令和元年 12 月平戸市教育委員会定例会会議録
区

分

日

時 令和元年 12 月 23 日(月)

場

所 教育委員会

出席委員
出 席 者

教育長

午前 10 時 30 分閉会

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 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

午前９時 30 分開会

質疑等
(日程第１開会)
ただ今から、令和元年 12 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。
今年もあと８日となりました。委員の皆様には年末のご多忙の中ご出席
いただきましてありがとうございました。
今年は、自然災害に悩まされた年でありました。ツーデーウォークを初
めて中止を致しましたし、大雨災害により中野中学校体育館は未だに使用
できない状況にあります。
一方では、児童生徒の文化・スポーツ面での活躍や、学びに向かう姿勢
にも改善が見られ、学力向上への手ごたえを感じる年ではなかったかと思
っております。
また、大きな事故や大きな混乱がなく年の瀬を超えることができますこ
とを委員の皆様と共に喜びたいと思います。
それでは、議事日程により 12 月定例教育委員会をはじめさせていただ
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）
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。
よろしくお願いいたします。
はい。
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教育長

（日程第３
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、11 月定例会の議事録について

事前に送付しておりましたので、ご確認いただいているかと思います。
何かございましたでしょうか。
（「ありません。」の声あり。）
教育長

11 月定例会の議事録については、承認することでよろしいですか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

教育長
教育長

ありがとうございます。11 月定例会の議事録は承認されました。
（日程第４ 教育長報告について）
続いて、日程第４ 教育長報告です。
主なものについてご報告します。
まず、11 月 22 日に平戸・松浦地区人権教育研究大会が行われました。
大会には、学校関係者、民生児童委員、行政からもたくさん出席していた
だきました。200 人程度の参加があったと思います。翌 23 日には、平戸モ
ラロジーが主催します「伝えよう！いのちのつながり家族のきずな」表彰
式に出席いたしました。28 日は第２回平戸市教育講演会を行いました。市
内学校の教職員など 127 名が出席しました。講師には、元県教育次長であ
られた池田先生をお招きしました。12 月２日から 13 日にかけては、12 月
定例市議会が開会されました。18 日は社会教育委員会に出席しました。
今後の予定ですが、年が明けて、1 月３日、午後 1 時から平戸市成人式
を挙行いたしますので、ご出席をお願いいたします。６日は仕事始め式、
12 日は恒例の平戸縦断駅伝大会が行われます。
以上でございます。

教育長

何かご質問はございますか。

教育長

よろしいですか。

教育長

それでは、報告済みとさせていただきます。

教育長

（日程第５ 報告）
続きまして、日程第５

報告に移ります。
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教育長

教育長

報告第 15 号 平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく特例措置
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。

理事兼学
報告第 15 号 平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく特例措置
校 教 育 課 について、ご説明させていただきます。
長

以下説明、省略

教育長

説明が終わりました。

教育長

何かありませんか。

教育長

よろしいですか。
（「はい。」の声あり）

教育長

教育長

それでは、報告第 15 号 平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づ
く特例措置については報告済みといたします。
（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２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、何かお尋ねございますか。

委員

プロ野球長崎県人会の企画についてですが、子どもたちに夢を与える企
画を 10 年前から立ち上げて頑張っていることに喜びを感じます。開催日
は少年野球をする子どもたちやその保護者にとって楽しい日になるのだ
ろうと心から応援しています。
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生涯学習
課長

教育長

下柳選手と城島選手が立ち上げたということで、お二人のどちらかはい
らっしゃるのではないかと思います。大瀬良選手も来るとの話も聞いてい
ますが、定かではございません。
教育委員会としての関りはどんなところでしょうか。

生涯学習
生涯学習課は地元野球チームとの連絡調整を行います。この企画は毎年
課長
県内持ち回りで開催されているもので、主催するＫＴＮテレビ長崎の募集
に野球チームが応募をするものです。開催地に選ばれた地元の教育委員会
は、応募チームでなくても地元チームとして参加ができるように連絡調整
の役割を担います。開催当日は、基本的にはスタッフとして入ることはあ
りませんが、生涯学習課からも班長が行くようにはしています。
教育長

