平成 31 年２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
岡 教育次長 大畑理事兼学校教育課長 平松教育総務課長
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、平成 31 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。
教育長お願いいたします。
皆さま、おはようございます。
今年は暖冬とは言われていましたが、雪を見ずして冬が過ぎ去ってしま
うことが現実みを帯びてまいりました。我々にとっては初めての経験であ
り、大きな自然災害の予兆でないことを祈るばかりです。
さて、先日の市民表彰、教育委員会表彰の折には、委員の皆様にはご出
席いただきましてありがとうございました。永年にわたり社会教育に多大
なるご貢献をいただきました方々、及びそれぞれに優秀な成績を収めた
方々など、個人 19 人、団体７団体を表彰させていただきました。
また、教職員の人事異動でございますが、紆余曲折もありながらも何と
かまとまったようです。明日地区別教育長会が開催される予定となってい
ますので、その結果を受けまして、来週早々に臨時教育委員会を開催させ
ていただき、教育委員会として決定をさせていただきたいと思っておりま
す。
本日は、次年度に向けて条例や規則の見直し等、多くの議案を提案させ
ていただくこととしておりますので、ご審議賜りますようよろしくお願い
をいたします。
それでは日程によりまして、２月定例教育委員会を始めさせていただき
ます。
（日程第２

議事録署名委員の指名について）
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教育長

２月議事録署名委員として、戸田委員と久家委員を指名します。よろし
いでしょうか。

両委員

はい。

教育長

ありがとうございました。
（日程第３

教育長

議事録の承認について）

日程第３ 議事録の承認でありますが、１月定例教育委員会の議事録
は、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。
内容について何かございますか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

教育長

特にないようでございますので、１月定例会の議事録は承認することと
いたします。
（日程第４ 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。
１ページをお開きください。主なものにつきまして、報告します。
１月 25 日は、県特別支援活動研究大会が開催され、平戸小、田平北小、
田平東小で、研究授業していただき、その後たびら活性化施設と支所庁舎
などで研究協議が行われました。インフルエンザで中心となる子どもたち
が欠席するなど、担当学校はご苦労もあったようですが、子どもたちが本
当にがんばって、評価の高い素晴らしい大会となりました。31 日には、全
国伝建協議会九州ブロック会議が開催され、重要伝統的建造物群を有する
九州のほとんどの自治体から参加され、研修を深められました。２月３日、
公民館大会を平戸文化センターで開催しましたが、実にたくさんの参加を
いただき、盛会に開催することができました。あいにくの天候でしたが、
本当にたくさんの方に参加していただき、改めて公民館の力、社会教育の
力を感じることができました。15 日、初任者研修第２回実施運営委員会及
び連絡研修会に出席いたしました。会の中で、松浦市、平戸市で研修を受
けた初任教師の研修発表も行われましたが、それぞれに新任教師として一
生懸命に子どもたちに向かい合った報告であり、将来に期待が持てる大変
感動的な報告を聞いたところです。18 日はロータリークラブ様から図書寄
贈がありました。ロータリークラブの社会貢献の一環として、今年度から
毎年小学生対象とした日本の歴史書を寄贈するということであります。
今後の予定です。明日 22 日に地区別教育長会議を３階会議室で行われ、
県の人事案が示されますので、来週早々に臨時教育委員会を開催させてい
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ただきたいと思います。３日には第 63 回平戸市地域婦人大会が未来創造
館で開催されます。３月定例議会は、３月４日の開会予定です。
以上報告します。
教育長

この件につきまして何かお尋ねでもございますか。
（「ありません。」の声あり。）

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５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、事務局の説明を求めます。

理事兼学

議案第５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、ご説明いたします。
長
以下説明、省略
教育長

説明が終わりました。何かご質問等ございますか。

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 平戸市立学校の通学区域に関する規則に基づく
特別措置について、原案のとおり可決することに決しました。

