平成 30 年２月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 30 年２月 21 日(水)

場

所 市役所３階

出席委員
出 席 者

教育長

午前 11 時 12 閉会

中会議室

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

発言者
教育次長

午前９時 27 分開会

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
質疑等

(日程第１開会)
ただ今から、平成 30 年２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。
毎晩、平昌冬季オリンピックに、一喜一憂の日々だと思います。
今年は寒い日続きでしたが、よくしたもので今朝、庭を見てみますと梅
の花がほころび始めていました。
さて、委員の皆様には、先日の平戸市表彰式、そして午後からの「生涯
学習都市宣言 10 周年記念大会」にと、終日ご出席いただきましてありが
とうございました。
記念大会につきましては、実行委員会を設置しながら取り組んでまいり
ましたが、600 名ほどのご参加をいただき、内容的につきましても、時間
的な問題はありながらも、大方良好な評価をいただけたのではないかと思
っております。
コーディネーターを努めていただきました県生涯学習課の原課長にも
随分助けられましたが、何と言っても北松農業高等学校生徒の若々しさ
が、会場を盛り上げてくれました。
今回の大会を通して、改めて「まちづくりは、人づくりから」というこ
とを実感し、今後ともに生涯学習都市宣言に恥じない取組みを行っていか
ねばと意を強くしたところです。また、大会に強く背中を押された心地で
おります。
それでは、日程によりまして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）
２月定例会
- 1 -

教育長

２月議事録署名委員として、松本委員と筒井委員を指名します。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、１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、１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ページお開き願います。本報告書のとおりですが、主なものを報告し
ます。
１月 31 日から２日まで、県教委の人事ヒヤリングに行ってまいりまし
た。教職員の異動も大詰めでございますので、近いうちに臨時教育委員会
を開催し、人事を確定させていただきたいと思います。
２月４日、第８回ＰＴＡ研究大会生月大会が開催されました。
８日、９日県都市教育長会が南島原市で行われましたので出席しまし
た。
11 日には、恒例の「いきつきロード 2018 大会」が約 700 名のランナー
が出場して行われました。
14 日には初任者研修第２回実施運営委員会及び連絡研修会に出席いた
しました。会の中では、松浦市、平戸市で研修を受けた 18 名の初任教師
の研修発表も行われました。４月の第１回研修の折りには、希望に満ちた
発表でございましたが、10 ヶ月あまりの現場経験と研修を終え、教師とし
ての喜びばかりではない厳しさも自覚し、地に足の着いた大きく成長した
姿を見せてくれました。
16 日には、県教育センターにおきまして、初任研、中堅研実施協議会が
開催されました。次年度以降の研修のあり方について説明・協議を行いま
した。全体的には、
「学び続ける教師」
「教職員は学校で育つ」を基本とし、
初任者研修においては、負担感の軽減を図る方向で、また、初任、中堅研
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修に集中している研修を平準化する方向にあります。

教育長

今後の予定です。
23 日には、地区別教育長会が予定されており、県の人事異動案が示され
ることになります。24 日には、中津良小学校、３月４日には堤小学校の閉
校記念式典がそれぞれ行われます。３月５日から市議会３月定例会が開会
予定です。11 日には、第 62 回平戸市地域婦人会大会行われます。14 日は、
中学校、15 日は平戸幼稚園、16 日は小学校の卒業式です。20 日には、生
月のカトリック山田幼稚園の閉園式がございます。また、当日午後からは、
山九平戸錬成館竣工式に出席予定です。
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３号 平戸市立小中学校事務の共同実施組織運営規程の一部を
改正する訓令について、事務局の説明を求めます。

教育総務
議案第３号 平戸市立小中学校事務の共同実施組織運営規程の一部を
課長
改正する訓令について、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、質疑を移りたいと思います。いかがでしょう
か。

委員

新旧対照表で、旧の方には副室長がありませんが、従来もそのような肩
書きの方がおられたのでしょうか。

理事兼学

従来もございます。それぞれの地区に室長と副室長がおります。

校教育課
長
委員

わかりました。それでは、それぞれ４つの地区にそれぞれに室長と副室
長がおられて、この連絡会というのはこの４地区が一緒になった大きい組
織ということになりますか。

理事兼学
これにつきましては、室長が属するところの校長がそこの協議会の会長
校 教 育 課 となっております。そこの実質の取りまとめの室長がおかれて、それを補
長

