平成 31 年１月平戸市教育委員会定例会会議録
区 分
日

時 平成 31 年１月 22 日(火)

場

所 生月支所

出席委員
出 席 者

教育長

午前 10 時 47 分閉会

第２委員会室

筒井清信委員、戸田眞須美委員、久家孝史委員、宮﨑トシ子委員
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

発言者
教育次長

午前９時 30 分開会

平松教育総務課長

加藤文化交流課長
質疑等

(日程第１開会)
ただ今から、平成 31 年１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。
今日は生月での開催といたしましたが、委員の皆様には早朝からの移動
お疲れさまでした。後ほどご覧いただいますが、この生月庁舎は、大変に
立派な建物でございまして、ここに公民館が整備されれば、離島開発総合
センターや充実した図書室も含め、住民の皆様にこの上ない生涯学習拠点
施設になるものと思っているところです。
さて、今年もまた、１月３日の成人式、平戸縦断駅伝大会、クラブ対抗
駅伝フェスティバルと新年早々行事尽くしの日々を送っていますが、天候
には恵まれた順調に行事が進んでおりまして、年間を占うには良いスター
トを切ったのではないかと思います。
改めまして、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
それでは日程によりまして、１月定例教育委員会を始めさせていただき
ます。

教育長

両委員

（日程第２ 議事録署名委員の指名について）
１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。
はい。
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教育長

教育長

ありがとうございました。
（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、12 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、12 月定例会の議事録は承認することと
いたします。

教育長

（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。
28 日に仕事納めでございましたが、例年この日に大島中学校のリズムダ
ンスの結果報告の市長訪問が恒例となりつつありまして、今年度もまた全
国リズムダンス大会において、見事準優勝の栄冠を勝ち取るという、大変
うれしいニュースが入ってまいりました。ここ４年間優勝と準優勝を１年
おきに獲得しています。さすがに大舞台を経験しての子どもたちは実に
堂々たるもので、目標を立てそれを達成するという体験の教育力の高さを
感じました。１月３日は成人式、教育委員の皆様にはご出席ありがとうご
ざいました。１月 10 日と 11 日は、第 1 回市町別教育長人事ヒヤリングに
県庁に行ってまいりました。19 日は市クラブ対抗駅伝フェスティバル大会
を田平久吹ダムコースで実施しました。
今後の予定です。明日 23 日に第２回の市町別教育長ヒヤリングが予定
されております。２月３日には、公民館大会が文化センターで開催されま
す。６日から７日にかけては県都市教育長協議会が島原市で開催されま
す。17 日には、市民表彰・教育委員会表彰式がございます。後ほど表彰決
定の協議をしていただきます。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

（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１号 平成 30 年度平戸市教育委員会表彰の被表彰者について、
事務局の説明を求めます。
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教育総務
議案第１号 平成 30 年度平戸市教育委員会表彰の被表彰者について、
課長
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。何かご質問等ございますか。

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１号 平成 30 年度平戸市教育委員会表彰の被表彰者
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

続きまして、議案第２号 平成 30 年度平戸市スポーツ表彰の被表彰者
について、事務局の説明を求めます。

生涯学習
議案第２号 平成 30 年度平戸市スポーツ表彰の被表彰者について、ご
課長
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。何かご質問等ございますか。

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２号 平成 30 年度平戸市スポーツ表彰の被表彰者に
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

続きまして、議案第３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。

理事兼学
議案第３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

説明が終わりました。何かご質問等ございますか。
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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３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、原案のとおり可決することに決しました。

教育長

続きまして、議案第４号 平戸市田平町里田原歴史民俗資料館の廃止に
ついて、事務局の説明を求めます。

文化交流
議案第４号 平戸市田平町里田原歴史民俗資料館の廃止について、ご説
課長
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。何かご質問等ございますか。
将来、田平支所内に移転した後、調査とかで例えば学校以外のどなたか
がお見えになった場合でもそこで見ることは可能でしょうか。

文化交流
支所の方に主なものは展示しようと考えております。それ以外の研究者
課長
からの問い合わせや資料の見学等については資料館で対応できるように
その機能は残していきたいと考えております。
委員
委員

