令和元年９月平戸市教育委員会定例会会議録
区

分

日

時 令和元年９月 24 日(火)

場

所 教育委員会

出席委員
出 席 者

午前９時 30 分開会

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
岩永生涯学習課長 加藤文化交流課長

発言者
教育次長

教育長

午前 10 時 55 分閉会

石山教育総務課長

質疑等
(日程第１開会)
ただ今から、令和元年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。
おはようございます。
平戸に秋の訪れを告げるアゴ漁ですが、今年はなかなかアゴ風が吹かず
心配していましたが、ここにきてようやく本格化して、我々もどこかほっ
とした気分です。季節の移ろいや天候を以前はこんなに心配していただろ
うかと思ったりします。
さて、学校では二学期が始まり、秋の深まりとともに文化・スポーツ行
事が満載の時期を迎えました。収穫の秋にふさわしく、教育の充実に努め
なければならないと年度の下半期へ向けて気持ちを新たにしているとこ
ろです。
それでは、議事日程により９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、戸田委員、久家委員を
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

議事録の承認について）
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教育長

日程第３

議事録の承認につきましては、８月定例会の議事録について

事前に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
容等に問題はなかったでしょうか。
（「なし。」の声あり。）
教育長

特にないようですから、８月定例会の議事録については、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）

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。８月 29 日、退職・現職校長会研修会が、講師
に山九平戸錬成館の高野館長さんをお招きして町民センターで行われま
した。９月１日、市民体育祭合同開会式が文化センターで行われました。
２日、９月定例市議会が開会し 13 日に閉会しました。状況につきまして
は、後ほど次長から報告をします。８日、第 41 回県子ども会伝承芸能大
会が文化センターで行われました。市内から５団体の発表でしたが、激励
にお見えになった皆さん方からは、実に高い評価をいただきました。
今後の予定です。
25 日、明日は市議会決算特別委員会における教育委員会関連の決算審査
が行われます。28 日は市内各小中学校のＰＴＡ会長さんが一堂に会し、研
修会を開かれますので出席します。申し訳ありません、資料に記載してい
ませんが、10 月３日の木曜日は、第 15 回平戸市小学校陸上競技会の予定
です。ご激励頂ければ幸いです。10 月５日には、新しくなった長崎県立図
書館「ミライＯＮ」の開館式が行われます。10 日 11 日は、九州都市教育
長協議会の総会並びに研究大会が宮崎市であります。12 日 13 日は、第 13
回ツーデーウォーク大会を開催予定です。
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。

教育長

いいですか。

教育長

なければ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 26 号平戸市少年スポーツ団体事業補助金交付要綱の一部を改正
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する告示及び議案第 27 号平戸市少年スポーツ団体運営費助成金交付要綱
について事務局の説明をお願いします。
生涯学習

議案第 26 号及び議案第 27 号について、ご説明させていただきます。

課長

以下説明、省略

教育長

ご質問はありませんか。

委員

現在どのくらいの金額を出しているのですか。

生涯学習
課長

昨年度決算では、団体育成事業で 36 団体に 555,000 円です。

委員

議案第 27 号で、５条（１）と（２）ですが、スポーツ少年団の登録をし
ていれば、一人当たり 1,200 円もらえるってことですか。

少年スポーツ指導員講習を受けた方が属している団体に 800 円、日本ス
生涯学習
ポーツ協会や長崎県体育協会を通じて登録するスポーツ少年団組織に登
課長
録をしている団体には別途必要経費もかかりますので、団体育成のための
助成として 400 円加算します。
教育長

改革されたのはどのへんなのですか。

手続きについて、これまでは申請と実績報告とがありまして、特に実績
生涯学習
報告の時には何度もやり取りが多く手続きが煩雑だったのですが、今度の
課長
助成金交付要綱では助成金の申請書提出だけになります。実績的なところ
は団体が活動している証拠書類として団体の損害保険料等の活動を行っ
ている領収書等を添えて申請すれば助成金を支出することになります。
申請の 1 回だけで手続きが終わるようにして、団体と行政のお互いの負
担を減らすようにするということです。
教育長

他にありませんか。

教育長

よろしいですかね。
（「はい。」の声あり）

教育長

それでは、議案第 26 号及び議案第 27 号は、原案のとおり可決すること
に決しました。
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教育長

