平成 30 年 10 月平戸市教育委員会定例会会議録
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質疑等
(日程第１開会)
ただ今から、平成 30 年 10 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。
早朝から大変お疲れ様でした。10 月に入りまして好天に恵まれまして、
学校行事、社会教育行事ともに予定されている事業は順調に開催されてお
ります。中でもツーデーウォークには北海道から沖縄まで、多くの方に参
加いただき、平戸の魅力を大いに味わっていただきました。委員の皆様に
も小学校陸上競技大会や地域行事など、ご出席のうえにご激励をいただき
ましてありがとうございました。
早いもので、年度の半分が過ぎたところですが、今のところ大きな事件
は発生しておりません。ただ、今になって不登校ぎみの児童生徒が徐々に
増加傾向にあるのではないかと心配しているところです。理由はいじめや
体罰といったものではなく、怠惰というのでしょうか、無気力というので
しょうか。この種の子どもが徐々に増えているようで、心配しているとこ
ろです。また、家庭教育の大切さも感じるところです。
さて今日は、早朝から田平中学校を訪問していただきました。平成 33 年
度から特別支援学校の設置につきましても現場を見られて、それぞれお感
じなられたことだと思います。後ほどご意見を賜りたいと存じます。
それでは日程によりまして、10 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）
10 月定例会
- 1 -

教育長

10 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 議事録の承認でありますが、９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、９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。
９月 25 日には市議会決算特別委員会がありました。今回はＩＣＴ教育
の状況及びその導入成果としての全国学力調査結果等について、長時間に
わたり指摘ありました。26 日は県北地区教育長、校長合同会研修会に出席
しました。来年度の人事異動の始まりを感じたところです。10 月４日の小
学校陸上競技大会にはご激励いただきましてありがとうございました。13
日から 14 日は、ツーデーウォークでした。平戸の場合教育委員会が担当
していることから子どもたちの参加が多いのですが、ウォーカーの皆さん
からこの大会は子どもたちと歩けて愉しいとの評価をいただいています。
今後の予定です。明日 30 日には子ども読書ネットワーク講座が行われ
ます。11 月３日は市美術展覧会の表彰式に出席します。10 から 11 日にか
けて県民体育大会が開催されます。15 日から 16 日には都市教育長会が対
馬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。）
（日程第５