わかりました。ありがとうございます。
その場合はどなたかが説明できる方がいらっしゃる形になるのでしょ
うか。

文化交流
６月 30 日までは、パート職員を配置しますが、それ以降は職員を常時
課長
配置することが困難になりますので、文化交流課に事前にご連絡をいただ
いた方々には、対応するように努力したいと考えております。また、資料
の管理上、一定の室温管理に努めていきたいと考えております。
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。）
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教育長

教育長

教育次長

教育委員会で施設の廃止についての最終決定を行うものではございま
せんが、議案としての整理をさせていただきます。議案第４号 平戸市田
平町里田原歴史民俗資料館の廃止については、原案のとおり可決すること
に決しました。
（日程第６ 報告）
続きまして、日程第６報告に移ります。
報告第１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。
報告第１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
この件につきましては、よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

はい。それでは、報告第１号
承認す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、

教育長

続きまして、報告第２号 平成 30 年度平戸市表彰及び生涯学習まちづ
くり表彰の被表彰者の推薦について、事務局の説明を求めます。

生涯学習
報告第２号 平成 30 年度平戸市表彰及び生涯学習まちづくり表彰の被
課長
表彰者の推薦について、ご説明いたします。
以下説明、省略
文化交流
課長
教育長

説明が終わりました。何かご質問等ございますか。

教育長

よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

はい。それでは、報告第２号 平成 30 年度平戸市表彰及び生涯学習ま
ちづくり表彰の被表彰者の推薦については、承認することといたします。

１月定例会
- 5 -

教育長

続きまして、報告第３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。
理事兼学
報告第３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

説明が終わりました。何かご質問等ございますか。

教育長

よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

教育長

はい。それでは、報告第３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７ その他）
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。