（日程第６ 報告）
続きまして、日程第６
報告第 12 号
て

教育総務
課長

報告に移ります。

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

を議題といたします。
事務局、説明をお願いします。
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、ご説明させていただきます。
以下説明、省略

教育長

何かお尋ねはありませんか。

教育長

災害復旧工事になりますから現状復旧ということになりますね。

教育総務
課長

はい。

教育長

他にないですか。

委員

災害復旧には国からの補助はあるのですか。

今回の補正予算は単独事業であげておりますが、国の査定も受けながら
教育総務
国費を入れての復旧に努めていきたいと考えています。
課長
教育長

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 は報告済みとさせていただきます。

教育長

次に、報告 13 号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律
の施行に伴う関係規則の整備に関する規則について を議題とします。
事務局、説明をお願いします。

報告 13 号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行
生涯学習
に伴う関係規則の整備に関する規則について 説明いたします。
課長
以下説明、省略
教育長

何かお尋ねはありませんか。
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委員

もう少し教えてください。

生涯学習

非常勤や特別職というものが、国と同様に、専門的な知識経験を持つ職

課長

や専門性が必要な職に厳格化されることになります。
臨時的雇用といえども、その雇用が常勤化してしまっていることから、
その職の雇用が本来必要な雇用であるのかについて、毎年度見直すことに
なるものです。

教育総務

今後は、会計年度任用職員についても人事評価制度が入ってきます。

課長
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、報告 13 号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する
法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則について 報告済みとい
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 説明をお願いします。

理事兼学
校教育課
長

学校教育課関係の後援１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４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

今回は後援のみですね。
（「はい。」の声あり。）

教育長

よろしいでしょうか。
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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。

教育長

次は（２）各課長報告に移ります。

教育総務
課長

教育総務課から報告いたします。資料 36 ページをお願いいたします。
実績です。８月 22 日は総合教育会議が開催されました。９日、議会産
業建設文教委員会が開かれ幼児教育の無償化について審査をいただきま
した。11 日、安全運転管理者講習会に出席しました。13 日、県佐世保特別
支援学校分教室開校に伴う準備として、学校給食の動線確認及び打ち合わ
せのために県担当職員が学校現場と調理場での確認等を行いました。17 日
から 18 日にかけて、農林水産省から食育関係の課長補佐及び食育計画担
当職員が来平し、学校給食における地産地消について視察を行いました。
今後の予定としましては、９月 25 日に決算特別委員会において教育費
関係の審査が行われます。28 日は、市ＰＴＡ連合会会長研修会に出席いた
します。17 日と 18 日は都市教育委員会庶務担当課長会議が南島原市で開
催されます。
以上で報告を終わります。

学校教育課です。37 ページをご覧ください。
理事兼学
主なものを報告させていただきます。８月 29 日、市臨時校長会、市退
校教育課
職現職校長会合同研修会が行われました。高校の校長先生方も参加されて
長
います。９月５日、公立学校高等学校入学者選抜実施要領説明会が行われ
ました。令和２年度高校入学生の入試の説明です。９月 12 日、南部中学
校が市教育委員会の研究指定校になっておりますので、指導助言を行いま
した。９月 25 日水曜日、22 日日曜日に予定されていました平戸中、中部
中の体育大会が台風で延期されていましたのでこの日に行われました。
今後の予定です。９月 26 日、教育長・校長合同研修会が佐世保市で行
われます。県からの人事関係の説明会です。10 月３日、市小学校陸上競技
大会がライフカントリーで行われます。同じく９日には市中学校総合体育
大会駅伝競技が例年通り久吹ダム周回コースで行われます。
学校教育課からは以上です。
生涯学習
課長

