
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年 6月 25日(水) 午後 3時から 

    日南市役所・南別館 2階会議室 

 

 

 

平成 26年度 第４回 

日南市教育委員会 

会議録 
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１ 会議の名称 平成 26年度教育委員会 第 4回会議（定例） 

 

２ 会議日時  平成 26年 6月 25日（水) 

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  

黒木康英 

欠席委員  﨑村洋子    

 

（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 

生涯学習スポーツ課文化財担当監 岡本武憲 

学校教育課管理係主査 瀬田順司 

 

 

４ 場所  日南市役所・南別館 2階会議 

 

 

５ 傍聴者  ６名 

 

 

６ 開会 

【迫元委員長】 

「皆さん、こんにちは。 

今年の梅雨は、時々、晴れ間が見える天気で、例年よりは、過ごしやすい梅雨

になっています。 

本日は、市長、副市長との意見交換会を先ほど行いました。 

それに引き続きの定例教育委員会となっていますのでよろしくお願いします。 

本日は、沢山の方に傍聴に来ていただき、ありがとうございます。 

日南市教育委員会は、開かれた教育委員会を目指しており、このように教育 

   会定例会議を公開しております。 

また機会がありましたら、今後も是非、傍聴いただくと大変ありがたいなと思

います。 
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それでは、平成 26年度第４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、﨑村委員が欠席です。（傍聴者 6 

        名）」 

 

【倉元課長】 

  「本日は、事務局全員出席です。」 

 

８ 活動報告 

（１） 教育委員長活動報告【迫元委員長】 

 

① 5 月 21 日、日南市ＰＴＡ協議会事務局とふれあいコミュニケーションについて、

打合せをしました。 

岩満会長と高妻事務局長が対応されました。 

趣旨に賛同していただいたうえで、期日、対象者、内容等について打合せをいた

しました。 

今後、細かいところについては、事務局を通して、連絡を取り合うことで打ち合

わせは終了いたしました。 

② 5月 24日、日南市図書館まつり・ＢＯＯＫ・ぶっくフェスタがまなびピアであり、

出席しました。 

図書館スタッフ体験、図書館クイズ、コサージュ作り、お話ＳＰ、和綴じ本講座、

読み聞かせ等、様々なイベントが行われました。 

特にお話ＳＰでは、国際交流員、吾田小学校の児童などの発表があり、親子連れ

で多くの方が参観されておりました。 

まなびピアの玄関前に置いてあった移動図書館太陽号でも多くの方が利用されて

おりました。 

③ 5月 26日、平成 26年度社会福祉協議会評議員会があり、出席しました。 

  主な内容は、平成 25年度の事業報告、一般会計、特別会計の決算についての承認 

 並びに平成 26年度の事業計画案、予算案等の審議でした。 

  この中で、放課後児童クラブ事業運営業務について、社会福祉協議会が油津小学

校、南郷小学校、北郷小学校の 3校を受託する旨の報告がありました。 

④ 5 月 28 日、みやざき県民総合スポーツ祭の日南選手団並びに役員の壮行会があり

出席しました。 
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日南市から 1,000名を超す役員、選手の皆さんが参加されるということでした。 

