
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    平成 24 年 11 月 13 日(火)、午後 3 時から 

    日南市役所・議会棟・総務文教委員会室 

 

 

 

平成 24 年度 第 9 回 

日南市教育委員会 

議事録 



 

 

１ 会議の名称 平成 24年度教育委員会 第 9回会議（定例） 

 

２ 会議日時  平成 24年 11月 13 日(火)、午後 3時から午後 4時 30分 

     

３ 出欠確認 

（１） 出席委員  迫元茂保 藤田義弘 八木真紀子  

松野蓮香 安野喜宏 

     

 （２） 事務局 教育次長 村角昌宏 

学校教育課長 水元洋一 

学校教育課教育専門対策監 河野好宏 

文化生涯学習課長補佐兼生涯学習係長 長友弘次 

スポーツ推進課長 橋本寛敏 

学校教育課管理係副主任主事 榎木好恵 

 

４ 場所  日南市役所・議会棟・総務文教委員会室 

 

５ 開会 

【迫元委員長】 

「こんにちは、 

ただいまから平成 24 年度第 9 回教育委員会、定例会を開会いたします。 

  よろしくお願いします。」 

 

６ 出席者及び傍聴者確認 

 

【迫元委員長】 

  「会次第２番、出席者及び傍聴者確認についてです。本日は、委員は全員

出席です。（傍聴者なし）」 

【村角教育次長】 

  「本日は、文化生涯学習課長が欠席のため代理出席となっております。ま

た、学校教育課長補佐が欠席で、書記として管理係の榎木が参加いたし

ます。」 

 

 

 

 



 

 

７ 教育委員長活動報告【迫元委員長】 

 

① 10月 24日、吾田中学校へ学校訪問に行ってまいりました。全体的に落

ち着いており、不登校減尐・保健室来室の減尐など望ましい傾向が見られ

ました。また、学校経営ビジョンづくりにも職員全員で取り組む姿勢が見

られ、これからの吾田中学校の成長に期待したいです。 

② 10月 30日には、県教育委員と中部教育事務所管内市町村教育委員との

意見交換会がありました。テーマは教職員の不祥事防止及び、コンプライ

アンスの推進についてです。不祥事の対策としては、各教育委員会、各学

校で出来るだけの手立てを取っているとのことでした。その中で、頭で理

解はできているが、心に届いていないのではという意見がありました。い

わゆる人として、というところにどう切り込んでいくかが今後の課題では

ないでしょうか。 

③ 11 月 2 日、市町村教育委員会新任委員研修会に参加しました。県の斉

藤教育委員の 2年目を迎えての感想を交えた講話がありました。斉藤委員

は普段心がけていることとして、教育委員会で必ず１度は発言をすること、

わからないことは聞くこと、自分なりの観点で意見を述べること、と３つ

あげられました。他には、教育委員会制度、県の教育施策、教職員の服務

等についての説明がありました。 

④ 11 月 3 日は第 4 回日南市功労者表彰式典と祝賀会に参加しました。地

方自治、産業経済、公共福祉部門において功労のあった５名の方の表彰が

ありました。 

   ⑤ 11月 5日福祉サービス苦情解決セミナーに参加してきました。私が社 

会福祉協議会の第３者委員になっておりますので、そちらの関係の研修 

です。「利用者と事業所の信頼関係の構築を目指して」「利用者本位のサ 

ービスの実現と苦情のとらえ方」という２本の講演がありました。その 

中で苦情と言うのは宝の山だ、という言葉が印象に残りました。 

 ⑥ 11 月７日と 11 月 12 日に放課後子ども教室を参観してまいりました。

どの学校も子どもたちが楽しそうに過ごしておりました。コーディネータ

ーをはじめ、安全管理委員の方々も温かく子どもたちに接していらっしゃ

いました。 

⑦ 11月 9日は日南市音楽大会があり、挨拶に行ってまいりました。 

⑧ その後、全国運河サミットに参加してまいりました。 

⑨ そして本日、定例教育委員会です。 

以上、活動報告を終わります。 

 



 

 

 

教育長活動報告【安野教育長】 

 