生涯学習課です。資料は 38 ページをお願いいたします。
本日、平戸図書館長が欠席しておりますので、平戸図書館の活動につい
ても一緒に報告させていただきます。
まず、実績でございますが、８月 24 日から 25 日にかけてのキッズジョ
ブチャレンジでは図書館の仕事を体験に５名の５回の参加ということで、
25 名の子どもさん達が図書の貸出し等の活動を行っております。同日開催
しました図書館おとまり会には、大人５名と子ども９名の５組の親子が図
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書館での一夜を過ごしております。27 日、小学生相撲九州大会出場選手６
名程が市長への表敬訪問を行いました。９月１日、平戸市民体育祭総合開
会式を雨天のため文化センターで開催しました。７日、図書ボランティア
研修会については 44 名の参加がありました。８日、第 41 回長崎県子ども
会伝承芸能大会については、５団体の発表に約 500 名の参加がありまし
て、高い評価を得ました。13 日、敬老お話会に 31 名が参加しました。
今後の予定ですが、本日、午後には長崎県明るい選挙推進協議会総会が
県庁でありますので出席して参ります。28 日は、市ＰＴＡ連合会会長研修
会が例年どおり行われます。30 日は市社会教育委員会議が行われます。10
月３日から４日にかけて、県公民館大会がアルカス佐世保で開催されます
ので、各公民館の公民館運営審議会委員の皆さん方と参加して参ります。
５日は県立図書館ミライ ON 図書館が開館しますので、平戸図書館長が出
席いたします。12 日から 13 日は、例年のひらどツーデーウォーク 2019
が、生月、平戸・田平会場でそれぞれ行われます。現在、追い込みをかけ
ているところでございます。17 日から 18 日にかけまして、県下都市社会
教育担当課長会議が南島原市で開催される予定です。
以上です。
文化交流
課長

文化交流課です。39 ページです。
まず、実績ですが、８月 23 日、子ども歴史講座ということで、子どもた
ちに歴史年表を作ってもらいました。８月 24 日から 25 日は、キッズジョ
ブチャレンジが行われ、棚田米収穫の仕事、通訳の仕事、考古学の仕事、
３つの仕事を担当しました。７日は、日本人と鯨の関係ということで、捕
鯨講座の４回目を未来創造館で行いました。12 日から 16 日にかけて、国
指定の名勝、庭園「棲霞園」の整備を永松名誉教授や西九州短大の准教授
や学生、合計 11 名で行っていただいております。
今後の予定ですが、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出演、並びに保存継承賞の受賞式に臨むよ
うになっております。28 日、平戸学講座「平戸城探訪」ということで、平
戸城を散策する計画をしております。10 月２日から４日は市美術展覧会の
受付が各地区で行われます。11 月 11 日から 23 日は姉妹都市交流事業で
オランダのノールトワイク市の高校生 12 名がホームステイと高校体験を
します。16 日は市美展の審査、17 日から 21 日は台南市と平戸市の交流事
業で台南市の訪問団を受入れます。今のところ８名の予定です。
それから、先の予定になりますが、わかっているものをお知らせいたし
ます。11 月１日から 12 月 27 日まで、昨年度に引き続き、春日集落のライ
トアップイベントを行います。11 月２日から４日まで、市美術展の平戸会
場の公開です。同じく、11 月２日から４日まで、善通寺市民号訪問団派遣
を行う予定で、募集をしております。25 名を予定しています。11 月２日
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から 12 月１日まで、かくれキリシタン資料特別展示を島の館で予定して
います。11 月３日は市美術展の表彰式を平戸文化センター大ホールで 10
時から行います。11 月９日は青少年音楽祭を平戸文化センター大ホールで
予定しています。今のところ参加校は４校で、出演が少なくなってしまい、
今後の在り方を考えなければならないような厳しい状況にあります。
以上でございます。
教育長

各課長の報告が終わりました。何かお尋ね等ありませんか。

委員

県子ども会伝承芸能大会、本当に素晴らしかったです。伝承する子ども
たちとその指導者に感謝の気持ちでいっぱいになりました。挨拶の中では
27 団体あるとの話でしたが、今回は５団体が披露していましたけれども、
それはどのようにして選ぶのでしょうか。

