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教 育 委 員 会 ４ 月 定 例 会  報 告  
 

 

１ 開催日時 

令和３年４月２１日(水) １３：３０～１５：００ 

 

２ 出席者 

 委 員  渡 邊    敬 

佐 古  順 子 

      中 嶋     剛 

      前 田     愛 

 教育長  遠 藤  雅 己 

 

 事務局 

  教育政策監      西  村  一  孔   教育次長        吉  村  武  史 

教育総務課長     児 玉  英 輝 

教育総務課参事（学校給食センター所長）             出 口    孝 

  学校教育課長     橋  口  智  秀   学校教育課参事     刈 山  弘 全 

  社会教育課長     前 田  勝 盛   文化振興課長      大 野  安 生 

  文化振興課参事（歴史資料館長)                            今 村    明 

図 書 館 長    白  石  勝  己    教育総務課係長    桒 原  孝 司 

 

３ 議事 

《議案》 

  第１１号議案 専決処分の承認について 

  第１２号議案 教育財産の移管について 

 

《報告事項》 

（１）歴史資料館企画展「新収蔵品展 渡辺清家資料の世界」（開催案内） 

（２）ミライｏｎ図書館のイベントについて（令和３年５月） 

 

《その他》 

 

４ 議事録 

教育長 

ただいまから令和３年４月教育委員会定例会を開催します。本日の

会議は、定足数に達しております。 

会議に先立ちまして、委員の皆様にお諮りいたします。 

職務代理者についてですが、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第１３条第２項の規定により、教育長に事故があるとき、又は教

育長が欠けたときに、その職務を務める教育長の職務代理者は、あら
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かじめ教育委員の中から教育長が指名することとされています。 

令和２年４月から渡邊委員に職務代理者をお願いしており、引き続

き、渡邊委員にお願いしたいと思っておりますが、いかがでしょう

か。 

渡邊委員 務めさせていただきます。 

教育長 

渡邊委員よろしくお願いします。 

長崎県市町村教育委員会連絡協議会の理事については、令和３年度

は、２月の定例会で前田委員に決定しております。 

次に工場設置委員会委員は、いかがいたしましょうか。現在、佐古

委員にお願いしており、引き続きお願いしたいと思いますがいかがで

しょうか。 

佐古委員 務めさせていただきます。 

教育長 

それでは、引き続きよろしくお願いします。 

次に民生委員推薦会委員は、いかがいたしましょうか。現在、中嶋

委員にお願いしており、引き続きお願いしたいと思いますがいかがで

しょうか。 

中嶋委員 務めさせていただきます。 

教育長 

それでは、引き続き、よろしくお願いします。 

議事日程１「前回会議録の承認」を議題とします。原案のとおり会

議録を承認することとしてよろしいでしょうか。 

全委員 はい。 

教育長 

ご異議ありませんので、承認することとします。 

議事日程２「教育長報告」を行います。前回の定例会の後から今日

までの事を報告します。 

３月２５日木曜日に、黄色い帽子とランドセルカバーの贈呈式があ

り、市長と私が出席しました。これは、大村市交通安全協会から新１

年生に対する黄色い帽子とランドセルカバーの贈呈です。この中で、

交通安全協会に任意に加入する人が減っており、苦慮しているとの話

がありました。 

黄色い帽子とランドセルカバーには、おむらんちゃんが描かれたと

てもかわいいものですが、このようなものを贈れるのも交通安全協会

の会費で賄われているということでした。今後もこのような活動を展

開していくとのとのことでした。 

３月２９日月曜日ですが、令和３年度のフラワー大使の訪問があっ

ております。 

４月３日土曜日は、令和３年度第３７回大村市退職校長会定例総会

が開催されました。懇親会はこういうご時世で中止となっておりま

す。今年度から中嶋委員が退職校長会の会長にご就任されておりま

す。 

４月５日月曜日にライオンズクラブの３３７C、佐賀と長崎の両方

の地区の合併型でございますが、ライオンズクエストプログラムとい

うことで説明がございました。 

４月１９日月曜日に長岡シーハット館長と渡邉乃愛（わたなべ の

あ）さん、玖島中の３年生になりますが、訪問を受けております。こ

れはボーカルユニットのｐｏｐｐｏという３人組の中学生がいます

が、その一人ということになります。大村市と長崎ケーブルテレビ
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が、長与専斎に関するドキュメンタリーの映像を共同で制作して、ユ

