令和元年８月平戸市教育委員会定例会会議録
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応接室

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
吉村教育次長 大畑理事兼学校教育課長 石山教育総務課長
岩永生涯学習課長 加藤文化交流課長 森川平戸図書館長

発言者
教育次長

教育長

午後２時 40 分閉会

質疑等
(日程第１開会)
ただ今から、令和元年８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。
こんにちは。
８月に入り２つの台風が西日本に上陸し大変心配いたしましたが、幾分
逸れて一安心でした。また、お盆を過ぎて暑さも和らぎ、虫の音も賑やか
になりまして、確実に秋の気配を感じる頃になりました。
子どもたちも夏休みの宿題に追われる日々だと思いますが、我々も目前
に９月議会が迫り、何かとあわただしい日々を迎えているところです。
委員の皆様には、今日は総合教育会議も控えており、長時間になります
がどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、議事日程により８月定例教育委員会を進めさせて頂きます。

教育長

（日程第２ 議事録署名委員の指名について）
日程第２ 議事録署名委員の指名につきまして、筒井委員、戸田委員を
指名させていただきます。

両委員

はい。

教育長

よろしくお願いします。
（日程第３

教育長

日程第３

議事録の承認について）
議事録の承認につきましては、７月定例会議事録について事前
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配付をしていましたので、ご覧いただいたことと思います。何か内容に問
題等なかったでしょうか。
（「なし。」の声あり。）
教育長

特にないようでございますので、７月教育委員会の議事録については、
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）
次、日程第４ 教育長報告です。
資料１ページをお開き願います。
主なもののみ報告します。７月 24 日に平戸市へき地連総会に出席しま
した。これは、へき地教育振興法に基づいたもので、離島半島地域などの
へき地における教育水準の向上を図ることを目的とした研究団体として
全国へき地教育研究連盟というものがあり、その平戸支部の総会でありま
す。この法には、へき地教育向上のための研修や施設整備補助などの規定
がされておりまして、その研修の場となっているのがこの会であります。
７月 25 日、26 日には小学生対象にイングリッシュ・キャンプを開催し
ました。市内外のＡＬＴが中心となって運営してくれました。
27 日、28 日には長崎県中学校総合体育大会の激励に参りました。相撲
の個人戦で２位３位、空手道の型で優勝、水泳 800 メートル自由形で２位、
剣道の個人戦で３位の上位入賞がありました。以上は全国大会及び九州大
会に出場しました。また、特筆すべきは野子中学校のバレーボール部であ
りまして、全校女子生徒９人のうち７名の部員で挑んだバレーボールで見
事長崎県３位に輝くという快挙を果たしてくれました。
８月７日の平戸幼稚園保護者会につきましては、平戸幼稚園の閉園につ
いての説明と懇談のために幼稚園に出向きました。同日開催された子ども
議会には市内中学校４校から 12 名の中学生議員が質問席に立ちました。
22 日 23 日には中学生対象にイングリッシュ・キャンプを行いました。
今後の予定です。退職・現職校長会研修会が 29 日に開催予定です。９
月２日からは９月市議会定例会が開催の予定です。８日は県子ども会伝承
芸能大会が文化センターで開催されます。17 日に農林水省審議官来平とあ
りますが、以前報告しました食育活動表彰で「教育関係者・事業部門 消
費・安全局長賞」を受賞したことから農林水産省の審議官が平戸を視察に
来られる予定です。
以上で報告を終わります。

教育長

何かお尋ね等ありますか。
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教育長

いいですか。

教育長

ないようでしたら報告済みとさせていただきます。

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 23 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、説明をお願いします。
教育総務
課長

教育長
委員

議案第 23 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、ご説明させていただきます。
以下説明、省略
ご質問はありませんか。
平戸市が副食費の免除を保育所に通う子ども全員に行うことを、県内の
保育関係の会議に出席した時や佐世保市・松浦市などの保育関係者から
「平戸市は子育てを応援してくれるからいいよね。」ってよく言われます。

佐世保市のような大きなところは、短期間に制度を整えて対応すること
教育総務
や年度途中の補正予算で独自事業に対応することに少々厳しいところも
課長
あるのではないかと思います。
教育長

