平成 30 年４月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 30 年４月 24 日(火)

場

所 市役所田平支所２階

出席委員
出 席 者

教育長

午前 11 時 35 分閉会

応接室

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
岡

教育次長

大畑理事兼学校教育課長

岩永生涯学習課長

加藤文化交流課長

発言者
教育次長

午前 10 時 00 分開会

平松教育総務課長
森川平戸図書館長

質疑等
(日程第１開会)
ただ今から、平成 30 年４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。
あいにくの天気となりましたが、委員の皆様にはご出席ありがとうござ
いました。平成 30 年度の始まりであります。子どもたちの安全と実り多
い年になるよう願うところです。
今年度もまた人事異動から新年度が始まりました。
ご承知のとおり教育委員会事務局は、教育次長として岡 康則教育次長
が着任し、理事兼学校教育課長に大畑 宗之先生を迎え、事務方トップ２
人が同時異動となりました。また、文化交流課長に加藤有重課長が就任し
ました。その他、参事兼指導主事に山口 隆先生、指導主事に鴨川峰幸先
生をそれぞれお迎えしました。各地区に設置されています公立公民館の館
長につきましては、２年前から民間登用の任期付き職員であったものを、
今年度から非常勤の特別職として新たに委嘱いたしました。定員適正化の
中にあって、業務的にも厳しい状況もございますが、職員一同一致協力し
て事業推進に努めたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたしま
す。
さて、先週４月 19 日、20 日にかけ、長崎市で開催されました「都市教
育長会」、
「市町村教育委員会連絡協議会・合同理事会」、
「県・市町教育委
員会合同会議」、
「県教育長とのスクラムミーティング」に出席してまいり
ました。
新学習指導要領への対応や高校の適正化問題など、本県教育界の問題に
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ついて熱心な協議が行われました。合同理事会と合同会議には、筒井委員
もご出席いただきました。お疲れ様でした。
ここで恐れ入りますが、新たに本会に出席しております岡教育次長をは
じめ、それぞれに自己紹介をさせていただきたいと思います。
教育次長

あいさつ省略

理事兼学
校教育課
長

あいさつ省略

文化交流
課長

あいさつ省略

教育長

それでは早速ですが、４月定例教育委員会の議事に移ります。
（日程第２ 議事録署名委員の指名について）
４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。

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、３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、３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ページお開きください。
３月 30 日は、市役所及び教職員の退職辞令交付式及び市役所管理職の
辞令交付式がございました。４月２日、新年度初日には、市役所新規採用
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職員辞令交付、教育委員会関係職員の辞令交付式がございました。また、
５日には学校図書及び特別支援員の辞令交付式を行いました。15 日には、
退職校長会の総会に招かれましたので、黒田市長と出席しました。16 日に
は、今年度最初の校長会研修会に出席しました。谷川会長、森田副会長が
共に役員留任となっております。17 日及び 18 日には、全国学力・学習調
査が行われ、本市では事故なく全学校実施されました。18 日には、平戸・
松浦・北松地区の初任者研修会が行われました。19 日「市地域人材・確保
推進本部会」とありますのは、新たに市行政が横断的に人材確保や高等学
校の維持向上のための対策を協議する副市長をトップとした検討会を立
ち上げました。19 日、20 日には、長崎市で恒例の都市教育長会議、市町村
教委連絡協議会、県教育長とのスクラムミーティングが行われました。
今後の予定ですが、本日午後６時からツーデーウォーク実行委員会、５
月に入りまして７日市ＰＴＡ連合会総会。12 日にはＶ・ファーレン長崎フ
レンドリータウン事業としまして、市内親子 100 名を募り、Ｖ・ファーレ
ン長崎の応援に行くこととしています。当日は市長と高田社長との面談が
実現できればと協議中です。17 日・18 日に全国都市教育長協議会総会に
岩手県一関市に行く予定です。
理事兼学
初任者研修ですけれども、本年度は小学校に９名、中学校に３名配置さ
校 教 育 課 れております。うち平戸出身者につきまして詳細にはわかりませんが、本
長

