
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年 4月 18日(金)、午後 3時から 

    日南市役所・本館 2階会議室 

 

 

 

平成 26年度 第１回 

日南市教育委員会 

会議録 



1 

１ 会議の名称 平成 26年度教育委員会 第 1回会議（定例） 

 

２ 会議日時  平成 26年 4月 18日（金)、 

午後 3時 00分から午後 4時 30分まで 

     

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   黒木康英 

 

（２） 事務局 学校教育課長 倉元保久 

学校教育課学校教育担当監 津曲文男 

学校教育課長補佐兼管理係長 和田考巨 

生涯学習スポーツ課長 早田秀穂 

学校教育課管理係主査 瀬田順司 

学校教育課指導主事 平川滋也 

学校教育課指導主事 中條隆裕 

 

 

 

４ 場所  日南市役所・本館 2階会議室 

 

 

５ 傍聴者  ０名 

 

 

６ 開会 

【迫元委員長】 

「皆さん、こんにちは。いよいよ平成 26年度が始まりました。 

教育委員会や学校を取り巻く状況について、いろいろな動きがあります。 

日南市教育委員会としては、そのような動きに対して、適切に対応していきた

いと考えています。 

本年度も昨年同様、開かれた教育委員会、出かける教育委員会、将来の夢を語

る教育委員会という具体的な目標を掲げ、特色ある教育委員会を目指して、積極

的に活動していきたいと考えています。 

また、事務局と十分な連携をとりながらやっていきたいと思います。 

今日は、教育委員会定例会の前に通学路の危険箇所の点検を実施しました。 
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今後もこのような取組みを進めていきたいと思います。 

それでは、平成 26年度第 1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 

 

【迫元委員長】 

  「出席者及び傍聴者確認についてです。本日は、委員 5名、全員出席です。（傍聴

者 0名）」 

 

【倉元課長】 

  「本日は、岡本文化財担当監が別の公務が入っているため欠席です。岡本文化財

担当監以外の事務局職員全員出席です。」 

 

８ 人事異動者の紹介 

   

 

９ 活動報告 

（１） 教育委員長活動報告【迫元委員長】 

 

① 3月 19日、議会の本会議に出席いたしました。 

議会最終日でしたので、上程されていた議案について、各委員会からの報告があ

り、質疑、討論の後、採決があり、全て可決いたしました。 

② 同日の夜、議員、行政委員会委員、部課長会合同退職予定者送別会がホテルシー

ズンであり出席しました。 

本年度は、10名の方が退職予定になっておりました。 

教育委員会では、村角次長が退職される予定となっておりました。 

永年の市政に対するご苦労に対しての感謝の意を表したいと思います。 

③ 3月 20日、日南支会校長会の送別会に参加いたしました。 

  管外への転出者 5 名の校長先生方に日南市の勤務に対して、お礼と今後の御活躍

を祈念いたしました。 

④ 3月 24日、社会福祉協議会の第 4回評議員会があり、出席しました。 

  内容は、第 3回の補正予算と平成 26年度の事業計画、予算等について、協議し 

 ました。 

  社会福祉協議会の福田会長から、様々な改革案等が挨拶の中で示されました。 

  厳しい経営の中で、如何に効率的に運営するかということが課題だとおっしゃっ

ていました。 
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⑤ 3月 25日、桜ケ丘小学校の卒業式に出席しました。 