生涯学習
課長

共催・後援について、説明いたします。
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。
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、１月 16 日に産業建設文教委員会所管事務調査が行わ
れました。午前中が中野小学校と中野中学校での授業を通しての調査であ
りました。中野小学校の６年生のタブレットパソコンを使った算数の授
業、それから中野中学校は２年生の同じくタブレットパソコンを使った社
会科の世界遺産関連の授業の視察を行ったところです。午後からは第１委
員会室で、現在児童生徒用に導入を進めておりますタブレットパソコンに
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ついて議論がなされたところであります。この導入単価が本体と附属品を
含めまして 250 千円程度となっておりますが、この金額が少し高すぎると
いう議会からの指摘でございまして、新年度にあっては今回附属品のうち
モニターとか５年保証とかなどの部分を削れる部分を削りまして、１台当
たり 200 千円弱の予算計上を考えていきたい旨の説明を行ったところでご
ざいます。委員会としての正式な結論には至りませんでしたが、そのよう
な方向性でよいのではないかというご意見をいただいたところでありま
す。21 日は学校給食運営委員会が行われました。議案といたしましては、
先月の教育委員会でも申し上げましたが、学校給食費の改定でございまし
て、月額を小学校で従来の 4,100 円から 4,300 円、中学校で 4,800 円から
5,000 円に引き上げを行うものでございました。各ＰＴＡの代表の皆さん
にお持ち帰りいただきまして、検討していただくこととしておりました。
結果、異論なくご承認をいただいたところであります。正式に新年度から
月額小学校 4,300 円、中学校 5,000 円で運営していくこととなります。
今後の予定です。新年度の学校予算についての協議の場である学校予算
委員会が２月７日、拡大予算委員会が 18 日にそれぞれ予定されておりま
す。17 日は市民表彰・教育委員会表彰式が行われます。教育委員の皆様に
もご案内があることと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上です。
理事兼学
学校教育課です。20 ページをご覧ください。
校教育課
まず実績報告ですが、１月８日は市保育会園長会に参加いたしました。
長
学校教育課といたしましては、従来幼稚園だけだったものが、認定こども
園、保育所や保育園を含めたところでも要録を作成することが国や県の方
から示されましたので、それについての話をさせていただきました。今後
とも連携をしながら要録の適正な作成・活用をしていくよう努めてまいり
ます。10 日は市町別教育長ヒヤリングということで県教育庁に行ってまい
りました。この会議は唯一要望等について県と直接話ができますので、大
きく３点話をしてきました。１点目は小学校の校長が５名退職することか
ら、そのことに伴いまして、本市としましては、各地区の中心となる学校
には地元出身の校長を配置したいということに加え、それに伴って人事を
行う際のルール以外の異動をさせていただけないかという要望です。２点
目は地元出身者による校長への昇任がいないので、他地区から可能な限り
優秀な校長をお願いしたいという要望です。３点目がある学校に対して人
事のテコ入れをという意味合いで加配をしたいということで主幹教諭の
配置をお願いしたい。また、人事異動をする中で他地区からの先生につい
ては、力があり、包容力があるような良い先生をお願いしたいという要望
をしてまいりました。
今後の予定です。明日 23 日は２回目の市町別教育長ヒヤリングが行わ
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れます。できるだけ平戸市にとっていい人事ができるようにまた働きかけ
をしていきたいと考えております。24 日は南部中学校の研究指定の中間発
表ということで、新しい学習指導要領が始まりますので、その指導の内容
についての研究を深めていきたいと思っております。31 日はわいせつ行為
等防止のための講演会ということで過去に例がない講演会となっており
ます。市教委から２名、校長会から２名参加するようにしております。２
月 15 日全国学力調査中学校英語「話すこと」説明会ということで、今ま
で中学校英語学力調査については「話すこと」の内容はありませんでした
が、今度はパソコンから音声によっての調査とか具体的にどのようにする
のかということでの説明を担当が聞くようになっております。18 日は第３
回市教務主任研修会が開催されます。来年度、10 連休があったり、小学校
では英語の時間が増えたりということでかなり時間的に厳しいようなと
ころがあります。学校によっては午前中５時間の授業を行ったりして日程
の工夫を考えておりますので、そのあたりの情報交換がなされるものと思
っております。22 日は第２回研究主任研修会があります。これについては
小学校が 12 月、中学校が１月に学力調査を行ったのですが、その分析に
ついての研修を行いたいと思っております。それから、同日に平戸市教育
講演会があります。今回は大阪教育大学の准教授の吉田茂孝先生をお招き
して講演を行う予定です。以上です。
生涯学習
生涯学習課です。21 ページをご覧ください。実績報告ですが、第７回目
課長
のひらど市民大学が行われ、長崎県立大学の石田 聖先生をお迎えし「市
民参加手法の最前線」と題しまして行われました。この回に初めてワーク
ショップが行われて、４～５人のグループごとに話し合いが行われまし
た。１月３日は平戸市成人式が行われました。378 名の対象者中、309 名
が出席して 81.7％の出席率となっております。天気にも恵まれとても晴れ
やかな成人式となりました。13 日は平戸縦断駅伝大会が行われました。今
年は前年度よりも 10 チーム以上少ない全 20 チームの参加でした。風邪に
よる影響や佐世保市の小柳賞ロードレースなど他の大会との重複での影
響もあって参加が少なかったようでありです。一般市内の部が平戸消防本
部Ａ、一般フリーの部が陸上自衛隊第４施設大隊Ａ、高校の部は飯塚高校
がそれぞれ優勝しております。19 日は平戸市クラブ対抗駅伝フェスティバ
ルで市内中学校の部活対抗の駅伝大会でございました。この大会もサッカ
ー競技やバレーボール競技、卓球競技の大会とかぶってしまったりしてそ
もそもの参加が少なかったうえに、インフルエンザの流行による影響のた
め一部の学校が出場できなかったことから、男子が８チーム、女子が６チ
ームの参加しかなく、ちょっと少なかったなと感じたところです。男子は
中部中学校、女子は大島中学校がそれぞれ優勝しております。
今後の予定です。26 日は第８回目のひらど市民大学が行われます。長崎
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国際大学の薬学科の藤井佑樹先生をお招きして、「糖は甘いだけじゃな
い！糖鎖関わる病気と健康」と題してご講演をいただきます。２月３日は
第 13 回平戸市公民館大会が開催されます。先ほどご審議いただきました
生涯学習まちづくり表彰、それから生涯学習パスポートの表彰を行いまし
て、その後事例発表、パネルディスカッションが５名のパネラーと県教育
庁生涯学習課からコーディネーターをお招きして「地域活動と公民館」と
題して行われます。15 日から 17 日にかけましては第 68 回郡市対抗県下
一周駅伝大会が行われます。例年どおりですが、初日は長崎市をスタート
し、田平支所前を通過し松浦市までとなっており、２日目は平戸市を午前
８時にスタートする予定となっております。以上です。
文化交流
課長

