令和元年５月平戸市教育委員会定例会会議録
区

分

日

時 令和元年５月 20 日(月)

場

所 教育委員会

出席委員
出 席 者

午後１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 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

教育長

午後２時 26 分閉会

質疑等
(日程第１開会)
ただ今から、令和元年５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。
梅も桜もつつじもいいですが、私は何といっても山々の椎や楠、山栗な
どの花芽が咲き、山野が眩しく光るこの５月の光景が一年中で一番好きで
す。今日はあいにくの天気ですが、農家にとっては待ちに待った恵みの雨
になったようです。
本日は、委員の皆様にはご多用のところご出席いただきまして有り難う
ございました。
さて、５月に入り、各学校や教育委員会事務局もようやく落ち着いて行
事や業務に取り組めるようになってまいりました。先週、今週の日曜日に
は、各校の体育祭が行われましたが、いずれの学校も素晴らしい子供たち
の姿が見られたとの報告がされています。委員さん方にも最寄りの学校に
激励いただきましてありがとうございました。
それでは、早速議事日程によりまして、令和に改元されて初めての記念
すべき教育委員会を進めさせて頂きます。
（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、５月議事録署名委員
は、戸田委員、久家委員を指名させて頂きます。よろしくお願いします。

両委員

はい。

教育長

よろしくお願いします。
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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）
議事録の承認でございますが、事前に送付しておりましたの

で、ご確認いただいているものと思います。
何かございませんでしょうか。
（「はい。」の声あり。）
教育長

特にないようですから、４月定例会の議事録は承認といたします。
（日程第４

教育長

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。
資料１ページをお開きください。主なものにつきまして、説明します。
４月 23 日は、平戸・松浦・北松地区初任者研修会の運営委員会及び連
絡研修会が行われました。今年は松浦市が担当です。新規職員がそれぞれ
決意を述べていましたが、今の若者は本当に自己ＰＲ力と言いますか、プ
レゼン能力が高いなあと思わせる堂々たる決意表明でした。午後６時から
は市の体育協会役員会で出席しました。本会は実質の総会であり、すべて
の競技部が出席します。12 日には、中部グラウンドの改修を記念して、中
部地区の全ての行政区が出場しての大運動会が盛大に開催されました。初
めてのことだったそうです。14 日には、市奨学金資金貸付運営委員会とＰ
ＴＡ連合会総会に出席しました。
続いて、今後の予定です。
21 日は市町村教委連絡協議会総会。23 日 24 日には全国都市教育長会に
出席します。定例６月議会は３日に開会予定です。９日には、少年の主張
発表会の予定です。
以上報告します。

教育長

何かご質問等ございませんでしょうか。

教育長

特に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 19 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
て事務局の説明を求めます。

議案第 19 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
教育総務
てご説明をいたします。
課長
以下説明、省略
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教育長

説明が終わりました。何かご質問等ございますか。

委員

保育園は、今度、長崎から先生をお呼びして全体研修を予定しています。
保育料が無償化になっても、給食費が実費になるし、手続きも文科省と厚
労省と内閣府って三つになっているので現場も事務も大変だと思います。

委員

ここに出ているのは、平戸幼稚園の事務手続きのための人件費ですか。

教育総務

これまでの子ども・子育て支援制度に、やよい幼稚園が新たに含まれて

課長

無償化の対象施設になるので、教育委員会に新たな事務が生じるためのも
のが主になります。子ども・子育て支援制度の対象が文科省の幼稚園まで
拡充されることになる、教育委員会が所管するやよい幼稚園がその対象に
なるので、準備作業が出てくるということです。

委員

平戸幼稚園はどうなるのですか。

平戸幼稚園も無償化の対象になります。平戸幼稚園は、今すでに保育園
教育総務
と同じ制度を使って、所得に応じた保育料決定をやっています。今も子ど
課長
も・子育て制度の対象になっています。
新たに、やよい幼稚園が子ども・子育て制度の無償化に加わることによ
って、事務が出てくるということです。
やよい幼稚園は、年間保育料に対して、各家庭の所得に応じた補助をし
ていますが、これは年間保育料にかかる事務なので、やよい幼稚園とのや
り取りは基本的に年度当初と年度末の２回です。これが無償化になると、
月額保育料に対しての事務になるので、事務量が増えることになります。
こども未来課と調整しながら業務を進めていきたいと考えています。
教育長

施行日はいつですか。

教育総務
課長
教育長

10 月１日です。

教育総務
課長
教育長

はい、その通りです。

半年間は従来通りの制度ということですね。

他にないですか。これでいいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）
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教育長

