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質疑等
(日程第１開会)
ただ今から、平成 30 年９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。
彼岸花が鮮やかに花開く頃となり、ようやく本格的な秋の兆しを感じる
ようになって参りました。
今年の夏休みは、大きな問題も起こらず、また、心配される新たな不登
校生もあまり見られず、順調な２学期がスタートしました。
さて、８月 24 日アルカス佐世保において全国中学校総合文化祭が開催
されました。全国の中学生の美術・工芸・書等の展示に加え、ホールでは
劇、音楽、郷土芸能など、様々な文化活動の成果が披露され、感動の一時
を過ごさせていただきました。その中に、大島中学校のリズムダンスが出
場し、この日一番の大きな拍手が送られました。涙が溢れるほど素晴らし
い発表で感動しました。
長崎県の池松教育長さんも是非とも大島中学校は見たいと残っていら
っしゃいました。隣り合わせで拝見しましたが、県代表大島中の見事さに
大変感激しておられました。夏休み返上で頑張ったことだと思いますが、
打てば響く子どもたちの可能性の高さを改めて思い知るとともに、教育の
責任の重さを痛感したところでした。
それでは日程によりまして、９月定例教育委員会を始めさせていただき
ます。
（日程第２

議事録署名委員の指名について）
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教育長

９月議事録署名委員として、筒井委員と戸田委員を指名します。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 議事録の承認でありますが、８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。
（「はい。」の声あり。
）

教育長

教育長

特にないようでございますので、８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。
８月 24 日には先ほど申し上げました第 18 回全国中学校総合文化祭の開
会式に出席しました。26 日は、生月臨海学校 30 周年記念フォーラムがご
ざいました。平成元年、和歌を詠み鑑賞することによって「豊かなことば
で、豊かな心を育もう」と、長崎大学の支援の元に、地域の有志の皆様の
手によって「生月臨海学校」は設立されとのことでした。30 日は拡大予算
委員会とありますのは、学校事務官及び学校長、教育委員会が一堂に会す
る予算協議を行う会でありまして、次年度予算要求に向けた協議を行いま
した。市議会９月定例会が９月３日から 14 日まで行われました。状況に
つきましては、後ほど教育次長から報告をいたします。８日県立美術館名
品展の開設式が田平町民センターで行われました。
今後の予定です。今日午後から 29 年度決算認定に伴う決算特別委員会
審査が行われます。26 日には教育長・校長合同研修会です。次年度の教職
員の人事異動協議が始まります。10 月４日第 14 回平戸市小学校陸上競技
会ですので、ご激励いただければ幸いです。11 日から九州都市教育長協議
会の総会並びに研究大会が別府市で行われます。13 日、14 日は第 11 回ツ
ーデーウオーク大会開催予定です。
以上でございます。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。
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（「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 15 号 平戸市大島村神浦伝統的建造物群保存地区の特定物件の
追加について、事務局の説明を求めます。

文化交流
議案第 15 号 平戸市大島村神浦伝統的建造物群保存地区の特定物件の
課長
追加について、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。質疑に移りたいと思います。何かご質問等ござい
ますか。

教育長

そもそも、特定物件にはどのくらい入っているのでしょうか。

文化交流
課長

現在、特定物件が 161 件です。

教育長

ということは、ほぼ入っているということですか。

文化交流
全部で 270 棟ほどありますので、そのうちからいきますとかなりの数値
課長
となっております。建物自体は 141 棟ということで、建造物でいいますと
約 50％となっております。
教育長

そもそも、この物件がもれていて、なぜに今の時期になったのでしょう
か。このまま申請することになるのですか。

文化交流
課長

これ自体はご本人の同意に基づいて、特定物件の追加を行ないます。
特定物件と非特定物件では、補助率が異なります。特定物件になると本
体修理費の上限が 6,000 千円で９割の補助ということになります。一方、
特定物件ではない場合、本体修理費の上限が 4,000 千円で５割の補助とい
うことになります。このような違いがあるものですから、修理を行なう場
合特定物件になった方が所有者としては有利になるということです。ただ
し、特定物件になるためには、建物が建ってからおおむね 50 年以上を経
過していないとその対象にならないというのが１つの基準であります。