楽しそうですね。

生涯学習
課長

午前は文化センター、午後は赤坂野球場での活動と聞いています。

教育長

他にありませんか。

教育長

無ければ、（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、（２）各課長報告に移ります。

教育総務
課長

教育総務課です。資料 18 ページをお願いします。
実績です。12 月 10 日、12 月市議会産業建設文教委員会の審査が行われ
ました。
以上です。

理事兼学
学校教育課です。19 ページをご覧ください。
校教育課
まず、11 月 28 日から 29 日に人事２次ヒアリング、同日第２回平戸市教
長
育講演会を開催しました。12 月６日は平戸市教育支援会議です。この件に
ついては、後程、その他のところで説明をさせていいただきます。
今後の予定ですが、１月９日に市町別教育長ヒアリング、人事打合せを
県庁で行います。
以上です。
生涯学習
課長

生涯学習課です。資料 20 ページをご覧ください。
最初に実績報告ですが、11 月 22 日、第 34 回平戸・松浦地区人権教育研
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究大会が行われました。性的マイノリティと人権について講演が行われま
した。その後、障害者に関わる施設職員や保護者とみんなが安心して暮ら
せる社会についてパネルディスカッションを行い、人権についての考えを
深めました。23 日は第 13 回「伝えよう！いのちのつながり家族のきずな」
エッセイの表彰式が行われました。小学校、低学年、中学年、高学年、そ
れぞれ 10 名、30 名のエッセイが朗読されて表彰されたところです。12 月
18 日は第３回社会教育委員会を開催し、地域における大人と子どもの関り
について提言書の成案を行ったところです。12 月 21 日は第８回東っ子ふ
れあい教室が田平東地区交流センターで行われ、10 人の子どもたちがしめ
縄飾りを作りました。同日夕方は、ひらど市民大学の第７回講義では、長
崎国際大学から講師をお招きし、ＩＴ、ＩoＴについて学びました。
今後の予定ですが、新年あけまして１月３日は令和２年平戸市成人式で
す。今回は平成 11 年度に生まれた方が対象で、対象者 395 人に対しまし
て、本日現在 319 人、80.8 パーセントの出席率で出席が予定されておりま
す。昨年が 81.7 パーセントでしたので、当日は昨年程度の出席が見込ま
れるものと思っております。教育委員の皆様にも出席をお願いいたしま
す。１月 12 は平戸縦断駅伝大会が行われます。前日 11 日は開会式及び監
督会を行います。応援の程、お願いいたします。１月 18 日は、小学生と中
学生を対象にしたクラブ対抗駅伝フェスティバルを久吹ダム周辺を会場
に行います。
以上です。
平戸図書
館長

平戸図書館です。同じく資料 20 ページをお願いいたします。
実績報告です。11 月 30 日から翌 12 月１日にかけて第 23 回図書館を使
った調べる学習コンクールの全国コンクール３次予備審査会が東京で行
われ、平戸図書館職員が上京し、全国レベルの審査にあたりました。数多
くの作品に触れ得るものも多かったようで、今後は平戸市の子どもたちに
もこれを伝えていきたいと話しております。12 月９日、佐賀県玄海町から
４回目の視察となりましたが、今回は区長会が視察しました。12 月 15 日
は、画家でイラストレーターの黒田征太郎をお迎えしてトークイベントを
開催しました。和やかな雰囲気の中に、おとなと子どもをあわせて約 50 名
が参加をして行いました。新聞にも大きな記事が掲載されました。12 月 17
日は、図書館システムの入れ替えのために休館いたしました。閉館につい
ては事前周知をしておりましたので、大きな混乱もありませんでした。12
月 21 日永田記念図書館でクリスマスおはなし会を開催しました。同じく、
22 日は平戸図書館で開催しました。
今後の予定になりますが、26 日には野子地区で出張おはなし会を開催す
る予定です。
以上でございます。
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文化交流
課長