その他）
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教育長

続きまして、日程第５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

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

教育総務課です。資料の 12 ページをご覧ください。

課長

実績報告ですが、９月 25 日は教育総務課及び学校教育課の決算特別委
員会の審査が行われました。ＩＣＴ教育等に係る質疑が行われましたが、
大きな指摘事項はありませんでした。いろいろご意見をいただきました点
につきましては、今後新年度予算編成に反映させてまいりたいと考えてお
ります。29 日は平戸市ＰＴＡ連合会会長研修会に出席いたしました。主な
内容につきましては、小中学校のＰＴＡ奉仕作業の際の草木の処分につい
てでありまして、ほとんどの学校が土日の休日に奉仕作業を行っておりま
すが、問題は北松北部クリーンセンターが休日のため持ち込むことができ
ないため、いくつかの学校がその処分に支障をきたしていることから、市
に対して何らかの対応をということで要望があがっているところです。こ
れに対しまして、今回、おそらく松浦市ＰＴＡ連合会も同様な課題を持っ
ておられるのではないかと考えますので、平戸市ＰＴＡ連合会及び松浦市
ＰＴＡ連合会が連携し、北松北部環境組合に働きかけを行なうことによ
り、休日受入や集積場所の確保の早期実現につながるのではないかと考え
ますというような逆提案をさせていただいたところです。10 月９日は旧中
津良小学校跡地利用検討協議会幹事会が行われました。会議では、体育館
とグラウンドについては地域で利用したい。プールについては市での処分
をお願いしたい。また、校舎については規模が大きすぎることと構造的に
地域での利用は難しいとのことでありました。しかしながら、校舎につい
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て広く公募を行う前に中津良地区での確認を１ヶ月ほどしたらというこ
とで、11 月 15 日まで班回覧により利用希望者を募ることとしました。15
日は県立虹の原特別支援学校壱岐分校に係る視察研修ということで、学校
教育課の大畑理事と一緒に行ってまいりました。壱岐分校の場合は市内の
学校で一番空き教室がある学校にということで盈科（えいか）小学校内に
設置されたということで、事前の改修についても空き教室を利用したこと
から、ほとんど改修の必要はなかったということであります。23 日から 24
日にかけましては都市教育委員会庶務担当課長会議ということで、生涯学
習課の岩永課長と一緒に行ってまいりました。主な内容は小中学校の普通
教室の空調設備などについての協議が行われました。
今後の予定ですが、11 月 20 日に学校給食公会計化熊本県甲佐町教育委
員会視察研修受入ということで対応するようにしております。以上です。
理事兼学
学校教育課です。13 ページをご覧ください。
校教育課
まず実績報告ですが、９月 26 日教育長・校長合同研修会が行われまし
長
た。この内容については、平成 31 年度人事異動に係る説明がありました。
先生方の意向調査についての平戸市の締め切りは 10 月 26 日（金）でし
た。十分精査のうえ 11 月５日に県に提出することとなっております。10
月４日は平戸市小学校陸上競技大会が行なわれました。また、10 日の市中
学校総合体育大会駅伝大会が行われましたが、両日とも教育委員の皆様方
にはご出席いただきありがとうございました。戻りまして、５日は特別支
援学校設置に係る知事訪問ということで、要望を行ったことでのお礼とい
う形で、平戸市及び松浦市の両市の市長、地元選出の県議及び教育長で知
事訪問をしてまいりました。16 日はＩＣＴ推進授業等視察ということで武
雄市教育委員会と小学校に視察に行ってまいりました。26 日外国語研修と
いうことで、田平東小学校に指導に行ってまいりました。これは小学校か
ら要望があった場合に中学校の英語担当の指導主事が指導にあたること
としております。
今後の予定です。11 月５日は県・市町学校教育課長等会議が６日にかけ
て開催されます。引き続き第２回超勤改善等対策会議が行われます。それ
から同日に学力向上に係る学校訪問は県教育庁の義務教育課から視察に
来られて、平戸中学校と田平北小学校を訪問のうえ指導していただくこと
になっております。７日は平戸市校長研修会が行われます。８日から９日
にかけては人事の１次ヒヤリングということで、市内すべての小中学校の
校長先生方に聞き取りを行うようにしております。県からもそれぞれ小学
校、中学校の担当の先生が見えられて同席していただくこととしておりま
す。10 日は平戸市中学生英語暗唱大会が行われます。16 日はＩＣＴ教育
研究発表会ということで佐世保市の宮小学校で行われますので、教育委員
会事務局と市議会産業建設文教委員会委員も一緒に行くように計画して
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いるところです。以上です。
生涯学習
生涯学習課です。14 から 16 ページをご覧ください。実績報告ですが、
課長
９月 26 日は人権教育講座の中部地区でございます。昨年度からはじめま
した各地区における人権教育講座については２年目に入りまして、今年度
は今川先生、神保先生に田平中の江里口先生を加え、それにうちの職員も
交えて、寸劇的なところで日常的な会話の中での差別的なところとかを話
し合うところに視点を変えて行われております。今後各地区を回って行う
ようにしております。29 日は平戸市小中学校ＰＴＡ会長研修会に出席いた
しました。同日の夜ですが、ひらど市民大学の第４回講義がありまして、
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、先
生のこだわりというところで学びをこだわった方々の歴代の話がありま
した。10 月１日は津吉小学校区通学合宿実行委員会設立会が開催されまし
た。津吉小学校区におきましては初めての試みでしたので、いろいろと心
配されましたが、委員長もすんなりと決定し実施する運びとなっておりま
す。７日は北部地区と中部地区で健康まつりが開催されました。前日まで
雨のために開催が危ぶまれましたが、場所を体育館に移しまして、北部地
区は平戸中学校の体育館、中部地区は中部中学校の体育館でそれぞれ行わ
れました。両会場とも賑わいをみせて、参加者は楽しんでおられるようで
した。10 日は食育コンテストの２次審査が行われ、市内の小学生を対象と
した絵手紙と中学生高校生を対象とした平戸の地元産の食材を使った料
理コンテストがありました。歴代の応募総数の最高記録である 898 作品の
応募があり、その中から６点ほど選びましてその審査を２次審査として行
われました。11 日から 12 日にかけては長崎県公民館大会が開催されまし
て、私と公民館連絡協議会のメンバーで参加してまいりました。私は家庭
教育と公民館というタイトルでの分科会に参加いたしました。13 日から
14 日は第 12 回ツーデーウォーク大会 2018 が開催されました。今年は天
候に恵まれまして、参加者も 2100 人あまりということで昨年を若干では
ありますが上回っております。おかげさまにて大きな事故もなく、参加さ
れた皆さんは楽しんで歩いておられました。16 日からは３泊４日で紐差小
学校区通学合宿がありまして、児童の皆さんは楽しく参加しておりまし
た。16 日は長崎県民体育大会の監督会を開催いたしました。18 日から 19
日にかけましては長崎県都市体育主管課長会議に行ってまいりました。夏
季におけるプールの入場制限とか体育関係の話をさせていただきました。
20 日は北松農業高校の成人大学の閉講式に行ってまいりました。今年度は
参加者が少なく 10 名弱の参加でありました。23 日から 24 日にかけまし
ては県都市教育委員会社会教育担当課長会議に出席してまいりました。会
議では成人式についてや社会教育に関わる部分を協議しました。24 日は社
会教育委員会を開催しました。今回は夜の部での開催をしまして、ファシ
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リテータの方に入っていただいて、子どもたちにまつわる課題をあげなが
ら解決方法を模索したというところで、これを今後まとめていくような形
で展開するようにしていけたらと思っております。27 日は第２回目の成人
式実行委員会が開催されました。今年度の実行委員のメンバーは出席率が
良くて、各中学校区から２名ほど出席していただき、役割分担の方もほぼ
決まったような状況です。
次のページをご覧ください。今後の予定ですが、30 日にながさき子ども
読書活動推進地区フォーラムを子どものネットワーク講座ということで
開催されます。学校の図書関係の先生方、読み聞かせのボランティア、私
たち図書館の司書や行政の担当者が一堂に会しまして、横の連携を図って
いこうというところで講座や実習的なことすることになっております。11
月３日から４日にかけては、中部地区での平戸越南まつりが開催される予
定になっております。４日は田平町文化祭のステージの部が開催されま
す。５日は県民体育大会の結団式が行われます。10 日から 11 日にかけま
して今年度は佐世保市を主会場に県民体育大会が開催されます。11 日は奥
ひらど文化祭が開催されます。以上です。
平戸図書
館長