教育長

続きまして、議案第６号 平戸市教育委員会公印規則の一部改正につい
て、事務局の説明を求めます。

議案第６号 平戸市教育委員会公印規則の一部改正について、ご説明い
教育総務
たします。
課長
以下説明、省略
教育長

説明が終わりました。何かご質問等ございますか。

教育長

よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）
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教育長

それでは、議案第６号 平戸市教育委員会公印規則の一部改正について
は、原案のとおり可決することに決しました。

教育長

続きまして、関連しますので、議案第７号 平戸市学校給食費条例施行
規則の一部改正について、議案第８号 平戸市学校給食共同調理場条例施
行規則の一部改正について、議案第９号 平戸市立学校給食共同調理場運
営要綱の一部改正についてを一括議題とします。事務局の説明を求めま
す。

教育総務
議案第７号 平戸市学校給食費条例施行規則の一部改正について、議案
課長
第８号 平戸市学校給食共同調理場条例施行規則の一部改正について、議
案第９号 平戸市立学校給食共同調理場運営要綱の一部改正について、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。何かご質問等ございますか。

委員

給食費についてですが、確か従来大島地区だけが他の地区よりも 100 円
高かったと思うのですが、それはどういう理由だったですかね。

教育次長

新平戸市になってから、同一金額にしようと調整したのですが、もとも
と高かった同地区は他地区と足並みをそろえるために金額を抑えたら、給
食を提供する側としては給食の質を落とさなければならないということ
で、一度に金額をそろえる必要はないのではないかということに決定され
た理由から、当分の間はそのままで運用してきたということではないかと
思っております。ただ、もうすでに 10 年以上が経過し、全地区そろえて
も問題はないのではないかということで今回、同一金額になったというこ
とでございます。

教育長

今回なぜ給食費改定となったのですか。

前回が平成 26 年度に改定しております。平成 26 年度から今日までの５
教育総務
年間で物資価格が平均で６％ほど上がっていることから、今回おおむね
課長
200 円の増となったわけでございます。
委員

私も何人かの保護者の声をお聞きしましたけど、改定されたことに関し
ては、何もなかったですね。200 円上がったとしても、朝お弁当を作る手
間もいらないし、栄養もちゃんとしたものがあり、温かいものをいただけ
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るということで上がることに関しては、現在の事情からしても納得という
ことで、良かったと思っています。
委員

大島地区や度島地区の納付方法はどのようになっているのでしょうか。

教育総務

基本的に全地区口座振替となっております。口座振替手続きができてい

課長

ないのが数件というように聞いております。ただ、実態としては口座振替
手続きを行っていても、一部の保護者の中には残高不足により振替できず
に督促状が発布されるというケースがかなり見受けられるのが実情であ
ります。

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７号 平戸市学校給食費条例施行規則の一部改正につ
いて、議案第８号 平戸市学校給食共同調理場条例施行規則の一部改正に
ついて、議案第９号 平戸市立学校給食共同調理場運営要綱の一部改正に
ついては、原案のとおり可決することに決しました。

教育長

続きまして、議案第 10 号 平戸市未来創造館条例施行規則の一部改正
について、議案第 11 号 平戸市ふれあいセンター条例施行規則の一部改
正について、議案第 12 号 平戸市ふれあいセンター条例施行規則の一部
改正について、議案第 13 号 平戸市田平町民センター条例施行規則の一
部改正についてはいずれも生涯学習課所管であります。一括して事務局の
説明を求めます。

議案第 10 号 平戸市未来創造館条例施行規則の一部改正について、議
生涯学習
案第 11 号 平戸市ふれあいセンター条例施行規則の一部改正について、
課長
議案第 12 号 平戸市ふれあいセンター条例施行規則の一部改正について、
議案第 13 号 平戸市田平町民センター条例施行規則の一部改正について、
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。何かご質問等ございますか。