       ① 10月 24日吾田中学校へ学校訪問に行きました。ここは日南市の自転車 

交通安全モデル校になっておりまして、自転車の二重ロックの徹底をお 

願いしてまいりました。 

② 同日２時から、天福球場の雨天練習場建設計画についてのレクを行い 

ました。様々な問題があり、まだ最終的な詰めはできておりませんが、 

広島カープの沖縄キャンプと宮崎キャンプの問題解決のために大々的に 

建設または改修等が必要と思われます。このレクを経て 11 月 1日に副市 

長レクがありました。今後２役と詰めてまいります。 

③ 10月 26日、日南ふるさと大使認定審査会がありました。先日、清武出 

身のＥＸＩＬＥメンバーが県のふるさと大使に任命されましたが、日南 

市でも、県内外で活躍されている方を挙げてお願いしていこうという審 

査会です。皆様もそういう方をご存知でしたら、ぜひご紹介ください。 

④ 10月 27日壱岐道子先生のリーダーシップのもと行われるチャリティ 

ージャズフェスティバルに出席しました。このコンサートの収益を 11月 

1日にジャズ体操同好会から交通遺児へ寄付としていただきました。これ 

までも何年も続けていただいております。 

⑤ 10月 28日南郷ハートフルまつりがありました。前日が雨で心配しまし 

たが、当日は大変多くの方が来られ、賑わっておりました。 

⑥ 28日 11時から油津中学校の体育大会に参加しました。校長先生が熱中 

症を心配されて遅めの時期の体育大会でした。男女仲の良いダンス等教 

育の良さが出ていて良かったです。 

⑦ 10月30日はめざせ！小村寿太郎国際塾のハロウィーンパーティーでし 

た。たくさんのＡＬＴが協力しており、文化の違いを味わういい研修学 

習が行われておりました。 

⑧ 11月 2日に県の英語研究南那珂大会が細田中で行われ、吾田中、細田 

中、榎原中の指導者と生徒が県内の英語の先生方を前に授業提供を行い 

ました。デジタル教科書を有効に使った参考になる授業であり、大勢の 

見学者のいる中で子どもたちは積極的に授業に参加しておりました。先生 

方のレベルの高さも感じました。非常に良かったです。 

⑨ 同日、今月 18日に行われるつわぶきマラソンの実行委員会がありまし 

た。参加者が年々増えており、全国に行きわたっていると感じておりま 

す。日南の大きなイベントになっておりますが、大勢のボランティアの 

おかげで成功している大会であります。 



 

 

⑩ 11 月 3 日には日南市文化祭・芸能祭に参加しました。ホールが朝から

満席で、市民の文化行事に対する関心の高まりを感じました。同日、日南

市功労者表彰式典がありましたが、教育部門での表彰がなかったことが淋

しく感じました。別件ですが、今度、社会教育の後藤和久先生、中島淳祐

さん、潟上小ＰＴＡが文部科学大臣賞を受けられます。さらに、中央共同

調理場が文部科学大臣賞を受けることになりました。  

⑪ 11 月 4 日日南くろしお日南陽祭へ行ってきました。重度障害のある児

童生徒の文化祭です。先生方が寄り添って、子ども達も精いっぱい色々な

事に挑戦しており、教育の原点を感じました。よろしかったら来年度にで

も教育委員の研修として参加してみてはどうでしょうか。 

⑫ 11 月 7 日は南郷中学校へ支援訪問でした。校長・教頭ともに新任の先

生でしたのでいい機会だったと思います。それぞれに学校経営へのビジョ

ンを持っていらっしゃって、また、生徒は落ち着いておりました。英語が

大変すばらしく、平均以上なのでその他の科目も同様に上がるようお願い

してきました。ここでは、２分前着席の徹底を行っていました。 

⑬ 11 月 8 日、瑞宝双光章变勲伝達式を市長応接室にて行いました。元校

長先生である高山利美先生が総理大臣から受けられたものなのですが、車

椅子の為、県での伝達式に参加されず代わりに行いました。 

⑭ 11 月 9 日は日南市小中学校音楽大会でした。前日に続き２日目で、こ

の日は小学校の部でした。毎年ですが、聴く態度も演じる態度もすばらし

く、挨拶も静かに聞いてくれてうれしかったです。合唱・合奏もレベルが

高く、普段５教科ばかりを重視しがちですが、音楽も豊かな心を作るため

には必要だと感じました。駐車場がネックなのですが、来年度は南郷ハー

トフルセンターを使うといいのではないかと思いました。 

⑮ 11月 12日吉野方小学校の学校訪問がありました。八木委員も一緒に行

かれましたが、小規模校なりのすばらしさを見せていただきました。学力

も高く、２年間学力調査で表彰を受けています。校長を中心に人数の尐な

いデメリットでなくメリットを見つめて取り組んでいくようお願いした

ところです。 

 

以上です。 

 

（八木委員）⑩日南くろしお日南陽祭ですが、過去にも研修にどうかという意 

見が出たが実行されていないので、この場で決めてはいかかでしょうか。 

（委員長）では、来年の研修にかならずいれるということでよろしいでしょう

か。事務局よろしくお願いします。 



 

 

８ 前回の議事録承認 

      了承 

 