文化交流課です。資料 21 ページをご覧ください。
事業報告です。11 月１日から行っています春日集落ライトアップイベン
トですが、12 月 27 日まで行います。市美術展についてですが、24 日の中
南部会場での開催を最後に本年度の市内巡回公開を終えております。11 月
24 日に国指定名勝庭園、棲霞園と梅ヶ谷津偕楽園の特別公開を行いまし
た。150 名程が訪れております。11 月末から 12 月にかけて、田平中学校、
南部地区、猶興館高校で出前講座を行いました。12 月１日からオランダ商
館で企画展「カレーと香辛料」を１月 26 日まで行っています。15 日はオ
ランダ商館のオリジナルカレーレシピの完成発表会を行いました。約 40
人がお見えになり、レシピ発表のカレーを実費で試食しました。12 月 13
日は福岡市の博多座で舞台「五島崩れ」で生月のオラショ公演が行われま
した。盛況を博したと聞いております。11 月 28 日から 12 月 13 日まで、
伝三浦按針墓地の発掘調査を行っています。新聞、テレビ等の報道後に、
今回は３体の人骨が発掘されております。うち１体について、３つの直径
５ミリ程の鉛ガラス玉の数珠を持った人骨が出てきました。墓は３体とも
座った状況で葬られているのですが、鉛ガラス玉に糸を通す穴が完全な形
で残っているもので、これが仏教式の数珠なのか、キリシタンに関連する
ものか、今後の調査研究の課題になってくるものです。
今後の予定ですが、12 月 27 日、第７回全国リズムダンスふれあいコン
クールに大島中学校が出場します。連続で出場しておりまして、過去の成
績では毎年何かしらの賞をもらっていますので、今年も期待しています。
12 月 28 日から 1 月２日は博物館「島の館」を休館します。年末は館内燻
蒸作業、年始は定例休館となっています。ご容赦をお願いいたします。1 月
５日から 17 日にかけては、オランダ国のノールトワイク市交流事業で高
校生がオランダに短期留学するようになっております。17 日と 18 日は、
先程お話ししました企画展「カレーと香辛料」に関連したワークショップ
として、スパイシートーク＆オリジナルスパイス調合ワークショップをオ
ランダ商館で行います。自分で香辛料を混ぜて、オリジナルのカレーを作
る企画です。23 日 24 日は、恒例の文化財防火デーです。総合防災訓練を
行いますが、23 日は松浦史料博物館、24 日が田平天主堂です。25 日は、
平戸学講座「平戸オランダ商館と鎖国」を企画しています。
以上でございます。

教育長
委員

課長報告が終わりました。何かお尋ね等ありませんか。
図書館のシステム入れ替えについてですが、これは利用者に対しても何
か影響があるものなのでしょうか。
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平戸図書

これは、来年１月の Windows７のサポート切れにかかるもので、利用者

館長

サービスとかに影響があるものではなく、図書館側のシステムの入れ替え
です。

委員

わかりました。図書館は便利でいいなあといつも思います。ありがとう
ございます。

委員

12 月９日に佐賀県玄海町から視察に見えていますが、玄海町に図書館の
計画とか何かあるのでしょうか。

平戸図書
玄海町からは、昨年から議員、職員、町民の視察があっています。図書
館長
館を建設したいとのことで、玄海町も周囲に海があるので、平戸図書館が
海に面した玄海町と似たまちにある図書館であること、そして、手前みそ
になりますが、比較的人気がある図書館ということで、職員の声や市民の
声を聞きたいとのことで、何度か視察にみえています。
教育長

町長はみえたのですか。

平戸図書
館長

町長はみえていませんが、教育長はみえました。

委員

教育支援委員会についてお尋ねします。
いろいろなところで、子どもが「荒れる」
「キレル」
「暴言を吐く」と耳
にしたり新聞記事になったりしますが、会議の議題にあがったりしなかっ
たのでしょうか。