ーチューブで流しておりますが、２０分程度のものでよくできており

ます。この中で、渡邉乃愛さんが出演しており、長与専斎に興味があ

り、色んな所を訪問して、色んな歴史を知るという内容です。 

４月２０日火曜日、昨日になりますが、私と教育政策監、教育次

長、学校教育課長、教育総務課長の５人で、義務教育学校である佐世

保市立浅子小中学校を訪問して参りました。県内では、佐世保市の離

島の黒島小中学校と、浅子小中学校が義務教育学校となっておりま

す。今後の校舎の長寿命化計画や改築に合わせて、色々研究して参り

ます。 

佐世保市では、少子化に合わせて、かなりのスピードで義務教育学

校や小中学校併せての運営などに取り組まれています。また、１クラ

スでは、学校運営がうまくいかない場合があるので、人数の編成をう

まくやりながら、やっていきたいとのお話がありました。訪問してよ

かったと思っています。機会がありましたら、その報告を学校教育課

からやっていきたいたいと思っております。 

以上で教育長報告を終わります。皆様から何か報告はありません

か。 

なければ、議事日程３第１１号議案を議題とします。事務局の説明

を求めます。 

教育総務課長 

第１１号議案、専決処分の承認について、でございます。議案は１

ページになります。長崎県立長崎図書館職員に対しての令和３年４月

１日付け併任発令について、大村市教育委員会教育長に対する事務委

任規則第２条の規定により、議案集２ページのとおり専決処分を行い

ましたので、委員会の承認を求めるものでございます。 

ミライｏｎ図書館につきましては、県と市が連携して行う業務を円

滑に処理するため、平成３１年４月から長崎県立長崎図書館職員に対

しまして、併任発令を行っているもので、令和３年４月１日付けの県

職員の人事異動に伴って、３ページの辞令簿のとおり発令を行ったも

のでございます。説明は以上でございます。ご承認方よろしくお願い

します。 

教育長 何かご質問はございませんか。 

中嶋委員 
７名の辞令が出ておりますが、昨年度と人数の増減がどうなってい

ますか。 

図書館長 

昨年度との増減は、１名減となっています。長崎県立長崎図書館職

員の総数は、令和２年度と令和３年度と変更はありません。長崎県立

図書館の分館になる郷土資料センターが本格的に着工しており、年度

末の開館に向けて、職員体制を強化しないといけないということで、

そちらのほうに１名従事するということになりました。その結果、ミ

ライｏｎでの勤務がなくなりますので、併任を解いております。 

教育長 昨年度は８名で、今年度は７名ということでしょうか。 

図書館長 はい。 

教育長 
郷土資料センターは、市の職員を併任する必要はないんでしょう

か。図書館とは別になるんしょうか。 

図書館長 

組織上は、長崎県立長崎図書館の分館となります。我々市の職員が

郷土資料センターで働く想定はありませんので、併任の必要はござい

ません。 

渡邊委員 郷土資料センターは、大村にあるんでしょうか。 
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図書館長 長崎市の旧県立図書館所在地に、現在整備を行っています。 