それでは、議案第 19 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。
続きまして、議案第 20 号

平戸市自治公民館整備等補助金交付要綱の

一部を改正する告示について事務局の説明を求めます。
生涯学習
議案第 20 号 平戸市自治公民館整備等補助金交付要綱の一部を改正す
課長
る告示についてご説明いたします。
以下説明、省略
教育長

説明が終わりました。質疑に移ります、どうぞ。

委員

特例が４つあるということですが、４つは何ですか。

第５条の無形民俗文化財継承地区の特例、第６条の離島の特例、第７条
生涯学習
の重要文化的景観選定地区の特例がありますが、これに、今回改正する紐
課長
差地区の特例を明文化して加えます。
委員

紐差地区が特例になる理由ってどんなことですか。

大石脇に旧平戸市の衛生センターが建設された経過で基金があります。
生涯学習
この基金の原資を使って、区域の公民館を整備する際には 30 パーセント
課長
増額の措置がなされておりますので、そういった対応の規定になります。
教育長

基金がなくなるまでの措置です。

教育次長

中部地区の紐差地区に限った特例です。

教育長

他にないですか。これでいいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

教育長

それでは、議案第 20 号 平戸市自治公民館整備等補助金交付要綱の一
部を改正する告示については、原案のとおり可決することに決しました。
（日程第６ 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 事務局の説明を求めます。
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理事兼学

後援２件について、説明いたします。

校教育課
長

説明、省略

生涯学習

後援１件、名義使用１件について、説明いたします。

課長

説明、省略

教育長

説明が終わりました。何かございますか。
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。
次に、（２）各課長報告を議題とします。
報告お願いします。

教育総務
課長

教育総務課です。資料の 27 ページをご覧ください。
実績報告です。４月 23 日、第１回事務の共同実施連絡協議会に出席し
ました。５月 14 日、平戸市奨学資金貸付運営委員会を開催しました。
今後の予定ですが、６月３日は市議会６月定例会が開会予定です。
以上、報告いたします。

学校教育課です。28 ページをご覧ください。
理事兼学
まず、実績報告ですが、５月 10 日、平戸市臨時的任用教職員等研修会
校教育課
を行いました。全部で 14 名参加しております。５月 13 日、第 1 回目の学
長
校保健会理事会を行いました。５月 12 日と 19 日には、市内小中学校で運
動会、体育祭が行われました。
今後の予定です。５月 22 日、平戸市生徒指導推進協議会が行われます。
５月 25 日、平戸市中学校総合体育大会の球技及び武道大会がございます。
５月 30 日、学校実態調査で中野小学校を訪問します。県教育委員会から
もみえられます。６月３日県・市町学校教育課長等会議、６月４日、第１
回超勤改善等対策会議、６月５日、平戸市学校保健会総会及び研究大会が
開催されます。６月 12 日、教頭研修会、それから第１回教科書採択調査
員会、６月 14 日、平戸市中学校総合大会陸上競技がライフカントリーで
行われます。
以上です。
生涯学習
課長

生涯学習課です。29 ページをご覧ください。
実績報告ですが、４月 23 日、長崎県と市少年センター連絡協議会が県
庁でありまして８市の少年センター所長、指導員、県のこども家庭課が一
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緒に集まり、平成 30 年度実績等について話をしました。同 23 日の夜です
が市体育協会役員会が開催されました。４月 24 日、市の少年補導委員連
絡協議会役員会が開催されました。５月９日から 10 日にかけて県社会教
育主管課長、担当者会議、研修会、同時に、県社会教育主事等連絡協議会
総会・研修会が行われました。持ち回りで、今年度と来年度、県の社会教
育主事等連絡協議会の会長を持つようになりまして、事務局も平戸で持つ
ようになります。５月 14 日、市ＰＴＡ連合会総会が行われました。16 日、
本年度第 1 回生涯学習推進会議が行われました。任期 1 年目で委員も数名
変わっております。17 日、県下の少年センター所長会がありました。18 日
は北農成人大学講座開講式でした。６名で例年よりも少なかったです。
今後の予定ですが、５月 21 日、本年度第１回社会教育委員会議があり
ます。22 日は、北九州ブロックＢ＆Ｇ海洋センター連絡協議会理事会と総
会がありますので佐賀県に次長と一緒に出席してまいります。23 日はスポ
ーツ推進委員会の総会がありまして、市内のスポーツ推進委員さんに集ま
っていただきました。今年度は軽スポーツの推進にあたりたいと思ってい
ます。24 日はツーデーウォーク実行委員会、27 日は市の少年補導委員連
絡協議会総会が行われます。６月８日はⅤ・ファーレン長崎の市民ホーム
ゲーム観戦を予定しています。昨年に引き続き親子 100 組を連れて行って
観戦してくる取組みです。９日は平戸市少年の主張大会が文化センターで
行われます。６月 15 日は平戸市市民大学の開講式を予定しています。
平戸図書
館長

