
平成28年　第9回定例教育委員会会議録

1　招集年月日　　平成28年9月26日（月）14時00分～

2　招集場所　　　役場別館2階会議室

3　出席委員　　　黒川教育長、胴委員、山之内智委員、替藤委員、山之内英委員

4　事務局出席者　水本次長、山田参事、濱村指導主事、江田次長補佐

5　会議録署名委員の指名　　　肥　由典委員

6　前回の会議録の承認　　平成28年　第8回定例教育委員会（8130）

7　教育長報告

8　案　　　件　　議案第34号　佐々町教育委員会自己点検・評価の承認について

議案第35号　佐々町教育委員会学校訪問について

9　報告事項　　　（1）就学時健診の実施について

（2）名義後援について

（3）行事関係報告について

（4）その他

・オアシスルーム活動状況報告

10　その他　　　　（1）次回開催日程　　平成28年10月31日（月）14時00分～

（2）場　　　　所　　佐々町役場別館2階会議室

（3）そ　の　他
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＜審議の経過（要約）＞

ただ今から、平成28年第9回定例教育委貴会を開催します。

蓬髪発議鐙饗織態撥遜鱒織

本日の会議録署名委員を指名します。胸由典委員にお願いします。

鰯鱗灘轍繊畿議醸繊擬態

前回の「平成28年第8回定例教育委員会会議録」について、事務局から説明

をお願いします。

（資料により説明）

今、説明がありましたが、質問等、お尋ね等ございますでしょうか。

（「なし」の声あり。）

ないようでしたら承認することといたします。

髪頚嬢肇襲轍欒黍襲
次に、教育長報告に入ります。

（1）教育長の主な行動

8月31日水曜日、産業建設文教委員会がありました。公民館管理人室改修工

事の補正ということで、地域交流センターと公民館と両方を管理できる形という

ことで改修を行うための補正予算要求についてご説明をいたしました。

9月1日木曜日、体育文化振興事業補助金審議会を開催いたしました。これは、

主に文化事業、今年度何をするかということで検討したわけです。1月22日に文

化会館で新春邦楽コンサートということで、尺八・琵琶・堂、超一流の方を呼んで、

開催をするということになりました。後もって、資料やポスター等ができ上がって

くると思います。なお、これは、交流センター建築記念事業の一環ということで位

置づけてやりたいと考えております。

9月1日にはナイターソフトの閉会式でした。約1カ月間行われましたけれど、

「瀬川」という、若者のチームが優勝しました。

また、町内ソフトボール大会の組み合わせ抽選会を行っております。

9月3日土曜日、地域婦人団体研究大会の予定でしたが、台風接近のため、当日

は中止ということで後目、縮小した形で行われるということでございます。

9月4日日曜日、滴峰高校体育祭でした。これも、台風が接近する中でしたが、

幸い雨に遭うこともなく、順調に行われました。

9月5日月曜日、町内校長研修会でした。この日は、台風接近のため、町内幼稚
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園、小中学校の臨時休校をいたしました。結果的には全く心配のない一日でしたけ

