平成 30 年６月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 30 年６月 26 日(火)

場

所 教育委員会

出席委員
出 席 者

発言者
教育次長

教育長

午前９時 30 分開会

午前 10 時 34 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

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６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、おはようございます。
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。
ここ数日は、ロシアワールドカップの話題で持ちきりですが、幾分寝不
足の方もいらっしゃるのではないかと思います。
正直、ＦＩＦＡランキングを見る限り、日本の勝利はおぼつかないもの
と思っていましたが、これまでの「半端ない」戦いぶりには、日本国中歓
喜に包まれています。
スポーツの凄さを改めて思い知るところでありますし、勝負に打ち勝つ
ことの心地よさは、人間の性でしょう。教育の現場では、心すべきことか
もしれません。
また、世界遺産を審査する「世界遺産委員会」が中東バーレーン王国で
開催されています。「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の審査
は、30 日に行われ決定するのではないかとの情報です。
当日は、決定の瞬間をみんなで見守る「パブリックビューイング」も島
の館で開催される予定です。後ほど文化交流課長から報告があろうと思い
ますが、時間があられる方は、島の館へお越し頂き、是非世界遺産決定の
瞬間を共にできればと思います。
それでは早速ですが、６月定例教育委員会の議事に移ります。
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（日程第２
教育長

議事録署名委員の指名について）

６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、５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、５月定例会の議事録は承認することと
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ページをお開きください。主なものにつきまして、報告します。
５月 23 日校長当初面談とありますが、毎年、各学校長は「自己目標管
理シート」というものを作成し、学校経営、学校の管理、教職員の指導監
督などについて目標を設定し、その取組み状況、当初、中間、最終申告す
ることとなっておりまして、その当初ヒアリングを順次行っております。
５月 26 日、27 日に中体連の球技、武道、６月 15 日に陸上競技、また、
申し訳ありません記載が落ちていました。６月６日に相撲競技が中野中学
校で開催されました。一連の結果につきましては、64 ページから 67 ペー
ジに掲載しております。６月４日校長研修会が田平町民センターで、同日
に６月議会が開会し、20 日に閉会しました。６日学校保健会総会がたびら
活性化施設で行われました。13 日に教頭研修会が社会福祉センターで行わ
れました。18 日新任校長訪問指導に中部中学校に参りました。当日は、県
教委からも２名出席され、校長の学校運営や授業を拝見させて頂きまし
た。19 日には市内３高等学校との懇談会を行いました。当日は、学校側か
らは、校長、教頭が出席し、市側からは市長、副市長、財務部長、教育次
長、財務部職員、私小川が出席しました。議題は高校の魅力化対策で、市
内高等学校が大幅な定員割れの状況下にあって、今後存続そのものも危惧
されているところから、市としても教育委員会としても高校と共に対策を
講ずるべく協議していくことを確認したところです。
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今後につきましては、７月３日に野子中学校市長表敬訪問を予定してい
ます。これは、野子中学校が「情報通信の安心安全な利用のための標語」
募集に於いて、総務大臣賞を受賞したことから行うもので、受賞標語は「ネ
ット上 守ろうルール・自分・友」であります。11 日には戦没者追悼式、
13 日 14 日には鄭成功祭りが行われます。19 日は県都市教育長協議会が諫
早市で開催されますので出席します。
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

教育総務
課長

（日程第５ 報告）
それでは、日程第５報告に移ります。
報告第７号 平戸市学校薬剤師の委嘱について、事務局の説明を求めま
す。
報告第７号 平戸市学校薬剤師の委嘱について、ご説明いたします。
以下、説明省略

教育長

よろしいでしょうか。はい。それでは、報告第７号
の委嘱については、承認することといたします。

教育長

続きまして、報告第８号
の説明を求めます。

平戸市学校薬剤師

平戸市教育委員会職員異動について、事務局

教育次長

報告第８号 平戸市教育委員会職員異動について、ご説明いたします。
以下、説明省略

教育長

この件につきまして、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８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