同じく 29 ページをお願いします。
実績報告です。４月 27 日から５月６日は、ゴールデンウィークは図書
館へいこうということで、いろいろなイベントを行いました。
今後の予定ですが、５月 30 日に図書館協議会を開催する予定です。６
月５日に学校と公立図書館の職員の連絡会を行います。６月 16 日のコラ
スまつりは、北部公民館と平戸図書館が一緒になってイベントを行いま
す。
以上です。

文化交流
課長

文化交流課から報告いたします。30 ページをお願いします。
４月 27 日から大島羽指史料の展示を島の館で行います。４月 29 日は、
国指定名勝棲霞園及び梅ケ谷津偕楽園の公開を行いました。雨の中 210 名
のかたにおこしいただきました。５月 15 日、ひらんの風コンサートを南
部公民館ホールに迎えて行いました。80 名の入場者がありました。５月 17
日から資料でお配りしていますミステリーローズ鉢植展示をオランダ商
館で行っています。ミステリーローズは、おそらく大航海時代に中国南部
の方から平戸に持ち込まれたものだろうと言われています。野ばらに非常
に近い小ぶりのバラです。
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今後の予定ですが、５月 24 日、まちづくり講演会が生月町開発総合セ
ンターで行われます。テーマは、生月のかくれキリシタンの歴史的意義～
世界遺産登録の舞台裏と今後の方向性についてです。講師は市長です。５
月 25 日、平戸学講座「平戸の歴史」ということで、第 1 回目の未来創造
館で行います。５月 26 日は第 25 回按針忌、崎方公園での按針塚とオラン
ダ公園で慰霊祭が行われました。６月１日、平戸から考える日本人と鯨の
関係についての講座を予定しています。鯨について考える講座です。１回
目は鯨と日本人のつながりについて未来創造館で行います。６月 14 日は
文化庁の巡回公演でかわせみ座の演劇を田助小学校で 1 時間ほどの公演を
行います。６月 22 日は平戸学講座の２回目、里田原遺跡と出土遺物とい
うことでたびら活性化施設で１時 30 分から行います。６月 25 日、長崎県
青少年劇場ということで古典芸能狂言を野子小中学校、田平北小学校で公
演します。
以上でございます。
教育長
委員

各課長から報告が終わりましたが、お尋ねがありましたらどうぞ。
学校教育課の報告で、５月７日にケース検討会議に随時ってありますけ
ど、どんな時に開かれるのか、これまでの例を少しお話していただければ
と思います。

理事兼学
ケース検討会議は、子ども未来課が主管です。昨年度は 27 件程度であ
校 教 育 課 ったと思います。小学生、中学生を問わず、いろいろなケースがあります。
長
ネグレクトとか、家庭の収入が少なくて育児がなかなか難しい問題とか、
保護者が精神的に不安定で食事が作れない、育児が十分にできないとか、
そういうケースがあります。主催はこども未来課ですが、警察、関係する
学校、幼稚園、民生委員とか、関係するいろいろな方が来られます。虐待
のケースもたまにあります。ケース会議の中で具体的な解決の手立てをな
かなか見出すことができなくて、現状の報告であったりとか、いまとって
いる策の報告に終わってしまって、なかなか家庭にアプローチができず、
解決ができずに次回また集まりましょうというようになっている状況も
あって、ケース検討会議といいながら意見の出し合いに終わってしまうこ
とがあるのがちょっと悲しいと思ってしまうところです。
委員

スクールソーシャルワーカーも出席するのですか。

理事兼学
校教育課
長

全てではないですが、状況によってです。
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委員

内容に応じてですね。

理事兼学

そうです。

校教育課
長
委員

スクールソーシャルワーカーは、行政、学校、家庭との間に入ってアド
バイスするような仕事が中心になりますか。

理事兼学
校教育課
長

それもあります。
平戸市のスクールソーシャルワーカーは１名ですが、学校で情報共有し
てもらったり、学校の問題で保護者に指導とかアドバイスとかというとこ
ろもありますし、家庭やこども未来課との連携とか、いろんな役割があり
ます。

