令和２年２月平戸市教育委員会定例会会議録
区

分

日

時 令和２年２月 20 日(木)

場

所 平戸市役所

出席委員
出 席 者

午前 10 時 30 分開会

午前 11 時 55 分閉会

中会議室

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

質疑等

教育次長

(日程第１ 開会)
ただ今から、令和２年２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

あらためまして、総合教育会議、お疲れ様でございました。市長にも熱
く語っていただきましたし、委員の皆様の楽しい意見も拝聴させていただ
くことができました。これまでとちょっと違った総合教育会議の持ち方で
ありましたが、こういう会議もたまにはいいものだとつくづく思ったとこ
ろであります。事務方としては、これをどう具現化した形にしていくかと
いうことになりますが、さっきの総合教育会議でもありましたが、あまり
細かく作らなくても良いのではないかという気がしました。とても有意義
な会議でありました。
さて、教職員の人事異動が大方まとまったようでございまして、明日、
地区別教育長会が開催されます。これを受けまして、来週、臨時教育委員
会を開催させていただきまして、平戸市教育委員会として決定をさせてい
ただこうと思います。よろしくお願いいたします。
本日は、３月市議会を前にたくさんの議事がございますが、ご審議方よ
ろしくお願いいたします。
それでは、議事日程により２月定例教育委員会をはじめさせていただき
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、久家委員、宮﨑委員を
指名させていただきます。
よろしくお願いいたします。
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両委員

はい。
（日程第３

教育長

教育長

議事録の承認について）

日程第３ 議事録の承認につきましては、１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

１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

１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させていただきます。
１月 23 日は県北地区学校事務協議会研修会、24 日は県造形教育研究大
会に出席いたしました。２月２日は市ＰＴＡ連合会南部大会が開催されま
したので出席いたしました。二宮金次郎の子孫であられる中桐万里子さん
の講演がありまして、金次郎の教えを題材として大変貴重なお話を聞かせ
ていただきました。５日は公立学校初任者研修実施協議会が開催され、松
浦、平戸のそれぞれの初任者が新任教師として向かい合ったことについて
発表しました。大変立派な発表でした。６日、７日は県都市教育長協議会
が平戸市で行われました。14 日から 16 日にかけては県下一周駅伝大会が
開催されました。今年はぎりぎりになって出場予定の選手が出られなくな
る事態となり、最下位といっても大変離れた最下位になってしまい申し訳
なかったと思っております。17 日の県知事・教育長要望書提出について
は、佐世保市、松浦市、佐々町、小値賀町、平戸市の３市２町の首長と教
育長が、世知原少年自然の家の存続について陳情をいたしました。関係自
治体選出の県議会議員の皆さんにもたくさん同席をしていただきました。
明確な返答はなかったのですが、少し押し戻せたところはあるのかなと思
っております。
今後の予定ですが、21 日は地区別教育長会です。教職員の人事異動案が
示されますので、先程申し上げました通り、来週、臨時教育委員会を開催
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させていただきたいと思います。市議会３月定例会は、３月２日開会予定
です。
以上、報告させていただきます。
教育長

何かお尋ねはございませんか。

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
教育長

（日程第５
日程第５

議事）
議事に移ります。

議案第４号

平戸市立平戸幼稚園の廃止について

を議題といたしま

す。
教育長

事務局より説明願います。

教 育 総 務 議案第４号 平戸市立平戸幼稚園の廃止について
課長
きます。
以下説明、省略
教育長
教育長

ご説明させていただ

事務局の説明が終わりました。
私の方からも少し状況について話をさせていただきたいと思います。
平戸幼稚園の廃止を含めた方針については、教育委員の皆様方には、こ
れまでも、折に触れ、お話をしてきたところですが、私どもといたしまし
ては、年中児が卒園するまでは幼稚園を続けようと基本的な方針をもって
おりました。ところが、最終的に１月になって令和２年度に在園予定の保
護者の皆さんに意思確認を回答いただきましたところ、全て、全員が、転
勤ないし他所の施設に入るという意思表示をされまして、次年度は園児が
一人もいないということになります。
閉園に関係する議案については、本来であれば、９月市議会か 12 月市
議会に上程し議決をいただいた後、閉園行事等についても協議を重ね、閉
園に至ることになるわけですが、今回は 12 月市議会に提案できていませ
ん。1 月に市議会議員の勉強会がありましたので実情についてお話申し上
げました。内容としましては、令和２年度に在園予定の園児４名全員が令
和２年度には平戸幼稚園に在園しないとの意向が示されたこと、今後３月
議会に平戸幼稚園の廃止に関係する議案を出させていただきたいこと、こ
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の二つです。
いずれにしましても、令和２年度に在園児が一人もいない状況になりま
すので、令和元年度末をもって閉園させていただきたいと思っているとこ
ろです。
教育長