教育長

年度中学校に配置されているようです。初任者について昨年度と大きく変
わっている点が、昨年度までは拠点校指導教諭ということで、１人の先生
が４名を指導していたのですが、本年度は１人の先生が６名を指導するこ
とになりました。中学校については、先ほど３名と申し上げましたが、松
浦市とあわせて６名を指導するようになっております。それから、平戸市
の指導については、拠点校指導は再任用の先生がするようになっておりま
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

教育総務
課長

（日程第５ 議事）
それでは、日程第５議事に移ります。
議案第７号 平戸市英語検定料助成金交付要綱の一部を改正する告示
について、事務局の説明を求めます。
議案第７号

平戸市英語検定料助成金交付要綱の一部を改正する告示

について、ご説明いたします。
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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。何かございます
か。

委員

今回の改正は新指導要領と併せて考えたときでも、大変よかったなと思
っております。この英検は必ず５級からスタートして５級をクリアしない
といけないのでしょうか。

理事兼学

実力があれば、何級からでも受検可能です。

校教育課
長
委員

はい。わかりました。

教育長

ほかにありませんか。

委員

英検は年に何回実施されているのでしょうか。

理事兼学

３回です。

校教育課
長
教育次長

委員

補足ですが、国が中学校卒業時に３級程度を 50％の目標を掲げています
が、平戸市の場合受検者そのものが 50％に達していないものですから、ま
ずは分母を上げなければならないということで、今回このような改正とさ
せていただいております。
学校の授業の中でも受検できるようになっているのでしょうか。

理事兼学
学校の授業の中では受けることはできません。時間外となります。受検
校 教 育 課 の方法としましては２通りありまして、佐世保会場で受検する方法と学校
長
毎で受検してもいいという方法があります。学校内での場合は放課後であ
ったり、土曜日などの実施となっております。
委員

それでは、どの中学校でも受けることは可能なのですね。

理事兼学

そのとおりです。ちなみに本市の場合、昨年度はほとんどが学校内で受

校 教 育 課 検しております。
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長
委員

委員

とてもいい制度であると思いますので、ぜひ拡げていただきたいと思い
ます。
検定料とかはいくらくらいかかるのでしょうか。

理事兼学
検定料は、準会場である学校で開催された場合、２級が 5400 円、３級
校 教 育 課 が 3400 円です。なお、本会場の場合は２級が 5800 円、３級が 3800 円と
長
なっております。ということで、金額の差があります。
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、議案第７号 平戸市英語検定料助成金交付要綱の一部を改正
する告示については、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５号
ます。

教育次長

教育長

教育長

平戸市教育委員会職員異動について、事務局の説明を求め

報告第５号 平戸市教育委員会職員異動について、説明いたします。
以下、省略
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。
よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

それでは、報告第５号
ることといたします。

平戸市教育委員会職員異動については、承認す

教育長

つづきまして、報告第６号 平戸市学校医、歯科医及び薬剤師の委嘱に
ついて、事務局の説明を求めます。
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教育総務
課長

教育長
委員

教育総務
課長
教育長

報告第６号

平戸市学校医、歯科医及び薬剤師の委嘱について、説明い

たします。
以下、省略
説明が終わりましたが、ただ今の件につきまして何かございますか。
委嘱の期間の終わりが記載されておりませんが、この終わりというのは
ご本人の意向でしょうか。
ご本人の意向もありますし、それぞれ医師会や歯科医師会、薬剤師会か
らの届けに基づくものとして運用いたしているところでございます。
ほかありませんか。
（「ありません。」の声あり）