教育長

もともとは対象としてあげていたのでしょうか。
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文化交流
そうですね。初期の調査の段階では、ある程度古い建物であるというこ
課長
とで、所有者の同意がなかなか得られなかったということであります。
教育長

ほかに意見等ございませんか。異議ございませんか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

それでは、議案第 15 号 平戸市大島村神浦伝統的建造物群保存地区の
特定物件の追加については、原案のとおり可決することに決しました。

教育長

日程第６報告に移ります。
報告第 11 号 平戸市教育委員会職員異動について、事務局の説明を求
めます。

教育次長

報告第 11 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

説明が終わりました。何かこの件について、質疑がありますか。

教育長

何かありませんか。よろしいですかね。
（「はい。」の声あり。）

教育長

はい。それでは、報告第 11 号
承認することとします。

平戸市教育委員会職員異動については

教育長

続きまして、報告第 12 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。

教育次長

報告第 12 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、ご説明いたします。
以下、説明省略

教育長

何かご質問がございますか。

教育長

何かありませんか。よろしいですかね。
（「はい。」の声あり。）
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教育長

はい。それでは、報告第 12 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承認することとします。

教育長

続きまして、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。
説明、省略

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。

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。
教育総務課です。資料の 19 ページをご覧ください。
実績報告ですが、８月 31 日に津吉小学校スクールバス運行についての
説明会とありますのは、旧中津良小学校区におきまして、２学期から児童
２名が転校して来ることに伴い、現在の中津良号のスクールバスについ
て、定員オーバーとなることから、津吉小学校に最寄りの下中津良道路公
園で乗降する児童を対象に別の早福号のスクールバスにて対応する旨の
説明をその児童の保護者にお集まりいただき行いまして、理解をいただき
ました。９月７日は産建文教委員会の審査が行われまして、いずれの案件
も可決いただきました。21 日は平戸市情報公開・個人情報保護審査会が行
なわれました。このことにつきましては、長崎県が 10 月から運用予定の
学校給食食物アレルギー管理システムに保護者の同意の下、アレルギーを
有する児童や生徒の個人情報を登録し、保護者、学校、学校給食関係者が
パソコン等を利用してアクセスし、関係者が広く情報共有を図り、アレル
ギー事故を未然に防止しようとするもので、この内容について同審査会に
意見を求めたものであります。
今後の予定ですが、本日午後から決算特別委員会の審査が行われます。
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29 日は平戸市ＰＴＡ連合会会長研修会が開催される予定です。研修会で
は、事前に協議事項として何点かいただいておりまして、普通教室のエア
コン設置についてや各学校におけるＰＴＡ奉仕作業の際に出る草木の処
理問題などについて、当日回答するようにいたしております。10 月 23 日
から 24 日にかけまして、諫早市において都市教育委員会庶務担当課長会
議ということで、同時に社会教育担当課長会議も開催されますので、生涯
学習課長とともに行ってまいります。以上です。
理事兼学
校教育課
長