佐するために副室長がおかれています。それから、全体の組織としては、
２月定例会
- 3 -

全体的な連絡協議会があり、その下部組織として室長、副室長の実質的な
事務の担当者が集まる連絡会があります。
委員

教育長

私も教職員時代、この事務の共同実施制度があったおかげで非常に助か
ったと思っております。
この件についてはよろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

それでは、議案第３号 平戸市立小中学校事務の共同実施組織運営規程
の一部を改正する訓令については、原案のとおり可決することに決しまし
た。
では、続きまして、議案第４号 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議題といたします。事務局の説明を求めます。

教育総務
議案第４号 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
生涯学習
課長
教育長

では、まず平戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
する条例の一部を改正する条例について、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

今回の改正で、廃止になった図書館長と公民館主事というのは、今、不
在だからということではなくて、市の職員として配置されているからとい
うことでしょうか。

生涯学習
課長
教育長

はい。そのとおりです。

現行の公民館長につきましては、民間登用という形で任期付職員という
ことで、運用しておりますが、２年間の間で何らかの方向性を決めようで
はないかということで検討した結果、特別職の公民館長とすべきだという
ことになりまして、今回このような形で提案させていただきました。
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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

続きまして、平成 30 年度平戸市一般会計予算について説明を求めます。

教育総務
課長

平成 30 年度平戸市一般会計予算について、説明いたします。
以下、説明省略

生涯学習
課長
文化交流
課長

教育長

委員

平成 30 年度平戸市一般会計予算について、説明が終わりましたので、
質疑に移りたいと思います。
扇風機設置事業ですが、これは教室だけでしょうか。使われない教室と
かもあると思うのですが。

教育総務
普通教室を予定しております。基本的には壁掛け型を１教室あたり４基
課長
ということで予算計上をする予定でありますが、実際には各学校の校長先
生方の意向に沿うような形で、整備してまいりたいと考えております。
委員

図書館管理運営事業のガラスフィルムですが、全体的に整備するのでし
ょうか。

生涯学習
すでに一角だけは整備してあるところもあるのですが、ほとんどが未整
課長
備ということで、特に海に面したところの照り返しとかは、かなり影響を
受けやすいことから、背表紙とかの色あせによりまして、タイトルがわか
らなくなったりとかしており、そのような状況が少なからず出てきており
まして、そのような状況をふまえ、今回書架のある部分については全体的
に整備する予定です。
教育長

このガラスフィルムの整備費はどのくらいですか。

図書館長

1,700 千円ほどになっております。
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教育長

世界遺産登録記念ライトアップ等事業で、春日の棚田のライトアップは
ものすごく魅力的だと思いますが、具体的にはどのように整備するのでし
ょうか。

文化交流
基本的には、あぜ道につけていくのですが、太陽光で充電したソーラー
課長
式のＬＥＤライトがあるのですが、それを１本ずつさしていくようなイメ
ージです。併せて、安満岳の山頂の部分にも春日からほのかに見えるくら
いライトアップができればなというふうに思っております。
教育長

わかりました。ほかにありませんか。よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

続きまして、指定管理者の指定について、事務局の説明を求めます。

文化交流
課長

指定管理者の指定について、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、質疑に移ります。何かございませんか。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、議案第４号 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２号 平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく特別措置
について、事務局の説明を求めます。

理事兼学
報告第２号 平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく特別措置
校 教 育 課 について、説明いたします。
長
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。
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委員

サッカー部の関係で南部中に８名の生徒が行くことになります。生徒が
だんだん減っていく学校の中で、中部中が６名の生徒が抜けるわけです
ね。私自身も自分の中で２つの心が動くわけです。数が減る寂しさという
のと、もう一つは生徒たちが志を高くもって、夢に向かっていうのを学校
教育目標の大きなものにしている中で、それを止めさせるということもで
きない。たとえば、それを区域外の学校に行かないようにと説得したとし
ても、その生徒がほかの部分でやけになって、できるものもできなくなっ
てしまう心の状態になったということを思えば、やはり夢の実現に向け
て、校区を変えてがんばらせる方がいいのかなと思います。

教育長

はい。しばらく、この件につきまして議論してみたいと思いますが。い
かがでしょうか。

委員

生月中学校で、野球をしたいという生徒がいるのですが、野球部がない
んですね。けれども、その部がない中で（３～４人しかいないと思います
が。）部活の中で基礎練習を中心にがんばっているわけです。試合とかは
全くできませんが、苦労しながら土日とか他校のチームと一緒になってし
ているそうです。それで、その生徒たちは少ないながらも、自分たちがや
りたいことを置かれた環境の中で、しっかりがんばっているという、そう
いう生徒もいるということをお話させていただきました。決してこの制度
について反対という意味ではありませんので、よろしくお願いします。