教育長

それでは、報告第６号 平戸市学校医、歯科医及び薬剤師の委嘱につい
ては、承認することといたします。
（日程第７

その他）

教育長

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。

理事兼学
校教育課
長

共催・後援について、説明いたします。11 ページをお願いします。
以下、省略

生涯学習
課長
教育総務
課長

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。）
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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、26 ページをお願いします。
まず、実績ですが、４月２日は臨時職員の辞令交付式を行いました。ス
クールバス運転手４名、平戸幼稚園教諭１名、適応指導教室１名に辞令交
付を行いました。13 日は事務職員研修会に出席いたしました。16 日は平
戸市校長研修会に出席し、本年度の予算の概要等を説明いたしました。17
日は特別支援学校設置の件で県教育庁特別支援教育課及び教育環境整備
課が来庁され、田平中の現地視察も含め協議を行いました。
今後の予定です。25 日は第１回事務の共同実施連絡協議会が開催されま
す。５月７日には平戸市ＰＴＡ連合会総会が開催される予定となっており
ます。以上です。

理事兼学
学校教育課です。27 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。
長
まず実績報告ですが、４月９日から 10 日、11 日にかけて市内小学校、
中学校及び平戸幼稚園の入園式が行われました。ちなみに幼稚園の入園児
は全部で 16 名でした。17 日に全国学力・学習状況調査が一斉に行われ、
小学校が国語、算数、理科、中学校が国語、数学、理科が行われ、同時に
県学力調査も小学５年生及び中学２年生を対象に行われました。なお、中
学校については翌日 18 日に英語の学力調査が行われました。特にトラブ
ルもなく円滑な実施となりました。
今後の予定ですが、26 日から 27 日にかけて、県市町指導主事等研修会
が長崎市で開催されます。市内小中学校の運動会が 29 日と５月 13 日、31
日に行われます。今年度は、毎月第３日曜日を家庭の日ということで、学
校行事等を行わないということで指導しておりましたので、そのあたりを
十分に配慮した日程となっております。詳細につきましては、資料 30 ペ
ージをご参照ください。５月 26 日から 27 日にかけて中学校総合体育大会
の球技と武道の部が市内各地で開催されます。以上です。
生涯学習
課長

生涯学習課です。資料は 28 ページです。
実績報告ですが、３月 27 日は第２回少年センター運営協議会、第２回
放課後子ども教室運営委員会及び第２回社会教育委員会が行われました。
４月 18 日は長崎県体育協会生涯スポーツ委員会及び長崎県民体育大会第
１回実行委員会が開催され、本年度の県民体育大会は 11 月 10 日から 11
日にかけて佐世保市を中心とした県北地区会場での開催予定となってお
ります。23 日は平成 30 年度図書館友の会総会に出席いたしました。
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今後の予定ですが、24 日は第 12 回ひらどツーデーウォーク 2018 第１
回実行委員会を予定しており、コースの変更等を協議することになりま
す。26 日は平成 30 年度平戸市体育協会役員会を行う予定になっておりま
して、29 年度の実績、決算報告と 30 年度の行事予定と予算について協議
いたします。５月７日は平戸市ＰＴＡ連合会総会が行われます。８日は社
会教育主管課長会議が県庁で行われますので、出席いたします。12 日はＶ
ファーレン長崎親子応援デーということで、50 組 100 名の親子で応援ツ
アーに行くようにしております。以上です。
平戸図書