教育長 
完成予想図を新聞で見ましたが、かなり大きな建物で、中身も充実

したものになると思います。 

渡邊委員 長崎県全体の郷土資料を扱うんでしょうか。 

図書館長 

そうです。元々県立図書館がすべて所蔵し、扱っていましたが、長

崎学や長崎開港４５０周年など、歴史的資料に関して特化した郷土資

料センターを整備するということになっております。 

教育長 県の職員が１名少なくなって、市の職員に影響はないでしょうか。 

図書館長 

 市立図書館のほうは、公民館の兼務ということで、職員を１名増員

しておりますので、公民館の負担が本館勤務の職員が減りましたの

で、何とか調整を行っております。サービスの低下に繋がらないよう

配置の調整を行って、運営にあたっております。 

教育長 
それでは、意見を終結します。採決します。第１１号議案につい

て、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

全委員 はい。 

教育長 
ご異議ありませんので、原案のとおり承認することにします。 

次に第１２号議案を議題とします。事務局の説明を求めます。 

教育総務課長 

第１２号議案、教育財産の移管について、でございます。議案集は

４ページからになります。移管の理由でございますが、長崎県が施工

する池田沖田線(竹松工区)街路改修工事に伴いまして、郡中学校前の

国道３４号線の一部を拡幅する必要が生じたことから、当学校用地の

一部２５２平米を長崎県へ売却するため、教育財産の一部を普通財産

に移管するものでございます。 

なお、工事の期間は、県から事前申請があり、許可した部分の一部

の工事は始まっておりますが、令和３年４月から令和３年１２月まで

の工期となっております。工事の完了後、令和４年度に門扉等の復旧

工事に着手する予定でございます。 

議案集６ページをご覧ください。移管する土地の３筆を記載してお

ります。説明は以上でございます。 

教育長 
事務局から第１２号議案の説明がありましたが、ご質問はありませ

んでしょうか。 

教育長 ６ページについて、もう少し詳しく説明をお願いします。 

教育総務課長 

６ページ測量図の真ん中の大きな四角が、学校が建っている用地に

なります。その横も郡中学校の用地になっているところで、さらにそ

の横に上から下に道が走っていると思いますが、それが国道３４号線

になります。下が諫早側、上が佐世保側になります。 

一番上に丸で囲っている対象の用地の上に市道があります。新幹線

の新大村駅から直線で整備されております池田沖田線が、市道と国道

の接続部の反対側に接続することになっています。 

現在の３４号線が片側１車線になっていますが、池田沖田線に曲が

るときのための専用レーンの車線を１本増加し、右折できるようにす

る整備をするというところです。そのために、郡中学校の用地を削っ

て、道路を拡幅する計画でございます。説明は以上になります。 

教育長 ご質問はございませんか。 

教育長 それでは、質問を終了します。ご意見があればお願いします。 

中嶋委員 もう工事は始まっているんでしょうか。 
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教育総務課長 

池田沖田線の街路改修工事は非常に大きな工事で、工期を間に合わ

せるために、事前に工事を始めないと間に合いそうにないと県から連

絡があり、教育委員会に諮る前ではございますが、事前申請の許可を

して、先に着手しているところです。 

中嶋委員 事後承認ということになるんですね。 

教育長 事後承認であれば、専決ということにならないんですか。 

教育次長 

教育総務課長がご説明したのは、財産の移管前で教育委員会の土地

であるけれども工事をさせてくださいという事前申請に対し、工事の

着手を許可したということになります。 

財産の移管自体はまだされておりませんので、定例教育委員会でご

承認をいただいてからの移管になります。 

教育長 
それでは、採決します。第１２号議案について、原案のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