学校教育課です。20 ページをご覧ください。
まず実績報告ですが、８月 24 日第 18 回全国中学校総合文化祭兼第 13
回長崎県中学校開会行事が行われ、本市からは大島中学校が合唱とダンス
ということで発表しました。９月３日は第２学期の始業式がありました。
学期始めということで、児童生徒につきましていろいろと不登校であると
か心配されましたが、そのようなことは全く見られませんでした。今のと
ころもそのような報告はあがっておりません。11 日は第２回平戸市学力向
上会議を開催しました。この件につきましては、一定のとりまとめをして
各学校の方に周知をしたいと考えています。19 日は「登下校防犯プラン」
に係る緊急合同点検を今年度初めて実施しました。このことにつきまして
は、本年５月に新潟市で下校の際、女子児童が誘拐されて殺害されるとい
う悲惨な事件がありました。その事件を受けて国の方で総合的な会議を行
ない、今回の合同点検となりました。その日はそれぞれ生月小学校区、平
戸小学校区、田平北小学校区の過去におきまして、声かけ事案とかがあっ
た校区につきまして、当該校長、警察、それから地域の方々と一緒に合同
点検を行なっております。結論として、防犯テレビとかは難しいので日頃
から声をかけましょうとか、登下校に関して地域の目を向けて啓発を図り
ましょうとかそのような話になりました。また、その下段にＩＣＴ推進検
討委員会とありますが、これは今後パソコンであったり、タブレットパソ
コンに関しまして、現在購入している以外の導入方法がないかということ
で市内の学校の先生方に数名お集まりいただいて、ご検討いただきまし
た。業者から４台タブレットパソコンを用意いただきまして、授業でちゃ
んと使えて、なおかつ現在のものよりも価格を抑えられるものはないかと
いうことで検討していただきました。結論はまだでておりませんが、たと
えば、小学校と中学校のタブレットパソコンは別のものにしてもいいので
はないか。そのような意見も出ております。今後話を進めたいと思ってお
ります。21 日は管理職員選考２次試験の模擬面接を行ないました。これに
ついては、１次に合格しているのが中学校の校長候補で１名、教頭候補が
中学校で２名で、小学校はいません。全部で３名となっており、本年度は
非常に厳しい状況となっております。県校長会の方に紐差小学校の松永校
長が行かれて、他市町の状況の情報収集をしたということなのですが、他
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市町もかなり厳しい状況だったということで、今年新たな管理職の登用が
少ないのではないかということで予測しております。
今後の予定です。26 日は教育長、校長合同研修会ということで行われる
予定で、平成 31 年度人事異動に向けた人事作業が本格的に始まります。
27 日は平戸小学校総合学校訪問が行なわれます。昨年度までは県の方が教
科等指導員ということで教科等指導員を派遣する制度があったのですが、
今年からその制度がなくなりました。その代わり教育委員会の指導主事の
方で指導を行なうようにとしているところです。10 月４日に平戸市小学校
陸上競技大会が行なわれます。５日は特別支援学校設置に係る県知事訪問
となっております。10 日は市中学校総合体育大会駅伝大会が行なわれま
す。23 日は市研究指定「中間指導」ということで南部中学校が新たに指定
校となっております。以上です。
生涯学習
生涯学習課です。21 から 24 ページをご覧ください。実績報告ですが、
課長
８月 22 日に平戸学童保育所なのはなクラブ運営委員会に出席いたしまし
た。８月 24 日には中部地区老人クラブ振興大会に出席してまいりました。
25 日はひらど市民大学第３回講義ということで、長崎国際大学の尾場 均
准教授に来ていただき、
「ＩＣＴ・ＩｏＴが拡げる未来への可能性」と題し
講義をしていただきました。東京オリンピックに向けてかなりバーチャル
的な活用が拡がりを見せているという話で、高齢者の方々にかなりカルチ
ャーショックを与えたようであったということでした。９月２日は市民体
育祭の総合開会式をライフカントリーで開催いたしました。次のページで
す。13 日は第２回ひらどツーデーウォーク実行委員会を開催しました。現
在の参加予定人数は 1,200 名余りになっています。実行委員会事務局の感
触では前年並みの参加になるのではないかと予測しており、準備を進めて
おります。20 日は平戸小学校区通学合宿実行委員会がありました。同校区
の通学合宿につきましては、なかなか実行委員会体制が他地区の通学合宿
と違って難しいところもありますけれども、今回も何とか実施する方向で
定員よりも多い参加で合宿を行なうようにしております。22 日に佐志岳、
昨日は安満岳春日にツーデーウォークで行なわれるエコトレッキングの
下見に行ってまいりました。
次のページをご覧ください。今後の予定ですが、26 日に今年度の人権教
育講座が中部地区を皮切りに始まって、各地区を回り開催します。内容も
昨年度から刷新して行なうように準備を進めているところです。29 日はひ
らど市民大学の第４回講義ということで、長崎県立大学の国際経営学科教
授の谷澤 毅氏に来ていただきまして、「学問道楽」と題しお話をいただ
く予定です。30 日は南部地区健康まつり、10 月７日は北部と中部地区の
健康まつりが行われます。11 日から 12 日にかけましては長崎県公民館大
会がありますので、公民館連絡協議会の委員の皆様と一緒に参加するよう
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にしております。13 日から 14 日にかけましては第 12 回ひらどツーデー
ウォーク大会が開催されます。16 日から 19 日にかけましては紐差小学校
区の通学合宿が行なわれます。次のページですが、18 日から 20 日にかけ
ましては平戸小学校区の通学合宿が行なわれます。23 日から 24 日にかけ
ましては県都市教育委員会庶務担当課長及び社会教育担当課長会が諫早
市で開催されますので、教育総務課長と一緒に行ってまいります。28 日は
ひらど市民大学の第５回講義が開催予定で、今回はフィールドワークとい
うことで、世界文化遺産の指定関係について実際に皆さん参加して視て回
るというところで、文化交流課にも協力をお願いしております。以上です。
平戸図書
同じく 21 ページをご覧ください。８月 22 日はサマーボランティア受入
館長
ということで、市内の中学生の皆さんを受け入れさせていただきました。
23 日はみんな de シネマということで映画界の上映会を行なっておりま
す。23 日から 28 日、29 日、30 日は COLAS 事業として、小学校の皆さんを
図書館に来ていただいて、１日自由に過ごしていただきました。25 日は毎
月最終土曜日ということでライブラリコンサートを行ないました。31 日は
出張図書館（ハローワーク）ということで、月に２回行なわれます出張ハ
ローワークに合わせて図書の貸し出しを行なっております。９月６日は柳
川市からの視察の対応を行なっております。次のページの９日は出張図書
館で田平まちづくり協議会のイベント「防災フェスタ」に要請がありまし
たので、参加いたしました。同じく 11 日にも出張図書館ということで、
平戸小学校にお邪魔しております。12 日は母子相談ということで度島に行
きました。13 日も出張図書館ということで記載しておりますが、これは田
平北小学校が都合が悪いということで、27 日に変更しております。14 日
は敬老おはなし会ということで社会福祉協議会の皆様にお声かけのうえ、
お年寄りの皆様にお出でいただきまして、敬老会を行なっております。同
日にブックスタートということで田平で行なっております。19 日は中野小
でふれあいタイム読み聞かせを行ないました。23 日は出張図書館でひらど
軽トラ市に出展させていただいております。
今後の予定ですが、毎月のみんな de シネマをはじめ、出張図書館であ
ったり、ライブラリコンサートであったり予定されております。あとは秋
なので、小学校の児童の皆さんが社会科の見学ということでいらっしゃる
予定です。13 日から 14 日のツーデーウォークの日には生月と平戸文化セ
ンター、さらには大島の福祉まつりにも出張図書館を行なうようにしてお
ります。25 日は図書館映画デーということで１日中いろんな映画を上映す
るようにしております。26 日から 11 月２日までは読書週間ブックリサイ
クルということで図書館や図書室などで廃棄図書となった本を市民の皆
様にお持ち帰りいただくイベントを行ないますので、早い者勝ちでござい
ますので、周知方をお願いできればと考えております。30 日にながさき子
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ども読書活動推進地区フォーラムが長崎県の事業ですが、本年度は平戸市
で開催され未来創造館で行なわれます。以上です。
文化交流
課長