皆さんがんばっていただきたいと思いました。 

⑤ 5月 30日、平成 26年第 2回日南市臨時議会があり、出席しました。 

報告案件 7件、人事案件 1件、補正予算 1件、条例 1件が上程されました。 

主なものとしては、国民健康保険料について審議がなされました。 

⑥ 6月 2日、飫肥城下町保存会の理事会があり、出席しました。 

主な議題は、平成 25年度事業報告と会計決算報告でした。 

⑦ 同日、小村寿太郎侯奉賛会実行委員会に出席しました。 

  主な内容は、平成 25年度奉賛会事業経過報告案と平成 26年度事業計画、予算案 

 についてでした。 

  小村寿太郎侯の生誕 160 年の事業について、今後計画がなされるという報告もあ

りました。 

⑧ 6月 4日、油津中学校の学校訪問があり、出席しました。 

  油津中学校の特色としては、授業の構造化とピアサポートを生かした指導という 

 事で、その成果が生徒の姿に現れていました。 

  また、先生方の授業にも現れつつあるという感じがしました。 

  全体的に落ち着いており、清掃も静かにできておりました。 

⑨ 6月 5日、公益財団法人南那珂育英会定時評議員会があり、出席しました。 

  平成 25年度事業報告の後、関係書類等についての報告があって、承認されたとこ 

ろです。 

⑩ 同日、めざせ小村寿太郎国際塾の開塾式があり、出席しました。 

こちらには、委員の皆様にも出席をいただいたところです。 

32名の塾生が入塾をいたしました。 

こども達は、少し緊張した様子でしたが、1年間が過ぎるとどんなに変容するか楽 

しみです。 

 楽しく頑張って欲しいなと思ったところです。 

⑪ 6月 8日、セイントゲイブリエル中学校の歓迎会があり、出席しました。 

 10名の生徒と先生 2名、家族 2名の 14名が見えました。 

この事業につきましては、長い歴史があり、和やかな雰囲気の中で歓迎会が行わ

れました。 

⑫ 6月 9日、平成 26年第 3回日南市議会があり、出席しました。 

  報告案件 5件、議案 11件について、一括上程されました。 

  本議会に先立って、永年勤続表彰の伝達式がありました。 

  30年勤続表彰 1名、20年勤続表彰 2名、10年勤続表彰 2名の計 5名の議員の皆 

様が表彰されました。 

⑬ 6月 10日、本会議の 2日目になります。 
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  前日上程された議案に対しての質疑の後、予算審査特別委員会、常任委員会等へ

の付託等がなされたところです。 

⑭ 6月 13日、セイントゲイブリエル中学校の送別会があり、出席しました。 

  交流も終わりに近づき、生徒同士も打ち解けて、和気藹々の送別会でした。 

  お互いの環境や文化の違いを理解しながら、楽しい交流ができておりました。 

⑮ 6月 16日、飫肥城下町保存会評議員会があり、出席しました。 

⑯ 6月 18日、一般質問の第 1日目です。 

教育委員会関係では、体育施設の安全について、ＡＬＴについて、街づくりにつ 

いて、四半的に関することについて質問が出されました。 

⑰ 6月 19日、議会の一般質問の第 2日目です。 

教育委員会関係では、登下校の安全指導について、ゴミ分別の指導について、危 

   険予知トレーニングについて、奨学給付金等について、インターネット依存につい 

て、食物アレルギー対策について等の質問が出されました。 

⑱ 6月 20日、議会の一般質問の第 3日目です。 

教育委員会関係では、子どもの貧困問題に関すること、人材の活用について、ト 

イレの整備について、市外流出について、子ども議会について等の質問が出されま

した。 

⑲ 6月 23日、議会の一般質問の第 4日目です。 

教育委員会関係では、施設の活用について、自転車の安全運転について質問が出 

   されました。 

⑳ 6月 24日、日南市共同募金委員会第 1回運営委員会があり、出席しました。 

  内容は、平成 25年度事業報告、決算報告が主なものでした。 

㉑ 本日、先ほど、市長、副市長と教育委員との意見交換会が行われました。 

これについては、議題になっていますので、後で、委員の皆様の感想をお聞きし 

たいと思います。 

 

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 5月 24日、くろしお支援学校の運動会に出席しました。 

  この日は、非常に天気が良く、熱中症が心配されるような 1日でしたが子ども達 

 は、元気いっぱい頑張っていました。 

② 同日、日南市図書館まつりに出席しました。 

これは、昨年度まで行われていました読書フェスティバルをなくして、この図書

館まつりとタイアップして実施したものです。 
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昨年度の図書館まつりの来客者が約 400名だったと聞いています。 