文化交流
県子ども会伝承芸能大会は、概ね 10 年に１回程度の割合で開催地の順
課長
番がまわってきます。指定無形民俗文化財の代表の方に集まってもらいま
して、出演していただける団体に手をあげていただいたということです。
大島からは難しいとのことで、田平の荻田浮立にも声かけしたのですが出
演は見送らせていただきたいとのことでした。
どちらかというと旧平戸市の団体が主流になってしまいましたが、平戸
神楽、ジャンガラ、田助ハイヤ、生月の勇漁捕唄の４つがありました。４
つではなかなか難しいということで、指定文化財ではないけれど先般韓国
に出向いて披露してきた宮の町の獅子舞、こちらの方は、対外的に知って
いただきたいとの気持ちもありまして声を掛けましたところ、快く引き受
けていただけましたので５団体になったところです。
委員

ありがとうございました。

教育長

他にないですか。

委員

青少年音楽祭について少し教えてください。

文化交流
猶興館高校、田平中学校、田平北小学校、平戸小学校金管バンドの４つ
課長
が出演します。これまで出演していただいておりました平戸高校は、吹奏
楽部の部員が３、４名とのことで難しいとのことでした。平戸中学校は他
の行事と重なったということで，平戸小学校も出演できないとのことでし
た。ただ、４校の出演だけでは厳しいので、長崎大学関係の先生方に木管
楽器関係のアンサンブルによる特別出演をお願いして時間をつないでい
こうと考えています。今後については、参加校の先生方の意見も伺いなが
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ら、開催の意義について考えていかなければならないと思っています。
委員
教育長

わかりました。
各学校の音楽担当の先生方がやるべき事業としているのか、開催の意義
について、文化交流課だけでなく学校教育課も含めて考えていくべきこと
だろうと思います。

委員

教育長

各中学校の文化祭でやっている合唱とか、優秀な学校に出演してもらう
のもいいのではないかと思います。
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

令和元年９月定例市議会についてご報告いたします。
９月２日開会、９月 13 日の閉会で行われました。教育委員会関係では、
「平成 30 年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等
の報告について」を報告し、「令和元年度平戸市一般会計補正予算（第２
号）」及び「令和元年度一般会計補正予算（第３号）」の議案２件について、
原案の通り可決いただきました。また、
「平成 30 年度一般会計決算認定に
ついて」ついては、閉会中の決算委員会において審議されますが、教育委
員会関係については、明日、審議される予定です。
一般質問につきましては、８名の一般質問者があり、うち３名が教育委
員会に関連するものでした。
まず、松本議員からは、少年スポーツの現状として、少年スポーツ団体
及び中学校部活動の現状についての質問があり、小学校で 35 団体 581 人、
中学校部活動で 56 部 601 人が活動している現状を答弁しております。ま
た、中学校の部活動において、団体競技の部員数減少で単独校での出場が
できない場合は、合同での出場に制約はあるのかとの質問で、合同での大
会出場は、市中体連はもとより、県大会、全国大会でも出場は認められて
おり何ら制限はないものと答弁しております。
９月定例会
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次に近藤議員からは、過去２年間の一般質問の中で、検討課題 21 課題
について、その後の状況についての質問がありました。うち教育委員会関
係では、英検ジュニアへの受験料補助の検討はどうなっているのかとの質
問があり、小学生が英語検定を受験した実績について、平成 28 年度４名、
平成 29 年度 11 名、平成 30 年度９名が受験しています。一方、英検ジュ
ニアの受検については、３年間実績はないと答弁しており、この受験料補
助の検討を見送っておりましたが、来年度から小学校で外国語科の授業が
開始されることから、英検ジュニアについても児童の興味や意欲を喚起す
る観点から助成制度のあり方を検討していくとの答弁を行っております。
山﨑議員からは、学校のブロック塀対策、遊具の整備状況、通学路の安
全対策などの質問通告を受けておりましたが、時間の都合上，質問はござ
いませんでした。
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。

教育長

ございませんか。

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、（４）その他の報告を終わります。

教育長

次は、次回定例会の日程についてです。
事務局お願いします。

教育次長

教育長

事務局としては、10 月 23 日（水）午前 10 時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。なお、当日は、午後から別添予定表の
とおり、大島中学校の学校訪問を予定しておりますのでよろしくお願いし
ます。
日程については、よろしいでしょうか。
９月定例会
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（「はい。」の声あり。）
教育長

次回定例教育委員会は、10 月 23 日（水）午前 10 時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９月定例教育委員会を終了させていただき
ます。

午前 10 時 55 分

閉会

令和元年９月 24 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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