ちょうど、校庭の桜が満開に近い状態で咲いており、卒業をお祝いしているかの

ようでした。 

卒業式では、証書をもらった後、一人一人の卒業生が自分の将来の夢を元気よく 

   発表しました。 

お別れの言葉では、涙を見せる子ども達も多く、厳粛で感動的な卒業式でした。 

⑥ 同日、日南市共同募金会審査委員会の正・副委員長会並びに第 4回審査委員会が 

 あり、出席しました。 

内容は、平成 25年度の歳末助け合い助成事業及び盆・正月帰宅促進事業について 

   の報告がありました。 

また、平成 25年度共同募金運動による平成 26年度事業の一部変更について協議 

いたしました。 

⑦ 3月26日、日本赤十字社宮崎県支部日南市地区第3回理事会があり出席しました。 

  内容は、平成 25年度の補正予算案と平成 26年度の事業計画及び収支予算等につ 

 いての協議がありました。 

  教育委員会関係では、日本赤十字社の方からＪＲＣ加盟校へ、年 1万 2千円の活 

動費が出ていることが報告されました。 

⑧ 3月 27日、飫肥城下町保存会の評議員会に出席しました。 

  内容は、平成 26年度の事業計画及び予算案について協議し、了承されました。 

  平成 26年度は、観光協会から派遣されている方が引上げになります。 

  その人的補充をするための人件費増が見込まれるため、収益事業をさらに力を入 

れたいとのことでした。 

⑨  3月 28日、日南市共同募金会第 3回運営委員会があり出席しました。 

  内容は、平成 25年度の共同募金の報告と歳末助け合い助成事業についての報告が 

ありました。 

 その後、平成 25年度共同募金運動による平成 26年度事業の一部変更及び平成 26 

年度事業計画収支予算等について協議をいたしました。 

⑩ 4月 1日、平成 26年度県公立小・中学校新規採用教職員辞令交付式に出席しまし 

た。 

  本年度は、教諭の方が 4名、養護教諭が 1名の 5名に辞令が交付されました。 

  緊張した中にも意欲に満ちた顔で辞令交付にのぞんでいらっしゃいました。 

  日南市の教職員として、立派に成長されることを期待しています。 

⑪ 4月 9日、日南東郷小中学校の入学式に出席しました。 

 他の学校同様、式会場は、花がいっぱい飾っており華やかな雰囲気の中で、式が

行われました。 

 在校生全員、式に参加していました。 
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 体育館の中央に赤い絨毯が敷いてあり、その上を 7 年生の生徒が 1 年生の児童の

手を引きながら入場してきました。 

 小中一貫校らしい、微笑ましい光景が見られました。 

⑫ 4月 10日、油津小学校の入学式に出席しました。 

  51名の新入生が花いっぱいの会場に元気よく入場してきました。 

  氏名点呼にも元気よく返事をし、体いっぱいで喜びを表現していました。 

  お祝いの言葉にも真剣に耳を傾けていました。 

  健やかな成長を楽しみにしたいなと感じました。 

⑬ 4月 11日、日南市教職員新任式に出席しました。 

  本年度は、55名の教職員の皆さんが新しく日南市の教職員となられました。 

  当日は、市長、議長、総務文教委員長の皆さんに来賓として出席いただいたとこ 

 ろです。 

55名の教職員の皆さんが日南市の活性化の原動力として活躍されることを期待し 

   ています。 

⑭ 4月 15日、宮崎市教育情報研修センターで行われた平成 26年度市町村教育委員 

会委員長・教育長会議に出席しました。 

 内容は、本年度の県の新規事業を含む事業内容の説明でした。 

 その後、グループを作って、意見交換会を行いました。 

「教職員の多忙感の解消、教職員の能力を発揮できる環境づくりについて」とうテ 

ーマで意見がだされました。 

 この中で、ハード面の整備の部分とソフト面、いわゆる心の部分で、相談体制等 

の整備など、心のケアが大事だという視点の意見がだされました。 

 

以上、活動報告を終わります。 

 

（２） 教育長活動報告【黒木教育長】 

    

① 3 月 19 日、議会閉会後、日南ロータリークラブの総会に出席し、講話を行いまし

た。 

  4つの学ぶ力について、説明を行いました。 

  共感を得られたと感じました。 

② 3月 22日、旧黒荷田小学校体育館で行われたふれあい星まつりに参加しました。 

  地域の方々が一生懸命、そこに学校が存在した証を守り続けていることを実感し

ました。 

  すごく微笑ましく、楽しいイベントだと感じました。 

  来年も是非、参加したいと思います。 
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③ 3月 23日、劇団カッパ座の講演しらゆき姫を鑑賞しました。 