今年度は、800名以上の方が来られました。 

一緒に行ったことの成功事例になったと思います。 

かなり学校の方にも来場を呼びかけて、子ども達や保護者に沢山来ていただきま

した。 

③ 5月 26日、日南市の教育基本方針を説明するために油津中学校に行ってきました。 

  これは、新しい教育方針、教育基本構想について説明するため、5月から各学校を

廻っています。 

  昨日、油津小学校が終わりまして、あと残すところ桜ケ丘小学校だけになりまし

た。 

④ 5月 27日、日南市学校給食会総会に出席しました。 

  総会では、今年度から給食費を 200 円値上げしていますので、その報告をいたし

ました。 

⑤ 5月 28日、県公立学校コンプライアンス推進協議会に出席しました。 

内容は、教職員の不祥事等について、なかなかなくならない状況なので、具体的

な対策を県の幹部と話し合いました。 

特に私が心配しているのは、交通事故関係です。 

日南市内でも、追突や接触事故が結構ありました。 

幸い大事にいたっていませんが、気おつけなければならないとつくづく思ってい

ます。 

校長会を通して、各学校で撲滅に取り組んでもらっています。 

⑥ 5月 29日、南郷信用金庫寄附贈呈式に出席しました。 

  南郷信用金庫から環境教育に役立ててほしいという事で、10万円の寄附をいただ 

きました。 

⑦ 5月 31日、日南市歯の健康フェスティバルに出席しました。 

  日南歯科医師会の先生方を招いて、いろいろなイベントが行われました。 

⑧ 6月 2日、県人権・同和教育推進懇話会に出席しました。 

  南那珂の教頭先生方を対象とした懇話会でした。 

⑨ 6月 3日、学校跡地活用の視察で美郷町の南郷区に行ってきました。 

  これは、旧度川小学校の教室が東大のうなぎの研究所として活用されているとい 

 う事で視察に行ってきました。 

  うなぎのふ化から成魚に育てるまでの過程が明らかになれば完全養殖が可能にな 

るというような研究を進めるという事で、未知の世界への挑戦だとお聞きしました。 

⑩ 6月 5日、宮崎日々新聞発行「宮崎牛物語」の贈呈式に出席しました。 

⑪ 6月 8日、市の土砂災害及び水防訓練に出席しました。 

⑫ 6 月 11 日、日南市の教育基本方針の説明に北郷小中学校、鵜戸小中学校に行って
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きました。 

