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(日程第１開会)
ただ今から、平成 30 年 11 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。
ずいぶんと朝夕は冷え込みを感じる季節となりました。早いもので今年
も１月余りとなり、委員の皆様にはご多忙のところご出席をいただきまし
てありがとうございます。本定例会から 11 月 19 日付けをもって新たに教
育委員にご就任になられました、宮﨑トシ子委員を迎えての初めての教育
委員会となります。皆様方は十分ご存知の方でありますけれども、宮﨑委
員は、現在小鳩保育園の園長であられ、また手話サークルの会長を務めら
れるなど、福祉、地域づくりなど全般にわたり幅広く活動されていらっし
ゃる方であります。委員にはぜひこれまで培われた識見と活動を通しての
思いを市教育の振興のために生かしていただければと思っているところ
であります。どうぞよろしくお願いいたします。
また、私自身も任期満了に伴い、本日改めて教育長の辞令を拝命いたし
ました。引き続いての重責でございまして、改めまして身の引き締まる思
いをいたしております。この３年間さまざまな困難もありながらも、皆様
方のご指導を賜りながら、進めてまいりました。教育は幅広く、奥深いも
のがございまして軽々には申しあげられませんが、振り返ったときに足あ
とが見えるような成果を意識しながら、務めてまいりたいと思っていると
ころでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
ここで宮﨑教育委員に一言ごあいさつをいただければと思います。
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委員

改めまして、皆様こんにちは。午前中、市長から教育委員の辞令を拝命
しました。小鳩保育園に勤めております宮﨑と申します。先輩諸氏が多く
いらっしゃる中、本当に私でいいのかなと思いながらも、責任を十分に果
たしていって、皆様方のご指導をいただきながら、皆様方とともに平戸市
の教育の振興に少しでも尽力していければと思っております。いろいろと
お世話をおかけすると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

教育長

教育長

それでは日程によりまして、11 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）
11 月議事録署名委員として、久家委員と宮﨑委員を指名します。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、10 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

特にないようでございますので、10 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

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。
早速ですが、10 月 31 日、総合学校訪問として中野小学校を訪問しまし
た。従来は総合学校訪問では、市内外の校長先生が中心となって、授業を
じっくり見ながら専門的な立場で指導をしていたのですが、今年は県が経
費負担の面から撤退しましたので、本年度は学校教育課の指導主事がそれ
ぞれ担当して指導を行ったところです。11 月３日には市美術展覧会表彰式
が文化センターで行われました。７日には校長研修会が中部中学校で行わ
れました。９日には県市町村教育委員会研究大会が大村市で開催され、委
員皆様と出席をしました。私は第１分科会のコミュニティスクールについ
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ての研究会に出席しましたが、東彼杵町の取組事例をはじめ研修をさせて
いただきました。後ほど状況の報告ができればと思っています。10 日には
市英語暗唱大会をふれあいセンターで行いました。市内全中学校から 15
名の参加があり、生月中学校２年の川渕愛夢奈（かわぶちあゆな）さんが
最優秀となり、県大会への出場の権利を得ました。15 日から 16 日にかけ
ては県都市教育長会が対馬市で開催されました。18 日は第 12 回「伝えよ
う！いのちのつながり家族の絆」表彰式に出席しました。今年もまた表彰
された 30 作品は感動の秀作揃で、感動の時間を過ごさせていただきまし
た。
今後の予定につきましては、明日 20 日に市が大島小学校を指定して取
り組んでいただいている「道徳の研究発表大会」が行われます。12 月定例
議会は３日からの開会予定です。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）
続きまして、日程第５議事に移ります。
議案第 16 号 平戸市総合運動公園条例施行規則の一部を改正する規則、
議案第 17 号 平戸市社会体育振興事業補助金交付要綱の一部を改正する
告示及び議案第 18 号 平戸市スポーツ推進事業補助金交付要綱の一部を
改正する告示についてを一括議題といたします。事務局の説明を求めま
す。

生涯学習
議案第 16 号 平戸市総合運動公園条例施行規則の一部を改正する規則、
課長
議案第 17 号 平戸市社会体育振興事業補助金交付要綱の一部を改正する
告示及び議案第 18 号 平戸市スポーツ推進事業補助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。
以下説明、省略
教育長
委員