続きまして、報告第９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。
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理事兼学

報告第９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、ご説明いたします。
長
以下、説明省略
教育長
委員

理事兼学

今の報告のとおりですが、何かございますか。
小学３年生の頃、11 月以降は学校へは通えていませんとのことですが、
実際にはどれくらい不登校か欠席かどのような状況だったのでしょうか。
ほとんど、登校できておりません。気分がよければ登校したりとかとい

校 教 育 課 う状況でございます。
長
教育長

では、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９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。

理事兼学
校教育課
長

共催・後援について、説明いたします。
説明、省略

生涯学習

説明、省略

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。）

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。
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教育総務
課長

教育総務課でございますが、57 ページをお願いします。
まず、実績ですが、６月 14 日は産業建設文教委員会の審査が行われ、
５月の定例教育委員会で可決いただきました平戸市教職員住宅条例の一
部改正及び平成 30 年度平戸市一般会計補正予算（第１号）の平戸市人権
教育研究推進事業 500 千円につきまして、いずれも異議なく可決いただき
ました。22 日は学校給食研究会役員会が行われ、本年度の事業計画等につ
いて協議がなされました。
今後の予定ですが、29 日に学校給食担当栄養士事務打ち合わせ会が行わ
れる予定です。以上です。

理事兼学
学校教育課です。58 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、５月 25 日は第１回県北地区教科用図書採択協議
会が行われております。これについては、筒井委員にも参加していただい
ております。それから、平戸市中学校総合体育大会関係ですが、64 ページ
からその結果を掲載しております。その中で、64 ページの下のところです
が、記載がもれております。恐れ入りますが、記入をお願いします。16 番
相撲競技団体の部ですが、第１位が中部中学校で、第２位が南部中学校と
いうことになっております。６月６日は平戸市学校保健会総会及び研究大
会が行なわれました。研究大会につきましては、生月小学校が児童のメデ
ィアについての報告を行いました。また、猶興館高校は歯についての発表
を行っております。21 日は市教育委員会指定大島小学校第１回特別の道徳
の授業指導をしてまいりました。特別の教科、道徳が教科になりましたの
で、各先生方から質問が良く出ていたのは、評価についての質問が多く出
されていました。25 日は年度途中の人事異動ということで、田助小学校の
校長に岸 誠、教頭に村田善信が異動となっております。
今後の予定です。記載のとおりですが、15 日は教員採用試験が行われま
す。現在、学校教育課で臨時的任用の先生方を中心に勉強会を実施してお
ります。内訳として、小学校の候補者が５名、中学校の候補者が９名、高
等学校の候補者が１名それぞれ勉強に来ております。以上です。
生涯学習
課長

生涯学習課です。資料は 59 ページです。
実績報告ですが、５月 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・総会に、平戸市長が同協議会の会長でありますので、
同行してまいりました。23 日は第１回社会教育委員会が行われました。24
日は平戸市幼少年婦人防火委員会総会が開催されました。同じく平戸市少
年センター補導委員連絡協議会役員会・総会が行われました。25 日は平戸
市スポーツ推進委員会総会が開催されました。30 日は平戸市生活指導連絡
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協議会総会が行われました。６月 10 日には教育委員の皆様にもご出席い
ただきましたが、少年の主張大会として、市内の小中学生 24 名の発表が
行われました。中学生の最優秀賞に野子中学校２年の北吉綾乃さんが市代
表として少年の主張県大会に出場します。また、特別賞の平戸中学校２年
の山口颯太さんが社会を明るくする運動中学生・高校生長崎弁論大会に出
場するようになっております。18 日は平戸地区健全育成会総会に、委員の
方々や県の健全育成会の皆様方とともに出席しております。24 日は３Ｂ体
操のつどいが平戸文化センターで行われまして、出席してまいりました。
次のページをご覧ください。今後の予定ですが、本日この後、社会人権・
同和教育研修会がふれあいセンターで開催されます。30 日はひらど市民大
学の開講式と第１回講義を行います。先ほどからお話があっているとお
り、同日が世界遺産登録決定が濃厚で開講式の時間帯と重なることが予想
されることから、会場を未来創造館から生月町博物館島の館に急きょ変更
しましたので、教育委員の皆様方におかれましては、午後６時 30 分まで
にお出でいただけたら幸いでございます。７月１日は平戸更生保護女性会
総会が行われます。７日から８日にかけまして、九州地区少年補導センタ
ー等連絡協議会「長崎研究大会」が佐世保市で行われますので、市内から
も少年補導委員を動員いたしまして、参加するようにしております。２日
間で延 800 名の参加を見込んでいるところです。21 日から 22 日にかけま
しては、第９回ライフカントリー杯学童軟式野球大会が開催されます。23
日から 25 日にかけましては、中野の紙漉の里で少年自然体験交流事業が
行われます。以上です。
平戸図書
館長