⑬ 6月 12日、吾田地区青少年育成連絡協議会に出席しました。 

  他の地区にも機会があれば出席したいと思っています。 

⑭ 6月 17日、自転車ワイヤーロック贈呈式に出席しました。 

遊技場組合の方から自転車ワイヤーロックを市内の中学校、高等学校に約 900個 

いただきました。 

⑮ 6月 18日、学校改善プロジェクト会議に出席しました。 

  校長、教頭といろいろな情報交換をすることができました。 

⑯ 6月 18・19・20・23日、一般質問がありました。 

その中でも子どもの安全安心に関する質問がありました。 

今の社会情勢を考えると事件、事故はいつ起きるかわかりません。 

どういった対策を具体的に練ればそのようなものが未然に防げるかについてはと 

ても悩ましい問題です。 

しかし、命に関わる問題なので、特に気をつけて、目を配りながら指導してもら 

いたいと思っています。 

校長会と連携しながらやっていきます。 

この時期は、水の事故が起りはじめる時期になってきました。 

日南市に泳いでいい河川はないということを学校で指導徹底していただいていま 

す。 

しかし、私が経験したなかでは、港で泳いだり橋の上から河川に飛び込んだりし 

た事例がありました。 

子どもの心情からすると遊びたい気持ちはあると思いますが非常に危ないので水 

の事故を防ぐために徹底して指導していきたいと思います。 

また、子どもの貧困問題について、親の経済格差が学力の差になっているのでは 

という質問が出されました。 

それから、児童生徒が市外の学校に流失することついて、なんとかくいとめられ 

   ないかという質問が出されました。 

今年、市外に出た児童生徒が小学校で 15名、中学校で 78名でした。 

これは、親の転勤など全て含まれています。 

日南市としては、これに歯止めをかけたいということで取組んでいます。 

この傾向は、今にはじまったものではありません。 

20年前からこの傾向はあり、その時は数が多くありませんでした。 

県立高校の校区がなくなったことで一挙にこの流れが進みました。 

なんとか時間をかけてでも実績をあげて、日南市の方で安心して学べる環境を作 

りたいと考えています。 

施設もだいぶ老朽化していて、いろいろなところで手を加えないといけない箇所 
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が多くあります。 

 事務局の方で出来るところからスピード感を持ちながら取組んでいるところです。 

⑰ 6月 24日、重点戦略プランコンセプト会議に出席しました。 

今後の日南市をどうしていくかを話し合いました。 

  

以上、活動報告を終わります。 

 

 

９ 前回の議事録承認 

 

了承 

 

 

 

１０ 議題について 

 

 協議１ 市長・副市長と教育委員の意見交換会について 

 

（委員長） 

 

 

（八木委員） 

 

 

 

 

 

 

（藤田委員） 

 

 

 

（黒木教育長） 

 

 

 

先ほど行われた市長・副市長と教育委員の意見交換会について、委 

員の皆様の感想や反省、次回に生かす御意見があればお聞かせくださ

い。 

一年に一回、市長、副市長と意見交換をさせていただきますが、日

頃話せない日南市の政策や教育委員会、学校の事を話せてとても有意

義でした。 

例えば、移住者を日南市に呼ぶために教育委員会でどのような取組

みをするのかというような話は普段話し合う機会がないので良かった

です。 

また、防災の話を聞けて参考になりました。 

八木委員のおっしゃったとおりですが、市長の日南市に対する思い

を聞くことができ、良かったと思います。 

飫肥の歴史的背景に注目され、神話とかユーチューブなど新しい感

覚でこの日南市をという思いが伝わりました。 

歴史的に見て、飫肥藩は、人を大切に育ててきた歴史があります。 

そういったものが日南市の根本にあって、人を大切にするまちづく

りをしなければならないという市長の思いが伝わりました。 

日南市から、なぜ小村寿太郎侯が育ったのか、祖母のお熊ばあさん
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（委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

から何を教えてもらったのか、お熊ばあさんが飫肥の土地に住んで、 

飫肥藩の影響をどのように受け、小村寿太郎にそれを教えていったの

か、そのようなことを考えるとやはり人づくりは、地域が非常に大切

な役割を果たすことを歴史的に感じることができました。 

 今後、具体的に地域の教育を深めることが大切だと思っています。 

 私のほうもそれぞれの委員の皆さんがおっしゃった感想と同じよう

なことですが、市長の強い思いというのが感じられました。 

市長部局と教育委員会との連携を図りながらやっていかないといけ

ないと強く感じました。 

 市長の現状をなんとかしようとする思いが伝わり、私達も、教育委

員会としての立場で今後頑張っていきたいと強く思いました。 

 それぞれ感想をいただきました。 

 来年度からは、教育委員会制度が変わると思いますので市長・副市

長との意見交換という形ではなく、総合教育会議ということで市長が

計画、企画をされて、そこに教育委員やその他いろいろな方が集まっ

て、日南市の教育施策について話し合う形になると思います。 

 そこについては、今後、情報がわかり次第お知らせしていきたいと

思います。 

 とても有意義な意見交換会だったと全体の感想を聞いて感じました 

 この件については、終わります。 

  

  

 

協議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について 

（平成２５年度、シート１・２・３） 

        

             

（和田補佐） 

 

（委員長） 

 

 

 

 

 