  日南カッパの会の取組みがボランティアでなされています。 

  近年、会員不足や高齢化により会を維持していくのが厳しいとおっしゃっていま

した。 

  一番若い方は、日南振徳高校の高校生でした。 

会員の一人としてボランティアで活動しているのが印象的でした。 

このように若い世代が集まればいいのですが、その当りが今後の課題だと思いま

す。 

④ 3月 26日、地区生コン組合防犯ブザー贈呈式に出席しました。 

700個の防犯ブザーをいただき、新小学校 1年生の児童に配布をいたしました。 

なお、今年度から市内の全小中学校で防犯ブザーの携帯の取組みを進めています。 

日南市から悲惨な犯罪に巻き込まれる児童、生徒をださないように取り組んでい

ます。 

⑤ 3月 27日、日南市教育研究所の閉所式に出席しました。 

今年の研究は、非常にまとまった研究をされていました。 

私が今まで具体的に知らないからこんなことを言うのかもしれませんが、先生達  

   が一生懸命にやったことが伝わる研究だと感じました。 

その後の懇親会の意見交換も楽しい会話ができ、非常にまとまりがあった研究所

だったと思います。 

平川指導主事を中心に指導していただいて、このように実を結んだと思っていま

す。 

⑥ 4月 12日、退職校長会総会に出席しました。 

これまでは、松田惟怒先生が会長で仕事をされていましたが、前の南郷町の教育

長の谷口顯先生に変わりました。 

昨年度まで、現職の校長会と退職の校長会の研修を土曜日に設定して行っていま

した。 

今年度からは、共催し、一緒に平日に研修会を行います。 

ちょっとは、現役の校長先生方の負担も軽減され、退職された校長先生方もいろ

いろ研修に参加できる時間を設けることができるのではと思っています。 

非常に喜んでいただきました。 

⑦ 本日、消防庁舎落成式に出席しました。 

     

以上、活動報告を終わります。 
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１０ 前回の議事録承認 

 

作成中のため次回の定例会議で承認 

 

 

１１ 報告 

  

報告１ 平成２６年度の教育委員会施策について  【倉元学校教育課長】 

                       【津曲学校教育担当監】 

【早田生涯学習スポーツ課長】 

 

平成２６年度の教育委員会施策について説明。 

 

 

藤田委員  将来を担う次世代育成事業について、（１）ジュニアリーダー育成支援事 

     業と（２）ハイスクールリーダー育成支援事業の関係性について、 児童生 

     徒の学年の違いによるものですか。 

 

倉元課長  （１）ジュニアリーダー育成支援事業は、小中学生が対象です。 

（２）ハイスクールリーダー育成支援事業は、高校生が対象です。 

 

藤田委員  体育施設管理事業について、この前の議会で話題が出ていたテニスコー 

           トの関係は、長期計画等で考えられているのですか。 

      

早田課長  長期計画や教育施設整備計画等で具体的な計画はありません。 

      ただ、テニスコートについては、利用者が各競技の中で一番多いこと。 

      また、人工芝化されていないので、少しの雨で大会ができなくなってし 

     まい、中体連等の大会で影響がでていることを踏まえ、なにか具体的な改 

     善が出来ないかを検討してきました。 

      人工芝化を具体化するための事業を検討していたところ、スポーツ振興 

     くじ助成事業で整備できる可能性がでてまいりました。 

      市長と上京し、補助申請を行いました。 

      補助が採択されれば、26年度に工事が出来る可能性かあります。 

      採択されなければ、26年度に再申請を行いたいと考えています。 

 

黒木教育長 平成 26年度の教育委員会施策の特徴として、学校教育課と生涯学習スポ 

           ーツ課と連携してやる事業があります。 

            これは、生涯学習スポーツ課が自主文化事業で劇団を呼び、学校の生徒    

           が鑑賞をする取組みです。 

            例年、生涯学習スポーツ課が計画した演劇等において、集客に非常に苦 

           労しています。 

            一方で、学校は、高いお金を集めて、演劇鑑賞を行っています。 
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            その様な状況を考えたところ、生涯学習スポーツ課の事業と学校のニー        

            ズを併せて事業を行えば、学校側の費用も少なく済むし、多くの人数を 

            集客できます。 

             子ども達も大変勉強になり、感受性豊かな子どもを育てる取組みにも 

            なります。 

 

報告２ いじめ防止対策推進法に係る取組みについて【平川指導主事】 

 

いじめ防止対策推進法に係る取組みについて説明。 

 

  松野委員 教職員と保護者や地域への周知についてです。 

       いじめに対しての考え方がみんな違うし、子どもの受取方も違うと思 

      います。 

       例えば、ひとりの担任がこれは小さいことだと思って話すのではなく、 

      学年や学校で話し合いができるようにしてほしいと思います。 

       ひとりの考えで、いじめという問題を取り扱わないような周知をお願 

      いします。 

   