委員

ありがとうございました。

教育長

その他、ありませんか。

委員

教育総務課にお尋ねです。５月 14 日の奨学資金貸付運営委員会での状
況を具体的に話していただきませんか。

教育総務
申請は高校生の１件で、審査基準はクリアしましたので、奨学生として
課長
認定しました。
ここ数年申請者が少ないことが問題でありまして、何が原因なのか議論
を交わしました。
平戸市の奨学金は他の奨学制度と併用して借りることができないので、
他の奨学生の選考に漏れた方を救う方法が必要ではないかとか、連帯保証
人を市内に住所を有するものにしているところがあって、この範囲を少し
広げられないか議論しました。
結果は、年度途中に奨学生認定をできるように変えていくべきではない
こということで、本年度分から秋頃を目途に中途申請を受け付けるように
準備をしていきたいと思っています。
教育長

奨学金の利用が非常に少ない。市が運営する意義は何なのかという話に
なってきた。高校側から話があったのが、修学中に家庭の事情が変わり経
済的に困る場合が出てきたときに対応する方法が意外と無い。そうであれ
ば、随時受付が可能ならばいいのではないかという話になりました。であ
れば、随時運営委員会を開かなければならないのか、という問題があって、
それについては、奨学生認定の基準は一定決まっているのだから、年度途
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中の奨学生決定については、年度当初の貸付運営委員会で正副委員長に一
任しておけば運用できるのではないかということに至りました。
子育て環境の整備に貢献できればというのが私どもの立場ですから、年
度途中に申請受付認定ができるような運用を決めさせていただきました。
委員

増える可能性があるのですか。

教育総務

今はいろいろな奨学制度が充実し、昔に比べると敷居が低くなっている

課長

ものと考えています。例えば、大学生の奨学金を高校在学中に事前予約で
きるとかですね。
平戸市の奨学制度をどこに持たせるかと考えたときに、漏れた人を救お
うというところに着眼点を置いたところです。年度当初５月の貸付運営委
員会で認定基準を承認していただければ、当年度の認定基準が決まる。ま
た、年度途中の奨学生決定については、年度当初の貸付運営委員会で正副
委員長に決定承認を一任してもらう。この二つを決定しておけば、年度中
途にわざわざ委員会を開催しなくても、決定事項に基づいて事務局として
も動けるということで、動きやすくもあり、借りやすくもなる。
こういうようなことで、早速運用していこうと思っています。

委員

利子はつくのですか。

無利子で貸し付けています。成績基準も比較的借りやすく設定していま
教育総務
す。
課長
もうひとつ問題になっているのが、市内の人を連帯保証人に限るように
しているために、市内で連帯保証人になってくれる人を探せなかったとい
う例があったので、連帯保証人の範囲を市外にまで少し広げられないか、
日本学生支援機構の制度等を参考に考えていこうと思っています。
教育長

よろしいですか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

教育次長

それでは、（２）各課長報告については、報告済みといたします。
（３）教育次長報告です。
令和元年６月市議会の予定について説明させていただきます。開会予定
は６月３日でございます。閉会は 20 日頃になるかと思っています。
教育委員会関係では、平成 30 年度一般会計補正予算の専決案件と令和
元年度一般会計補正予算１件、ＩＣＴ教育推進整備事業にかかる物品の購
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入契約締結案件 1 件を議会にお願いするようにしております。
内容については、平成 30 年度一般会計補正予算については、社会教育
費において、生月町中央公民館移転改修事業の設計委託費及び生月町開発
総合センターの空調改修事業における設計委託費についての入札による
減額補正、併せて設計費 184 万５千円の減額です。
令和元年度一般会計補正予算については、10 月からの幼稚園無償化にか
かる制度構築にかかる補正でございます。
物品購入契約の締結については、ＩＣＴ教育推進整備事業のためタブレ
ット型パソコンを小中学校に 213 台を購入する契約締結について議会に議
決をお願いするものでございます。タブレット型パソコンは全体で 373 台
となり、今年度ですべての小中学校に配置完了となります。
以上でございます。
教育長

何かありますか。
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。
次、（４）その他に移ります。何かないですか。
よろしいですか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

教育次長

教育長

なければ、１ その他の報告を終わります。
次、２ 次回定例会日程 について 事務局お願いします。
次回の定例教育委員会は、６月 24 日（月）午前９時 30 分から教育委員
会応接室で予定させていただきたいと思います。
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。
（「はい。」の声あり。）

教育長

次回の定例教育委員会は、６月 24 日（月）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。
以上をもちまして、令和元年５月定例教育委員会を終了させていただき
ます。
この後、長崎県市町教育委員会合同研修会のテーマについて事前勉強会
を行います。
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午後２時 26 分

閉会

令和元年５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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