教育長

何かありませんか。

教育長

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 10 号

平戸市未来創造館条例施行規則の一部改正に

ついて、議案第 11 号 平戸市ふれあいセンター条例施行規則の一部改正
について、議案第 12 号 平戸市ふれあいセンター条例施行規則の一部改
正について、議案第 13 号 平戸市田平町民センター条例施行規則の一部
改正については、原案のとおり可決することに決しました。
教育長

続きまして、議案第 14 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します。まず、１ 平戸市田平町里田原歴史民俗
資料館条例の廃止についてから 18 平戸市未来創造館条例の一部改正に
ついてまでの事務局の説明を求めます。
文化交流
議案第 14 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
課長
てのうち、１ 平戸市田平町里田原歴史民俗資料館条例の廃止について及
び４ 平戸市生月町博物館・島の館条例の一部改正についてご説明いたし
ます。
以下説明、省略
教育長

ただ今の説明に対する質疑を行います。ご質問はございませんか。

教育長

６月いっぱいまで開館を行うということは何か意味があるのですか。

文化交流
課長

周知期間を設けるためであります。

教育長

ほかにありませんか。

教育長

ないようでありますので、次に教育総務課所管の説明を求めます。

同じく議案第 14 号のうち３ 平戸市教育振興基本計画策定委員会条例
教育総務
の制定について及び５ 平戸市立学校施設の開放に関する条例の一部改
課長
正について、ご説明いたします。
以下説明、省略
教育長

ただ今の説明に対する質疑を行います。ご質問はございませんか。

委員

平戸市立学校施設の開放に関する条例の一部改正についてのうち、平戸
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中学校の地域連携室というものがありました。初めて耳にするのですが、
この施設はどのようなものなのでしょうか。
教育総務
課長

平戸中学校の地域連携室につきましては、確か体育館の中の施設で、ク
ラブハウスと同様な意味合いがあるかと思いますが、地域の方々を対象に
開放可能な施設という位置づけになるかと思います。

委員

わかりました。

教育長

ほかにありませんか。

教育長

よろしいでしょうか。ないようでありますので、次に生涯学習課所管の
説明を求めます。

生涯学習
同じく議案第 14 号のうち文化交流課及び教育総務課所管以外の分、２
平戸市社会体育施設条例の一部改正についてから 18 平戸市未来創造館
課長
条例の一部改正について説明いたします。
以下説明、省略
教育長
教育長

ただ今の説明に対する質疑を行います。ご質問はございませんか。
よろしいでしょうか。ないようでありますので、次に 19 平成 30 年度
平戸市一般会計補正予算（第６号）についての説明を求めます。

教 育 総 務 同じく議案第 14 号のうち 19 平成 30 年度平戸市一般会計補正予算（第
６号）について説明いたします。
課長
以下説明、省略
教育長
委員

ただ今の説明に対する質疑を行います。ご質問はございませんか。
学校施設空調設置事業につきまして、補正予算が計上されております
が、市内すべての学校に整備した場合、総額でいくらになるのでしょうか。

この補正予算の金額 520,650 千円が小中学校の普通教室 144 室分の整備
教育総務
費総額ということになります。また、国の特例交付金 67,032 千円と補正
課長
予算債として 132,700 千円となりまして、あと残ったものが市の持ち出し
財源ということになります。
教育長

維持管理経費はどのようになりますか。現時点で分かっていればお願い
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します。
教育総務
課長

今回の空調設置によりまして、電気料が通年ベースで 12,000 千円から
13,000 千円程度かかる見込みでありまして、また、キュービクルの保守管
理費用がかかってきますので、合わせますと 20,000 千円程度になるので
はないかと思っております。