９ 議題 

  議題 1 小学生と教育委員との意見交換会について（案） 

      （水元課長）前回骨格について大まかな承認はいただいておりま 

すので、今回は別紙のとおり委員長の意見をもとに提案させて 

頂きます。 

１）実施期日 

      （教育長）次の 12月 19日の定例会時におこなうということでど 

うでしょうか。 

      （水元課長）全員の都合がつくため、それがいいと思います。 

      （委員長）19日でどうでしょうか？ 

      （異議なし） 

（委員長）では 19日で決定します。時間は４校時は給食にかかり 

迷惑をかけるので２・３校時を予定しています。学校と相談し、

定例会議まで午前中に終わるようにしてはどうでしょうか。 

      （異議なし） 

（水元課長）そのように協議したいと思います。 

    ２）出席者 

      （教育長）保護者の参観も考えてはどうでしょうか。市民向けの 

公開として初めての取り組みとなり、いいと思うのですが。 

      （委員長）吾田小に保護者に紹介していただきましょう。関連し   

       てマスコミにも紹介しては。 

           （教育長）あわせて市民に公開する市内回覧や広報誌もありますね。 



 

 

      （次長）間に合わないので、宮日またはホームページがいいと思 

います。 

    ３）意見交換会 第一部 

      （委員長）ふれあい活動についてです。 

      （教育長）八木委員、松野委員もピアノをされるので歌などいい 

のではないでしょうか。 

      （八木委員）伴奏ですか？ 

       （教育長）校歌などでいいのでしょうか？曲はなにがいいでしょ   

う？子どもを引きつけるようなものはないでしょうか。 

      （八木委員）一緒に歌えるようなものがいいですね。 

      （橋本課長）クリスマスの曲はどうですか。 

      （松野・八木委員）尐し考えます。 

      （委員長）それでは、おふたりはふれあい担当をお願いします。 

        決まりましたら、事務局へ連絡してください。 

    ４）意見交換会 第二部 

      （八木委員）教育委員会の組織や仕事の紹介がありますが、その 

       後質問は受けないのでしょうか？ 

      （委員長）時間がありません。15分の中で可能であればいいと思 

いますが。 

      （八木委員）聞きたいことがあると思いますよ。意見を聞くとい 

       う目的ならそれも大事なのでは。事前に説明してもらい質問を 

出してもらっておくとかはどうですか。 

      （教育長）説明をポイントにしぼり、プレゼンの構成を考えては。 

      （委員長）三部がメインです。ここは教育委員会に関心を持って 



 

 

もらうことを目的としていますので、今回は紹介のみでどうで 

しょうか。プレゼンは各課で準備をお願いします。 

（橋本課長）スポーツキャンプ等の写真も考えています。 

（八木委員）子どもたちは興味があると思います。 

（委員長）ここは次長に取りまとめをお願いします。 

    ５）意見交換会 第三部 

      （長友補佐）テーマ１とテーマ２の順番は逆がいいのではないで 

しょうか。２は一人一人に発表してもらうということで削るこ 

とができませんが、１なら時間が足りなくなったときに調節で 

きると思います。 

（委員長）では、そのようにします。司会を対策監にお願いした 

いと考えているのですが、いかがでしょうか。 

      （対策監）了解しました。 

    ６）その他 

      （委員長）できるだけ早く学校と話をお願いします。 

      （水元課長）明日、次長と直接学校へお願いに行きます。 

      （委員長）全体の進行はどうしますか？ 

         （八木委員）担任の先生にお願いしてはどうですか？そのほうが 

子どもたちはやりやすいかな、と思うのですが。 

        （委員長）できれば教育委員と子どもとの会なので、藤田委員は  

どうですか？ 

                   （教育長）委員は意見交換がメインなので他の方がいいと思いま 

す。 

      （対策監）私が三部の司会をしますので、全体もやります。 



 

 

      （委員長）それでは、お願いします。 

 

議題 2 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の方法 

   等について 

           （水元課長）これについては、資料を見ていただき、意見等あった

らお示しいただきたく、資料を添付しております。 

      （委員長）Ｐ９は仮のものなのでＰ８をご覧いただき、気付かれ 

たこと等ありましたら、後日事務局の方へお願いします。 

      （水元課長）12月に議会に報告の予定でしたが、作業が遅れてお 

ります。ご理解ください。 

      （藤田委員）次回に検討するということでしょうか。次回は時間 

がないのでは？ 

      （次長）19日でいいと思います。 

      （水元課長）第１週の金曜日、7日までに意見をいただいて取りま 

とめておき、19日に示すということではどうですか。 

      （次長）議会が入るので 5日までにしましょう。 

      （委員長）5 日まででお願いします。3 月議会で報告しましょう。 

      （次長）議会運営委員会に間に合うよう、2月までには完成させま 

しょう。 

 

１０ その他 

 

(1) １２月行事予定について      

   別紙参照 

 

(2) 第 10回 教育委員会会議（定例）    



 

 

   ① 日時  平成２４年１２月１９日(水)、午前中 

   ② 場所  吾田小学校 

 

 

１１ 閉会 

  



 

 

    会議録を調整し署名する。 

 

 

        平成 24 年  月  日 

 

 

 

    教育委員長                          
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