平成 30 年５月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 30 年５月 21 日(月)

場

所 教育委員会

出席委員
出 席 者

教育長

午後３時 00 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

午後１時 30 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５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。
皆さまこんにちは。
本日はご多用の中、委員の皆様にはご出席いただきましてありがとうご
ざいました。
私は、先週 17 日、18 日と岩手県一関市で開催されました全国都市教育
長会総会に行ってまいりました。東北は今もなお、東日本大震災の爪痕深
く、そのことが教育の根底をなしていることを思い知らされました。本会
の会長は長崎市の馬場教育長が務めておられまして、主催者代表あいさつ
や表彰等、実に堂々とした会長さんぶりでございました。
ただ今年度中に教育長としての任期を迎えるということで、再選は受け
られず次期会長として、和歌山市の教育長を選出したところです。
また、事例発表として社会教育分野から西海市の中小路教育長が発表さ
れました。ウイットに富んだすばらしい発表でありました。
この大会には、例年文部科学省からも数名参加され、講師や指導助言者
を努めて頂いておりまして、新学習指導要領や教育課題など、これからの
教育動向を得ることができる貴重な機会となっているところです。
話の方向性としては、不確実なこれからの社会に如何に対応して生き抜
く力を育成するか。これまでの学校教育の在り方、知識や技能習得だけで
は限界があり、新たな視点での教育の在り方が問われているところであり
まして、ＩＣＴやＡＩ等の情報化、国際化を意識しつつも、地域住民も含
めた総合的な教育の推進が必要だとのことであったと思います。
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今日は、このあと明日の市町村教育委員会連絡協議会総会・合同研修会
の事前研修も予定しております。長時間になりますがどうぞよろしくお願
いいたします
それでは早速ですが、５月定例教育委員会の議事に移ります。

教育長

（日程第２ 議事録署名委員の指名について）
５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、４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、４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。
主なものにつきまして、説明します。
４月 24 日は、ツーデーウォーク実行委員会が開催されました。今年度
は 10 月 13、14 日に開催予定です。29 日には中学校の体育大会が開催され
私は田平中学校に参りました。５月２日は小学校教育研究会平戸支部総会
が平戸小学校で行われました。７日は市ＰＴＡ連合会総会に出席しまし
た。これまでの連合会長は田平中学校の勢良さんでしたが、今総会で中部
中学校の田口昭二さんへ替わられました。９日は市奨学資金貸付基金運営
委員会を行い、高校生２名専門学校生２名に貸付が決定されました。12 日
土曜日、Ｖ・ファーレン長崎フレンドリータウン事業として、諫早陸上競
技場で行われたＶ・ファーレン長崎対名古屋グランパス戦の応援に、市内
親子 100 名とともに参りました。当日は市長が髙田社長を訪問するととも
に、今後のフレンドリータウン自治体としての取組みについても、協議を
行いました。14 日は文化財審議会があり、宮の浦の志々伎神社沖の宮にあ
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る薩摩塔の市指定文化財推薦が議題でした。後ほど文化交流課長より議案
提出があります。17 日から 18 日にかけまして、全国都市教育長会総会に
岩手県一関市に行って参りました。
今後の予定です。明日が市町村教育委員会連絡協議会総会及び合同研修
会です。26 日、27 日に武道及び球技の中学校総合体育大会が行われます。
６月４日から市議会６月定例会が開会します。10 日には第 13 回平戸市「少
年の主張」大会を開催の予定です。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８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、事務局の説明を求めます。

教育総務
議案第８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
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。何かございます
か。
教職員住宅について、今後の取り扱いについて補足がありますか。

教育総務
はい。本日の教育委員会の議決を経まして、来月の市議会定例会に起き
課長
まして条例改正議案の議決をいただき、用途を廃止し、普通財産となりま
す。並行して、当該住宅が財源として国庫補助金を受けている関係で、財
産処分として国県に対して所定の手続きを経て、売却に向けての準備に入
ることになるかと思っております。
教育長
委員