教育長

よろしいでしょうか。ないようでありますので、次に 21

指定管理者の

指定についての説明を求めます。
文化交流
同じく議案第 14 号のうち 21
課長
いたします。

指定管理者の指定についてについて説明

以下説明、省略
教育長

ただ今の説明に対する質疑を行います。ご質問はございませんか。

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、20
す。

平成 31 年度平戸市一般会計予算について説明を求めま

同じく議案第 14 号のうち 20
教育総務
て説明いたします。
課長
以下説明、省略

平成 31 年度平戸市一般会計予算につい

生涯学習
課長
文化交流
課長
教育長
委員

ただ今の説明に対する質疑を行います。ご質問はございませんか。
57 ページの 49 番の下の学校給食配送車整備事業がゼロになっている理
由を教えていただきたいと思います。

これは平成 30 年度に北部給食共同調理場に配送車の購入予算を計上し
教育総務
ましたが、平成 31 年度の同様の車両購入予算はないということでありま
課長
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す。
委員

生涯学習課所管の予算で 16

中部公民館管理運営事業が減額になって

いますが、どのような減額要因でしょうか。
生涯学習
課長

ふれあいセンターの修繕費で昨年度が中央制御盤とか嵩んだ分があっ
た関係です。31 年度については特に大きな修繕がないということです。

教育長

ほかにありませんか。

教育長

よろしいでしょうか。
（「はい。」の声あり。）

教育長

議案第 14 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
ては異議ございませんか。
（「異議なし。」の声あり。）

教育長

教育長

教育総務
課長

それでは、議案第 14 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。
（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。
共催・後援について、説明いたします。
説明、省略

理事兼学
校教育課
長
生涯学習
課長
教育長

説明が終わりました。何かございますでしょうか。

教育長

よろしいでしょうかね。
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（「はい。」の声あり。）
教育長

それでは、共催・後援等については報告済みといたします。
次に、(2) 各課長から報告をお願いします。

教育総務
課長

教育総務課です。資料の 75 ページをご覧ください。
実績報告ですが、新年度の学校予算についての協議の場である学校予算
委員会が２月７日、拡大予算委員会が 18 日にそれぞれ行われました。17
日には市民表彰・教育委員会表彰式が行われました。教育委員の皆様には
ご多忙の中ご出席いただきありがとうございました。18 日には第２回旧中
津良小学校跡地利用検討協議会幹事会が行われ、校舎の利用者募集を広報
ひらどで募集をかけたが、全く応募がなかった旨の報告を行うとともに、
引き続き市ホームページにて公募を行うことが決定されたところです。
今後の予定です。２月 25 日には田平南小学校にまいりまして、適正規
模適正配置についての説明を行うようにしております。以上です。