れど、何かあったというよりも、なくて幸いということだと思っています。

9月6日火曜日、町内教頭会を開催しました。

9月7日水曜日、七夕まつりの反省会がございました。204通り振興会の主催

でしたけど、日石、佐々両小学校が出しますチャレンジショップのお礼と、商工青

年部によります佐々中学校の草刈りの手伝いにお礼を述べたところでございます。

また、佐々中イングリッシュキャンプがありました。今年から始まった県の事業

で、中学1年生全員をハウステンボスに招待して、1日英語で会話をするという内

容で、120名の生徒に対してALTが20名、5－6名の班別研修ということで、

ハウステンボスで活動しました。

1年生は英語を習い始め、小学校では親しんではいますが、まだ文法的なことが

よくわからない段階でしたが、英語しか使えないなか、英語に対する関心、も高まっ

たのではないかという声が聞かれました。

9月9日金曜日、前佐々町郷土資料館収蔵品保存方法検討委員会ということで、

これが第2回目になります。収蔵品の保存方法について、委員の方々からご意見を

いただき、話し合いをしたとこです。

9月10日土曜日、「長崎まなび講座」を開催しました。公民館の活動の活性化

のために、受講者が参加しやすい土曜日に3回の開催を予定した講座です。

9月11日日曜日、木場町内会の運動会がありました。

9月13日火曜日、県立大学の打ち合わせということで、県立大学の山崎先生が

来庁され、公民館講座のことや、サポートティーチヤーのことについて打ち合わせ

を行いました。

9月14日水曜日、スポーツ推進委員会ということで、サマーキャンプの反省を

しました。50名ほどの参加があり、非常に盛況でした。この人数ぐらいが限度で

はないかという意見が出ておりました。

また、佐々つ子スポーツ塾のことについても話し合いが持たれたところです。

9月16日金曜日、就学相談会ということで、佐世保養護学校から先生に来てい

ただいて、就学についての相談会を持ったところです。

さらに、観月会が19時から20時30分まで社会福祉協議会で行われました。

9月17日土曜日、佐々つ子スポーツ塾、先ほど申し上げましたスポーツ推進委

員さんにより開催され、この日は佐々町民体育館でありました。小学生は佐々小、

日石小、合わせて36名、1年生から6年生まで大体まんべんなく来ているような

感じでした。軽い運動の後、ドッジボールということで、子どもたちも楽しそうに

運動に親しんでおりました。

また、虹の里秋まつりが開催されました。この日が突然の雨で、室内での開催と

いうことになりましたけど、佐々小の吹奏楽、それから口石小の三気太鼓、両者と

も初演奏、初出演ということでしたが、すぼらしい演奏でした。青少年音楽祭でも

披露してくれると思います。

9月18日日曜日、保育所合同運動会ということで、これも突然の雨で体育館で

開催ということになりました。子どもたちは元気に活動をしておりました。
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土曜学習ということで、カブトガニを守る会が開催され、私も行ってきました。

9月19日月曜日、里山町内会の敬老会でした。私は里山町内会、次長が18日

に市瀬町内会の敬老会に行っております。

9月20日火曜日、社会福祉協議会の評議委員会に出席いたしました。

9月21日水曜日、Vファーレンから来庁され、地域貢献事業をされるというこ

とで、スポーツ教室など、協力できるところがあればということで、お話をいただ

いたところです。小中学校にも紹介していきたいと思っています。

9月25日日曜日、町内対抗ソフトボール大会でした。14チームの参加という

ことで、たいへん盛り上がっておりました。ナイスプレーあり、珍プレー、好プレ

ー続出で、一日楽しく過ごしていただいたかと思います。

9月26日月曜日、定例会です。

（2）町内校長会指導事項等

○全国学力・学習状況調査

9月29日の17時以降に公表ということでございます。前回、9月の初めの公

表ということでしたが、文科省のほうに一部集計ミスがあったということで、公表

日がおくれております。

29日ということで、それ以降、町長、議長にも、報告をしたいと思っておりま

す。

なお、学校からは、保護者宛てに結果についての通知が、30日前後に行われる

と思います。

O「特別教科　道徳」への移行

今年の夏に、教科になる道徳について説明がありました。はっきりと言えるこ

とは、考える道徳に移行していくこと。今までは体験型、あるいは押しつけ型、

読みもの型の道徳から、子どもたち一人一人がその場の状況なり相手によって考

える、そういう道徳を教科として指導していき、もう一つは、教科という言葉が

つきますので、どうしても評価としてついてまいります。ただ、新聞報道等であ

りましたように、記述式でという大きな流れは変わっておりません。具体的なこ

とについては、年度内にははっきりした方向性が出てくるのではないかと思って

います。

教える中身については、今、精選をされています。統合されたり、分離されたり

して、小学校では、低学年・中学年・高学年、それぞれの発達段階に応じてされて

いるところです。

来年度から教科書を選定して、その後、教科として、教科書を使った授業になり

ますので、今からの研究が大切になってくるし、実践をしていって、定着という形

になっていくのではと思っております。今の段階で話せるところは、以上です。校

長会でも同じような話をしました。

来年度、道徳の教科書採択という年になるわけです。しかし、現在の分が大き

く変わるという感覚は、今のところ持っておりません。

ただ、いろんな研修会等があると思いますので、積極的に参加するように指導し
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ていきたいと思っております。