文化交流課分を報告いたします。25 ページをお願いします。
まず、実績報告です。８月 26 日は世界遺産登録記念シンポジウム「平
戸の宝を未来へ」を平戸文化センターで行っております。９月 22 日は午
前中が平戸城探訪ツアー、午後からは平戸城再築城 300 周年記念フォーラ
ムとして、東京大学教授 山本博文氏と奈良大学教授 千田嘉博氏による
基調講演を開催しております。
今後の予定です。９月 27 日は全国文化的景観地区連絡協議会（平戸大
会）がたびら活性化施設で行われる予定です。28 日は田助小学校で文化芸
術による子どもの育成事業が行われ、同日に世界遺産登録認定伝達式が文
化庁で行なわれる予定で、副市長及び部長が対応いたします。30 日は伝建
10 周年記念事業が行われますが、クルーズを予定しております。150 名の
定員に対して、８月末で満杯となっております。10 月 11 日世界遺産登録
記念コンサートということで、西本智実＆イルミナートフィルをお迎えし
て、生月に残されている唄オラショとグレゴリオ聖歌の競演が４年ぶりに
再現することになっております。12 日から 23 日にかけましてはノールト
ワイケルハウト高校生短期留学受入ですが、本日配付いたしましたチラシ
に詳細は記載しておりますので、ご確認いただけたらと思います。14 日は
世界遺産登録記念～潜伏キリシタン集落の春日で稲刈り体験～もチラシ
をご覧ください。11 月１日から 30 日にかけましては、世界遺産登録記念
ライトアップイベント～春日の祈り～と題しまして、ペットボトル型のラ
イト約 5,000 個を配置して浮き上がらせるイベントを１ヶ月間行なうよう
にしております。教育委員の皆様には足をお運びいただけたら幸いでござ
います。３日は平戸市美術展覧会の表彰式が行なわれます。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。