理事兼学
学校教育課です。76 ページをご覧ください。
校教育課
まず実績報告ですが、１月 24 日は南部中学校の研究指定の中間発表と
長
いうことですが、新しい学習指導要領に応じた学習指導ということでの中
間発表を行っております。実態としてまだまだ十分な指導がなされていな
いということを感じましたので、そこのところは指導をしていきたいと思
っております。25 日は県特別活動研究大会平戸・松浦・北松大会がインフ
ルエンザの影響がある中に 112 名の参加者の下、実施させていただきまし
た。12 日は第３回人権教育総合推進会議の本年度最後の会議が行われまし
た。県からも人権対策室、生涯学習課から６名の方々に来ていただきまし
た。児童生徒の活動が良かったということで評価をいただいております。
今後の予定です。２月 22 日は地区別教育長会があります。平成 31 年度
の人事異動にかかる内容となっております。後日になりますが、詳しく説
明させていただきたいと思っております。また同日の第２回平戸市教育講
演会があります。これにつきましては大阪教育大学の准教授の吉田茂孝先
生をお招きして「関わり学びあう中で育つ子ども達」ということで講演を
していただく予定です。それから、３月 14 日、15 日、19 日はそれぞれ市
内小学校の卒業式、幼稚園の卒園式、中学校の卒業式が行われます。本日
配付いたしております別紙に平成 30 年度小中学校卒業式、幼稚園卒園式
開催予定一覧表がございますが、教育委員の皆様には地元の学校の卒業式
にご出席をお願いし、教育委員会告辞をお願いいたしたいと思っておりま
す。もしも不都合なところがございましたら、私までお知らせいただけた
らと思っております。以上です。
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生涯学習
生涯学習課です。77 ページをご覧ください。実績報告ですが、１月 26
課長
日は第５回平戸市成人式実行委員会として最後の反省会が行われました。
大きいところは成人式の内容でしたけれども、実行委員の皆さんもやり遂
げたということでの感想が聞かれたところです。同日の夕方は第８回目の
ひらど市民大学が行われました。長崎国際大学の薬学科の藤井佑樹先生に
お越しいただきまして、
「糖は甘いだけじゃない！糖鎖関わる病気と健康」
と題してご講演をいただきました。薬学関係ということで難しい話かなと
思っておりましたところ、
「グルコサミン」とか「ヒアルロン酸」とか「コ
ンドロイチン」などの健康的な日ごろからよく耳にする内容を交えてわか
りやすくお話しをしていただきました。２月３日は第 13 回平戸市公民館
大会が行われました。雨の中、入場者数が少ないのではないかと心配され
ておりましたが、450 名ほどの来場者があり中ホールいっぱいになりまし
て、盛会裏に終了することができたと思っているところでございます。８
日は長崎県少年センター所長会が行われ、出席してまいりました。少年セ
ンターにつきましては、全国少年センター連絡協議会、それからその下部
組織である九州ブロックの協議会がございますが、ブロックとして脱退を
したいということになっております。すでに福岡県や熊本県の大きな団体
が脱退をしており、組織として成立しないような状況となっておりまし
て、来年度から再来年度にかけて、九州地区それから全国が解散する運び
となっております。ただし、そのことに伴いまして、長崎県内の組織につ
きましては相互連携を図り、様々なところで協力していこうというところ
で、補導員の研修についても近隣に呼びかけを行い、資質向上や交流を図
ろうということで確認を行ったところです。15 日は第２回市少年スポーツ
指導者研修会が行われまして、杉野伸治さんという先生にお越しいただ
き、子ども達を指導する方々を対象に大人と子どもの関係のメンタル面や
生活習慣についての話をしていただきました。子どもの成長やダメにする
のは大人の影響であるということの認識をもって指導にあたっていただ
きたいとの内容でありました。15 日から 17 日にかけましては第 68 回郡
市対抗県下一周駅伝大会が行われました。残念ながら平戸市は 11 位とな
りましたが、なかなかベストのメンバーがそろわない中に頑張っていただ
いたと思っております。17 日は平戸市表彰式が行われまして、生涯学習課
関係では、スポーツ表彰として 17 名と４団体が表彰を受けられたところ
です。それから、20 日は本年度最後の人権教育講座が南部地区で開催され
ました。参加者 12 名でありましたが、活発な意見が出ておりました。
今後の予定です。本日この後、第４回社会教育委員会議が行われます。
23 日は第９回目のひらど市民大学が行われる予定です。文化交流課の前田
主査に来ていただき、歴史についてお話をしていただくようにしておりま
す。３月３日は根獅子の食まつり、第 63 回平戸市地域婦人大会、それか
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ら生涯学習課が所管しております、中津良ふれあい会館の中に中津良地区
まちづくり運営協議会の事務所が設置されますので、その開所式がそれぞ
れ行われます。以上です。
平戸図書
同じく 77 ページです。実績報告です。１月 31 日から２月７日にかけま
館長
しては蔵書点検のため、休館いたしております。当館は 130,000 冊ほど蔵
書がありますが、その所在確認と普段できないところの清掃、書架の整理
や本の破損等の修理を行っております。２月 12 日は第３回平戸市学校図
書館担当者等研修会及び第２回学校・図書館連絡会を行いまして、平戸市
内の小中学校の図書担当の先生方にお集まりいただきまして研修会を行
いました。ビブリオバトルというのが流行しており、ご存知かと思います
が、平戸図書館の図書館員が先生方にデモンストレーションを行い、見て
いただいたうえで、小さなグループに分かれていただきお持ちよりいただ
いた本でビブリオバトルを行い、今後の授業に役立てていただきたいとい
う研修を行いました。
今後の予定です。２月 23 日から 24 日にかけて田平つばき物産展出張図
書館を開催するようにしております。３月１日から５日にかけましては、
永田記念図書館で蔵書点検のため休館するようにしております。当館は
33,000 冊ほどありますが、平戸図書館と同じように点検を行う予定です。
それから、３日の根獅子の食まつりにも移動図書館をさせていただくよう
にしております。４日は第３回図書館協議会が行われます。以上です。
文化交流
課長