○気になっていることと

・迷惑メール

全国学力・学習状況調査の公表前後に、ヤマト運輸というメールが3校に入

ったようです。どうもおかしいと、佐々小学校の校長が気づいて、これはすぐ

消去したほうがいいということで、佐々中、口石小に連絡をしていたというこ

とでした。

私どもで把握できる分については、的確に順次各学校に連絡していきたいと思

いますが、直接学校アドレスに送られてくる迷惑メール、もしくは転送されたメ
ールに何らかの悪意があるメールが送られるかもしれません。そういった場合に

は、適切に3校でまず連絡をとり合って対応するようにということで、お礼を兼

ねて話をしたところでした。
・熱中症

熱中症で命が失われるというような事案が発生しております。いろんな要因

があると思いますけれど、十分注意するようにということで、もう一度、新学

期を迎えるに当たって、先生方の意識について、共通理解を図るように指導を

お願いしたところです。
・感染症

腸管出血性大腸菌感染症に対する、注意喚起が、8月19日に県北保健所

からまいりました。この時期、夏休み明けは特に要注意ということが言われて

おります。特にこれはということがあれば、早急に対応するように、また報告

をするようにということで、指導したところです。
・生徒指導・進路指導

委員方にも記憶に新しいかと思いますが、不正確な情報で推薦をしないと

いう決定をした子供が命をみずから絶ったという事案から出た通知でございま

す。正確な情報で推薦とか進路指導を行うようにということを指導しています。

また、推薦等においては、よいところを見つけるという立場でやるようにとい

うことで指導をしたところです。それに従って、やられるということを報告を受

けているところです。

・爆破予告

8月30日、そして9月に2回。土日、休日に、次長をはじめ学校管理職が

登庁して状況を確認しました。本当にいたずらと言っていいんだろうと思いま

すけど、断定はできませんので、適切に対応しながら進めているところです。
・不登校

例年、4・5月と9月、特に注意をするように、特に転入生については、前

の学校との情報伝達を適切に行うようにということで話をしたところです。

・教職員の交通事故

昨年の夏休みに入った途端だったと思います。中学校の女性教諭が、朝、横

断歩道を渡っていた高校生をはねるというような事故がありました。

教職員の場合は、実刑判決とか刑事罰を受けた場合は欠格事項に該当すると

5／11



いうことで、職を失い、退職金は支払われないということになります。十分注意

をするようにということ、事件・事故等によっては実刑判決、執行猶予を含めて

実刑判決が出た場合は、職を失うということ、交通事故以外でも、十分自覚をす

るようにということで、指導をしておくようお願いをしたところです。
・県立大学サポートティーチャーの活用

夏休み中に活用されてますので、より活発に活用するよう話をしたところで

す。
・七夕まつり

地域の子どもたちのためにやっていただいている行事ですから、チャレンジ

ショップ等で協力をということや、七夕飾り等についても、地域がやることで

すけど機会があれば声かけをしてはしいというお願いをしたところでした。

○合同会

今月の29日に合同会、人事関係の説明会がございます。いよいよ人事が始ま

るということになるわけです。校長先生方には本人の意向を十分聞いておいてく

れということをお願いしたところです。

本人の意向と同時に、家族の状況、特に介護が必要とか、そういった職員につい

ては、十分事情を聞いて、相談に乗るよう話したところでした。

○公立幼稚園研究協議会

9月30日に開催され、委員さん方もご関心があれば、ごらんいただきたいと

思います。10時から公開保育、15時、閉会行事まで行われます。

午前中の公開保育だけということでも結構ですので、もしご覧になられる時間が

あればと思っておるところです。現在のところ、50名ほどの参加者が予定されて

いるということです。

○その他
・教育振興基本計画

第1次の佐々町教育振興基本計画が本年度をもって終了いたします。第2次

を策定する必要があるわけですけど、現在、事務局段階では素案の策定まで終

わりました。

今回、振興基本計画については、目次に載せておりますけれど、前回のもの

が子供の姿、地域・家庭の姿、そして教育環境の姿というまとめでしたけれど、

今回は、教育の内容に従って頗序立てをしたところです。

例えば、第2華、5年間という主要施策の中で、一人一人の可能性を伸ばす教

育の推進、2、豊かな人間性、社会性を育む教育の推進、3、健やかな体を育成

する教育の推進、いわゆる知徳体の順番です。学校にも具体が見えるような形に

したいと思っています。

主な取り組み及び成果指標と書いておりますが、①基礎的・基本的な学習の充

実ということで、文言を書いています。なるだけ文言は要点だけ、そして、活動

指標、何をやったかということ、例えば委員会として、学習指導要領について適

切な実施への指導をしたかということ。そして学校側は、学習指導要領の適切な

実施はできたかということで、活動指標をここに載せようかと思っております。
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4段階での評価を考えています。