同じく 14 ページをご覧ください。
今回は毎月のみんな de シネマをはじめ、小学校の皆さんの来館があっ
ております。田平東小学校、中野小、度島小に来館していただき、図書館
の案内や使い方の説明や読み聞かせなどを行っております。13 日から 14
日のツーデーウォーク大会の時にも出張図書館で出させていただいてお
ります。出張図書館は市内のいろいろなイベント会場に出向きまして、開
催させていただいております。また、ライブラリコンサートを毎月１回開
催しておりますが、今回は 20 日と 27 日に開催しております。20 日開催の
山本圭介さんは福岡県出身のシンガーソングライターです。27 日は俳句と
しておりますが、この時には業者の皆さんに俳句を募集しまして、テレビ
番組のような形式で開催しましたところ、楽しく盛り上がりを見せており
ました。21 日は田平南小学校３年生の学年レクリエーションを受け入れて
おります。これは保護者の方から子どもたちにぜひ百科事典を使った調べ
る学習を教えていただきたいとの要望があったことから 30 名の児童を対
象に実施したものです。大変好評をいただいております。
今後の予定ですが、30 日に子ども読書ネットワーク講座として、講師に
大学教授で児童文学研究者の二羽史裕先生をお迎えしての講演、またグル
ープに分かれてのトークなどをして読書ネットワークを盛り上げていこ
うということで行われます。約 60 名の参加を予定しております。それか
ら 27 日から読書週間が始まりますので、別添のチラシをご覧いただきた
いと思います。以上です。
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文化交流
課長