文化交流課分を報告いたします。78 ページをお願いします。
まず、実績報告です。２月９日に伝建 10 周年記念クルーズが行われま
して、市外から 100 名、市内から 40 名の計 140 名の参加がありました。
天気は良くなかったのですが、大変好評でありました。同日に平戸オラン
ダ商館で国際シンポジウム「国際海洋都市平戸と異文化へのあこがれ 在
外史料が変える日本研究」ということで行われております。10 日は本年度
が最後となる平戸検定試験の初級、中級、上級がそれぞれ行われました。
130 名ほどの受検者があったということで伺っております。16 日は伝統的
建造物群保存地区保存審議会を開催しております。今年度の進捗状況、そ
れから次年度の修理予定箇所についての確認を行っております。20 日は再
来年が三浦按針没後 400 年ということでその準備会を昨年から６回ほど開
催しておりますが、それの最終的な確認ということで事業検討委員会を行
っております。
今後の予定です。本日午後から文化財審議会が行われます。23 日から 24
日にかけて本日配付いたしておりますとおり平戸つばきフェアが開催さ
れますので、委員の皆様にぜひお越しいただけたらと思っております。３
月２日から３日にかけて九州の神楽ネットワーク会議が開催されます。神
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楽振興会の代表と市担当職員が出席するようにしております。３日に文化
的景観推進委員会が開催されます。29 日から 31 日にかけて kids
チャレンジ 2019 in 平戸が今年も行われます。以上です。
教育長

教育長

ジョブ

はい。以上各課長から報告がありましたけれども、内容等について何か
ございませんでしょうか。
よろしいでしょうかね。
（「はい。」の声あり。）

教育長

それでは、各課長報告につきましては、報告済とさせていただきます。
続きまして、教育次長から報告をお願いします。

教育次長

市議会３月定例会につきまして、日程だけ申し上げたいと思います。25
日の議会運営委員会で正式に決定されますが、３月４日開会の予定となっ
ております。なお、その内容につきましては、また３月定例会で報告させ
ていただきたいと思います。

教育長

それでは、その他に移りたいと思います。
実は議論をしておきたいことがございます。
全国学力調査についてでありますが、本来はあまり公表するものではな
いとそういう認識をしておりましたが、近年雲行きが怪しくなってまいり
まして、我々もどうかなという時代がやってまいりました。そういうこと
で、担当課長から説明をさせていただきます。

理事兼学
ただ今、お話がありましたように全国学力状況調査につきましてです
校 教 育 課 が、実施の趣旨はその結果を受けて先生方の指導の改善を行うとか、指導
長
方法の研究を行うとかそういうところが大きな目的です。この調査が始ま
った当時は点数の公表については何たることかという状況でした。ただ、
ここ数年は本県におきましても公表を行う市町が多い状況になってきて
おります。実は、６月 15 日の中途人事の際に総合運動公園の会議室でお
話をさせていただいたと思いますが、点数がよかろうが悪かろうが全国平
均との比較という部分では当該市町ではこのような状況ですよと公表し
ているところがほとんどであります。今、資料をお配りしておりますが、
本年度の状況はその記載のとおりでありまして、公表をしていない市町が
松浦市、五島市、対馬市それから平戸市の４市と東彼３町の自治体のみと
なっております。先ほど、松浦市にもどのような状況ですかということで
確認したのですが、
「松浦市も公表する方向で検討しています。」という話
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があっているところです。もしも公表することになったならば、事前に校
長会などできちんと説明をしなければならないと思っておりますので、そ
の前に教育委員の皆様のご意見を聞かせていただければ幸いでございま
す。以上です。
教育長