生涯学習
課長

予算関係で何かありますか。
生月中央公民館改修事業につきまして、ここに至るまでの経緯について
お尋ねします。
まずもって、現在の生月町中央公民館は、耐用年数の 50 年を間近に控
えておりまして、安全性を担保できないことからその建物についてをどう
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するかについての段階で、生月町のいろいろな団体の長にお集まりいただ
きまして、３回ほどご協議いただきました。それに加え現在の生月町中央
公民館そのものが生月町全体の中央公民館という位置づけと建設の経過
から浦北及び浦南地区の公民館を兼ねていたというところがあります。皆
様方は、その意識を強く持たれておりましたので、なかなか中央公民館と
地区公民館とのの区別が難しいところがございました。その点につきまし
て、浦北や浦南の方々になんとかご理解いただき、この建物については耐
用年数が近いので、今後もずっと使うことは難しいですよというところを
当方としましてはお伝えしたつもりでしたが、なかなかそこのところは意
思の疎通がうまくいかずに難航したところはございました。しかしなが
ら、平成 30 年度の地区の総会におきまして、区長からもお話をいただき、
まずもって、地区の公民館と中央公民館については機能を分けて考えなけ
ればいけない。中央公民館については生月町全体のものなので、それにつ
いては現状の考えと支所の２階３階が空いており、そこの部分を活用する
のが適当ではないかという意見が一致したことから、今回の改修設計予算
について補正予算計上に至った次第でございます。概略以上です。
委員

ありがとうございました。私も今ある建物を有効活用することは賛成で
す。移転先については、最初から支所の方だったのでしょうか。

生涯学習
そのことにつきましては、やはり地域の方々は現地建て替えを希望して
課長
おられました。それに対しまして、私たちは支所の２階３階の活用と旧生
月保育所の建物についての活用をするのはいかがかと提案をさせていた
だきました。旧保育所の活用につきましては、地区としては使用しないと
いう意見にまとまっていましたので、当方としましてはこれ以上旧保育所
を推し進めることはしない方がよいとの判断をいたしました。まずもっ
て、中央公民館機能の移転というところに視点をおいて、協議をさせてい
ただき、地区の公民館については今後地域の方々と協議を進め、どういっ
た方向があるのか。そのようなところもふまえて協議をしていこうという
ところで一致をしたところです。
委員

わかりました。いろいろな活動団体が活動できるような改修にしていた
だきたいと思います。

教育長

隣接に開発総合センターもありますし、支所機能もありますし、図書室
もありますので、総合的に考えてすばらしい社会教育施設になるだろうと
思っております。

教育長

ほかにございませんか。
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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

それでは、議案第８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。

教育長

つづきまして、議案第９号
明を求めます。

文化交流
課長

平戸市文化財の指定について、事務局の説

議案第９号 平戸市文化財の指定について、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、質疑に移りたいと思います。何かございます
か。

委員

これだけの大きく重量のある石材をわざわざ運んできて据えた理由を
お聞かせいただけたら思います。

文化交流
一つに船の安定性を保つために荷物として積載する必要があったこと。
課長
そのついでに、中国との貿易の拠点となるまたはランドマークとなる航海
の安全を守るために石塔をおいていったのではないかと推測されます。で
すので、割と海から見える場所、あるいは船が行き交うところにおかれた
のではないかと思います。
委員

わかりました。

教育長

よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

はい。では議案第９号 平戸市文化財の指定について、有形民俗文化財
志自岐神社沖の宮 薩摩塔及び宋風獅子を平戸市の指定文化財とするこ
とに賛成の方の挙手を求めます。
（全委員、挙手）

教育長

ありがとうございました。それでは、議案第９号

平戸市文化財の指定
５月定例会

- 5 -

については可決することに決しました。

教育長

（日程第６ その他）
日程第６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・後援について、説明いたします。
説明、省略

理事兼学

説明、省略

校教育課
長
生涯学習
課長

説明、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

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、43 ページをお願いします。
まず、実績ですが、５月９日は奨学資金貸付基金運営委員会を開催し、
本年度の奨学資金の貸付の申込があった専門学校２名と高等学校２名に
ついての審査が行われ、いずれも問題なく奨学生として決定されました。
18 日は学校給食担当栄養士事務打ち合わせ会が行われ、栄養士の先生方か
らの要望等を伺ったところであります。以上です。