文化交流課分を報告いたします。17 ページをお願いします。
まず、実績報告です。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を中心に行われております。全国から担当者
を中心に 120 名の参加をいただいております。28 日は文化芸術による子
どもの育成事業 東京演劇集団 風による「星の王子さま」が田助小学校
で行われております。同日に世界遺産登録認定伝達式が文化庁で行なわれ
ております。副市長が受け取ってまいりまして、現在春日の拠点施設「か
たりな」に展示しておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。30
日は伝建 10 周年記念事業のクルーズを予定しておりましたが、残念なが
ら、台風の接近により中止としております。２月９日に再度開催できない
かということで現在協議を行っているところです。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、開催しております。約 1000 名の入場者でありました。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を行って
おります。高校生 12 名、随行員４名が２週間にわたって、市内の高校あ
るいは文化生活等の体験をして帰国しております。今度は平戸のほうから
同じく 12 名、１月５日から２週間送り込む予定をしております。それか
ら、市美術展覧会の関係が並んでおります。10 月３日から５日にかけて作
品を受け付けておりまして、本年度は若干増えて 921 点の応募があってお
ります。16 日に審査を行いまして、全体で 205 点の特別賞、奨励賞、入選
の発表をしたところです。
今後の予定です。各地区で文化祭が 10 月 27 日から 28 日にかけての田
平町文化祭を皮切りに平戸、生月、大島で行われます。11 月１日から 30
日にかけ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」が行
われます。実際には 5000 個のライトを棚田に並べるようにしております。
日没から４時間ほど点灯するようにしているところです。委員の皆様にお
かれましては、お立ち寄りいただければ幸いでございます。２日から４日
にかけましては平戸市美術展覧会の平戸地区の公開が行われます。３日は
市美術展覧会の表彰式が平戸文化センターで行われます。８日は長崎県青
少年劇場「器楽 姜建華とシルクロードアンサンブル」が行われます。10
日は青少年音楽会が、今回は参加校が平戸小学校、田平北小学校、平戸中
学校、田平中学校、平戸高等学校、猶興館高等学校、一般からフラウエン
コール・ユーコー、それと OMURA 室内合奏団の管楽アンサンブル６名の皆
さんをお迎えして行うようになっております。22 日から 27 日にかけては
長崎県展移動展が平戸文化センターで行われるようになっております。今
回、入賞のうち平戸市からは彫刻の部で松尾弘子さんが「少女」という題
材で中華人民共和国駐長崎総領事賞を受賞されており、他に入選作品とし
て洋画の部で吉木逸子さんの「安満の参道」、書の部で﨑本満子さんの「月
夜」、森富美子さんの「誓」以上４名が入賞入選されておられます。この移
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動展はなかなか機会がありませんので、委員の皆様のご鑑賞いただきたい
と思います。24 日国指定名勝（庭園）「棲霞園及び梅ヶ谷津偕楽園」晩秋
の特別公開を行う予定です。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