教育長

平戸市は、現在でも市が独自に保育料の保護者負担軽減を行っています
ので、市としては新たな経費が必要なく、今回の無償化制度で国や県が負
担するようになる分、少し財源に余裕ができたことから、副食費の免除に
対応できるところです。
いいですかね。
（「はい。」の声あり）

教育長

それでは、議案第 23 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。

教育長

つづいて、議案第 24 号 平戸市図書館条例施行規則の一部改正につい
て を議題といたします。
事務局、説明をお願いします。
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生涯学習
課長

教育長
委員

議案第 24 号

平戸市図書館条例施行規則の一部改正について、ご説明

させていただきます。
以下説明、省略
様式の変更ですね。何か質問はありませんか。
９ページ、児童・生徒用の様式の一番下のところに「確認書類」とあり
ますが、保険証や運転免許証は持たない場合がほとんどだと思うのですが
どのようにして確認するのでしょうか。

児童・生徒の場合は、親御さんについての確認になりますので、親御さ
平戸図書
んの運転免許証で確認するようになります。
館長
教育長

改正前の様式には「配付日」が入っていますが、改正後に入っていない
のはどうしてですか。

平戸図書
館長

即日交付になることから、「配付日」は入っていません。

教育長

受付日が配付日になるからですね。

平戸図書
館長

はい。

教育長

他にないですか。いいですか。

教育長

それでは、議案第 24 号 平戸市図書館条例施行規則の一部改正につい
ては、原案のとおり可決することに決しました。

教育長

次は、議案第 25 号 平戸市生涯学習まちづくり表彰規程の一部を改正
する告示 を議題といたします。
事務局、説明をお願いします。

議案第 25 号 平戸市生涯学習まちづくり表彰規程の一部を改正する告
生涯学習
示 の説明をさせていただきます。
課長
以下説明、省略
教育長

何かありますか。
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委員

「成年被後見人又は被保佐人」とはどういったことをいうのですか。

生涯学習

成年後見人制度というのがあって、本人の判断能力が欠如している場合

課長

等に、第３者を付けて、その方が法的な手続等を判断するというもので、
裁判所が後見人や保佐人を決めるのですが、従来は、判断能力が無いので
表彰規程から外すようになっていたのですが、裁判結果を踏まえて、後見
人や保佐人がついている方の権利が認められ、欠格事項から除くようにと
の法律ができたことから、自治体においても条例等から削除するようにな
るものです。

委員

わかりました。

教育長

他にないですか。よろしいですか。
（「はい。」の声あり）

教育長

教育長

それでは、議案第 25 号 平戸市生涯学習まちづくり表彰規程の一部を
改正する告示は、原案のとおり可決いたします。
（日程第６ その他）
続きまして、日程第６ その他 に移ります。
（１）共催・後援について 説明をお願いします。

理事兼学
校教育課
長

学校教育課関係の共催１件、後援４件について、説明いたします。
説明、省略

生涯学習
課長

生涯学習課関係の後援１件について、説明いたします。
説明、省略

教育長

説明が終わりましたが、何かございますか。

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、（１）共催・後援等については報告済みといたします。
次は（２）各課長報告に移ります。
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教育総務
課長

教育総務課の報告をいたします。資料 35 ページをお願いいたします。
実績です。７月 26 日には学校給食研究会総会及び講演会が行われまし
た。７月 29 日は第 63 回長崎県公立学校施設整備期成会定期総会が行わ
れ、市長代理として教育次長が出席いたしました。８月８日は、令和２年
度に向けた学校予算委員会を行いました。８月 19 日は市内全ての小中学
校長及び事務職員による学校拡大予算委員会を開催しました。
今後の予定ですが、９月２日から市議会９月定例会が開催されます。９
月 17 日から翌 18 日にかけまして、農林水産省から審議官が来平し、学校
給食における地産地消について視察を行います。

理事兼学
校教育課
長

学校教育課です。36 ページをご覧ください。
実績です。７月 25 日、小学生のイングリッシュ・キャンプを行いまし
た。27 日、長崎県中学校総合体育大会の激励に参りました。８月１日、平
戸市学力向上会議において、学力が上がった学校の校長先生方と協議を行
っています。８月３日は管理職選考試験が行われました。８月７日は子ど
も議会を開催しました。８月 19 日、市通学路交通安全推進協議会が行わ
れました。会議後に田平地区の通学路の点検を行いました。８月 22 日、
中学生のイングリッシュ・キャンプを行いました。
今後の予定です。８月 29 日、延期になっておりました退職・現職校長
会研修会、同日、平戸市の就学相談が行われます。
以上です。