説明が終わりました。何かご意見等ございますか。
議案第 16 号の中で、３ページの新旧対照表の資料で第６条の改正部分
ですが、年間を通して利用する小学生は部活動がないから、今回新しく整
備をしたということの説明があったと思います。ということは、これまで
小学生は利用することができなかったのか。それとも少年スポーツ団体活
動としていて、今回きちんと整理をしたのか。そのあたりがちょっと疑問
に思ったものですから。
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生涯学習
それにつきましては、部活動という定義があったものですから、今まで
課長
小学生の利用については、基本的には免除ができなかったというのが、現
状でございます。今回の改正によって利用を促進していきたいと思ってお
りますので、その分について 70％減額ではありますが、使用料の収入も確
保されるものと思っております。
委員

わかりました。ありがとうございます。

委員

関連しますが、これがもし利用料金の減免を 70％の減額ではなくて、全
額とするとかなり厳しくなるのかなというように思いますが、そのあたり
をお聞かせいただけたらと思います。

生涯学習
他の施設につきましては、職員を配置して管理しているものではありま
課長
せんので、必要に応じて管理経費が生じてまいります。総合運動公園につ
きましては、指定管理者である振興公社に委託をしてその職員が常時管理
をしているところもありますし、また本来であれば使用する以上は使用者
側の負担というところは否めないというところでもございますので、本
来、学生さんいわゆる子どもなので、無料というところは考えていないこ
ともなかったのですが、一定の額は負担していただくべきではないかとい
うところで、半額よりも少し下げた形で、しかも高校生、中学生、小学生
の区分をなくして、利用していただくというところで調整させていただき
ました。
委員

ありがとうございました。

委員

この施設は赤坂の運動公園ということでよろしいでしょうか。

生涯学習

はい。総合運動公園と野球場が入ります。プールは別となります。

課長
教育次長

ひとつだけ補足させていただきます。減額していますけど、やはり一般
の社会人の方を優先するところもありまして減額していますので、結局使
っていない時間帯を優先的に使用していただくというところで、総合運動
公園の事務所と話はしているところです。

教育長

ほかにありますか。

委員

たとえば清峰高校とか野球の練習などで使っていたと思うのですが、た
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とえば猶興館高校とか北部の学校ばかりが使用しているとか施設の使用
に偏りとかはないのでしょうか。
生涯学習
今は高校の利用はかなり減ってきておりまして、そこの部分につきまし
課長
ては、偏るというよりはそもそもの利用が減ってきているので、そこを何
とか底上げじゃないですけれども、利用をさせたいという１点でございま
す。
教育長

ほかにございませんか。

教育長

よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

議案第 16 号 平戸市総合運動公園条例施行規則の一部を改正する規則、
議案第 17 号 平戸市社会体育振興事業補助金交付要綱の一部を改正する
告示及び議案第 18 号 平戸市スポーツ推進事業補助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。
続きまして、議案第 19 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 19 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。
文化交流
課長

以下説明、省略

教育長

説明が終わりました。何かご意見等ございますか。

委員

空調の件ですが、つい最近扇風機をつけられましたよね。あのあたりの
扱いがどのようになるのか。空調設備は各教室に整う形になるのですよ
ね。ですから、そのあたりも含めてもう少しご説明いただけないでしょう
か。