委員

登下校防犯プランについて、意見とか質問とかじゃないのですが。私た
ちも退職女性校長会「梅の実会」という全国組織があります。いろいろな
活動をしているのですが。その中の 1 つに子どもたちの登下校の声かけあ
いさつなどをしようというのも入っています。それが一番全会員にとって
活動しやすいことということで、何年か前からあるのですが。なかなかそ
れも徹底することができていないということで、本年度は特にそのことに
ついて、それを大事にして必ずその活動をしましょうということで総会で
も承認されております。平戸市では、退職女性校長会７名いるのですが、
それぞれ校区が違いますので、一緒に活動はできません。それで、それぞ
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れの校区で校長先生や学校と連携を行ないながら、子どもたちの登下校の
状況について、場所はどこに立ったらいいですかというような話をして活
動をするように始めております。最低５の日の取組みという名称で、月１
回の取組みです。だから、最低５の日に行けなくても、たとえば平戸市の
生月地区であれば毎月１日に少年の主張ということで放送がありますよ
ね。それに合わせて自分なりに活動してもいいし、近くで 1 人で見守り活
動をしてもいいし、地域のあいさつ運動の組織に入ってもいいし、そのよ
うな活動を重要視して、どの会員も月１回は必ず実行してくださいという
ような話が進んだので、お知らせをしておきたいと思います。
理事兼学
ありがとうございます。ぜひ参考にして学校の方にも伝えていきたいと
校 教 育 課 思います。
長
教育長
委員

教育総務

ほかにありませんか。
学校給食の件で、アレルギー除去食というのは作っていないのですか。
あるいは代わりのものを作るとかはしていないのですか。
おっしゃるように、そのような対応はしておりません。

課長
委員

情報公開・個人情報保護審査会でお話がありましたが、10 月から学校給
食のアレルギーで何か関係があるのでしょうか。

教育総務
先ほどご説明申し上げたのですが、今回長崎県が 10 月から運用予定の
課長
学校給食食物アレルギー管理システムに保護者の同意の下、小麦粉とか牛
乳とかのアレルギーを有する児童や生徒の個人情報をシステムに登録し
たうえで、関係者が広く情報共有を図り、アレルギー事故を未然に防止し
ようとするものでございます。
委員

そういうことで食べれない子どもさん方はお弁当を持っていってるの
ですよね。

教育総務
課長

そうですね。

委員

献立表にアレルギーの対応食品は載っていて、その食品とかにマーカー
とかでチェックされていますよね。そうしたうえでご家庭にも配付してい
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たと思います。
委員

