令和元年６月平戸市教育委員会定例会会議録
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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
両委員
教育長

教育長

午前 10 時 03 分閉会

質疑等
(日程第１開会)
ただ今から、令和元年６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。
北部九州地域は例年ですと６月２日頃が梅雨入りだそうですが、今年は
遅れておりまして農家の皆さん大変困っておられるようです。また、市内
の一部の地域においてはダムの貯水量が 50 パーセントになっているよう
でございます。どうやら来週ぐらいから雨のようですから、梅雨入りも近
いのではなかろうかと思っているところであります。それはそれで大雨に
よる災害等が多発する季節を迎えることになります。学校においても備え
が大切な時期になりますので心したいと思っております。
本日は、田助小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
いたします。
それでは、議事日程によりまして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、６月議事録署名委員
は、久家委員、宮﨑委員を指名させて頂きます。よろしくお願いします。
はい。
よろしくお願いします。
（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、事前配付をいたしております
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ので、ご確認いただいているものと思います。
何かありますか。
（「なし。」の声あり。）
教育長

特にないようですから、５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。
５月 23 日から 24 日にかけまして全国都市教育長会に出席いたしまし
た。この会は文部科学省からの出席もあって非常に刺激を受ける大会であ
りました。５月 28 日、第１回県北地区教科書採択協議会が松浦市で開催
されました。これは令和２年度から使用する中学校教科書を採択するもの
で、８月初旬までには教育委員会に諮り採択する予定であります。５月 31
日には長崎県中堅教諭等研修第３ブロック実施運営委員会が開催されま
した。10 年経過した先生方の研修でありますが、第３ブロックは、松浦、
平戸、北松地区で、一般教職員が３名、教育職員が４名、計７名と大変少
ない状況であります。６月３日に開催しました６月定例市議会は 20 日に
閉会いたしました。15 日はひらど市民大学の開講式に出席いたしました。
今後の予定ですが、６月下旬から７月上旬にかけて初任校長の学校訪問
を行う予定です。７月４日は戦没者慰霊式が文化センターで行われます。
７月 11 日には大島小・中学校のコミュニティースクール辞令交付式を行
う予定です。本市で初めてのコミュニティースクールが始まる予定です。
以上です。

教育長

何かご質問等ございませんでしょうか。

教育長

いいですか。
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

教育次長

（日程第５ 報告）
続きまして、日程第５ 報告に移ります。
報告第 10 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、説明を求めます。
報告第 10 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
てご説明いたします。
以下説明、省略
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教育長

説明が終わりました。ご質問等ございますか。

教育長

特にないようでしたら、報告第 10 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、承認とさせていただきます。

教育長

（日程第６ その他）
続きまして、日程第６その他
（１）共催・後援について

に移ります。
説明をお願いします。

理事兼学
校教育課

後援６件について、説明いたします。
説明、省略

長
生涯学習

共催２件、後援７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。

委員

Kids ジョブチャレンジ事業についてですが、５月の県教育委員研修会の
ふるさと教育の分科会の中で、企業を巻き込んでの体験学習ということで
話題にも取り上げられたのですが、平戸の子供たちにも有意義な体験にな
ると思うので、もっともっと参加するように働きかけて欲しいと思いま
す。機会がありましたら進めて欲しいと思います。

７月の校長研修会の折に紹介をしたいと思います。
理事兼学
校教育課
長
例年、子どもさん方には学校を通じてパンフレットを配るようにしてい
文化交流
ます。
課長
教育長

庁内の管理職会議の中で、教育委員会において話題となっているありが
たい企画であることを話しました。どちらかというと市外の人を呼んで活
性化につなげる企画でしょうが、教育上非常に重要なところでもあります
ので進めさせていただきたいと思います。

教育長

他にないですか。

委員

Kids ジョブチャレンジは、模擬体験といいながら生の体験に近い活動で
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あって、強みのある体験活動だと思いますし、ふるさと教育そのものだと
思います。子どもが大人と一緒になって体験することは、子どもにも大人
にもコミュニケーション能力を伸ばすことにつながる体験で良いことだ
と思います。相互にメリットがある活動だと思うので、この活動は続けて
欲しいと思っている事業です。
教育長

文化交流
課長

文化交流課長、非常に素晴らしい体験活動として、ここでの意見は所管
課に十分繋いでください。
承知しました。教育委員さん方から強いバックアップをいただいたこと
を観光の部長と課長に繋ぎます。