教育総務
空調と扇風機の関係でございますが、まずもって、従来から空調の整備
課長
につきましては、普通教室に熱中症対策として校長会などから要望があっ
ておりました。しかしながら、空調の設置については財政的な観点から厳
しいのではないかということから、まずは扇風機の設置ということで平成
30 年度の予算に計上し、設置をさせていただいたところでございます。
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また、市議会９月定例会でも同様の内容の一般質問がありまして、そこ
におきましても、熱中症対策としての空調設置は十分に認識しているとこ
ろであるけれども、まずは扇風機の設置後の検証を行なってからというこ
とで、空調設置につきましては今後の課題とさせていただいておりまし
た。
そのような中、９月に国の補正予算があるからということで、空調設置
の需要額の調査がありました。その時点では、財政的な支援の内容が不明
確でありましたが、10 月 15 日に平成 30 年度第１次補正予算の閣議決定
がなされ、その補正予算の概要が発表されました。その概要によりますと、
児童生徒等健康被害を及ぼさないよう、熱中症対策として新たな交付金が
本年度に限り創設され、この交付金は、通常の交付金制度とは異なり、元
利償還金の償還に関して地方交付税算入率が通常の地方債よりも有利な
補正予算債が充当される財政支援制度となっており、通常の交付金を活用
した場合と比較しますと、一般財源の持ち出しの差額が 52,000 千円程度
軽減される見込みであるということと今後における通常の国の交付金に
ついての空調設置に係る採択の優先順位が低いことから、総合的に判断し
て今回導入しようということになりました。
でも委員がおっしゃるように扇風機を設置したのは事実でありまして、
皆様からは今回空調を設置するのであれば扇風機についてはいらなかっ
たのではないかとのご意見も予想されるところです。たとえば、空調の温
度を高めに設定して扇風機との併用するなどにより、効率化が図られれば
と思っているところでございます。
委員

空調が実際に設置される年度というのは、いつになるのでしょうか。

教育総務
今回の空調設置に当たりましては、あくまでも国補正予算ということ
課長
で、国が平成 30 年度の予算なので、平戸市も本年度の予算に計上のうえ、
執行する必要があります。工事費は３月定例会に補正予算計上のうえ、繰
越手続きをふまえ、実際の施工年度としては平成 31 年度ということにな
ります。
若干つけくわえますと、この空調設置後の運用となりますと相当の電力
が必要となります。そうなりますとキュービクルといいまして高圧電力に
耐えうる設備の新規設置や増設が必要になってまいります。その部分が非
常に高額になる見込であることから、私たちといたしましても苦慮してい
るところです。総事業費のうち補助対象となるのが半分以下の見込である
ことから、市の持ち出し額がちょっと高額になる見込みとなっておりま
す。
教育長

ほかにありませんか。
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委員

ブロック塀の不適正の件ですが、不適正がこまめにみた時に７校あった
ということですよね。学校現場としても、月に１回学校安全点検の日とい
うことで、今も継続しておられると思います。この７校についてのブロッ
ク塀というのが、その学校安全点検の中に入らないような、外側だったの
かなと思うんです。

教育総務
このブロック塀につきましては、建築基準施行令という法律がございま
課長
して、この法律の基準に基づき、高さについては 2.2ｍ以下であるとかぐ
らつきなどについてを都市計画課の職員の同行の下、全施設を点検した結
果、このような対応が必要ということで補正予算計上をさせていただくこ
とになっているところです。
委員

やはり、私たちが見る目と違って、プロの目で見てでの点検結果だった
のかなと思ったものですから。

教育次長

当然、安全点検した部分なのですけれども。やはり見た目は問題ないん
ですね。ただ、法的に高さとかが違反していたブロック塀があったという
ことで、そのように理解していただけたらと思います。だから、基準内に
整備しなさいということで国から指示を受けたということになります。

委員

やはり学校側も、このような点検をして分析をしていただくことによっ
て、今後はより厳しい目で安全点検をされるのではないかなと思いまし
た。

教育長
委員

ほかにありませんか。
特別支援学校が田平中学校内に設置されるとされておりましたが、やは
り利用者が多いので、保護者からの要望があったということなのでしょう
か。

理事兼学
市議会から話があったことが発端になっております。その後、県北地区
校 教 育 課 に特別支援学校がなかったので、知事要望ということで、まず市長のほう
長
から要望を行ないました。それが平成 28 年度です。翌平成 29 年度に平戸
市及び松浦市の両市長、両議長、両教育長それから地元選出県議で、要望
しております。その時までは市のほうから整備していただきたいというこ
とであったのですが、平成 29 年 10 月くらいに特別支援学級に通っている
子どもとか、特別支援学校に通っている子どもとか障害をもっておられる
方の保護者にアンケートを実施しましたところ、もし設置をしたならばと
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いうことで、平戸市と松浦市合わせて、30 数名の希望がありましたので、
そういう必要性も感じていただいて、設置をしていただくことになってお
ります。
委員