通学合宿ですが、この母体は生涯学習課で対応しているのでしょうか。

生涯学習
呼びかけそのものは、学校を通じて行なっております。事務局的なとこ
課長
ろを各公民館が行なっております。
委員

南部の方でもちょっと話が出ているのですが。学校は関係ないですよ。
保護者も関係ないですよというふうに聞いているのですが、不思議に思っ
たものですから。

生涯学習
保護者から離れて、子どもたちが主体的に調理をしたり、地域の方にお
課長
世話になったりという目的でそもそも通学合宿がありますので、保護者と
は離れるような形になります。ただし、もちろん保護者から承諾をいただ
いたうえで、参加はさせるのですが、学校も保護者も見守るというような
イメージです。預けっぱなしという感じになります。あとは地域の方々と
かが子どもさん方を指導しながら見守って、子どもさんが親のありがたみ
であるとか、自立の精神であるとかそのようなものを養わせようという趣
旨になります。たぶんこのような意味合いからそのようなおっしゃり方を
したのかなと思います。
教育長

結局、主催者は誰になるのですか。

生涯学習
基本的には、地域の公民館が事務局を持ちながら、地域に呼びかけてそ
課長
この実行委員会に入っていくということになります。母体は公民館という
ことになります。
委員
委員

わかりました。
20 ページの統合型校務支援システムが以前からちょっと出ていたよう
に思いますが、簡単に結構ですのでご説明いただけますか。

理事兼学
統合型校務支援システムというのは、長崎県教育委員会が作成をしてい
校 教 育 課 ます。目的としては長崎県には広域人事がありますので、誰がどこに行っ
長
ても同じようなもので、例えば成績処理であったりとか、文書処理であっ
たりとかそういうものができるようにということでの県全体のシステム
ということで計画されております。ただ、それを導入するに当たっては、
それなりの財源であったりとか、平戸であれば学校の中での情報が行き交
うような学校ネットワーク、それから外部との折衝ができる市のネットワ
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ークとかそのようなところのセキュリティの問題をクリアしなければな
らということになります。ですので、市の情報担当課と学校教育課と教育
総務課が連携して課題解決に努めなければなりません。最終的に導入経費
がいくらかかりますというところが、県から示されていませんので、平戸
市が導入できるかどうかというところにつきましては、正式に示されてか
らの検討になるかと思います。
委員

たとえば、先生方が異動していっても赴任先が一律に整備されていると
いうことであれば、子供たちの情報も転出入に伴ってもちゃんと反映され
るようなイメージでしょうか。

理事兼学
そこにつきましては、まだよく確認できておりません。個人情報のデー
校 教 育 課 タの行き来というのは、たとえば今児童生徒のお話があっておりますけれ
長
ども、異動した先生自体の情報などというところはまだ把握できておりま
せん。
教育長