平川指導主事 ただいま、松野委員がおっしゃったとおり、様々な捉え方があります。 

       まず組織的にみていくことと、子どもや保護者自身が、これがいじめ 

      や嫌なことをされたと感じた時は、すぐに取り上げて、報告や検討をし 

      ていきます。 

       そのうえで、いじめが無くなった数字を重視したいと思っています。 

       小さなこともあげていって、解消した数を増やしたいと考えています。 

 

黒木教育長 私自身、悲惨な事件、事故を出さない取組みが大事だと思っています。 

      悪質な案件については、厳しく対応出来るような組織を作りたいと考え 

     ています。 

      ただ、学校生活の中でコミュニケーションを取ることで誤解が生じたり 

     することもあります。 

      そういう意味を含めて、教師も保護者もいじめを見抜く力が必要になっ 

     てきます。 

 

藤田委員  私が 15歳の子ども達を 35人集めて、いじめについてどう考えるかとい 

     う内容のテレビを見ました。 

      とても、いい番組でした。 

      その番組の中で、子ども達にいじめられていることを相談することがで 

           きますかという質問に対して、先生に相談することがなかなかできないと 

           いう回答でした。 

            理由は、自分がいじめられていることで、弱い立場に立っていることを 

           人に知らせたくないことと、先生に対する信頼感がないことが理由でした。 

      先生に相談したら、更にいじめがひどくなるのではないかという恐怖心 

     があるからだそうです。 

      また、いじめがあったらどうしますかという質問に、加わる、止めさせ 

     る以外に傍観するという回答が半数にのぼりました。 

      傍観するということは、結局、いじめの対象としてなりたくないからそ 
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     のような行動になってしまいます。 

       最終的には、いい意見がいっぱいでました。 

       最後の質問で、あなた達が学校で思いどおりに学校運営ができるとし 

            たら、どういうことを望みますかと質問がありました。 

       その時に、自分の意見が積極的に話せる学校で、発表の機会の多い学 

      校と子ども達が回答していました。 

       そういったこともヒントになると思います。 

 

 迫元委員長 いじめが実際あった時に対応する指針も大変重要ですが、先ず、いじ 

      めの予防の取組みが大事だと考えています。 

       学校としては、いじめを生まない学級経営や授業の中での人間関係づ 

            くりを大事にしながら、取組んでもらいたいと思います。 

        

        八木委員 私の友人が関西でいじめ対策委員会の委員をしています。 

       先日、話を聞きましたら、大きな市は、学識者や医者が委員をされて 

      います。 

       小さな市町村でもされていますが、内容に温度差があるそうです。 

       日南市は、是非、子ども達の治療ができるお医者さん等を委員に入れ 

      ていただきたいと思っています。 

       何かあった時の対策が違うと思います。 

 

１２ 議題について 

 

 協議１ 学力調査・学習状況調査の結果の活用について 

 

（中條指導主事） 

（委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

（藤田委員） 

 

 

（委員長） 

 

（藤田委員） 

 

学力調査・学習状況調査の結果の活用について説明。 

ただいま説明のありましたことについて、なにか御意見はありませ

んか。 

昨年の 11月だったと思いますが、文部科学省が公表については、各 

市町村教育委員会の判断によるという見解がでました。 

公表に関しては、市全体の結果や状況のみを公表し、各学校の平均 

正答率は、公表しないというのが日南市教育委員会の考え方だという 

提案でよろしいでしょうか。 

 何か御意見ありませんか。 

 公表しないというのは理解します。 

 例えば、私達、教育委員が気になる部門については、教えてもらい

たいと思います。 

昨年 10月に詳しい結果を柚木山指導主事から報告してもらいまし 

たが。 

あれは、傾向的なもので、例えば、ある学校が算数などに力を入れ 

ていて、その成果について知りたいと思っています。 
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（委員長） 

（教育長） 

（委員長） 

 

 

（教育長） 

 

 

 

 

（委員長） 

 

 

 

 

 