同じく 59 ページをお願いします。
５月 26 日は毎月最終土曜日に平戸図書館で行っているライブラリコン
サートが行われました。６月２～３日は未来創造館で図書館まつり in コ
ラスまつりを開催いたしております。５日は第１回学校・図書館連絡会が
開催され、市内の小中学校の図書担当の先生方にお出でいただきまして、
公共図書館と学校図書館の連絡会を行っております。
今後の予定ですが、30 日はライブラリコンサートが平戸図書館で行われ
ます。図書館を使った調べる学習コンクールということで全国大会がある
のですが、そのコンクールのサポート講座を７月 14 日、21 日、23 日、24
日に平戸図書館で行います。26 日は永田記念図書館で行います。以上で
す。

文化交流
課長

文化交流課分を報告いたします。61 ページをお願いします。
まず、実績報告です。５月 21 日は度島ふれあいコンサートとして、尺
八がギターで唄うというタイトルで開催されました。約 70 名の来場者が
ありました。24 日は平戸市文化協会総会が行われました。26 日は按針忌
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レクイエムコンサートが行われ、90 名の集客がありました。27 日は第 24
回按針忌が崎方公園を中心に行われました。
今後の予定ですが、30 日は生月町博物館島の館におきまして世界遺産パ
ブリックビューイングを行うようにいたしておりまして、あくまでも予定
でございますが、一番早い場合で 15 時 30 分から、それから日没後 19 時
30 分ということで予定しておりますが、春日聖地でのライトアップを行い
ます。これにつきましては、春日に丸尾山という小さな丘がございまして、
そこをサーチライトでライトアップし、時間が来ましたら、天に向かいま
して光の柱を立ち上げようというような形で考えているところでござい
ます。７月 14 日は鄭成功生誕祭が鄭成功記念館前で行われます。19 日か
ら 23 日にかけまして、南安市第一中学校の生徒 10 名を迎えまして、南安
市・平戸市中学生交流事業を実施いたします。４泊５日で平戸市に滞在し、
異文化交流を行うものですが、予定としましては 20 日に市役所訪問、そ
の後、中野中学校を訪問し、体育館で学校交流を行います。それで中国に
は学校給食がないらしく、ほとんどが弁当によるものらしいのですが、同
校にて給食体験を行うとのことであります。その後折り紙や陶芸の体験、
夜には歓迎レセプション、21 日は漁師体験、鄭成功の関連施設見学、それ
から浴衣を着て、平戸城などの散策、22 日は根獅子の浜での交流、午後は
市内見学をした後、お別れ会をして、23 日は帰国というような流れとなっ
ております。市内の参加生徒は男子４名、女子６名の計 10 名となってお
ります。ちなみに、来年度は逆に平戸の中学生を南安市に送り出しまして、
南安市第一中学校の生徒と交流をする予定となっております。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

学校教育課長にお尋ねします。５月 29 日に長崎市で行われました第１
回超勤改善等対策会議におきまして、一番焦点となった内容や意見につい
て、お聞かせいただきたいと思います。