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（平成２５

年度、シート１・２・３）について説明。 

ただいま説明のありました、教育に関する事務の管理及び執行の状 

況の点検及び評価については、資料を前回の定例教育委員会でお配り

して、それぞれの各委員のみなさんで検討していただき、修正があっ

た箇所についても事務局に報告していただいたと思います。 

 その修正した部分が本日お配りした資料に朱書きとして記載してあ

ります。 
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（委員長） 

 

（委員長） 

 

 

 

 

 

 

（倉元課長） 

 

 

 

（委員長） 

 

 

 

 

 

（委員長） 

（早田課長） 

（委員長） 

 

（委員長） 

 

 資料が多いですが、事前に配布してありましたので、進め方として

は、シートの１「教育委員会の活動」について、シート２「教育委員

会が管理・執行する事務」について、一括して御意見をだしていただ

き、その後、シート３「教育委員が管理・執行を教育長に委任する事

務」について、御意見をいただきます。 

 まず、シートの１「教育委員会の活動」について、シート２「教育

委員会が管理・執行する事務」について御意見はありませんか。 

（意見なし） 

シートの１「教育委員会の活動」について、シート２「教育委員会が

管理・執行する事務」については、この評価でよろしいでしょうか。 

（了承） 

 続きまして、シート３「教育委員が管理・執行を教育長に委任する

事務」について御意見はありませんか。 

 小項目の健康安全教育の③食物アルレギー対策についてですが、そ

の中の改善策に「食物アレルギー対策について、職員の研修を充実す

る。」という文言をいれさせてもらいました。 

 これは、新聞等で見ると、食物アレルギーによって、死亡にいたる

事故とかもあり、大事な問題なのであげさせてもらいました。 

 各学校、文部科学省のガイドラインは持っていると思いますが、や

はり市教育委員会としても研修が必要だと思いました。 

 アレルギー対策の研修ですが、今年度新たに市共同調理場、調理員

に研修を２回計画しています。 

 また、学校のほうでも市が出している緊急対策マニュアルを元に各

学校、研修を実施する計画です。 

 これについては、全員の先生方がきちんと理解して置くことが大切

だと思います。 

 そのあたりよろしくお願いします。 

 あと、小項目の生涯学習の推進①生涯学習講座の開設について、短

期講座の数が違いますので修正をお願いします。 

その他何かありませんか。 

本日、差替えがあった資料について、説明がありますか。 

差替えがあった資料について説明。 

 何か御意見はありませんか。 

（意見なし） 

シート３「教育委員が管理・執行を教育長に委任する事務」につい

ては、この評価でよろしいでしょうか。 
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（委員長） 

 

 

（了承） 

 この後のスケジュールですが、この評価を外部の方に評価していだ

きます。 

 例年ですと、宮崎大学の大学の先生に評価していただきます。 

 評価していただいた後、7月中にまとめていただいて、9月の議会で

報告するという手順になっています。 

この件については、終わります。 

 

 

 協議３ ふれあいコミュニケーションの開催について 

       （ＰＴＡと教育委員との意見交換会） 

             

（瀬田主査） 

 

（委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあいコミュニケーションの開催（ＰＴＡと教育委員との意見交 

換会）について説明。 

ただいま説明のありました、ふれあいコミュニケーションの開催に 

ついて（ＰＴＡと教育委員との意見交換会）の開催期日については、3

案をあげていますが、今後詰めるということで御了解ください。 

時間、場所等については、ＰＴＡ事務局の方からの希望もありまし 

て、19時から 21時までの夜間開催になります。 

 特に内容のところを協議していただきたいと思っています。 

 先ほど説明があったようにＰＴＡ事務局の方から意見があった内容

を元に作成しました。 

 第 1部、第 2部、第 3部とありますが、第 1部は、開会行事的な内

容です。 

 第 2 部は、教育委員会の方針とか事業を紹介して、教育委員会を理

解してもらうことをねらいとした内容です。 

 前回の教職員や児童生徒とのふれあいコミュニケーションの時も行

いました。 

 第 3部が意見交換になります。 

 テーマが大きく 2つあります。 

 1つは、「子どもの健全な育成を図る連携について」ということで保

護者の連携、教育委員会あるいは学校との連携。 

 連携に視点をあてました。 

 もう 1つは、「子どもの命を守る防災教育について」ということで 

、最近さかんに言われていますので、このことについても共通理解を

していくことが大事なので 2つ目のテーマにいれました。 



11 

 