理事兼学
学校教育課です。44 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 26 日から 27 日にかけての２日間、県市町指
導主事等研修会が長崎市で開催され、すべての指導主事が参加いたしまし
た。29 日は市内小中学校の５校で運動会を開催しております。５月 11 日
は第１回臨時的任用教職員等研修会ということで、採用試験に向けた勉強
会をしております。参考までに小学校を受験する者が４名、中学校を受験
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する者が９名となっております。その小学校４名すべてが平戸市出身者で
す。中学校は９名のうち１名が平戸市出身者で、残りが他市町の出身者と
なっております。13 日はこの日があいにくの雨天となりましたので、根獅
子小学校と山田小学校は体育館で運動会を行っております。18 日は経営研
修講座というものを今年度から教育委員会も一緒に実施するようになっ
ております。これにつきましては、管理職選考試験の勉強会であります。
校長候補が５名、教頭候補が７名です。これにつきましては、校長候補は
残念ながら平戸市出身者はおりません。教頭候補につきましては、平戸市
出身者が２名となっております。20 日は市内小学校９校で運動会が行わ
れ、強風に見舞われものの、実施したすべての学校からはおおむね良い運
動会であったとの報告を受けております。
今後の予定です。23 日は校長当初面談ということで、校長先生方が自己
目標管理シートというものを作成するのですが、それに対しての状況につ
いて説明を受けて、教育長と大畑で話をさせていただくことになっており
ます。５月 26 日から 27 日にかけて中学校総合体育大会が市内各地で開催
されます。48 ページをご覧ください。この期間も含めて本年度中学校総合
体育大会の予定を掲載しております。26 日から始まりまして、最終的には
10 月開催予定の駅伝競技まで行うようになっております。６月 14 日は大
島小学校第１回研究授業となっておりますが、これは平戸市教育委員会が
研究指定を受けている学校です。大島小学校においては道徳教育の研究を
行うようになっております。以上です。
生涯学習
課長

生涯学習課です。資料は 45 ページです。
実績報告ですが、４月 24 日は第 12 回ひらどツーデーウォーク 2018 第
１回実行委員会を開催いたしまして、平戸の市内コースと生月コースの一
部見直しを行い人員配置の削減と、生月会場については、オオバエ灯台で
の海上保安庁とのイベントというところを見据えて、コースの内容等を説
明させていただきました。５月８日は社会教育主管課長会議が長崎市で開
催され、出席してまいりました。12 日はＶファーレン長崎親子応援デーと
いうことで、大人 43 人子ども 57 人計 100 人で応援ツアーに行ってまいり
ました。かなり迫力のあるゲームで皆さん大変喜んでいただきました。ア
ンケートの方も好評で大変喜んでいただきました。来年度以降の開催につ
いても前向きに検討してまいりたいと考えているところです。16 日は第１
回生涯学習推進会議が行われまして、今年度実施予定の平戸市民大学の内
容についてご協議いただきました。18 日は第１回長崎県少年センター所長
会議が佐世保市で開催されました。今年７月７～８日の２日間にかけて九
州大会がアルカス佐世保で開催予定となっておりまして、長崎県がスタッ
フ等の準備にあたりますので、そのような内容について詳細に打ち合わせ
を行ってまいりました。
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次のページをご覧ください。今後の予定ですが、明日 22 日は北九州ブ
ロックのＢ＆Ｇ地域海洋センター連絡協議会理事会・総会が佐賀県みやき
町で開催されます。平戸市長が現在の会長である関係上、教育委員会生涯
学習課と生月支所の職員で進行などのスタッフとして対応する予定です。
23 日はそれぞれ第１回目の少年センター運営協議会、放課後子ども教室運
営委員会、社会教育委員会を予定しております。27 日は平戸市民生涯学習
講演会が田平町民センターで開催されます。辨野 義己（べんの よしみ）
先生の講演ということで「‘長寿菌’がいのちを守る！」と題し開催される
予定で、多くの方にお越しいただければと思っているところです。６月１
日は平成 30 年度県高校総体の開会式が行われます。今年度は平戸市にお
いて、相撲競技が平戸相撲場で、サッカー競技の一部が平戸市総合運動公
園で行われるようになっております。以上です。
平戸図書
館長

同じく 45 ページをお願いします。
５月３日から５日までの手作りプラネタリウムなど平戸図書館のいろ
いろなイベントにたくさんの方のお越しいただきました。16 日に第１回図
書館協議会を行っております。
今後の予定ですが、26 日はライブラリコンサートが平戸図書館で行われ
ます。６月２～３日は図書館まつり in コラスまつりが開催される予定で
す。５日は第１回学校・図書館連絡会が開催されます。以上です。

文化交流
課長

文化交流課分を報告いたします。47 ページをお願いします。
まず、実績報告です。５月１日は、春日集落拠点施設オープニングセレ
モニーを行いました。４日は待望の世界遺産登録に向けてイコモスから勧
告が出まして、その除幕式を行っております。壱部地区オラショ公演が島
の館で行われました。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一般公開を行っております。14 日は先ほどの議案
第９号関連の平戸市文化財審議会を開催しております。
今後の予定ですが、本日 21 日は度島ふれあいコンサートを行う予定で、
尺八がギターで唄うというタイトルで開催されます。24 日は平戸市文化協
会総会が行われます。26 日は按針忌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で行われます。６月５日は県青少年劇場
「児童劇 やだ、やだ、あっかんべー」が紐差小学校で開催されます。教
育委員の皆様のご来場をお願いいたします。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。
45 ページ５月 16 日の第１回東っ子ふれあい教室事前会議についてです
５月定例会
- 8 -