教育長

他にないですか。

教育長

よろしいでしょうかね。
（「はい。」の声あり。）

教育長

教育総務
課長

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）各課長報告に移ります。
教育総務課です。資料 64 ページをお願いいたします。
実績報告です。６月 14 日、中学校総合体育大会陸上競技大会の開会式
に出席いたしました。同日午後には、市議会産業建設文教委員会において
６月補正予算等の審査が行われました。６月 21 日、学校給食研究会役員
会に出席いたしました。
今後の予定ですが、７月４日は戦没者追悼式、12 日は学校給食担当栄養
士事務打ち合わせ会が行われます。
以上でございます。

理事兼学
学校教育課です。65 ページをご覧ください。
校教育課
まず、実績報告です。５月 25 日、平戸市中学校総合体育大会の球技及
長
び武道大会、その後には相撲、陸上競技も行われました。教育委員さんに
おかれましては、いろいろと応援いただきありがとうございました。結果
につきましては、68 ページから 71 ページに掲載をしております。５月 30
日、学校実態調査訪問で中野小学校を訪問しました。72 ページに学校訪問
関係を一覧で示しております。すべての学校を訪問するように計画してい
ます。５月 31 日は、先程教育長からも報告がありましたが、中堅教諭等
研修会を行いました。６月５日、平戸市学校保健会総会及び研修会を行い
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ました。学校関係者、ＰＴＡ関係者含め 111 名の方に参加をしていただい
ています。
今後の予定ですが、６月 25 日、大島地区コミュニティースクール説明
会、７月 11 日には大島地区コミュニティースクール第１回学校運営協議
会を行います。先程教育長からお話しがありましたが平戸市で初めてのコ
ミュニティースクールが始まる予定です。戻りまして、６月 28 日第１回
教育講演会を行います。弁護士の先生にお話をしていただきます。内容は
いじめ問題等についてです。７月４日、再来年開校予定の佐世保特別支援
学校の関係で学校から訪問があります。７月 14 日、教員採用試験１次試
験が行われます。現在平戸市で臨時採用の先生として、小学校４名、中学
校８名、高校１名、養護教諭３名が受けるようになっています。７月 23 日
にはタブレット型パソコンの操作研修会を行う予定です。
以上です。
生涯学習
課長

生涯学習課です。66 ページをご覧ください。
実績報告ですが、５月 21 日、第１回社会教育委員会議を行いまして、
提案等についてまとめを行いました。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ございまして、次長とともに佐賀県に
出席して参りました。翌 23 日は、ひらどふれあい福祉事業推進委員会が
ありまして、ふれあい福祉基金を使った事業について、前期申請があった
２件について内容審査を行いました。同日夜にはスポーツ推進委員会の総
会がありまして、軽スポーツ推進というところで各地区のスポーツ推進委
員さんに集まっていただき話をしました。24 日は第１回ツーデーウォーク
実行委員会を開催し、役員の改選、今年度 10 月 12 日 13 日に開催するツ
ーデーウォーク実施要項について協議を行いました。27 日は市の少年補導
委員連絡協議会総会が行われまして、前年度決算、本年度予算、また、研
修会といたしまして、市こども未来課保健師２名による平戸市の児童虐待
の実態等について研修を行いました。30 日は市の図書館協議会に出席しま
して、前年度実績、今年度の取組み等について協議を行いました。６月３
日は田助小学校区の通学合宿実行委員会を行いました。６月７日、県子ど
も会育成連合会理事会・評議員会が行われました。９月８日に平戸市で伝
承芸能大会が行われることになりました。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行い、72 人の親子が参加しました。９日は平戸
市少年の主張大会が行われました。教育委員さんにも参加していただきま
してありがとうございました。小中学生 24 人の発表がありました。６月
10 日平戸地区青少年健全育成会総会が開催されました。６月 15 日はひら
ど市民大学の開講式と第１回講義を行いました。受講生の登録は 67 人で、
昨年度より 20 名弱増えています。６月 15、16 日はコラスまつりが行われ
ました。６月 18 日は津吉小学校区の通学合宿実行委員会を行いました。
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６月 19 日は人権教育講演会を行いました。６月 23 日は第 1 回スポーツ少
年団体等指導者育成研修会を行い、午前中の座学に 48 人、午後の実技研
修には 106 人の参加がありました。
今後の予定ですが、６月 27 日人権教育総合推進会議、29 日は平戸・田
平地区ＰＴＡ合同講演会、７月１日平戸更生保護女性会総会、３日は指定
管理選考委員会でライフカントリー、シーライフの指定管理について選考
会があります。５日のひらど市民大学は今年度から始まる歴史講座を文化
交流課にお願いしています。７日は北松浦おかあさんコーラス交歓演奏
会、７月 11 日から３日間は田助小学校区通学合宿、20 日は第３回東っ子
ふれあい教室と第２回ひらど市民大学が行われます。
以上です。
平戸図書
館長