同じく 28 ページをお願いします。

館長

４月 23 日に図書館友の会総会が行われまして、図書館のフロアのコー
ヒーサーバーの運営やライブラリコンサートなどについての協議が行わ
れました。
今後の予定ですが、ブックリサイクルが 23 日から 30 日まで、５月３日
が手作りプラネタリウム、同日から５日までが遊びのひろば、ひょっこり
おはなし会、４日がこども映画上映会、５日がブックトーククイズ、こび
と探し、６日にはスペシャルおはなし会や図書館ツアーがそれぞれ行われ
る予定となっています。16 日には第１回図書館協議会を開催するようにし
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。29 ページをお願いします。
まず、実績報告です。４月３日は世界遺産講座と題しまして、紐差婦人
会の皆さんを対象に開催いたしました。９日は「按針と家康を大河ドラマ
に！」の署名活動を市役所ロビーなどで開始しております。なお、５月１
日からは各区長を通じて市内全域で署名活動のご協力をお願いするよう
にしております。10 日は国際交流員で中国からの董 海燕（ドンハイエン）
さんが離任し、翌日 11 日には新しく中国からの国際交流員 張 静（チョ
ウセイ）さんが着任しました。18 日はＮＨＫ歴史ヒストリア「家康大航海
時代に出会う！～イギリスの侍按針の大冒険」が放送されております。21
日から 22 日にかけて平戸お庭めぐりが熊澤三郎記念館ほか８箇所で行わ
れております。22 日は南九州大学の永松義博名誉教授による「平戸藩が残
した用途多彩で特異な大名庭園」の講演会を行っておりまして、約 70 名
の参加者でありました。
今後の予定ですが、25 日からオランダ商館企画展「殿様のマニアックな
コレクション」が６月 20 日まで開催されます。詳細については、チラシ
を配付いたしておりますので、ご参照ください。29 日は島の館企画展「か
くれキリシタン信仰・行事」壱部の展示が５月 28 日まで行われます。５
月１日は世界遺産登録を見据えて、春日集落拠点施設オープニングセレモ
ニーを行う予定です。５日は壱部地区オラショ公演が島の館で行われま
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す。６日は国指定名勝（庭園）特別公開ということで棲霞園と梅ヶ谷津偕
楽園で行われます。入場は無料となっていますので、ぜひお越しいただけ
たらと思います。14 日に文化財審議会を開催するようにしております。21
日は度島ふれあいコンサートを行う予定で、出演は尺八の田島直士さん、
ギターの山口 修さん、ソプラノの山口純子さんの３名の予定です。26 日
は三浦按針レクイエムコンサートが行われます。27 日は第 24 回按針忌が
崎方公園を中心として行われます。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。

教育長

「按針と家康を大河ドラマに！」の署名活動の全体像を少し教えていた
だけないでしょうか。

文化交流
まず最初に始めたのは、平戸市が４月９日から署名活動をはじめており
課長
ますが、その前日の８日に横須賀市で按針サミットというものを開催して
おりまして、三浦按針にゆかりのある大分県臼杵市、神奈川県横須賀市、
静岡県伊東市、そして平戸市この４市が連携して按針サミットと大河ドラ
マに向けた取組みを行っております。４月８日に横須賀市の駅前で 30 分
ほど市長と議長に私と秘書が随行し、署名活動をしたことがきっかけとな
っております。現在は市役所で署名する場所を設けております。それ以外
に５月１日から嘱託員を通じて、各地区に署名をお願いするようにしてお
ります。最終的には 202,000 人の署名目標を立てておりますが、この数値
ゴロ合わせの根拠は、２年後の 2020 年が没後 400 年ということでの設定
となっております。残念ながら 2020 年の大河ドラマについては別のもの
に決まったという情報が入ってきております。
教育長

ほかにございませんか。よろしいでしょうかね。
（「はい。」の声あり。）

教育長

教育次長

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。
平成 30 年度の平戸市教育委員会の年間計画について
以下、説明省略
今の報告について、ご質問等ございませんか。
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委員

学校訪問はいつも２回くらいされるのですか。

教育長

元々が過去になかったものですから、昨年度から行っております。教育
委員の皆様方が学校現場のことを把握していない状況では、何を語るのか
という議論になりましたものですから、現状のようになっております。

委員

特に新学習指導要領の移行期間が始まっていますので、英語とか道徳と
かどのように授業されているのかなと思いますが、それに限らなくてもぜ
ひ訪問させていただきたいと思います。

教育長

以上、教育次長報告はよろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

では、その他のその他に移りたいと思います。何かありますか。

教育総務
市民課から、環境審議会委員について、教育委員へ推薦の依頼がまいっ
課長
ておりますので、教育委員の皆様方でご協議、推薦をお願いいたします。
教育長

松本委員、筒井委員、久家委員はそれぞれ他の委員に就任されておりま
すので、戸田委員にお願いできないでしょうか。

委員

はい。わかりました。

教育長

戸田委員。どうぞよろしくお願いいたします。

教育長

ほかに何かありますか。
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、５月 21 日（月）の午後１時 30 分から田平支所２階会
議室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５月 21 日（月）の午後１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
４月定例会
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年４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 35 分

閉会

平成 30 年４月 24 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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