理事兼学
小中学校ともに教頭の時間外勤務が多いということが明らかになった。
校 教 育 課 中学校については、部活動による時間外勤務が多いということが明らかに
長
なった。ということで、学校での定時退庁日をきちんと設定をしましょう
ということが、まず１点です。
２点めに、中学校の部活動について、今年度は少なくとも週に１回、来
年度から週に少なくとも２回は休みましょうということで、明らかになっ
たところから実践していきましょうということがありました。あと、県の
立場として、市にぜひお願いしたいということは、客観的に出退勤がわか
るようにしなさいということでした。
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委員

大島小学校の道徳の授業指導があっておりますが、新しい形での教科書
化になって、市教委としてはどのような方向性を持っておられるのかお聞
かせいただけたらと思います。ちょうど私も平戸小学校の校内研修会に行
き合わせて、授業を見せていただきました。教科書を使ってでの指導とい
うことで、他の動きはという話をしたら、やはり教科書になった以上は教
科書の分はきちんとやらないといけないという、逆にそのような縛りもで
てくるので、そのような形で進めているということであったものですか
ら、お聞かせいただけたらと思います。

理事兼学
新しい教科道徳に関しまして、教科書については他の教科と同様に国か
校 教 育 課 ら無償で配付されておりますので、基本的には教科書を使用することが基
長
本になると思います。ただし、そのほかに例えば命にかかわるようなとこ
ろは別に資料を用意しておりますので、状況によってはそれを使っても良
いのではないかと考えているところです。いずれにしてもそれぞれの学年
に指導すべき道徳的内容がありますので、そこが全体的に落ちないように
という指導は徹底していきたいと思います。
教育長
委員

ほかにありませんか。
生涯学習課長にお尋ねいたします。生月小学校の通学合宿というのは何
年くらい実施されているのでしょうか。

生涯学習
生月小学校の通学合宿は昨年度から始まっておりますので、本年度が２
課長
回目になります。
委員

６月 30 日に市民大学が開講されるということですが、応募人数とか何
名で始められるのでしょうか。

生涯学習
教育委員や生涯学習推進会議の皆さんのご協力のおかげで、なんとか 50
課長
名集まっていただきました。一応、その人数で当初始めるようになったと
ころでございます。はじめのうちは応募が 20 名ちょっとで少なかったも
のですから、そのあたりから声かけをさせていただきまして、なんとかこ
ぎつけたところです。
教育長

この市民大学の開講式も世界遺産のパブリックビューイングに合わせ
まして、思い切って島の館に会場を変更したところです。よろしくお願い
したいと思います。他にありませんか。

６月定例会
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教育長

ないようでありますので、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

私の方からは平成 30 年度の市議会６月定例会について、若干報告させ
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

委員

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。委員か
ら何かありますか。
中野の紙漉の里の現在の活動状況を教えていただけたらと思います。

文化交流
現在は地区の方々で交代で施設を管理されていると聞いております。実
課長
際のところ、以前のように陶芸をやったりとかは見当たらない状況のよう
です。それから、奥のほうに窯があるのですが、これにつきましても稼動
していないのではないかと思います。
教育次長

もともと施設は農林課所管です。施設を整備したとき自分が農林課にお
りました。当時は、陶芸をされる方がおられたのですが、その方がいなく
なりましたので、たぶん今は沢登とかそばうち体験などをされているのか
なと思っております。当時は夏休みに子どもたちがよく沢登に来ていたよ
うでした。

委員

世知原自然の家に行かないで、紙漉の里を使えないかというようなこと
で、ずいぶんご指導もしていただいたようなのですが、なかなか泊まるこ
とになったら難しいのではないかということで、学校としても積極的な活
動には至らなかったのではないかと思っております。

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、７月 25 日（水）の午後１時 30 分から市役所４階第２
委員会室で定例会開催し、終了後に総合教育会議を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。
６月定例会
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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７月 25 日（水）の午後１時 30 分から、市
役所４階第２委員会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６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 34 分

閉会

平成 30 年６月 26 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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