うちの保育園でダウン症の子どもが卒園していって、保護者が志々伎地
区の方なのですが、志々伎小学校のほうに行きたいということで署名活動
をしてでも行きたいとおっしゃっておりました。どうにかしてあげたいな
と思っておりましたところ、そしたら、小学校のほうで受けていただいて、
行けるようになったというケースがあったものですから、非常に親御さん
も喜んでおられるし、私たちも含めて非常にありがたいことだなと思って
いるところです。

教育長

ほかにございませんか。

教育長

よろしいでしょうかね。
（「はい。」の声あり。）

教育長

教育長

生涯学習
課長

では、議案第 19 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。
（日程第６ その他）
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。
共催・後援について、説明いたします。
説明、省略

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・後援等については報告済みといたします。
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

教育総務課です。資料の 25 ページをご覧ください。
実績報告ですが、11 月 16 日はＩＣＴ活用拠点事業における研究発表会
に平戸市議会産業建設文教委員会の所管事務調査として、市議会議長から
出席の要請がありましたので、教育委員会から岡教育次長以下６名で出席
してまいりました。今回の研究発表会は、県教育委員会指定ということで
佐世保市立宮小学校での公開授業などが行われ、公開授業では２年生の図
画工作科で「動く絵をつくろう」と題し、コンピュータを使ったプログラ
ミング、動く絵の作成に取り組んでおられました。
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。21 日は第１
回学校給食運営委員会が行なわれます。また、同日には旧堤小学校跡地利
用検討協議会幹事会が行われる予定です。27 日は歯科医師連絡協議会が行
われますので、出席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。26 ページをご覧ください。
校教育課
まず実績報告ですが、11 月５日は県・市町学校教育課長等会議が６日に
長
かけて開催されました。議題として学力向上の取組み、ＩＣＴを活用した
教育の推進、ふるさと教育の推進、英語教育の推進等様々な内容がありま
した。引き続き第２回超勤改善等対策会議が行われました。各市町の取組
みであったりとか、様々な新たな課題とかの話をしたところです。７日は
平戸市校長研修会が行われました。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、県からそれぞれ小学校、中学校の担当の先生が見
えられて、各校長先生方から聞き取りを行いました。10 日は平戸市中学生
英語暗唱大会が行われました。最後に大学の先生から講評をいただいたの
ですが、いずれも身振り手振りを交えて非常に良かったという講評をいた
だいております。13 日は平戸市教頭研修会が行われました。
今後の予定です。明日 20 日は平戸市研究指定「大島小」研究発表があ
ります。内容につきましては、新たな教科の道徳の発表があります。28 日
は人事２次ヒヤリングが行われます。この２次ヒヤリングでは管理職であ
ったりとか、事務職員であったりとかについて、県から来ていただいて行
うようにしております。12 月３日は人権教育研究推進「人権講演会」があ
ります。中部地区は文部科学省の委託事業の指定を受けておりますので、
その関係の講演会となります。７日は平戸市教育支援委員会が行われま
す。来年度の特別支援学級に通級する児童生徒の検討をしていただくよう
にしております。10 日の週には小学校の平戸市学力調査が行われます。ま
た、中学校の学力調査につきましては、１月に行うように予定しておりま
す。以上です。
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生涯学習
課長