文化交流課分を報告いたします。22 ページをお願いします。
まず、実績報告です。11 月１日から１月６日まで実施しておりました世
界遺産登録記念ライトアップイベント～春日の祈り～につきましては、お
かげさまで、この期間に約 6,000 名の来場者をお迎えすることができまし
た。平成 31 年度につきましても同様に実施をしていきたいと考えている
ところです。続きまして、いきいき交流事業につきましては、12 月 22 日
から 28 日にかけて、中学生男女各３名計６名を連れて、北海道枝幸町を
私も含めて文化交流課の職員２人で訪問してまいりました。マイナス 10℃
を体験させることができました。元々がスキー場であったロッジに寝泊ま
りをして、食事も含めて生活をしながら、その後はホームステイ先にお世
話になり、枝幸町の生活や文化を体験できたのではないかと思っておりま
す。１月４日から 18 日までは姉妹都市交流事業オランダ王国ノールトワ
イケルハウト市へ高校生 12 名を連れて訪問してまいりました。現地の高
校の授業などを体験し帰ってきました。16 日はひらんの風コンサートとい
うことで大島神浦地区の伝建 10 周年記念事業として行っております。約
40 名の来場者をお迎えしたところです。木管楽器とピアノの演奏を約１時
間半行いました。
今後の予定です。１月 24 日から 25 日にかけましては、恒例の文化財防
火デーを２日間にわたり実施します。今回は総合防災訓練を 24 日が光明
寺で 25 日が阿弥陀寺で行うようにしております。１月 31 日から２月１日
にかけては全国伝建協の九州地区ブロック会議が本市で開催されるよう
になっております。初日が基調講演など、２日目は現地視察が予定されて
おります。３日は川内峠の野焼きと子泣き相撲が行われます。９日は本来
９月 30 日に行う予定でしたが台風のため中止となっておりました伝建 10
周年記念クルーズを地元などの要望が強くあったことから再度チャレン
ジし開催するようにしております。定員 150 名でありましたが、すでに完
売となっておりまして、約７割が県外の方々ということで聞いておりま
す。同日には国際シンポジウム「国際海洋都市平戸と異文化へのあこがれ
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在外史料が変える日本研究」が行われます。委員の皆様には足を運んでい
ただけたら幸いです。10 日は平戸検定試験の初級、中級、上級がそれぞれ
行われます。なお、平戸検定の実施団体であるＮＰＯ平戸観光ウェルカム
ガイドが本年度をもって終了にしたいという意向であります。今後どのよ
うにしていくかにつきましては、検討課題となっております。23 日から 24
日にかけましては平戸つばきフェアが開催されます。以上です。
教育長

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。
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

特にありません。

教育総務

恐れ入ります。その他で、本日配付させていただいておりますが、例年

課長

５月に県市町村教育委員会合同研修会が開催されておりますが、分科会に
分かれまして、意見交換するための本市からの分科会のテーマの提案がご
ざいましたら、次回の定例会までにお知らせいただきたいと存じます。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。

教育次長

予定としまして、２月 21 日（木）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。
それから、教職員の人事異動に関しまして、臨時会を開催させていただ
いておりますが、県教委の人事案ができ次第、人事案件の臨時会をお願い
することになるかと思います、おそらく 21 日は間に合わないかと思われ
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。
もう１点３月の定例会につきましては、会終了後市長との総合教育会議
を開催できればと考えておりますので、ご報告させていただきます。なお、
開催日程につきましては、市長のスケジュールの都合もございますので、
調整させていただき、２月の定例会の時に報告させていただきたいと思い
ます。
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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２月 21 日（木）の午前９時 30 分から教育
委員会応接室で開催ということで進めさせていただきます。また、３月は
総合教育会議の予定であります。以上をもちまして平成 31 年１月定例教
育委員会を終了させていただきます。お疲れさまでした。

午前 10 時 47 分

閉会

平成 31 年１月 22 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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