番についての活動の様子は私も十分に承知してい
るところです。しかしながら、
「どのような基準で選ばれたのか。」と疑問
に思われる方もおられるのではないかと思いますので、その根拠について
教えていただけたらと思います。
この２校につきましては、特に学校を超えて地域に貢献、活動が顕著で
喜ばれているということがあることから、推薦したところであります。
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委員

がんばれば表彰いただけるというような子どもたちのひとつの目標み
たいなものも何かあると思ったものですから、お尋ねしたところです。

教育次長

例えば平戸高校の吹奏楽部が 10 年以上にわたり活動しておりますが、
この２校につきましては、長年にわたって地域に貢献しているということ
であります。ただ、委員がおっしゃるようにそのあたりの基準というもの
が明文化されていない部分がありますので、そのあたりにつきまして、今
後はどのような基準でというところは、設けた方がいいのではないかと考
えますので、今後検討してまいりたいと思います。

委員

今、教育次長が 10 年以上とおっしゃいましたが、長年にわたりという
観点からそのような年数を入れたらいかがかと思います。

教育長

それでは、議案第１号 平成 29 年度平戸市教育委員会表彰の被表彰者
については、原案のとおり可決することに異議ございませんか。

全委員

はい。

教育長

議案第１号

平成 29 年度平戸市教育委員会表彰の被表彰者については、

原案のとおり可決することに決しました。ありがとうございました。
教育長

では、続きまして、議案第２号 平成 29 年度平戸市スポーツ表彰の被
表彰者について、事務局の説明を求めます。

生涯学習
議案第２号 平成 29 年度平戸市スポーツ表彰の被表彰者について、ご
課長
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、質疑に移りたいと思います。いかがでしょう
か。

委員

確認だけいいでしょうか。８番の道添妃萌さんは全日本空手なのです
か。

生涯学習
課長

そうですね。剛柔会という会派の全日本空手です。

教育長

よろしいでしょうか。
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（「はい。」の声あり。）
教育長

教育長

それでは、議案第２号 平成 29 年度平戸市スポーツ表彰の被表彰者に
ついては、原案のとおり可決することに決しました。
（日程第６ 報告）
日程第６報告に移ります。
報告第１号 平成 29 年度平戸市表彰及び生涯学習まちづくり表彰の被
表彰者の推薦について、事務局の説明を求めます。

教育長

報告第１号 平成 29 年度平戸市表彰及び生涯学習まちづくり表彰の被
表彰者の推薦について、説明いたします。
以下、省略

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。何かございます
か。

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、報告第１号 平成 29 年度平戸市表彰及び生涯学習まちづく
り表彰の被表彰者の推薦については、承認することといたします。
（日程第７ その他）
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。