同じく 66 ページです。
５月 30 日に図書館協議会を行いました。６月 15 日と 16 日のコラスま
つりでは、平戸城歴史散歩ということで平戸城の職員にお話を伺いながら
平戸城を見てまわりました。大変人気がありました。他にも北部公民館と
平戸図書館が一緒になったイベントを行いました。
今後の予定としては、７月６日に一般市民向けの初心者のための読み聞
かせ講座を行います。学校で読み聞かせボランティアしている方にも参加
していただくことになっています。それから、第４回となりました図書館
を使った調べる学習コンクールを今年度も行います。年々応募も増えてい
るところでございます。チラシの裏をご覧ください。テーマの決め方や本
の探し方などのサポート講座も計画しています。８月３日と４日は図書館
４周年の図書館まつりを計画しています。
以上です。

文化交流
課長

文化交流課から報告いたします。67 ページをお願いします。
まず、実績報告です。５月 26 日は第 25 回按針忌が崎方公園按針塚とオ
ランダ公園で行われています。６月８日から 7 月 20 日まで、オランダ商
館で Yellow Yellow Yellow 展を開催しています。６月 14 日は文化庁の巡
回公演ということで、かわせみ座が演劇を田助小学校で行いました。子ど
もたちも一緒に参加するワークショップ形式の演劇で、非常に見ごたえの
ある講演であったと思っております。
今後の予定でございますが、本日６月 24 日午後から国指定名勝棲霞園
整備委員会を行います。６月 25 日は長崎県青少年劇場、古典芸能狂言の
公演を野子小中学校と田平北小学校で行います。笑いを交えた古典芸能の
紹介となっておりまして、所作を見るだけで楽しめる約 1 時間程度の内容
となっています。６月 30 日、いよいよ田平町里田原歴史民俗資料館が閉
館となります。７月１日から市美展の募集が始まります。７月３日、中日
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青少年交流事業ということで、中国蘇州市青少年活動センター主催になり
ますが 30 人くらいが訪問することになっています。田助小学校の子ども
たちと、伝統芸能田助ハイヤ節と学校給食の体験を主なメニューとして交
流を行うことにしています。７月 13 日は宝くじ文化公演を生月町開発総
合センターで公演を行います。７月 28 日には世界遺産の登録を受けてか
ら１周年ということで、世界遺産クルーズを予定しています。資料のパン
フレットに世界遺産登録１周年イベントをまとめています。まずは、中江
ノ島、春日集落、生月の西海岸を船で巡ります。参加は無料です。非常に
人気がありますので、おそらく 1 日でいっぱいになると思います。50 名を
予定しています。８月７日から 11 日は平戸市と北海道枝幸町の交流事業
で平戸中、田平中、中部中、野子中の子どもたち６名がホームステイを受
け入れます。８月９日に長崎県の特徴であります平和学習を体験していた
だきます。８月 10 日には国際音楽祭として中国から音楽を学んでいる子
どもたちが来ます。親子 250 名ほどが 10 日間平戸に滞在しまして、発表
会を文化センターで行います。
以上でございます。
教育長
委員

理事兼学
校教育課
長
委員

各課長報告が終わりました。お尋ねがありましたらどうぞ。
２点いいですか。学校教育課の報告で、５月 31 日と６月３日の研修会
には、それぞれ女性の参加は何名だったのでしょうか。
もう１点、生涯学習課の報告で、27 日の少年補導委員連絡協議会のなか
で児童虐待の実態等について研修したとお話がありましたが、人数とか内
容とか話しができる範囲で結構ですから状況を話していただければと思
います。
詳細な人数については少し時間をください。