これより、質疑を受けたいと思います。何かございませんか。

教育長

質疑はよろしいですか。
（「はい。」の声あり）

教育長

質疑はないようでございますので、議案第４号
廃止について

平戸市立平戸幼稚園の

は、原案のとおり可決して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４号 平戸市立平戸幼稚園の廃止について は、原案
のとおり可決することといたします。

教育長

次、議案第５号 平戸市立学校処務規則の一部改正について、及び、 議
案第６号 平戸市立学校処務規則の一部改正について を議題とします。

教育長

事務局より一括して説明をお願いします。

議案第５号 平戸市立学校処務規則の一部改正について、及び、議案第
理事兼学
校 教 育 課 ６号 平戸市立学校処務規則の一部改正について 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

何か質疑はありませんか。

委員

出席簿に記載する内容は変わらないのですか。

これまでの出席簿に百分率で記載していたところがあるのですが、今後
理事兼学
校 教 育 課 の校務支援システムの出席簿は、自動的に入力されるので、百分率での記
載部分は削除しました。
長
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教育長

他にありませんか。

教育長

よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり）

教育長

それでは、議案第５号 平戸市立学校処務規則の一部改正について、及
び、議案第６号 平戸市立学校処務規則の一部改正について は、原案の
とおり可決して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５号 平戸市立学校処務規則の一部改正について、及
び、議案第６号 平戸市立学校処務規則の一部改正について は、原案の
とおり可決することといたします。

教育長

教育長

次は、議案第７号 平戸市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の廃止
について、及び、議案第８号 平戸市多子世帯保育料軽減事業補助金交付
要綱の廃止について を議題といたします。
事務局より一括説明をお願いします。

教育総務
議案第７号 平戸市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の廃止につ
課長
いて、及び、議案第８号 平戸市多子世帯保育料軽減事業補助金交付要綱
の廃止について ご説明させていただきます。
以下説明、省略
教育長

説明が終わりました。

教育長

何かご質問はありませんか。

教育長

よろしいですか。
（「はい。」の声あり）

教育長

それでは、議案第７号 平戸市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の
廃止について、及び、議案第８号 平戸市多子世帯保育料軽減事業補助金
交付要綱の廃止について は、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
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（「はい。」の声あり）
教育長

それでは、議案第７号

平戸市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の

廃止について、及び、議案第８号

平戸市多子世帯保育料軽減事業補助金

交付要綱の廃止について は、原案のとおり可決することといたします。
教育長

次は、議案第９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 を議題といたします。

教育長

事務局より説明をお願いします。

各課長

議案第９号
て

教育長
教育長

教育長

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

ご説明させていただきます。
以下説明、省略
説明が終わりました。

Ｂ＆Ｇ海洋センターについては、元々生月町が正規職員で運営していた
ものですが、現在は臨時職員で対応しています。免許を持って運営をする
施設で、スポーツの免許ですからある程度若い方が必要です。今回の改正
は、まずは職員の身分の安定を図ることが第一です。そして、Ｂ＆Ｇ海洋
センターにはプールと体育館があり、隣接して野球場もあることから、総
合的に活用すれば合宿とかもできないだろうかとの思いがあります。それ
から、平戸にある同じ体育施設と時季によって職員を相互に活用すること
でうまく管理ができないか、結果的に合理化にもなるので、指定管理を目
指そうと思っています。
よろしいですか。
（「はい。」の声あり）

教育長

それでは、議案第９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、原案のとおりで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９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といたします。
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教育長