どうぞご意見をいただきたいと思います。

委員

今の時代に何でもお知らせをして、それを実態として受け止めて、それ
ぞれの家庭でもそれなりの方策をするところがあると思います。だから、
私は公表することによって、プラスの方向に向かっていくという考えでし
ていった方がいいと思っております。さぼっている学校は１校もないと思
います。教育委員会も様々な予算を計上し、今の時代に合うような環境を
整えています。家庭に目を向けると頑張っているところもあれば、もっと
頑張らせなければならないところもあるような気がしますので、三者が一
体となって方向性を見つけていきたいものです。また地域での組織も設立
されていて、ずっと向上していると思いますので、そういう意味も含めて
公表していいのではないかなと思います。

委員

私も先生がおっしゃったように保育の現場においても、公表するように
今求められている状況なので、そのようにいい方向に行くのではないかと
思います。うちの一例としましても苦情があったときはきちんと公表する
ように努力しております。先生がおっしゃったように地域と家庭と学校が
連携をとるような、見直すチャンスが来ているのかもしれないなと思いま
す。公表する方向でよいと思います。

委員

私も事実は事実として、公開していいのではないかと思います。それを
見てどう考えていくかが課題ではないでしょうか。

委員

逆に公表していないところが数えるほどになってきている。それでもか
たくなに公表しなければ何か問題があるのではないかというように、逆に
勘ぐりを受ける可能性がありますし、実際結果はこうだよということでみ
んなで考えましょうという意味で公開でよいと思います。

教育長

わかりました。皆様から意義も含めて貴重なご意見ありがとうございま
した。よく協議をして、どのような形で公表するかは具体的に詰めさせて
いただきたいと思います。ありがとうございました。
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理事兼学
補足をさせていただきます。市全体の公表については、今委員の皆様か
校 教 育 課 らご意見をいただいたところですので、公表する方向で検討したいと思っ
長

ています。ただし、学校別の公表については控えたいと思っております。
理由としましては、仮に学校別で公表することによって、小さい学校につ
いては、個人が特定される危険性があることから、行わないようにしよう
と考えております。これが１点目です。
２点目は、すでに各学校においては、自分の学校はこういう結果でした
ということで、学校全体の公表は保護者に対しての説明であったりとか学
校だより等で出してあったりしている実態もあるということで補足をさ
せていただきます。

教育長

それでは、公表する方向で進めさせていただきます。

教育長

次回の定例会の日程について事務局案をお願いします。

教育次長

教育長

前回総合教育会議もあわせてお願いしたいとお話しさせていただいて
おりましたので、市長のスケジュールを確認しましたところ、３月 26 日
（火）の午後１時 30 分から本庁４階第２委員会室で行いたいとと考えて
おります。その後総合教育会議を市長室で、午後３時 30 分から行う予定
で考えております。また、教職員の人事案件の臨時会を今月の 26 日（火）
９時 30 分からこの会場教育委員会応接室でお願いできればと考えており
ます。どうぞ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

まず、教育委員会臨時会を２月 26 日（火）９時 30 分から教育委員会応
接室で、次回定例教育委員会を３月 26 日（火）の午後１時 30 分から市役
所４階第２委員会室で開催ということで進めさせていただきます。また、
終了後に市長室にて総合教育会議の予定であります。以上をもちまして平
成 31 年２月定例教育委員会を終了させていただきます。お疲れさまでし
た。
午前 12 時 00 分

閉会

平成 31 年２月 21 日
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委員
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