生涯学習課です。27 ページをご覧ください。実績報告ですが、30 日に
ながさき子ども読書活動推進地区フォーラムということで講演会とテー
ブルワークがありました。学校の図書関係の先生方、学校図書支援員、図
書館委員、読書ボランティアの皆さん、総勢 60 名ほどが集まりまして、
未来創造館のホールで行いましたが、ぎゅうぎゅう詰めの状態で子どもた
ちの読書について、どうしたら推進していけるかという協議を行いまし
た。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５日は県民体育大会の結団式を行いまして、併せて、10 日か
ら 11 日にかけまして県民体育大会が佐世保市を主会場に行われました。
18 競技に 404 名の選手が出場しまして、団体では相撲競技が優勝、空手道
が優勝しております。また、個人の部でも水泳 50 代平泳ぎの部で田原選
手、200 ㍍個人メドレー一般の部で西村選手がそれぞれ優勝しておりまし
て、あと相撲競技個人の部で優勝者が出ております。７日から８日にかけ
まして、県下少年センター職員研修会・県少年補導センター所長会が五島
市で開催されまして、出席してまいりました。８市の少年センターの所長
が集まりまして、様々な協議が行われました。今後の補導活動とかについ
て、活発な議論がなされました。18 日はいのちのつながり家族の絆エッセ
イ表彰式が行われました。
今後の予定です。28 ページをご覧ください。22 日にツーデーウォーク
実行委員会が行われまして、今年度の反省と来年度の実施に向けての協議
が行われる予定です。24 日はひらど市民大学が第６回めの講座になりま
す。長崎国際大学の宮原先生を迎え、栄養学についてロコモシンドローム
の話を絡めながらお話をしていただくようにしております。30 日は平戸・
松浦地区人権教育研究大会が行われます。これについても例年行われてお
りますが、今年もたくさんの参加者を募っているところです。12 月９日は
中瀬草原クロスカントリー大会が開催されます。昨年は残念ながら雨のた
めに中止となりましたので、今年度はぜひとも実施できるように、田平町
中央公民館を主体に準備を進めているところでございます。以上です。

平戸図書
館長

同じく 27 ページをご覧ください。
まず、実績報告です。秋は読書週間があるためにたくさんの行事を行っ
ております。学校のほうからも読書週間に関連してたくさんのご依頼があ
っておりまして、学校のほうに出向いて行ったり、平戸図書館のほうにお
越しいただいてお話会等を行いました。また、例月どおり出張図書館も学
童さんとかハローワークのほかに、11 月 11 日には大島ふるさとまつりに
お邪魔いたしました。12 日は第２回図書館協議会を開催いたしました。17
日はアドベントカレンダーをつくろうということで、子どもたちに絵本に
関する絵を描いてもらって、それを隠してカレンダーにして、クリスマス
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までの毎日一つずつかけて絵が見えるようにしていくというカレンダー
を作りました。
今後の予定ですが、28 ページをご覧ください。例月どおりの映画上映会
であるとかプラネタリウムやクリスマスオーナメントなどの工作とか出
張図書館などを行うようにしております。25 日には軽トラ市と農業女子ミ
ーティングに両方に出向きまして４名出ていきますので、残りの２名のカ
ウンターサービスが低下しないように努めてまいりたいと思っておりま
す。それから、長崎県立長崎図書館が今月いっぱいで休館いたしますので、
26 日の休館式に私が出席する予定です。27 日はブックスタートとありま
すが、これは赤ちゃんとそのお母さんに絵本と読み聞かせのプレゼントを
するということで平戸市が行っているブックスタートという事業です。29
日は君川みち子さんという昔ばなしで有名な方がおいでになり、研修をし
てくださいました。12 月９日は「あらしのよるに」で有名な絵本作家の木
村裕一さんと日本画家で有名な吉澤みかさんをお迎えし読書講演会を行
う予定です。11 月 30 日は県北地域読み聞かせグループ交流会があり、ま
た、12 月４日には市内図書館・図書室の職員研修会があります。図書館職
員の読み聞かせでありますとか、リファレンス力を上げていきたいと思い
ます。
なお、11 月 27 日から 28 日にかけて、平戸図書館の窓の遮熱フィルムの
設置工事を行います。ということで、周知が遅れておりますが、28 日のみ
を休館させていただく予定です。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。まず、11 月２日から４日にかけまして、平戸市美
術展覧会の公開が始まっております。生月地区、大島地区、その後中部ふ
れあいセンターで移動展を行う予定です。３日は平戸市美術展覧会の表彰
式が行われました。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」ということで、シルクロードから伝わった楽器を演奏す
るミニコンサートが行われております。10 日は青少年音楽会が、OMURA 室
内合奏団の管楽アンサンブルにより行われ、今回は小中高校生合わせて
256 名の参加、750 名の入場者がお越しいただいております。
今後の予定です。11 月１日から 30 日にかけてということで現在も継続
中でありますが、世界遺産登録記念ライトアップイベント～春日の祈り～
ということで開催しております。昨日までの入場者数は約 2,600 名お越し
いただいたということであります。夜のイベントとして口コミで拡がって
きているようです。一昨日が 300 名、昨日が 200 名ほど来ていただいたと
のことであります。22 日から 27 日にかけまして長崎県展移動展公開です。
後ほど別添のパンフレットをご覧いただきたいと思います。24 日は国指定
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
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す。入場は無料ですので、ぜひご鑑賞いただければと思います。今、つわ
ぶきの花が満開になっております。12 月 22 日から 27 日にかけて、いきい
き交流事業として北海道枝幸町に中学生６名を派遣する予定です。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