続きまして、議案第１0 号
づく特別措置について

平戸市立学校の通学区域に関する規則に基

を議題といたします。

教育長

事務局より説明をお願いします。

理事兼学

議案第 10 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

何か質疑はありませんか。
（「ありません。」の声あり）

教育長

それでは、議案第 10 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、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり）

教育長

教育長

議案第 10 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。

学校教育課所管の後援１件、生涯学習課所管の後援３件について、説明
理事兼学
校 教 育 課 いたします。
説明、省略
長及び生
涯学習課
長
教育長

説明が終わりました。何かお尋ねございますか。

教育長

なければ（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

教育総務課です。資料 33 ページをお願いします。
はじめに、実績報告です。２月 10 日、学校予算委員会が行われました。
16 日は平戸市表彰式及び教育委員会表彰式が行われ、教育委員会表彰で
は、１団体１名の表彰を行いました。17 日は、令和元年度学校給食共同調
理場運営委員会ということで、市内全調理場から、場長である校長先生方、
ＰＴＡ代表、栄養教諭、教育委員会による運営委員会が行われました。18
日は、市内小中学校の校長及び事務職員との第２回拡大学校予算委員会が
行われ、令和２年度学校予算について話をしました。
今後の予定ですが、３月２日に市議会３月定例会が開会の予定です。
以上です。

理事兼学

学校教育課です。資料 34 ページをご覧ください。

校教育課
２月 10 日、令和３年度公立高校入学選抜者制度改善説明会が開催され
長
ました。県立高校の入試制度が令和３年度から大きく変わるということ
で、１年前に説明があっています。17 日、第２回平戸地区中学校・高校の
校長連絡協議会が行われました。
今後の予定ですが、20 日、本日午後から新しい評価の在り方に関する地
区別研修会が松浦で行われます。25 日は田平北小学校区の通学路安全点検
を行います。３月 17 日は中学校及び小中併設校の卒業証書授与式、19 日
は小学校の卒業証書授与式です。３月 31 日は平戸市公立学校教職員退職
者辞令交付式です。
以上です。
生涯学習
課長

生涯学習課です。資料 35 ページをご覧ください。
実績報告ですが、１月 21 日、食育推進会議に出席しております。２日、
平戸市ＰＴＡ研究大会がありまして、総勢 216 名の出席があったと報告が
あっております。７日は長崎県少年補導センター連絡協議会所長会が大村
市でありましたので出席しました。来年度から補導員の身分が変わります
ので、その内容について確認等がありました。９日、県下一周駅伝平戸チ
ームの結団式が行われ、14 日から 16 日の３日間で郡市対抗県下一周駅伝
大会が行われました。残念ながら最下位でありまして、ひとつ上位の 11 位
のチームからも１時間半以上離れたことから、危機感を感じているところ
です。２月 14 日、長崎県社会教育主事等連絡協議会第２回理事会が県庁
で行われました。令和３年度に九州ブロックの社会教育研究大会が長崎県
で開催されるため、その準備として実行委員会の設立等について協議が行
われました。16 日は平戸市表彰式及び教育委員会関係の表彰式が行われ、
生涯学習課ではスポーツ表彰として 26 の個人及び団体の表彰を行いまし
た。18 日は県生涯スポーツ委員会が県営野球場で開催され、今年度の県民
体育大会の実績と内容、来年度の取組み等について協議が行われました。
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今後の予定ですが、２月 21 日、平戸市生涯学習推進会議を行います。
今年度の取組み内容と来年度の市民大学等の展開について協議する予定
です。22 日から 23 日は長崎県スポーツ推進委員研究大会が島原市で開催
されます。令和２年度にはこの研究大会が平戸市で開催されますので、運
営方法の視察と次年度に向けた招致を兼ねて参加して参ります。26 日は長
崎県障害者芸術祭準備会が開かれます。この芸術祭は、毎年県内各地で開
催されているものですが、令和２年度に平戸市で開催されるのに伴い、障
害者の芸術参加であるとか、構成団体のチャネルを通しての周知の形とし
て参加するものであります。３月８日は平戸市地域婦人大会がありますの
で参加します。14 日の第 11 回東っ子ふれあい教室と 21 日の第 10 回ひら
ど市民大学は、それぞれ今年度最後の開催となります。３月 22 日は平戸
市公民館大会が生月町中央公民館で開催されます。現公民館での最後の開
催となります。29 日は、生月支所の２階３階にできました新しい生月町中
央公民館のオープニングセレモニーを行います。
以上です。
平戸図書
館長