全委員 はい。 

教育長 

ご異議ありませんので、原案のとおり決定することにします。 

それでは、次に議事日程４自由討論に入ります。皆様から議事以外

に何かございませんか。 

中嶋委員 

ＧＩＧＡスクールで全小中学校生にタブレットが配布されていると

思いますが、教職員に対しては、どの範囲でタブレットは配付されて

いますか。 

学校教育課参事 

子どもが持っているタブレットと同じものについては、学級の数分

しか購入していません。従いまして、学級担任が同じものを持つとい

うことになります。副担任や専科の先生は、ウィンドウズ系のパソコ

ンを使用し、タブレットと同様に無線で繋がるようにしており、指導

者用としてはすべて確保している状況です。 

中嶋委員 

ある学校を訪問した時に、担任にしかタブレットを渡していない。

子どもたちや担任が持っているタブレットと同じものを専科教員も持

って、授業にあたったほうがより便利だという話をある校長から聞き

ました。専科教員が大村市内にどのくらいいるかわかりませんが、そ

れに渡すだけの予備がありますよね。４０いくら。その予備で足りる

のか、足りないのか、どうでしょうか。 

学校教育課参事 

今年度、児童・生徒数が増えており、予備を配布しても足りない状

況になります。児童・生徒分については、必ず確保するということ

で、６月補正予算で計上する予定です。教員の分までは、確保できて

いない状況です。 

中嶋委員 児童・生徒に足りていない分はどうしてるんですか。 

学校教育課参事 

各学校で調整しておりますが、小学１年生の１学期の間は、手書

き・鉛筆の持ち方を重点的に指導して、補充分が入り次第使っていく

ということになります。 

中嶋委員 
６月補正分で補充できるのはいつになりますか。また、６月補正に

専科教員分も計上するように検討していただけないでしょうか。 

教育長 
先ほどの専科教員は、小学校の話だと思いますが、中学校の専科教

員はどうなっていますか。 

学校教育課参事 

中学校も学級の台数分しかタブレットを配布しておりません。学校

で頻繁に使う先生に優先して持たせるようにしてもいいし、学級担任

が持ってもいいということにしております。 
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教育長 

また緊急事態宣言で学校を休校させるといった話がありますが、大

阪ではオンラインで授業をすると言っていますけど。授業自体をタブ

レットでするわけではないですよね。プログラミング教育で使って、

教科では使わないということですよね。 

教育政策監 

プログラミング教育だけのタブレットではありません。新しい教科

書になって、ＱＲコードを読み取ったら動画が映るなどというものが

ありますので、クラウド上のソフトを使ってドリル学習をしたり、理

科で動画を見たりとか、そういったことに使うことになります。中学

校でも全教科活用して欲しいということを伝えております。 

学校教育課参事 

教員が持っているパソコンは、子どもの持っているタブレットと機

種が違うというだけで、授業自体はそれを使ってできます。ただ、同

じではないので、少々合わないところがある、やりにくいところがあ

るというだけになります。 

長崎市では、職員用はクロームブックではありません。ウィンドウ

ズ系のパソコンを使っております。 

授業については、できる体制は整えております。また、今後、教員

も少しずつですが、同じクロームブックになるようにしていこうと考

えておりますので、ご理解をお願いします。 

前田委員 

タブレットを子どもに渡す最初に、落としてはいけません、投げて

はいけません、大事に扱いましょう、ということを教えてらっしゃる

と思いますが、わざとではなく壊してしまった場合は、修理とかどの

ようになるんでしょうか。 

学校教育課参事 
通常の使い方で破損した場合は、教育委員会の予算で修理をしま

す。 

教育長 

小学校の高学年は、専科の教員が入って授業をしています。文科省

もそれを進めています。同じものを同じように使わないと互換性があ

っても難しいところもあるかもしれません。教員には、新しいパソコ

ンを買ったんでしょうか。 

学校教育課参事 以前から使っているパソコンを使っています。 

教育長 

オンライン授業に関して、要保護家庭や保護家庭のほうの予算を取

っていないことから、一斉にはできません。まだ子供たちも教員もタ

ブレットを使い始めたばかりですから、大阪でオンラインと言ってい

ますけれでも、現場の教員は大変じゃないかと思います。 

中嶋委員 
ＧＩＧＡスクールは、今年度の超目玉で、初めが非常に重要だと思

います。 

教育政策監 

ＧＩＧＡスクールは、今年度がスタートですので、スタートからき

ちんとしないといけないと考えております。４月の校長会、教頭会に

おいて、ＧＩＧＡスクールリーダーが各学校１人いますけれども、決

してその先生任せにせずに、校長・教頭もしっかり使ってみて、使い

勝手をしっかり理解した上で、教職員への指導をするようお願いして

いるところです。 

中嶋委員 校長・教頭は、タブレットは持っていますか。 

学校教育課参事 
子どもと同じものは、持っていません。教育用で指導できるパソコ

ンは持っております。 

学校教育課長 

子ども用のクロームブックと教職員のウィンドウズ系のパソコンと

ありますが、例えば一太郎をそれぞれのパソコンで学習するとした場

合、クロームブックで立ち上げた一太郎とウィンドウズ系のパソコン

で立ち上げた一太郎とは、機種は違っても、中身はまったく一緒にな
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ります。 

今ここで会議をしておりますが、前の入口から入っても、後ろの入

口から入っても、中で作業することは一緒にできます。クロームブッ

クでもウィンドウ系のパソコンでも同じことが言えます。機種が違っ

ても、授業で子どもたちと一斉に、一緒に使うことができる環境はあ

ります。 

ですから、機種が違っても、授業をする上で困るとか、そういうこ

とはありません。 

教育長 
先生方が自分のパソコンで作った教材をタブレットで配信できるん

ですか。 

学校教育課長 

Ｇ Ｓｕｉｔｅというものを使っていますが、クラウド上のそこに

データを置きさえすれば、クロームブックでも使えますし、ウィンド

ウズのパソコンでも使えますし、教師が書換えもできますし、子ども

たちもできます。教材を活かすことは可能です。 

教育長 
それでは、これで自由討論を終了します。議事日程５報告事項につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