生涯学習課関係で 11 月 11 日に南部の奥平戸文化祭というのは、30 周
年を迎えたと記載がありました。その時に 12 月８日に平戸図書館で市内
図書館の職員の研修会をして質を上げようと考えていると図書館長がお
っしゃいましたが、その時は舞踊とか吹奏楽とかいろいろと発表があった
のですが、図書館の職員が１人で見えられてブラックパネルシアターとい
うのを行ったのですが、その曲が東北の復興支援の「花は咲く」という曲
でした。それが、来場者の皆さんの心に響いたようで、数人で行った舞踊
とか吹奏楽の時よりもたった１人で行ったこのブラックシアターが良か
ったよねということで来場者の声がありました。非常に感動を与えていた
だいて、そういう意味では職員の質を上げられている研修の成果かなと思
った次第でした。

委員

図書館関係ですが、たくさん催し物をされていて頭が下がる思いなので
すが、スタッフとか大丈夫なのでしょうか。ちゃんとやりくりができてい
るのでしょうか。

平戸図書
やはり、スタッフの数が限られておりますので、ぎりぎりの状況でなか
館長
なか難しいところもございますが、図書館利用の方々に迷惑が掛からない
ようにということで、みんなで協力してやりくりしております。
委員

スタッフの過重とならないよう安定的になるように努めていただきた
いと思います。

委員

学校教育課関係で 11 月６日の特別支援学級担当者研修会。そこでは担
当の先生方は今どのような課題というかどのような悩みをを持っておら
れるのでしょうか。

理事兼学
特別支援学級担当者研修会の件ですが、報告を受けた時は、やはり障害
校 教 育 課 が違うのでその児童生徒に合った指導をするための個別の支援計画、この
長
作成をどのようにするかということを一人で考えるのではなくて、特別支
援学級の担任であったりとかコーディネーターとか、交流学習の支援の先
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生方と一緒に作る。つまり学校全体で作ることをいうような話題が非常に
多くあったですし、そういう指導助言も行ったという状況です。知的障害
であったりとか、情緒の障害であったりとか、先ほど言いましたように障
害に合った指導をいかにしていくかということが話題になりました。
委員

ありがとうございました。

教育長

ほかにございませんか。

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、各課長報告につきましては、報告済とさせていただきます。
続きまして、教育次長から報告をお願いします。

教育次長

市議会 12 月定例会のことにつきまして、若干報告させていただきます。
12 月３日開会で、議案につきましては、各担当課長が申し上げました件に
つきまして、提案するようにしております。
また、一般質問につきましては 11 月 26 日に発表予定となっておりま
す。なお、内容につきましては、12 月定例会の中でご報告申し上げたいと
思っております。

教育長
教育長

教育長

報告が終わりましたが、何かございませんか。
それでは、私の方からその他のその他で、教育委員会には教育長の職務
代理者を置くようになっております。今まで松本委員に務めていただいて
おりました。ですが、昨日をもちまして、任期満了となられました。改め
て本日からの職務代理者を指名させていただきたいと思います。職務代理
者は教育長の指名ということになっております。皆様には快く同意をして
いただきたいと存じます。そこで職務代理者に筒井清信委員を指名したい
と存じます。

委員

よろしくお願いいたします。

教育長

ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。

教育長

次回の定例会の日程について事務局案をお願いします。
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教育次長

予定としまして、12 月 20 日（木）の午前９時 30 分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。

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 12 月 20 日（木）の午前９時 30 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。長時間にわた
りありがとうございました。以上を持ちまして、平成 30 年 11 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４時 18 分

閉会

平成 30 年 11 月 19 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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