
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 11 月 21 日(火) 午後 2 時から 

    まなびピア 会議室（第１・第２） 

 

 

 

平成２９年度 第９回 

日南市教育委員会 

会議録 
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１ 会議の名称  平成 29 年度教育委員会 第 9 回会議（定例） 

 

２ 会議日時   平成 29 年 11 月 21 日(火) 

午後 2 時から午後 3 時 30 分まで 

 

３ 出欠確認 

（１）出席委員  黒木康英 迫元茂保 郷谷純一 

﨑村洋子 坂元由香 

 

（２）事務局   学校教育課長 

生涯学習課長 

学校教育課長補佐兼管理係長 

学校教育課管理係主査 

 

４ 場所   まなびピア 会議室（第１・第２） 

 

５ 傍聴者   ４名 

 

６ 開会 

【黒木教育長】 

「皆さん、こんにちは。 

それでは、平成 29 年度第 9 回教育委員会定例会を開会いたします。」 

 

７ 出席者及び傍聴者確認 

【黒木教育長】 

  「出席者及び傍聴者確認についてです。本日は、私と委員 4名、全員出席です。（傍 

聴者 4名）」 

 

【早田課長】 

  「本日は、土持学校教育担当監が別の公務で欠席です。 

それ以外の事務局職員全員出席です。」 
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８ 活動報告 

（１）教育長活動報告【黒木教育長】 

 

①  10 月 27 日、飫肥保育所公開授業を参観しました。 

保育所の園児が漢字を読むなど様々な活動を行っており、その的確な反応に驚い 

たところです。 

②  10 月 28 日、日南商工会議所創立７０周年記念式典があり、出席しました。 

式典の後、林修氏の講演がありました。 

非常に興味深い話を聞くことができました。 

③  10 月 30 日、教育研究所研究授業が吾田小学校であり、出席しました。 

これは、キャリア教育の研究を宮崎大学と教育研究所で行っています。 

今年でキャリア教育の研究は３年目になり、この授業のほうも随分煮詰まってき 

ています。 

 今回は、吾田小学校の６年生で授業をしていただきました。 

修学旅行という行事をいかに学ぶかというアクティビティについての検証授業で 

した。 

非常に和気あいあいとしていて、また、スムーズに学習も流れ、とてもよい雰囲気 

で授業がなされていました。 

④  11 月 2 日、大堂津小学校の学校訪問があり、出席しました。 

研究もそうですが、先生方の授業も非常に熱心で、よく工夫されて授業がなされ 

ていると感じました。 

 午後の研修会も非常に充実していたと土持学校教育担当監から報告を受けました。 

⑤  11 月 4 日、国名勝指定記念式典が鵜戸神宮であり、出席しました。 

これは、戦後初めての名勝指定ということで、非常に脚光を浴びています。 

⑥  11 月 6 日、市長と共に県教育長表敬訪問をさせていただきました。 

鵜戸が国の名勝に指定を受けた件で非常にお世話になりましたので、そのお礼に 

行きました。 

⑦  11 月 8 日、市小中学校音楽大会があり、出席しました。 

どの学校の発表も素晴らしく、また、聴く態度も真剣に発表を聴いていて、とても 

充実した音楽大会でした。 

⑧  11 月 14 日、潟上小学校の学校訪問があり、出席しました。 

私がこの学校訪問で驚いたのは、育休の代替等で、１年生から６年生までの学級 

担任のうち４名が講師の先生ということです。 

 校長先生も講師の先生方にいろいろ教えるのに時間が必要なので、大変だと思い 

ました。 

⑨  11 月 15 日、基礎学力アップ推進事業研究発表会が吾田中学校であり、出席しま 
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した。 

  この吾田中学校の基礎学力アップの研究も非常に充実していました。 

  先生方が細かなところに配慮して、一時間の授業を組み立てていることがよく見 

えました。 

  特に３年生の数学の授業などは、非常に内容が難しかったと思いますが、なんと 

 か先生の指導にくらいつきながら学ぼうという姿勢があって、非常に良かったと思 

いました。 

⑩  同日、北郷中学校学校間交流報告会があり、出席しました。 

今年、セイントゲイブリエル中学校と交流した子ども達や先生方が報告に来られ 

ました。 

子ども達からは、非常に充実したという言葉が聞かれ、次にこのような機会をい 

ただいた時は、もっと自分から積極的に英語で話しをしたいという前向きな意見が 

聞かれました。 

⑪  11 月 16 日、17 日、沖縄県で開催された、市町村教育委員会協議会に参加しまし 

た。 

（ ※市町村教育委員会協議会の詳細の内容について、教育長が説明。） 

⑫  11 月 18 日、グッジョブフェスタ in 日南、図書館まつりがあり、参観しました。 

    グッジョブフェスタ in 日南は、約１００名の子ども達が参加しました。 

    図書館まつりは、９００名程度の参加がありました。 

⑬  11 月 20 日、市町村教育委員会連合会理事会、県教委との意見交換会、市町村教 

育委員会連合会研究大会があり、出席しました。 

 県教委との意見交換会では、教職員の働き方の問題、文化財関係のことが話題にな 

りました。 

  市町村教育委員会連合会研究大会では、皆さんにも聞いていただきましたが、私が 

本市の取り組みである、「積み木プロジェクト」について説明を行いました。 

⑭  本日、細田小学校の学校訪問があり、出席しました。 

細田小学校は完全複式学級です。 

一つの学級に二つの学年があって、その二つの学年を細かに動きながら、緻密に 

指導されているなと感じながら授業を参観しました。 

  