歴史資料館長 

歴史資料館から企画展のご案内を申し上げます。本日お配りしまし

たグレーのチラシをご覧ください。歴史資料館の企画展としまして、

４月２９日から新収蔵品展渡辺清家資料の世界を開催いたします。こ

れは、石井筆子の父で幕末・維新に活躍した渡辺清を取り上げて、こ

の方のご子孫から資料の寄贈を受けましたので、新収蔵品として展示

会を行います。 

本年の歴史資料館の大きなテーマとして、近代の先人の顕彰を掲げ

ておりまして、秋の石井筆子の展示会が中心になりますけれども、そ

の前段として、そのお父さんを取り上げて、石井筆子の活躍につなが

るような展開にしたいと考えています。６月６日までの開催ですので

で、ぜひお越しいただければ思います。説明は、以上になります。 

教育長 続けてお願いします。 

図書館長 

図書館のほうからイベントの紹介を行います。資料につきまして

は、Ａ４の１枚と両面印刷のチラシと２枚になります。 

ミライｏｎ図書館のイベントについて令和３年５月ですが、１項目

から５項目までございます。１項目と２項目が、子どもの読書週間に

合わせて開催するイベントになっています。３項目から５項目まで

が、県立図書館との連携で実施する各種相談会になります。 

ステージ３に変わっておりますが、これまでどおり感染対策を徹底

しながら、実施する予定で進めています。当然ながら、今後ステージ

の変更やまん延防止重点措置等の適用があった場合は、イベントの規

模や対象者に応じて、個別に延期や中止を判断していくことで、県立

図書館とも事前に打合せをしております。以上でございます。 

教育長 

 ゴールデンウィークにミライｏｎを開けるというのは、今回が初め

てになります。かなり人出も多いのかなと思っています。 

 図書館長、連休中職員も大変でしょうが、疲弊しないようにご配慮

をお願いします。 

図書館長 

昨年は１０連休のゴールデンウィークでしたが、緊急事態宣言に伴

う臨時休業で、ゴールデンウィークの開館は未経験になります。今回

初めてですが、まったく想定がつきません。どんな方がどんな目的で

来られるのか。今回最大で５連休だったと思います。休みが明けて、

金曜日に聖火リレーという変則的な日程で、運用を行ってまいりま
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す。職員の体制については、何かあった時に対応できるような体制を

検討しています。 

教育長 

ちょっと戻りますけれども、新収蔵品展は、他のところでやってい

るヘッドホン解説とかは予定していないですか。今から先も考えてい

ないですか。 

歴史資料館長 

現時点ではまだ検討に入っておりませんが、アンケートの要望には

上がっておりますので、音声ではないですが、ゆっくり見れる解説シ

ートを作ったり、展示のキャプションだけではなく、何らか情報を知

る方法を検討していかないといけないと思っています。 

教育長 
なかなか企画展では難しいかもしれません。常設展ではできるかも

しれませんが。研究をよろしくお願いします。 

中嶋委員 
図書館長にお尋ねします。連休中は職員の皆さんは休みが取れず、

大変だと思いますが、連休中の特別な感染対策はするんでしょうか。 

図書館長 

ゴールデンウィークの事前の検討の中では、公立図書館協議会とい

う上部団体が出している最新のガイドラインを基に、長崎県の感染状

況に合わせて、適切に変更していこうというところでございます。 

現状は、図書館に入ってすぐの検温・消毒は、皆さん習慣化されて

いますので、人の流れがそのようにできあがっていると思います。 

ただ、お子様連れの利用が増えており、子ども室を中心とした密対

策をやっていかないといけないと思っております。大人のエリアより

も子どものエリアが狭い構造になっています。子ども室が混雑した場

合は、子ども室への入室を調整することを想定しています。 

佐古委員 ４月３０日金曜日、５月７日金曜日は、休館日でしょうか。 

図書館長 

４月３０日は定例の月末の蔵書整理日の休館で、５月７日は本来連

休明けの６日木曜日が休館日になりますが、聖火リレーがありますの

で条例施行規則の特例条項により、７日金曜日に変更して対応するよ

うにしております。 

佐古委員 
チラシがとてもかわいくていいんですけれども、申込み・問合せの

ところに休館日を入れたほうが親切かなと思いました。 

図書館長  ありがとうございます。 

教育長 それでは、報告事項を終了します。 

◎その他 

・成人式について、社会教育課長から説明があった。 

 

５月定例教育委員会  ５月１９日（水） １５時３０分から 

教育長 
これをもちまして令和３年４月教育委員会定例会を終了します。 

１５時００分 

 

 