理事兼学
教育支援委員会においては、一人ひとりの児童生徒の特性に応じた適切
校 教 育 課 な就学をどのように行うかということが議論の中心になっています。
長
委員

大島中学校のリズムダンスに関連してですが、市内の他の中学校ではリ
ズムダンスの取組みはどんな状況なのでしょうか。

理事兼学
市内の他の中学校でも体育の授業でダンスをしていますが、大会に向け
校 教 育 課 て取り組んでいるのは大島中学校だけです。
長
文化交流
大島中学校の体育の先生が、前任校の平戸中学校にいた時に第１回大会
課長
に平戸中学校から出場したもので、その後、大島中学校勤務になったこと
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から第２回大会からは大島中学校が出場しているものです。長崎県の場合
は、出場校が少ないので、まず、ビデオによるエントリーをして、その中
で選考された学校が長崎県代表として出場しています。1 年目、２年目は
先生の指導が大きかったが、現在は生徒が自発的にダンス構成に取り組ん
でいると聞いています。これが、次につながっているものと考えます。
理事兼学
補足ですが、昨年度、佐世保市で開催された全国中文祭の発表に大島中
校 教 育 課 学校のダンスが出場した時に、学校での活動の様子がビデオで流れたので
長

すが、生徒が自分たちで創ったり教えあったりしている場面があったので
すが、このリズムダンスは、生徒にとって一つの目標であり、大島中学校
の伝統にもなっているのかなと思いました。

委員

私もそこの会場に行ったのですが、素朴な良さを感じました。そこには、
体育教師の熱意もありましょうが、体育教師の経営目標みたいなものも関
わってきているのではないかと思いました。

委員

今、私が接する子どもたちは、時間があるとダンスを習ってなくてもＣ
Ｄをかけてどんどん踊る。私が関わっている子どもたちに限らず、他のと
ころでも同じような状況だろうと思います。大島中学校の全国レベルのダ
ンスを市内の子どもたちが直に見る機会があれば良いと思います。近くの
学校の子どもたちが頑張っている姿は、他の子どもたちの大きな発奮材料
にもなるのではないかと思います。

委員

生月地区では、他地区の子どもたちを招待して楽器演奏やダンスの発表
をみる場、交流の場がいろいろと企画されています。

理事兼学
今、市内中学校で再来年度あたりから中文連活動を平日にしてはどうか
校 教 育 課 との動きがあります。音楽発表活動になるのかダンスになるのか、具体的
長
な内容はまだ決まっていませんが、中学校として中文連、中文祭活動に取
り組もうとする動きがあります。
教育長

他にないですか。
（「はい。」の声あり。）

教育長
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。
次は、（３）教育次長報告です。
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教育次長