生涯学習
課長

生涯学習課です。資料 37 ページをお願いいたします。
実績でございますが、７月 29 日から 31 日までの３日間、自然体験交流
事業ということで 32 人の市内小学生が紙漉の里で体験交流を深めました。
８月９日、中野小学校区通学合宿実行委員会が行われました。同じく 16 日
は、平戸小学校区の通学合宿実行委員会を行いました。８月 19 日から 20
日までは長崎県社会教育研究大会が行われました。８月 21 日の第２回生
涯学習推進会議では市民大学の実績や人づくりについて話をしました。
今後の予定ですが、９月１日、平戸市民体育祭総合開会式を行います。
９月８日は第 41 回長崎県子ども会伝承芸能大会が文化センターで行われ
まして、５つの伝統芸能を子どもたちが披露することになっています。９
月 21 日からは、ツーデーウォークに併せて行っておりますエコトレッキ
ングの４コースの下見を行います。
以上です。

平戸図書
館長

同じく 37 ページです。
実績報告ですが、７月 30 日から 31 日までの２日間、令和元年度第 39
回九州地区学校図書館研究大会長崎大会が諫早市で行われました。私が出
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席しまして、読書指導の分科会のなかで高校の先生方にお話をさせていた
だきました。８月２日は平和の集いを未来創造館で行いました。８月３日
と４日は、平戸図書館４周年として図書館まつりを行いました。12 日は子
ども映画上映会を行いました。
今後の予定ですが、８月 24 日から 25 日にかけては、キッズジョブチャ
レンジで図書館の仕事を体験してもらうようにしています。また、同日、
市内小学生以下の親子を対象に、夜の図書館で好きなように過ごしてもら
う図書館おとまり会を行います。９月７日は時津図書館の方に講演をして
いただき、図書ボランティア研修会を行います。
以上です。
文化交流
課長

文化交流課です。38 ページです。
実績ですが、７月 22 日から田平天主堂の耐震補強基礎診断を行います。
レンガの強度等の診断を行います。７月 24 日から 26 日にかけて文化庁主
催の文化財保存活用地域計画研修会が行われ、全国から約 140 名が２泊３
日の研修を受けております。８月７日から 11 日は、北海道枝幸町から交
流事業で中学生６名を受け入れました。体験や平和学習に参加しておりま
す。８月 16 日から 21 日にかけて南安市中学生交流事業で市内中学生 10
名が中国を訪問しました。
今後の予定ですが、８月 23 日は小中学生を対象に子ども歴史講座とい
うことで、歴史年表を作り郷土の歴史について学ぶ講座を開催します。８
月 24 日から 25 日は、キッズジョブチャレンジが行われます。文化交流課
関係の仕事に 10 名程の申し込みがあっております。９月７日は捕鯨講座
を行う予定です。９月 27 日から 29 日は、奈良県で開催されます地域伝統
芸能全国大会に平戸神楽が参加します。
以上でございます。

教育長
委員

報告が終わりました。何かお尋ね等ありませんか。
子ども議会の傍聴をさせていただきました。９校を２回に分けて行うこ
とは深まりがあると捉えていいのでしょうか。

理事兼学
２回に分けた経緯について話をしますと、３年間を１サイクルとしてい
校 教 育 課 た時は全部の中学校が参加をしていました。１年目に１校 20 分の持ち時
長
間で一般質問を行い、２年目は１年目の質問内容について再質問を行って
いました。３年目は次年度にどんな質問をするか考える年にしていまし
た。この時は１校あたり 20 分で、1 校の持ち時間があまりなかったので、
質問して答えをもらったら終わりになってしまう状況でした。
こういうことから、もう少し深まりを持たせてはどうかということで、
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昨年度見直しを行いました。２年間を１サイクルにして５校と４校の２つ
のグループに分けて、１校当たりの持ち時間を 30 分にすることによって
質問に対する再質問に深まりが出てきました。また、平戸市総合計画の柱
にそった質問をするようになったことも質問の質に深まりが出てきたと
思っています。
学校教育課としては、今回の見直しによって子ども議会に深まりが増し
たと考えているところです。
教育長