その結果、成果指標です。例えば、I CT機器を使った授業の内容はわかるか

と答えが児童生徒の割合、現在、69％程度です。目標としては90％以上にし

たい。というような指標を立てています。

自分で計画を立てて勉強してる児童生徒数の割合、現在が58％、これを7

0％以上にしだいというふうに、活動指標と成果指標ということで、単なる現在

の文言による表現ではなく、数値で表現していきたいと思っているところです。

反省について簡単に書く必要はあると思いますけど、基本的な考え方としては、

活動指標、成果指標の中で、1年間の成果について評価をしていきたいと思って

いるところです。

こういった方向性、今回は一応報告ということで、お伝えしておきたいと思っ

てますし、もしご意見等があれば、後ほどいただければと思っています。

今回の定例教育委員会で報告した後、校長会に諮って、校長の意見を聞いて、

訂正または大幅な項目の入れ替え等があれば、実態に即して、実際に使えて、実

際に成果が図れるような方向に持っていければいいと思っているとこです。
・学校閉庁日

学校閉庁の実施状況はどうだったかということを各校長に尋ねました。夏休

みに、お盆を前後して閉庁していたわけですけど、職員の評価は良好であった

とのことでした。保護者からも特に問題はなかったということです。

全般的には好意的な形で受け入れられたのではないかと思ってますし、ひょっ

として私どもの耳には入っていないことがあるのではと思いますので、もし何か

聞かれたことがあれば、後ほど教えいただければと思います。
・土曜授業

来年度から学習指導要領が変われば、変わると思います。そうすると、小学

校で英語活動をということになりますと、授業時数が増えます。授業時数がふ

えるということは、今までそこでやっていた職員会議とか、職員研修の時間が

なくなるということになるわけです。

かえって土曜日に授業をしたほうが、そういった会議の時間等を生み出す余裕

が生まれるんではないかと。やることありきではなくて、どちらがいいかという

検討を、教育課程を編成するときに検討してみてはどうかということを、指導で

も指示でもなく、検討をするようお願いしたところです。

実際問題、中学校が年間1，050時間の運用をしています。そうすると、職

員会議がとても取り幸い状況があります。これが、小学校も1，050時間、5、

6年生があるわけです。そうすると、一番多いところに合わせる必要があるので、

どうしても今までのように会議を取るというのは難しくなるかもしれません。

そういったところで、仕事の効率化を図るため、土曜日授業を検討する必要が

あるのではと思い、検討をお願いしたということでございます。

恐らく来年度は様子を見てということになるかもしれませんけれど、だんだん

現実味を帯びてくるのでは思います。以上、報告とさせていただきます。
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何かご質問ございませんでしょうか。

この土曜授業というのは、各市町または県で決めるのですか。

基本的には各市町で決めてよいことになります。学校管理規則の中で決めれば

いいということになります。

他にご質問ございませんでしょうか。

（「なし」の声あり。）

教育長報告を終わります。

次に案件の審議に入ります。

圃露

議案第34号佐々町教育委員会自己点検・評価の承認について

（議案により説明）

外部評価委員会を開催をいたしまして、2名の委員さんから、評価につきまし

て書面でいただいている分でございます。

まず、委員長からでございます。

所見ということで、平成27年度は、平成26年度同様、全体的によく活動され

ているけども、平成27年度と26年度を比較して、特によくなっている点は、評

価シートの小項目、教育委員会会議の傍聴者の状況がCからBへ変わっている。会

議評価の公開、広報、公聴活動の状況はCからAへ、よくなっているということで

ございました。

次に、昨年度、外部評価委員会で、傍聴者ゼロが継続していることに改善の余地

があるのではないか、せめてクラス委員か学年委員にでも呼びかけ、参加を促して

はどうかというご指摘をいただいたところです。

次に、教育委員会が管理し、今後、教育長に委任する事項ということで、不登校

の問題について触れられております。

平成27年度においては、心理テスト等も活用して努力されていますが、それ

でも不登校者が多く、B評価になったままです。心理テストでは、不登校解消に

はまだまだ限界があるのではないかということをおっしゃられております。

このことに関しまして、親をはじめ教員全員で不登校ゼロを目指す元気な佐々

町づくりの一環として、新佐々町教育振興計画を策定していただきたいというよ

うな報告内容で締めくくられておりました。

続いて副委員長さんからの評価でございます。

まず、教育委員会の活動というところでございます。

会議の運営ついて、資料を事前に配付するなど、効率的な運営の姿勢がうかがえ

ます。さらに、工夫を重ね、活発な意見交換がされるような運営を望みますという
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ことでした。