ほかにありませんか。

教育長

はい。特にないようですので、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報告をお願いします。

教育次長

それでは、いくつか報告させていただきます。
まず、先月説明した９月議会の議案についてですが、平成 29 年度平戸
市教育委員会の自己点検評価報告書、台風被害の確認作業中に起こした物
損事故、学校施設の台風被害の災害復旧費を計上した一般会計補正予算の
３件については、報告し承認を得ております。
続きまして、決算委員会についてですが、本日午後、決算認定の審査が
教育総務課・学校教育課、生涯学習課の順番で行われます。万全の準備を
持って臨みたいと考えております。
最後に、平成 30 年 11 月 18 日で任期が終了する教育長及び教育委員に
関する人事案件が総務部より提出されました。教育長には小川教育長が再
任され、松本委員さんの後任として宮﨑トシ子さんが就任することとなり
ます。宮﨑さんは現在、小鳩保育園の園長さんです。
次に、一般質問についてご説明いたします。一般質問は、７名のうち３
名山崎議員・池田議員・井元議員から教育委員会に対して質問がありまし
た。
山崎議員からの質問は、
「危険箇所対策やエアコンの設置について」で、
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まず、危険箇所対策の質問内容は、学校施設におけるブロック塀の安全
点検の状況について尋ねるというものでした。
回答として、今回の調査対象は、公立の幼稚園、小学校、中学校などの
ブロック塀等で、学校施設内に設置されているものであること。調査の方
法は、ブロックの高さ、控え壁、基礎の状況、老朽化し亀裂が生じたり、
傾きやぐらつきがないかを都市計画課の建築技術者の確認の下、建築基準
法施行令に基づき調査を行ったこと。
点検調査の結果は、ブロック塀の件数が小学校７件、中学校７件の計 14
件で、うち不適正であった件数が７件であったこと。対応策として、解体
や控え壁の設置、フェンスへの設置換えを行うこと。をお答えしておりま
す。
次に、エアコンの設置に対する質問内容ですが、エアコンの設置を求め
るものでした。
回答として、すべての公立小中学校に国は本年度の補正予算での対応を
行なうように報道がなされていることは理解しているが、市内小中学校の
すべての普通教室約 160 室への整備となると、①４億円を超える費用が必
要となる②国庫補助を受けたとしてもその経費の３分の１が国庫補助に
すぎず、一般財源の持ち出しが実質３億円を超えること③設置したあとの
電気代（約 11,500 千円）や修理費等のランニングコストについても、財
政運営上大きな課題となることが予想されること。④平成 30 年度に扇風
機設置の予算として小学校及び中学校合わせて 21,530 千円を計上し、６
月中には設置を完了したこと。をお答えしております。しかし、一方、本
年の夏の記録的な猛暑を考えると、エアコンの設置は熱中症対策の有効な
対策であると認識しているので本年度に整備した扇風機設置の検証を十
分に行ない、今後の整備については検討課題すると答えております。
池田議員からの質問は、「防犯カメラ設置の必要性について」で、内容
は、学校現場からの要望はとのことで、平戸市校長会からの本年度におけ
る重点要求項目の１つとして、校門付近への監視カメラの設置に関する要
望があったことを答弁しております。議員からは検討していただきたいと
の要望がありました。
井元議員からの質問は、
「浦北・浦南地区公民館移転について」で、内容
は、生月地区で建設された地区公民館（元触・堺目・山田・壱部）につい
て、建設規模、世帯数、事業費、１世帯あたりの負担額を尋ねるというも
のでした。
議員の持ち時間の 60 分に迫る中での質問でしたので、各公民館の建設
規模等を説明するだけで終了となりました。
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次に、平戸市ＰＴＡ連合会から会長研修会への出席案内がきておりま
す。
日時は９月 29 日９時 10 分から、場所は平戸市未来創造館です。
この研修会の中で、行政との協議・情報交換の時間が用意されており、
現在、５項目の質問事項が通告されております。
内容は、①学校施設を長く安全に利用するために、どのような方策をと
っているのか。人数が少なくなっている学校の運動場・その他施設等のメ
ンテナンス計画等。②学校へのエアコン設置について、国は、今後の猛暑
に鑑み、小中学校に来年度中にエアコンを設置すると報道されていました
が、県や市もそれに基づき来年度中に設置する計画がなされているのでし
ょうか。③県立平戸高校の今後について、行政として部署を設け担当職員
を配置して取り組んでおられるようですが、これからの方向性を皆さんに
話していただけないでしょうか。④昨今、度々起こっている子どもに対す
る痛ましい事件等を鑑みて、命を大切にする教育について教職員に対して
何か指導しているのか。⑤奉仕作業に伴うゴミ問題について回答があった
が、行く末はどうなるのか。本年度の実態はどうだったのか。以上です。
教育長

それでは、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、10 月 29 日（月）の午前９時 00 分にご集合いただき、
田平中学校を訪問した後、教育委員会の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 10 月 29 日（月）の午前９時 00 分にご集
合いただきまして、田平中学校を訪問視察終了後に教育委員会の会議室で
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９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。
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午前 10 時 55 分

閉会

平成 30 年９月 25 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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