インターネット等で他市の子ども議会を見てみますと、殆どのところで
市長が答弁をして終わっている状況です。平戸市はというと、全幹部職員
が出席して行っています。
見直し前の質問はどちらかというと陳情要望的なものが多かったので
すが、平戸市総合計画を読んで、まちを考える、地元を考えるというスタ
ンスで、子どもたちにも勉強をしてもらい、できるだけ提案型の質問をし
てもらうように見直しをしたところ、なかなか面白い意見が出ています。
行政側も通常の議会と同じように事前の打ち合わせもしますし、子ども
の意見といえども取り組まなければならない問題については取り組んで
いこう、取り入れていこうというスタンスで臨んでいまして、単なる疑似
体験機会の提供として取り組んでいるものではなく、行政側も真剣です。

委員

それは伝わってきました。

教育長

他にありませんか。よろしいですか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

（２）各課長報告については、報告済みとさせていただきます。

教育長

次は、（３）教育次長報告です。

教育次長

まず、９月議会についてご説明いたします。
開会は９月２日の予定となっており、閉会後に決算委員会も開催される
予定です。教育委員会関連の議案等提案する案件につきましては、補正予
算のほか２件です。１件目は、平成 30 年度平戸市教育委員会の自己点検・
評価報告書で、７月定例教育委員会においてご承認いただきました分で議
会へ報告するものです。２件目は、決算特別委員会において、平成 30 年
度の一般会計の決算審査が行われます。日程につきましては、議会運営委
員会において決定されることとなっておりますので、次の定例会において
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ご報告させていただきたいと思っています。
次に、10 月に学校訪問を予定したいと思っています。今回は、大島中学
校を訪問予定で計画中です。内容はコミュニティースクールのことについ
て考えています。
以上でございます。
教育長

何かございますか。

教育長

ないようでしたら、（３）教育次長報告は、報告済みといたします。

教育長

それでは、（４）その他に移ります。

理事兼学

学校教育課からの報告です。

校教育課
長

令和元年度全国学力・学習状況調査の公表について説明いたします。
本年度は中学校３年生の全国学力調査に初めて英語が入りました。今ま
で英語は県調査にはあったのですが、全国調査にはありませんでした。次
に出題内容についてですが、これまでのＡ問題とＢ問題に変わって、「身
につけておかなければ後の学年等の学習に影響を及ぼす内容や実生活に
不可欠で活用できるようになっていることが望ましい知識・技能を問う問
題」と「知識・技能を実生活に活用する力や課題解決力に関わる内容を問
う問題」とを一体的に問う問題が出題されました。
次に、平戸市の結果概要についてです。今年度は、全国平均と平戸市平
均を数字で示させていただきました。小学校については、国語が全国平均
63.8 に対し平戸市平均は 64.0 です。算数については、全国平均 66.6 に対
し平戸市平均は 65.0 です。次に中学校ですが、国語の全国平均 72.8 に対
し平戸市平均は 70.0、数学では全国平均 59.8 に対し平戸市平均 52.0、英
語では全国平均 56.0 に対し平戸市平均が 51.0 という結果です。
総括にもありますが、小学校の国語において初めて全国平均を超えてい
る状況です。参考までに、過去のＢ問題の結果と比較しますと、小学校に
おいては、授業改善や指導力の取組みがかなり向上したと分析をしている
ところです。中学校においては、それぞれの学校で頑張ってはいるのです
が、数学については改善も必要と分析をしているところです。

教育長

教育長

今回は先生方も手ごたえを感じているようです。全国の結果を見ても上
位と下位の差は殆んどなくなっていますし、平均自体も上がっています。
他にございませんか。
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教育長

この点については、よろしいですかね。
（「はい。」の声あり。）

教育長

なければ、その他の報告を終わります。

教育長

次は次回定例会日程についてです。
事務局お願いします。

教育次長

事務局としては、９月 24 日（火）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

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

次回定例教育委員会は、９月 24 日（火）の午前９時 30 分から開催とい
うことで予定をさせていただきます。

教育長

これをもちまして、令和元年８月定例教育委員会を終了させていただき
ます。

午後２時 40 分

閉会

令和元年８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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