委員

私の知り合いがいるのですが、その方はＰＴＡ活動が熱心な方で子ども
さんがサッカーで南部中に行っているようです。子育てが熱心だからこそ
教育も熱心になり、その結果、学校も偏ってしまう恐れがあるのかと思い
ました。保護者のかかわり方が大事かなと思いました。

委員

このことについては、希望すれば叶うというものなのか。歯止めがある
のかですね。区域外に出て行った場合、今後は小さい学校の存続という問
題も絡んでくるのかなと思います。このことに対する何らかの措置が必要
ではないかと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。

理事兼学
歯止めということではないのですが、これはその学校に希望する部がな
校 教 育 課 いということが条件です。行く学校については、最寄りの中学校というこ
長
とになります。例えば、南部中と中部中にサッカー部があるとして、中部
中に優れた指導者がいるからといって野子中学校から南部中を通り越し
て、中部中に行くことはできません。ですから、部がある最寄りの学校と
いうのが条件となります。
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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、報告第２号 平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく
特別措置については、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。

教育長

よろしいでしょうかね。
（「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、47 ページをお願いします。
まず、実績ですが、１月 24 日には、学校予算委員会が行われました。26
日には、スクールボートについて、高島地区児童生徒の保護者との協議を
行いました。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、開催されました。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した。委員の皆様にはご多
忙の中、ご臨席いただきありがとうございました。
今後の予定ですが、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。同日に執務室の移転作業を行う予定と
しておりまして、26 日の月曜日からは田平支所２階での執務となります。
３月４日は、堤小学校の閉校式が行われます。翌日の５日からは市議会３
月定例会が開会予定です。14 日が中学校、16 日が小学校の卒業式の予定
となっております。以上です。

理事兼学

学校教育課です。48 ページをお願いします。主なものを報告いたしま

校 教 育 課 す。
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長

まず実績報告ですが、１月 25 日に県学校保健・安全研究協議大会松浦
市大会が行われました。これについて、本市からは大島小学校と田平中学
校が研究発表を行っております。31 日に市学校保健主事部会・フッ化物洗
口講習会を行いました。小学校で行われているフッ化物洗口について、こ
れを中学校に広めるための講習会であります。予定ではありますが、平成
30 年度には併設校である度島と野子の小中学校において、フッ化物洗口を
始めるということで、平成 30、31、32 年度の３ヵ年で平戸市内の中学校
で進めていこうという計画を立てております。２月 16 日には平戸市小中
学校教務主任研修会がありました。ここで、次年度から変わる例えば小学
校の英語について、その内容について検討いたしております。
今後の予定ですが、２月 22 日に県幼稚園等新規採用教員研修等運営協
議会が行われます。これについては幼稚園の教諭及び認定子ども園の教員
について、この研修が始まるということで内容についての説明検討会であ
ります。27 日は平戸市通学路安全推進連絡会及び合同点検ということで、
市内の児童生徒の通学路を順次点検しております。この対策をさまざまな
部署と連携して対策を練っているところで、今回は中南部の通学路につい
て、検討を行う予定です。28 日に平戸市生徒指導推進協議会がありまし
て、特にいじめや不登校の状況、対策について協議を行う予定になってお
ります。３月２日は平戸市校長研修会が行われます。14 日は市内の中学校
及び併設校の卒業式が行われます。15 日が平戸幼稚園の卒園式と公立高校
入試の合格発表が行われます。16 日が小学校の卒業式が行われます。23 日
が平成 29 年度の修了式と学校の離任式が行われる予定です。30 日が公立
学校教職員退職者辞令交付式が行われる予定となっています。以上です。

生涯学習
課長

生涯学習課です。資料は 49 から 50 ページです。
１月 26 日からは郡市対抗県下一周駅伝大会が３日間行われました。全
体成績は、平戸市チームは残念な結果に終わりましたが、区間によっては
上位に入った選手もおりましたので、次につながればというふうに思って
おります。２月４日は平戸市ＰＴＡ研究大会が生月町開発総合センターで
行われました。当日は雪模様の天候で大変寒い中の大会となりました。委
員の皆様にもお忙しい中ご出席をいただきまして、ありがとうございまし
た。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
市公民館大会につきましては、おかげさまで大きなトラブルもなく修了す
ることができました。委員の皆様には改めましてお礼を申し上げたいと思
います。
今後の予定ですが、２月 26 日は平成 29 年度食育推進会議が行われま
す。３月９日は長崎県子ども会育成連合会理事会が長崎市で行われます。
11 日は第 62 回平戸市地域婦人大会が度島浦公民館で行われます。
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図書館長