が、ちょっと頓挫したような話も聞いていましたが、その後どのように動
いているのかお聞かせいただけたらと思います。
生涯学習
このことにつきましては、田平東小学校区の方々にお集まりいただき、
課長
会議を行っておりますが、本年度に入りまして区長さんとか役員の方々が
替わった方々もおられることから、そのような方々に説明をしつつ、その
ほか地区の老人会の皆さんや青少年健全育成会の会長など関連すべきで
あろうところを対象に代表者の方々にお話を聞いて、その都度ご協力をお
願いしたいということで、内容の聞き取りをして話をさせていただきまし
た。メンバーについてもまだ不足しているということでこの会議の中でご
指摘をいただきましたので、そのようなところも含めていろいろな話の聞
き取りもできていないことから、継続してこの会議は行わせていただくと
いうことで考えております。
委員

生涯学習
課長
委員

教育長

ということはまた活動できるというレベルまではいっていないという
ことですね。
そうですね。正直なところそこまでは至っておりません。

わかりました。せっかくならああいう取組みはぜひ続けてほしいなと思
っております。
ほかにありませんか。よろしいでしょうかね。
（「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

私の方からは平成 30 年度の市議会６月定例会について、報告させてい
ただきます。
以下、説明省略
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。
５月定例会
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文化交流
資料 49 ページをご覧ください。平戸市世界遺産情報について報告しま
課長
す。
以下、説明省略
教育長
委員

委員の皆様何かありませんか。
私は、この会（教育委員会）を通じて世界遺産候補である春日地区など
の様子が少しずつわかりつつあるのですが、受け入れる側の平戸市民とし
てはどのような感じなのかなと思っております。まだまだ、市民の中にも
認知度が低い方もおられるのではないかと思います。交通アクセスにして
も現地のことに関してでも少しでも多くの方が対応できるようにしてお
くべきではないかと思っておりますが、人材確保としての課題ではないか
と思います。そのあたりはひと工夫あるといいなと思いますが、いかがで
しょうか。

文化交流
世界遺産登録に向けて事務を進めていく過程におきまして、毎年度海上
課長
でのクルーズやバスでの春日見学を企画いたしております。なかなか私た
ちの周知・告知が不足しているのか。同じ方が、何度も見えられる傾向に
あります。そのあたりが市民全体に春日の魅力を知ってもらう。そして、
市民の皆さんが良きサポーターとして、動いていただくということに今ひ
とつ関心を持たれていない理由なのかなと思います。今年度も６月末に世
界遺産登録になった暁には、７月末に海上からのクルーズ船で春日港に直
接乗り入れる計画をいたしております。その後、シンポジウム、11 月に春
日の棚田にＬＥＤのライトを 20,000 個ほど並べてライトアップ事業とい
うものをやろうということで徐々に周知を拡げてまいりたいと考えてお
ります。
教育長

市民に周知する方法としては、一番良い方法としては学校を利用するの
が良いのではないかと考えますが、例えば中学校でいえばそれぞれの学校
で講座を募ってほしいとか、小学校４年生以上については聞いてほしいと
いうことで周知した場合、その場合講師としての対応は可能ですか。

文化交流
昨年度は、紐差地区の婦人会や生月地区の皆さんから要請を受けて対応
課長
した経緯があります。可能な限り、対応に努めていきたいと考えておりま
す。
委員

例えば学校の社会科見学のコースの一つに入れるとか、コースを外れて
「ここが世界遺産登録になったところだよ。」というようにしたりするこ
５月定例会
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とも一つの手立てかなと思います。また、豆田町のように地域ぐるみのお
もてなしがあるところは、我々観光客も何かと助かりますし、また行って
見ようという気にさせることによって、経済効果もありますので、やはり
そのような地域ぐるみのおもてなしを実現できるといいかなと思います。
教育長

教育次長

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。
予定としまして、６月 26 日（火）の午前９時 30 分から教育委員会応接
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６月 26 日（火）の午前９時 30 分から教育
委員会応接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
５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。

午後３時 00 分

閉会

平成 30 年５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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