はい。

生涯学習
保健師２名が来て話がありました。補導員は具体的なところを聞きたい
課長
との思いがあったのですが、保健師としては具体的なところは触れたくな
いとのことでした。報告では虐待は昨年度８件あったとのことでした。内
容的なところでは、ほとんどがネグレクト、育児放棄が大きいとのことで
した。ケース会議とかでも主体になる案件であることから、補導員には子
どもを見かける際は子どもの様子に気を付けていただきたいというのが
一つ、また、虐待の防止策としては、疑いの時点で早急な通報や体制を取
らなければならないので、何かおかしいなと思ったら 189 番に通報した
６月定例会
- 7 -

り、市に連絡したり緊急性がある場合は警察に通報をいただきたいとの話
が概略でありました。
委員

育児放棄、その子たちは学校に行っているのでしょうか。

生涯学習

詳細なところまで触れた話はありませんでした。

課長
委員

ありがとうございました。ちょっと気になるところですね。

教育長

他にありませんか。

委員

文化交流課にお尋ねします。
７月３日の中日青少年交流事業があって、また８月 10 日に国際音楽祭
があるようですが、どちらも中国ですが、何か関係があるのですか。

文化交流
観光協会を通じての受け入れでありまして、中国は、文化交流とか日本
課長
の学校教育に興味があるようでして、特に学校給食に興味があるようで
す。８月 10 日の分は中国の音楽教室を運営している会社が募集をかけて
行うもので、サマー合宿としていつもと違う場所で特別講習を受けるとい
うもので、日本にどこかないだろうかということで平戸になったようで
す。アップライトピアノを 10 台ほど準備しなければなりません。
教育長

よろしいですか。

委員

はい。

教育長

日本の教育に非常に意識が高いようです。中国の方は選ばれた人が来ま
すからね。

文化交流
そうですね。会話も英語、生活水準や学力が高い子だけが選ばれて来て
課長
いるようです。
教育長

受け入れる時も少し考えてもらわないと、学校現場も大変なところもあ
る、実感ですね。

理事兼学
先程の女性の研修会出席についてですが、中堅教諭等研修会については
校 教 育 課 教諭３名のうち１名、教務主任研修会については、小学校 15 校中６名、
長
中学校９校中３名です。

６月定例会
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委員

ありがとうございます。
校内人事で主任クラスに女性へ十分配慮されていることがわかります。
引き続き、機会があるときはお願いいたします。

理事兼学
校教育課

はい、わかりました。

長
教育長

他にありませんか。

委員

図書館についてのお尋ねですが、７月６日にあります初心者のための読
み聞かせ講座ですが、講師はどなたでしょうか。また、連続の講座なのか、
１回きりなのか、お願いします。

平戸図書
館長

教育長

図書館職員が講師です。初心者のための読み聞かせ講座ですが、これは、
３月に市内の読み聞かせ連絡協議会から図書館職員に教えていただけな
いかとの要望があったことから計画したものです。平戸図書館の司書が読
み聞かせの研修をたくさん受けていますので、そのノウハウをお伝えしよ
うということで開催しますが、初心者向けですから１回だけの講座になり
ます。
また、９月７日には県生涯学習課が計画する研修会も予定されていま
す。
よろしいですか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