平戸図書館です。同じく資料 35 ページをお願いいたします。
実績報告です。1 月 23 日に神奈川県秦野市議会の視察がありました。１
月 28 日から２月５日まで平戸図書館の蔵書点検を行いました。３日、県
立図書館で実務研修が行われました。２月８日、佐賀県上峰町から教育委
員と事務局職員が視察にみえました。17 日、市内小中学校の図書担当教諭
との学校図書館連絡会を行いました。
今後の予定です。29 日は読み聞かせ連絡協議会による春のおはなし会を
開催します。３月１日は市内でオペラをなさっている方による春の音楽会
を開催します。２日は第３回平戸市図書館協議会を開催します。３月 28 日
から 30 日にかけてキッズジョブチャレンジ in 平戸の受け入れを行いま
す。毎年図書館は人気でございまして、１日 20 名を３日間、60 名を受入
れ予定です。
以上でございます。

文化交流
課長

文化交流課です。資料 36 ページをご覧ください。
実績報告です。１月 23 日と 24 日は文化財防火デーを２カ所で行いまし
た。２月５日、重要文化的景観委員会、16 日、伝統的建造物群保存地区保
存審議会、19 日、文化財審議会を行っております。
今後の予定でございます。２月 22 日から 24 日にかけて平戸つばきフェ
アを平戸会場と田平会場で行います。３月８日、第７回シューレン大会を
オランダ商館で行います。14 日と 15 日はオランダ商館の屋外を中心にオ
ランダ商館マルシェを行います。３月 28 日から 30 日にかけてのキッズジ
ョブチャレンジ in 平戸で、通訳の仕事と考古学の仕事を受入れ予定です。
令和２年２月定例会
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以上でございます。
教育長

課長報告が終わりました。何かご質問はありませんか。

委員

市民表彰式の感想です。会場は田平でしたが、会場の広さ、欠席者の代
理登壇が無かったこと、良かったです。

委員

３位の野子中学校女子バレーボール部の表彰は、胸が温かくなりまし
た。声掛けをした手渡すところも非常に良かったです。

委員

県下一周駅伝についてですが、あまりにも差が付きすぎて、一生懸命頑
張っている選手の皆さんが寂しい思いをされるのが申し訳なくて、統合と
かの選択肢を考えることもあっていいのではないかとも思いました。中学
生や高校生に、もう少し働きかけができないものかとも思いながら、応援
させていただきました。

教育長

責任を感じています。頑張ります。

教育長

他にないですか。
（「はい。」の声あり。）

教育長
教育長
教育次長

（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。
３月定例市議会については、２月 21 日開催の議会運営委員会で日程が
決定しますが、３月２日開会の予定です。内容は、令和２年度一般会計当
初予算が主なものとなっているところで、先程の予算説明のとおりです。
以上ご報告いたします。

教育長

何かご質問はございますか。

教育長

なければ（３）教育次長報告は、報告済みといたします。

教育長

次は（４）その他に移ります。

文化交流
課長

二点、報告させていただきます。
まず、２月 19 日、「平戸のジャンガラ」が、国の文化審議会において、
令和２年２月定例会
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ユネスコの無形文化遺産への登録を目指す国内候補の一つに選ばれまし
た。これから 2022 年の登録審査に向けて各種手続きが行われます。
もう一つ報告です。国指定重要文化財「鐶頭太刀」の所在場所の変更に
ついてです。平戸城が昭和 39 年に開設して以来ずっと展示をしていたの
ですが、平戸城の大規模改修により保管が困難になったことから、元々の
所有者である亀岡神社に３月１日をもって所在場所変更しお返しします。
教育長

よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

これで、（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、３月 26 日（木）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。また、教職員異動の関係で例年開
催しております教育委員会臨時会を、来週、２月 26 日（水）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

教育長

それでは、次回の定例教育委員会は、３月 26 日（木）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予定をさせていただきます。
(日程第７ 閉会)
以上をもちまして、令和２年２月定例教育委員会を終了いたします。
午前 11 時 55 分 閉会
令和２年２月 20 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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