次に、広報きざ、みんなのひろばで、会議の開催日時、会議情報をホームページ

に掲載するなど、評価できます。

傍聴による呼びかけは、先日の評価委員会での提案も一つの方法として検討して

いただきたいと思いますということでした。

また、前年度、改善を要するとされた項目について、積極的に取り組んだ様子が

うかがえます。

次に、各種研修会は、これからも積極的に参加し、資質向上に努めてはしいとい

うことでした。

続いて、教育委員会が管理を執行する事務ということで、地域交流センター建設

工事が進み、平成28年度中に使用できそうだということで武道・軽運動の練習

の場としての役割に加え、講演会などの文化活動の拠点になると期待しているとの

ことです。

次に、県教育委員会との人事交流、県教育センターを招いての研修会については、

本町の教育界の活性化のために有効だと思います。今後も継続してほしいと思いま

すということでございました。

次に、通学路の整備、交通マナーに関する要望などに適切に対処してされ、とて

も大切なことだという意見をいただいております。

次に、点検評価の文言に、前年度とほぼ同じ表現が見られるということで、視点

を変えながらの評価も必要ではないかということでございました。

続いて、教育委員会が管理、執行を教育長に委任する事務ということで佐々町

教育振興基本計画に基づき、45項目の施策についてもれなく点検評価されてお

り、新しくなった教育委員会制度のもと、今後も、改善のためのアンテナを高く張

って、よりよい事業になるように努力してほしいということでございます。

次に、不登校対策支援などについて、これまでの手法に加え、心理テストの活用

で児童生徒の傾向を早くつかんで早期発見と対応を進めるなど、様々な方法を

試み、問題解決の糸口にしてほしいという旨のご意見をいただいております。

結びとしまして、前年度も指摘を受けたところですが、正確な情報を発信するた

めに、留意することは、担当者任せにするのではなく、組織として対応することだ

と思います。内容、方法、媒介などを複数の目でチェックする体制を確立したいも

のです。視点を変えながら、よりよい組織づくりをし、本町の教育振興を図ってほ

しいと思います。

以上、外部評価委員さんからこうした評価をいただいております。

事務局からは以上でございます。

先の第8回の定例教育委員会の折に、自己点検・評価総括については、審議を

いたしております。

今回は、第三者評価の評価委員さんからいただいた所見について、事務局から説

明がありましたが、これを評価の総括につけてということでよろしいでしょうか。

疑義があるとか、もしくはこのあたりはというようなことがあられたら、ご指



摘いただければと思います。

（「なし」の声あり。）

承認ということでよろしいでしょうか。

（「意義なし」の声あり。）

個人の権限と立場において評価なさるということですから、これを真撃に受け

とめるということが大切だと思います。

これをもちまして、平成27年度の教育委員会自己点検・評価ということで、議会

に報告をしたいと思います。

議案第35号佐々町教育委員会学校訪問について

（議案により説明）

先日、ご案内をしておりますが、このように決定をいたしました。

10月18日火曜日、佐々小学校、10月26日水曜日、口石小学校、11月7

日、佐々中学校ということで、よろしくお願いいたします。

集合の時間は、正門のところに集まっていただいてもいいし、校長室を訪ねてい

ただいても結構です。

日程につきましては、教育委員、事務局員紹介と教育長の挨拶、それから、1校

時日は学校経営の説明、質疑応答、会場はそれぞれ学校のほうに任せております。

2・3校時日に授業参観、5年目までの若手教員の教科授業を行いたいと思います。

あと、校長指導が4校時日に出ております。

また、日石小学校で給食試食会を行います。12時20分から1時5分の45分

間だろうと思っております。

ただ今、事務局から提案がありましたが、いかがでしょうか。この案でよろしい

でしょうか。

（「意義なし」の声あり。）

時間を拘束してしまいますけれど、よろしくお願いいたします。

次に報告事項へ移ります。

（1）就学時健診の実施について

平成29年度就学予定者の就学時健診実施計画書という部分です。

期日は、平成28年10月19日水曜日に口石小学校区、それから佐々小学校区

を翌日の10月20日木曜日です。13時から14時の間で行います。場所は、佐々

町の健康相談センターで行います。

現在の予定人数としましては、佐々小学校区への入学者71名、日石小学校区1
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06名です。

これは10月1日の現住所、居住地について文書等発送して、はがきなどでお知

らせするようにしております。

検査項目につきましては、聴力、歯科、内科、面接等を行います。以上です。

今、説明がありましたが、よろしいでしょうか。

（「なし」の声あり。）

（2）名義後援について

1件分について報告。

（3）準要保護の8月認定について

今月は0件の報告。

（4）行事関係報告について

9月及び10月の教育委員会の主なスケジュールについての報告。

（5）その他

○オアシスルーム活動状況報告。

率弊譲議繕
次回の定例委員会は、10月31日（月）14時00分から別館会議室の予定です。

以上をもちまして、第9回定例教育委員会を閉会します。

（15時04分閉会）

上記のとおり会議の次第を記載して、相違ないことを証するためにここに署名

する。

平成28年9月26日

教育長　＿ま、1∴都1各

委員／後室‘／壷撃
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