 教育委員が内容について、具体的に聞くということですね。 

 特に問題はありません。 

 教育委員としては、市の状況について知る必要があるので、教育委

員会で把握されている部分を聞いて市の状況を知ることに問題はない

と思います。 

市の公表の仕方については、2月に開催された教育委員会定例会議 

で委員の皆さまにお聞きしました。 

 その内容を今回説明させていただきました。 

 説明した考え方で公表しないことを御理解いただきたいと思いま

す。 

 公表については、市長の考え方や教育委員会の考え方があるので、 

日南市教育委員会としては、学校ごとの公表はしないということで共

通理解をしておきたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

（了承） 

 

  

  

協議２ 平成 26年度日南市教育委員会年間研修計画について 

        

             

（瀬田主査） 

（委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教育長） 

平成２６年度日南市教育委員会年間研修計画について説明。 

ただいま説明があったとおり 3月の教育委員会定例会議で意見をだ 

していただきました。 

 御意見をだしていただいた分を盛り込んで平成２６年度日南市教育

委員会年間研修計画を事務局と相談して作成しました。 

 昨年できなかったもので、12月に有識者招聘による研修を計画しま

した。 

 内容は、特別支援教育関係についてです。 

 その他、各種行事等について、スポーツ施設や伝統的建造物等の見

学などいろいろなことを計画していますので、参加をよろしくお願い

します。 

 備考のところについては、先ほど説明していただいたいじめ防止基

本方針等や要望があった事項について、事務局と相談しながら月々に

入れていきたいと考えています。 

 8月に教育講演会を予定します。 



10 

 

 

 

 

 

 

（委員長） 

 

 

 

（藤田委員） 

 

 

 

（委員長） 

 

 

 これは、教職員の研修会になります。 

 内容は、花まる学習会の高濱先生をお招きし、講演会を行います。 

 高濱先生は、たくましく、しっかり生きていける子どもを育てるこ

とについて話をされると思います。 

 小学生の保護者や幼稚園、保育所の保護者に呼びかけて南郷ハート

フルセンターで行いたいと思います。 

 今年度、新しい取組みとして、幼稚園や保護者の参観を計画してい

ます。 

 これも、御意見いただいたものを反映しました。 

 このことを含めて、何か御意見はありませんか。 

 北郷については、幼小中一貫教育を行っています。 

 同一敷地で行っており、運営について特色を出せる要素があると思

います。 

 参観をする価値があると思います。 

 ふれあいコミュニケーションを年 2回計画しています。 

 平成２６年度については、ＰＴＡと小中一貫校の児童生徒を対象に

考えています。 

ＰＴＡとのふれあいコミュニケーションについては、ＰＴＡ連絡協

議会総会の前にＰＴＡ会長に説明しておいたほうがいいと考えていま

すので事務局のほうで計画をたててください。 

よろしくお願いします。 

基本的には、この計画に沿ってやりながら、いろいろな問題がでた

ら随時入れていきたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

（了承） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

１２ その他 

 

(1) ５月行事予定について      

   別紙参照 

 

 

藤田委員  日南市美術展の表彰式がありますが、日南市美術展は、いつからですか。 

 

早田課長  5月 17日から 5月 25日までです。 

 
津曲担当監 学校訪問を 5月下旬より予定しています。 

       ご都合をつけていただきますようよろしくお願いします。 

      あと、5月 24日の土曜日に図書館まつり BOOK・ぶっくフェスタとあり 

     ますが、例年読書フェスティバルという形で行っていました。 

      表彰式や子ども達の発表が中心で大人向けの会でした。 

      昨年は、その翌日に図書館まつりを行っていました。 

      今年度は、合体して、子ども達がスタッフや、集まった子ども達に読み 

     聞かせをするなど、子ども達向けに変えて開催します。 

 

 

 

 

 

 

(2) 第２回 教育委員会会議（臨時） 

   ① 日時  平成２６年５月１９日(月)、午前９時３０分から    

   ② 場所  日南市役所 教育長室   

    

(2) 第３回 教育委員会会議（定例） 

   ① 日時  平成２６年５月２０日(火)、午後３時から    

   ② 場所  日南市役所 本館２階会議室   

    

 

 

１２ 閉会 
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 会議録を調整し署名する。 

 

 

        平成  年  月  日 

 

 

 

    教育委員長                          

 

 

 

    教育委員長職務代理者                     

 

 

 

    教育委員                           

 

 

 

    教育委員                           

 

 

 

    教育長                            