質問というよりお願いです。教育総務課長報告の中の市Ｐ連の奉仕作業
の件ですが、確かにクリーンセンターにお願いしていかれると思うのです
が。私も会長時代の反省として、処分をＰＴＡ会員の個人の方のところに
甘えさせていただいたところがありますので、ぜひ側面的や継続的な働き
かけをお願いできればと思います。

教育総務
耕作放棄地の田んぼとか畑に一部の学校で処分していると思いますが、
課長
市の農業委員会からも法的なところで行政指導とかがあっているもので、
安易に耕作放棄地等には処分できないというような話になっております。
ですので、先ほど申しましたように、松浦市のＰＴＡ連合会と連携して北
松北部環境組合のほうに要望したらいかがかということでご提案させて
いただいているところです。
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

特にはございませんが、11 月 19 日の９時から教育長と次期教育委員の
宮﨑トシ子さんの辞令交付式がありますので、ご報告いたします。

教育長

その他で何かありますか。

理事兼学
学校教育課からですが、学力関係で非常に重視しております。本市の児
校 教 育 課 童生徒の学力を高めなければならないというように思っているところで
長
す。本課としましては学校に対して、学力に関する新たな取組みというこ
とで通知をしたいと思っております。これが１点です。
２点目といたしまして、昨年度全国学力学習状況調査の保護者調査の分
析を国のほうでまとめています。その内容については、例えば「規則的な
生活習慣をきちんとしましょう。」とか「自制心や意欲・忍耐力を高める働
きかけをしましょう。」とか「知的好奇心の刺激として子どもに本や新聞
を読むように薦めましょう。」などいろいろなことがコンパクトにまとめ
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られています。この内容について一定まとめて、すべての保護者に教育委
員会、平戸市ＰＴＡ連合会及び平戸市校長会の連名で通知をするようにこ
のあとＰＴＡ連合会と校長会に働きかけをしようと思っております。教育
委員会という名称を使わせていただきたいと思っております。この内容に
ついては個別になるかまとめてになるかわかりませんが、平戸市内の幼稚
園や保育園の方にも相談をして、園児の保護者に対しても配付をしたいと
考えているところです。以上です。
教育長

お分かりいただけましたでしょうか。少し取組みを強化したいと考えて
おります。どうしても家庭の方々のご理解もいただかないことには始まら
ないということで考えております。

教育長
教育次長

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。
予定としまして、11 月 19 日（月）の午後３時から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。
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

予定しておりました。日程は以上ですが、結びに、ここで、一言お礼を
申し上げます。
松本委員さんには、今期をもって教育委員を退任されることになりまし
た。特別な事故でも起こらない限りは、本定例教育委員会をもちまして、
教育委員会への出席は最後となられます。松本委員さんは、平成 26 年 11
月 19 日から４年間にわたり教育委員として、また、教育長職務代理者と
して、平戸市の教育行政を担っていただきました。
専門の幼児教育や保育に掛かることは無論のこと、幅広い社会福祉活動
を通しての、貴重なご意見、ご提言をいただき本市の教育行政の振興に大
きく寄与されました。心からお礼を申し上げます。本当に、忙しく様々な
ボランティア活動など社会貢献に労を惜しまない方で、人が集まるとこ
ろ、どこに行ってもお会いするような方です。教育委員は退任されますが、
世間が放っておくとは到底思えません。健康には充分お気を付けられまし
て、今後益々ご活躍されますようご祈念申し上げます。
また、退任後も、本市教育の振興のため、一層のご支援、ご指導賜りま
すようお願いを申しあげます。大変ご苦労さまでした。ありがとうござい
ました。
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委員

最初委員をお受けした時は、果たして自分が務まるのだろうかと思って
おりましたが、今となっては短かったような気もいたしております。力不
足で何もお役に立てなかったのではないかと反省しております。本当に皆
様方にはお世話様になりありがとうございました。

教育長

では、次回定例教育委員会を 11 月 19 日（月）の午後３時 00 分から教
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 10 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 25 分

閉会

平成 30 年 10 月 29 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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