 

（八木委員） 

 

 

 

 

 

（委員長） 

 

（八木委員） 

 

（黒木教育長） 

 

（藤田委員） 

 

 

 

 

（委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（八木委員） 

 

 これが主な内容になります。 

 御意見ありませんか。 

 前回の先生方との意見交換の時も参加人数が多く、全員が意見を言

う機会がありませんでした。 

 今回も 27名ということでかなり多いのですので、皆さんがちゃんと

意見を言えるように教育委員が 5 名いますので 5 つのグループに分か

れて討議をし、この中でひとりがまとめて発表するなど、このような

形式でやったらどうでしょうか。 

 八木委員から会議の持ち方について、意見がでましたがいかがでし

ょうか。 

 内容は、連携と防災教育でいいと思います。 

 たくさんの意見が言えるように進行できたらいいと思います。 

 内容によって、グループ討議をするとか、全体で意見を聞くとか、

意見がでやすい形で運営していけばいいと思います。 

 テーマによっては、私達が回答できない場合があります。 

 例えば、防災教育の現状は、私達が現場に精通しているわけではな

いので保護者からのひとつひとつの質問に答えられないと思います。 

 そういう意味で、提案された時の回答について全体でした方が詳し

い担当課長で対応できると思います。 

 例えば、グループを分けた場合は、そのグループを教育委員がそれ

ぞれにわかれる形になります。 

 そのグループを教育委員がある程度責任を持つということになりま

す。 

 そうなった場合、藤田委員がおっしゃったような部分で果たして、

うまく話し合いができるかどうか心配な面があります。 

 それから、教育長からでた意見は、グループでできる部分はグルー

プで、あるいは、全体でしたほうがいいものは、全体で行うことがい

いのではという意見でした。 

 今回出された意見をＰＴＡ事務局の方と詰めていきたいと思いま

す。 

 ＰＴＡ事務局は、どのような形で考えていらっしゃるかを聞きたい

と思います。 

 今後、教育委員の意見とＰＴＡ事務局の意見を調整し、詰めていく

ということでよろしいでしょうか。 

 意見交換会ですので、ＰＴＡの中で問題になっていることを知りた

いと思います。 
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（委員長） 

 

 

 

（委員長） 

 

 

 

（黒木教育長） 

（委員長） 

 

 

 テーマがありますが、その他として、長い時間はとれませんが、そ

のような機会をいれていきたいと思います。 

 このことも、検討課題としてＰＴＡ事務局の方に持っていきたいと

思います。 

 第 2 部の部分ですが、教育委員会の方針・事業の紹介のところで子

ども達の時は、プレゼンで教育委員会の活動の紹介を行いました。 

今回は、保護者ですので 26年度から教育委員会の方針が変わりまし

たのでそういうことを説明して理解をいただくといいと思います。 

学校を廻って説明している内容でよければ、私が説明します。 

学校を廻って先生方に説明していただいていますので、保護者にも

同じように説明していただくと学校も家庭も同じことを聞いているの

で今後の連携も進むのではないかと思います。 

できれば、そういう方向でお願いできればと思います。 

よろしいでしょうか。 

第 2部は、この内容でよろしくお願いします。 

他にありませんか。 

意見がありませんので、今日出された意見や案でＰＴＡ事務局と詰

めていきます。 

この件については、終わります。 

 

 

 

１１ その他 

 

(1) ７月行事予定について      

   別紙参照 

    

(2) 第５回 教育委員会会議（定例） 

   ① 日時  平成２６年７月２２日(火)、午後３時３０分から    

   ② 場所  多目的体育館・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                            