生涯学習
課長

共催・後援について、説明いたします。
以下、省略

教育長

説明が終わりました。何かございますでしょうか。
よろしいでしょうかね。
（「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。
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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、１月９日に平成
29 年度教育委員会表彰選考会を行いました。
今後の予定ですが、１月 24 日には、学校予算委員会が行われます。２
月４日は、第８回平戸市ＰＴＡ研究大会生月大会が生月町開発総合センタ
ーにおいて、開催されます。18 日は市民・教育委員会表彰式が平戸文化セ
ンター中ホールにて行われます。22 日は拡大予算委員会が行われます。24
日は、中津良小学校の閉校式が行われます。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。主なものだけ報告いたしま
校 教 育 課 す。
長
まず実績です。１月９日第３学期の始業式でありましたが、冬季期間中
は大きな事故もなく、子どもたちは無事に新学期を迎えております。10 日
は平戸市校長会が田平町民センターで行われました。11 日から２日間にわ
たりまして、学校人事ヒヤリングを行っております。17 日社会福祉センタ
ーで、平戸市教頭会が行われております。19 日幼保小連絡地区別会議(北
部地区)ということですが、その上段にありますように大島地区を皮切り
に２月７日まで、市内各地区で開催することになっております。
今後の予定ですが、１月 25 日に県学校保健・安全研究協議大会松浦市
大会が行われます。１月 31 日から２月２日にかけまして、人事作業を県
教育庁担当者と行う予定となっております。また、同日に市学校保健主事
部会・フッ化物洗口講習会を保健センターで行いまして、中学校のフッ化
物洗口についての説明を行うこととしております。20 日は平戸市生徒指導
推進協議会を社会福祉センターで行います。23 日平戸市教頭研修会を行い
ます。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。
１月３日は平成 30 年成人式が行われました。対象者が 400 数名に対し
出席率 86％程度で 360 名ほどの出席でありました。当日はスムーズに流
れた成人式でありました。14 日は第 48 回平戸縦断駅伝大会が行われまし
て、今回は、計 31 チームが出場しました。高校の部で福大大濠高校Ａが、
２時間 13 分 24 秒の大会新記録で優勝しております。市内の部では、平戸
消防Ａが優勝しております。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、市内中学校男子が 25 チーム、女子が 11 チームの参加
でした。好天に恵まれ、選手も応援もそれぞれがんばっていました。男子
の部の優勝が田平中学校陸上部Ａ、女子の部の優勝が大島中学校で、あと
小学生についてはロードレース大会を同時開催いたしておりまして、13 名
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の児童が出場しております。
今後の予定ですが、１月 24 日は、平戸市生涯学習推進本部幹事会を行
いまして、今策定中の第Ⅱ期生涯学習推進計画の内容について審議をしま
す。26 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、その後
第４回生涯学習推進会議を行います。それから 26 日から 28 日にかけて第
67 回郡市対抗県下一周駅伝大会が行われます。例年のように初日が田平地
区を通過し、ゴールが松浦市でございまして、２日目が平戸桟橋を市長が
スターターを務めてスタートするという流れになっております。２月 18
日には平戸市生涯学習都市宣言 10 周年記念大会及び第 12 回平戸市公民館
大会が開催されますので、委員の皆様にはご出席をお願いいたします。あ
と、いくつか点在しておりますが、２月１日からとか２月 13 日からであ
りますが、各図書館におきまして、蔵書点検のため一部休館となります。
そのような内容の周知も図っていきたいと考えております。以上です。
文化交流
課長

文化交流課分を報告いたします。14 ページをお願いします。
１月７日は、長崎県新人演奏会出張公演ということで、本市出身の声楽
家の吉住基暉さんの声楽の披露も含めまして、演奏会が行われました。南
部地区を中心に 200 名以上の方にご参加いただきました。15 日からオラ
ンダ商館企画展「hafu 2 hafu」の写真展が開催されております。３月 15
日までとなっております。
今後の予定ですが、25 日から 26 日にかけて、文化財防火デーとして総
合防災訓練を実施します。31 日から２月４日まで多目的研修センターで長
崎県選抜作家美術展が開催されます。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。２月 10 日は小惑星「平戸」講演会
と記載しておりますが、現在調整をいたしておりまして、どうも 10 日の
開催が後にずれ込みそうでありまして、24 日あたりで調整しているところ
です。12 日には平戸検定が未来創造館で実施されます。24 日には宮崎市
で九州神楽シンポが開催予定で平戸神楽出演予定です。以上です。

教育長

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。
よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

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何か報告があれば報告をお願い
します。
１月定例会
- 7 -

教育次長

特にありません。

教育長

その他のその他で何かございますか。

教育長

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、２月 21 日（水）の９時 00 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。それから、２月末に学校関係の人事
についての臨時教育委員会を開催したいと考えております。どうぞよろし
くお願いします。

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。）

教育長

では、次回定例教育委員会を２月 21 日（水）の９時 00 分から市役所３
階中会議室ということで進めさせていただきます。それでは、平成 30 年
１月定例教育委員会を終了させていただきます。ありがとうございまし
た。

午前 10 時 00 分

閉会

平成 30 年１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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