12 月定例市議会について報告いたします。
12 月２日開会、13 日閉会で行われました。先月の教育委員会でご審議
いただきましたが、生月町中央公民館の移転に伴う位置及び使用料の改正
並びに市内６公民館の休館日・開館時間の統一に伴う「平戸市公民館条例
の一部改正について」、公民館条例の一部改正に伴う開館時間の統一に伴
う「平戸市田平町民センター条例の一部改正について」、
「平戸市未来創造
館条例の一部改正について」、それから「令和元年度平戸市一般会計補正
予算（第６号）について」は、中野中学校の外壁改修事業の財源区分の変
更、総合運動公園の照明制御装置の落雷に伴う修繕費の補正、オランダ商
館跡の崩落に伴う災害復旧工事費の補正、また、債務負担行為の補正とし
ては、総合運動公園、市民プール、博物館・島の館の４年間の指定管理料
の限度額、学校給食管理運営事業の４年間の限度額についてでありまし
た。指定管理者の指定の案件では、平戸市総合運動公園、平戸市民プール、
平戸市生月町博物館・島の館の指定管理者を公益財団法人平戸市振興公社
に指定することについてでありまして、議案７件について、いずれも原案
のとおり可決となっております。
一般質問につきましては、11 名の議員が一般質問を行いましたが、うち
３名から教育委員会に関連する質問がありました。
まず、山内政夫議員からは「市民の安心安全について」、学校における危
機管理の現状について質問があり、市内の学校では毎年４月に危機管理マ
ニュアルを作成し、各種災害に対応することとしており、年３回の避難訓
練の実施や不審者情報・声掛け事案が発生した場合は登下校時の注意喚起
を行っていると答弁しております。また、田平中学校に開校される特別支
援学校北松分校小中学部に係る危機管理対応の質問では、令和３年度開校
の北松分校は県管理となることから県において危機管理マニュアルは策
定することと聞いている。同一の建物に県立学校と市立中学校が同居する
こととなるので、連携して避難訓練の実施や各事案に対応し共有して行っ
ていくこととなると答弁しています。
次に、山﨑一洋議員からは「教育子育て支援などについて」質問があり、
国の保育無償化制度などで市の持ち出しの一般財源が約１億１千万円不
要となったことから、学校遊具の修理や学校給食費の補助等に充てる考え
はないかとの質問がありました。答弁としましては、小学校における教具
（ジャングルジム・雲梯）と遊具（ブランコ・滑り台）の必要性とその設
置状況について説明し、市内小学校 15 校のうち、利用できない遊具また
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は教具が４校で４施設あること、これらの教具・遊具の修繕については４
施設で約 300 万円かかるが、現計予算で対応可能なものから順次修繕を進
めていきたいと答弁しております。また、学校給食費の負担については、
生活困窮者に対する準要保護制度による負担を除き、原則、保護者負担と
することとしていると答弁しております。
次に、近藤芳人議員からは「平戸式教育哲学のすすめ」として、全国学
力テストの位置づけと現在のスコア、思考コードの活用、オランダ交流で
得られる教育、イエナプラン、教職員の負荷を適正化するための対策など
についての質問がありました。全国学力調査、長崎県学力調査の目的につ
いてと今年度の結果、その考察を、また、学力調査では社会性やコミュニ
ケーションは計ることができないと答弁しております。また、次年度から
の学習指導要領にもある「主体的・対話的で深い学び」の実現のため、オ
ランダの教育にイエナプランがあるが、本市教育に活用できないかとの質
問があり、今回の指導要領が定める「他者との協働による課題解決」や「主
体的・対話的な学習活動」などと目指すものは十分一致するので、もう少
し研究していきたいと答弁しております。また、小中学校の教職員の負荷
を適正化するための質問では、超過勤務の状況やその原因と対策につい
て、本年度４月から９月までの教職員の時間外の状況と原因、対策として
学校の開閉時間を定めたり、中学校の部活動に外部指導者制度を導入する
などの検討をしていきたいと答弁しております。その他、英検ジュニア検
定についての補助制度の取組みを進めるとともに、小学校の外国語学習等
のためにＡＬＴの増員の必要性を感じていると答弁しております。
以上でございます。
教育長
教育長
教育長

何かご質問はございますか。
なければ（３）教育次長報告は、報告済みといたします。
次は（４）その他に移ります。

平戸市教育支援委員会から本年度の審議結果の報告が提出されました。
理事兼学
平戸市教育支援委員会は、学識経験者として医師、教育機関として小中学
校教育課
校長、行政機関としてこども未来課や福祉課、児童福祉施設として平戸地
長
区の保育会やこども園、教育委員会事務局で構成されるもので、20 名の委
員で構成されています。12 月６日に平戸市教育支援委員会を開催していた
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だき、令和２年度について、特別支援学級や特別支援学校、通級教室の入
級の措置について審議をしていただいていまして、資料に示す令和２年度
特別支援学級教室編制予定のとおりです。
以下説明、省略
以上です。
教育長

よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

（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

事務局としましては、１月 21 日（火）午前９時 30 分から教育委員会応
接室でお願いしたいと考えております。
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

それでは、次回の定例教育委員会は、１月 21 日（火）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

以上をもちまして、令和元年 12 月定例教育委員会を終了いたします。

教育長

午前 10 時 30 分

閉会

令和元年 12 月 23 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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