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。

教育長

次は、（３）教育次長報告です。

教育次長

令和元年６月定例市議会についてご報告いたします。６月３日開会、６
月 20 日の閉会で行われました。先月の教育委員会で報告いたしましたが、
教育委員会関係では、平成 30 年度平戸市一般会計補正予算第７号の専決
補正の承認案件と令和元年度一般会計補正予算第 1 号の議案 1 件、ＩＣＴ
教育推進整備事業に係る物品購入契約締結の承認案件 1 件を提出し、いず
れも原案通り承認及び可決となっております。
一般質問につきましては10名の一般質問者がありました。うち４名が教
育委員会に関連するものでしたのでご紹介いたします。
６月定例会
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まず、松尾議員からは、小中学校の学習環境の整備についての質問で、
空調など屋内環境は整備されているが、屋外運動場については表土が流れ
石が露出している学校や児童生徒の減少等により草が生えている学校も
ある。屋外の環境整備の計画はどのようになっているかの質問があり、答
弁としては小中学校の整備については振興実施計画に基づき整備を行っ
ているところである。屋外運動場は国庫補助事業を活用しながら整備を行
っているが、ここ２年間は国庫補助事業が不採択となっており、引き続き
年次計画で推進していくと答弁しております。国庫補助事業の採択項目は
７項目ありまして、屋外運動場は７番目になっており、なかなか採択して
もらえない状況でございます。
続きまして、吉住議員ですが、スポーツ環境整備について、社会体育施
設のグラウンドにおいて倉庫等を設置して道具など保管場所を整備でき
ないかとの質問があり、道具を収納する倉庫は行政側で整備しているとこ
ろですが、個別の団体が設置する倉庫は利用する団体での設置を基本と
し、施設管理に支障がない範囲で許可を行っていると答弁しております。
各施設での設置については個別の団体の事情を聴きながら対応していき
たいとの答弁をしています。また、学校の部活動について、部活動指導員
の制度を導入すべきでないのかとの指摘事項がありました。これは、外部
指導員に報酬を支払う制度でございます。
松本議員からは、体育の振興について、スポーツ振興の基本的な考え方
についての質問がありました。答弁としましては、１点目として、市民ひ
とり１スポーツを推進し、幼児から高齢者まで気軽に参加できる軽スポー
ツを推進すること。２点目として、競技力の向上については体育協会を中
心に各団体の運営及び活動を支援していくこと。３点目にスポーツ関係団
体との連携強化の充実は、体育協会や地区体育振興会と事業協力し、体力
向上や心身の両面にわたる健康の増進を図り健全な社会の形成に貢献す
るものであると答弁しております。また中学校の部活動の指導者について
の質問では、市内中学校の58名の部活動指導者がいまして、そのうち29名
が外部指導者であり、ボランティアでの指導をしていただいているもので
学校や保護者は大変感謝していると答弁いたしました。
井元議員からは、10連休に対しての行政の対応について、子どもたちへ
の影響と部活動の状況、平戸図書館の入館者や取り組み事業の質問があり
ました。ゴールデンウィークとしては初めての10連休とのことであり、各
学校に児童生徒への指導についての通知を行い、連休中の過ごし方や問題
行動の発生防止などを確認しました。連休明けは不登校などもなく元気に
登校したとの報告を受けたとの答弁をしております。また、中学校の部活
動は学校との協議により４日間の休養日をとり、通常は、部活動のガイド
ラインに基づき週２日の休養日と毎月第３日曜日にノー部活デーを設け
ているとの答弁をしています。平戸図書館については全日程開館し、1日
６月定例会
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当たりの入館者は610名で子どもを対象として親子で遊べる「遊びの広場」
など11のイベントを開催し、市民の皆さんの利用に答えたものであるとの
答弁をしています。
以上でございます。
教育長

何かありますか。

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

次、（４）その他に移ります。

理事兼学

長崎県学力調査の平戸市の概要について説明させていただきます。実施

校 教 育 課 の目的、期日は資料に記載のとおりです。小学校５年生が国語と算数、小
長
学校６年生が理科、中学校２年生が国語と数学の調査を行っております。
本年度調査の結果は、資料５に示しています。小学校の国語と算数は県の
平均を上回っています。理科は県平均を下回っています。中学校について
は、国語が県平均を上回っています。数学は県平均を下回っています。少
し学校の様子を話しますと、小学校については、国語は 15 校中 12 校が県
平均以上、算数は 15 校中 11 校が県平均以上、理科は 15 校中 10 校が県平
均以上です。中学校は、国語については９校中６校が県平均以上、数学に
ついては９校中３校が県平均以上になっています。総括を資料に載せてい
ますが、説明は省略させていただきます。後ろに長崎新聞の記事を載せて
います。県内 13 市に限定すれば、小学校の国語は２位、算数は４位、中学
校の国語は同位がありますが１位でありまして、今年度はかなり頑張って
います。
以上です。
教育長

その他の報告、他にないですか。

教育長

よろしいですか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

なければ、１のその他の報告を終わります。

教育長

次は２の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

次回の定例教育委員会は、事務局としては、７月 23 日（火）の午前９時
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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。
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

次回の定例教育委員会は、７月 23 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６月定例教育委員会を終了させていただき
ます。
この後、田助小学校の学校訪問を行います。

午前 10 時 03 分

閉会

令和元年６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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