  以上、活動報告を終わります。 

 

（２）委員活動報告  

【迫元委員】                    

11 月 7 日、平成２９年度市町村教育委員と県教育委員との意見交換会があり、

﨑村委員と参加しました。 
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今回、参加した意見交換会は、中部教育事務所管内の市町村が対象です。 

 意見交換会のテーマは、「教職員の働き方改革について」でした。 

 﨑村委員とグループが分かれたので、私が参加したグループで意見のあった 

内容を報告します。 

 部活動の件ですが、市町村によって、取り組みに差がありまして、調査段階の 

ところ、ある程度の案を作っているところがありました。 

 その中で、日南市が県内で一番取り組みが進んでいると感じました。 

 あと、先生方の出退勤調査の処理の仕方が、紙による記録やパソコンによる記 

録など市町村でまちまちでした。 

 それから、働き方改革では、学校は、前からあることをスクラップして、新し 

いことを入れることが難しいこと等、意見が出されました。 

 

【﨑村委員】                    

私が参加したグループで意見のあった内容を報告します。 

このグループで出された意見も迫元委員のグループで出された意見とほぼ同 

     じでした。 

      課題として、部活動の件で、専門でない部活にかかわる先生方の指導力不足や 

     保護者との部活動に対する願望の差等の意見が出されました。 

      また、チーム学校として、職員同士の悩みを語り会う時間を意識してとる事が 

     多忙感の軽減に繋がるのではという意見も出されました。 

     

【迫元委員】                    

先ほど、教育長からも報告がありましたが、昨日、市町村教育委員会連合会研 

究大会に参加した感想を報告します。 

この研究大会は、年間で唯一の教育委員の全体の研修会と位置づけられてお 

     り、非常に有意義な会でした。 

会では、報告があったように、黒木教育長が「積み木プロジェクト」というこ 

とで、日南市の取り組みを写真や動画を使用して分かりやすく発表していただ 

きました。 

 それから、美郷町の長尾教育長が「ふるさと美郷の教育について」ということ 

で、主に小中一貫教育を中心とした内容の発表がありました。 

 その後、フリーパーソナリティのジェイミー・ハバード氏の講演がありました。 

 日本に来て驚いたこと、日本の言葉の中で困ったことやジェイミー氏が見た 

日本の教育について、ユーモアを交えて話していただきました。 

 

 



5 

９ 前回の議事録承認 

 

作成中のため次回の定例会議で承認 

 

１０ 議題について 

 

協議１ ふれあいコミュニケーション（生徒と教育委員との意見交換会）につ 

いて 

 

（瀬田主査） 

 

（教育長） 

 

 

 

（教育委員） 

（教育長） 

 

ふれあいコミュニケーション（生徒と教育委員との意見交換会）に 

ついて説明。 

ありがとうございました。 

 この件については、現在、油津中学校と調整中ということなので、

詳細については、次回の定例教育委員会で提案ということでよろしい

でしょうか。 

 了承 

了承ということなので、この件について、終わります。 

 

協議２ １２月補正予算について 

 

（早田課長） 

（岡本課長） 

（教育長） 

 

 

（教育委員） 

（教育長） 

 

補正予算（学校教育課所管分）について説明。 

補正予算（生涯学習課所管分）について説明。 

ありがとうございました。 

ただいま、説明をいただきました。 

御意見、御質問はありませんか。 

ありません。 

意見がありませんので、この件については、終わります。 

 

 

協議３ 条例・規則等改正について 

 

（和田補佐） 

 

 

 

日南市育英奨学基金条例の一部を改正する条例、日南市育英奨学基 

金条例施行規則の一部を改正する規則、日南市自転車通学生ヘルメッ

ト購入費補助金交付要綱を廃止する要綱、日南市遠距離児童・生徒通

学費補助金交付要綱の一部を改正する要綱について説明。 
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（教育長） 

 

 

（教育委員） 

（教育長） 

 

ありがとうございました。 

ただいま、説明をいただきました。 

御意見、御質問はありませんか。 

ありません。 

意見がありませんので、この件については、終わります。 

 

 

１１ その他 

（１）１２月行事予定について 

（２）第１０回 教育委員会会議（定例） 

① 日時 平成２９年１２月２０日(水)、午後３時から 

② 場所 文化センター第１多目的室                        

 

１２ 閉会 