49 ページをお願いします。２月１日から８日までが平戸図書館、13 日
から 17 日までが永田記念図書館で、それぞれ蔵書点検のため休館いたし
ました。
50 ページをお願いします。21 日は生月公民館図書室が蔵書点検のため
休館しております。明日からは通常どおり開館いたします。24 日と 25 日
はたびら活性化施設でつばきフェアがありますので、それに合わせ出張図
書館で参ります。28 日は第３回図書館協議会を未来創造館で行います。３
月３日は春のおはなし会スペシャルを平戸図書館で開催いたします。17 日
は春のお楽しみ会を永田記念図書館で開催します。以上です。

文化交流
課長

文化交流課分を報告いたします。51 ページをお願いします。
１月 25 日から 26 日にかけて、指定文化財 10 数箇所において、文化財
防火デーとして防火訓練を行いました。30 日は「家康と按針」の大河ドラ
マ化要望を横須賀市、伊東市、臼杵市、平戸市の４市の市長と議長でＮＨ
Ｋ放送センターで行いました。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した。415 名の方にご来場いただき
ました。２月１日は台湾日本代表処射大使が市長表敬訪問をされました。
９日から 14 日にかけて、平戸城址の確認調査を行いましたが、出土品に
ついてはありませんでした。12 日には平戸検定が３会場で実施され、108
名が受検されまして、61 名が合格されました。そのうち上級合格者が 12
名でこの方々には「平戸観光マイスター」の称号が与えられます。観光客
などのガイドに従事していただけたらと思っております。本日、午後から
第２回文化財審議会を予定しております。
今後の予定ですが、22 日は生涯学習出前講座ということで、世界遺産に
ついて、生月中央公民館で講座を開きます。24 日は平戸つばきフェアが未
来創造館とたびら活性化施設で行われ、やぶ椿等の展示が行われます。ま
た、同日には小惑星「平戸」講演会ということで、文化センターで開催す
る予定です。また、九州神楽シンポジウムが宮崎市で開催されますが、平
戸神楽が出演される予定になっております。文化的景観推進委員会を春日
集落で開催するようにしております。３月１日には歴史文化基本構想の最
終の策定委員会を大村市で開催します。３日から 16 日にかけて交流事業
で市内高校生 12 名がオランダ王国短期留学ということで３日に出発しま
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。
「家康と按針」は、勝算はあるのでしょうか。
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文化交流
課長

教育長

今回で４回目の要望活動ですが、従来はそうでもなかったようですが、
今回はどの市長や議長も非常に手応えがあったようにおっしゃっていま
した。まだ見通しは全くわかりませんが、按針にゆかりのある４市で協議
会を組織しておりますが、30 年の４月から４市で署名活動をやっていこう
ということになっておりまして、その記者発表を４月８日に横須賀市で行
うようになっているようです。そこには平戸市からも市長と議長が出席す
る予定です。
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。

教育次長

それでは、２点報告させていただきます。
３月定例議会の日程ですが、２月 26 日に議会運営委員会が行われる予
定となっており、そこで日程が決定する予定ですが、現時点での情報によ
りますと３月５日開会で進んでおります。内容は、平成 30 年度当初予算
が主なものとなっているところで、先ほどの予算説明のとおりです。
次に、平成 30 年度４月１日からの組織機構の改編については、懸案で
ありました「こども未来課」については、保健センターと併せて編制とな
るため、市役所の事務室の確保のため、教育委員会がいよいよ、来週の月
曜日、２月 26 日(月)から田平支所(田平庁舎)２階へ引っ越すこととなっ
ております。移転については、広報ひらどや主だった団体などにはお知ら
せしておりますが、教育委員さんにもお尋ねがありましたら、お知らせ願
います。電話番号については、市役所本庁舎の代表番号で転送されます。

教育長

その他のその他で何かございますか。

理事兼学
各課報告で申し上げておりました。卒業式につきまして、ご案内とお願
校 教 育 課 いをいたしたいと思います。
長
以下、省略
教育長

教育次長

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。
予定としまして、３月 27 日（火）の９時 30 分から田平支所２階会議室
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でお願いできればと考えております。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３月 27 日（火）の９時 30 分から田平支所
２階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
２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 11 時 12 分

閉会

平成 30 年２月 21 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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