
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年 12月 18日(木) 午後 3時から 

    南郷ハートフルセンター 学習室 

 

 

 

平成 26年度 第 12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 12回会議（定例） 

 

２ 会議日時  平成 26年 12月 18日(木) 

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  

﨑村洋子   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 

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  南郷ハートフルセンター 学習室 

 

 

５ 傍聴者  １名 

 

６ 開会 

【迫元委員長】 

「皆さん、こんにちは。 

最近寒い日が続いています。皆さん、体調はいかがでしょうか。 

子ども達のインフルエンザのニュース等もはいってきていますので十分にご

留意いただきたいと思います。 

本日は、教育委員会会議の前に特別支援教育について、研修をいたしました。 

日南市にとっては、重要な課題ですので大変有意義な研修ができたのではない

かなと思っています。 

それから、お忙しい中、傍聴いただきありがとうございます。 

それでは、平成 26年度第 12回教育委員会定例会を開会いたします。」 
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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 1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 11月 19日、日南市共同募金委員会第 2回審査委員会があり、出席しました。 

  内容は、一般募金の状況報告と歳末助け合い助成事業の取組についでありました。 

② 11月 20日、放課後子ども教室を参観しました。 

委員の皆様にも出席していただきました。 

この日は、酒谷小学校と飫肥小学校を参観しました。 

酒谷小学校では、子ども達が宿題を一生懸命やっていました。 

飫肥小学校では、宿題をやっている子ども、宿題を済ませ、体育館でボール遊び

をしている子どもとそれぞれの活動をしていました。 

③ 11月 21日、放課後子ども教室を参観しました。 

この日は、潟上小学校と南郷小学校を参観しました。 

潟上小学校では、教室に入ると、元気なあいさつの歓迎を受けました。 

子ども達は、宿題を一生懸命やっておりました。 

南郷小学校は、今年度も 80名を超す申し込みがありました。 

当日は、校時程の関係で子ども達は、まだ少なかったけれども、宿題等を一生懸

命やっておりました。 

④ 11月 25日、日南市議会が始まり、出席しました。 

  今回は、報告 1 件、補正予算 12 件、条例 9 件、その他 6 件、追加議案 1 件の計

29件の議案が出されました。 

教育委員会関係では、「観光・スポーツ課」の新設に伴い、教育委員会としての 

意見を求められました。 

⑤ 同日、放課後子ども教室を参観しました。 

  この日は、細田小学校と大堂津小学校を参観しました。 

  細田小学校では、宿題を済ませ、体育館で楽しく遊んでいる子、それから宿題を      
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やっている子様々でした。 

  大堂津小学校に着いた時は、ほとんどの児童が帰るところでした。 

  指導者の方にお話しを伺いますと、クリスマスに向けて、子ども達が手作りの準 

備をしているとのことでした。 

⑥ 11月 26日、小村寿太郎侯墓前祭があり、出席しました。 

  関係者が集まり、墓前に玉串奉奠等がありました。 

  小村寿太郎侯の功績を偲びながら、また子ども達にもそれを受けついで欲しいな

と思いました。 

⑦ 同日、日南市議会 2日目、本会議があり、出席しました。 

  前日に上程された議案等について、質疑等がありました。 

⑧ 同日、飫肥ブロック振徳教育の日が飫肥小学校であり、出席しました。 

委員の皆様にも出席していただきました。 

飫肥小学校は、泰平踊り、飫肥中学校は、総合的な学習の時間の発表、酒谷小学 

校は、創作劇、酒谷中学校は、ソーラン節の発表をしました。 

その後、文化発表ということで、日南市文化芸術協会の方から詩吟や踊りの発表 

をしていただきました。 

また、読書ボランティアの表彰もありました。 

本年度から形を変えたということで、初めての企画でしたが、とても素晴らしい 

発表でした。 

⑨ 11月 28日、放課後子ども教室を参観しました。 

  この日は、東郷小学校と桜ケ丘小学校を参観しました。 

東郷小学校では、宿題をしているところでした。 

学年事に座り、よく頑張っておりました。 

桜ケ丘小学校も宿題をしているところでした。 

1年生用の座席がコの字型の中に作ってあり、低い机で学習しやすい配慮がなされ 

ていました。 

⑩ 12月 4日、一般質問の第 1日目でした。 

教育委員会関係では、学校教育、家庭教育について、消費者教育について、就学 

援助制度について、フッ化物洗口について、子ども議会について、薬物乱用教室等 

について質問がありました。 

⑪ 12月 5日、一般質問の第 2日目でした。 

教育委員会関係では、歴史教育について、就学援助について、教員の資質向上に 

ついて、いじめ対策等について質問がありました。 

⑫ 12月 8日、一般質問の第 3日目でした。 

教育委員会関係では、北郷小中学校の視察受け入れについて、一貫教育校の市外

発信について、児童生徒増対策について、一貫教育校の今後の特色ある教育の展望
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について等が出されました。 

⑬ 12月 9日、一般質問の第 4日目でした。 

教育委員会関係では、子どもの困窮に対しての指導について、生活困窮者自立支 

   援法との関連について、地域作りについて、小学校の英語教育について、農業の担 

   い手不足に関して、学校教育の取組について、高校生議会等について質問がありま 

   した。 

⑭ 同日、北郷小中学校とふれあいコミュニケーションの打ち合わせを行いました。 

  期日、対象者、方法等について、細かく打ち合わせを行いました。 

  本日の議題になっていますので、詳細は、後で報告したいと思います。 

⑮ 12月 14日、第 6回日南市スポーツ少年団駅伝大会・ロードレース大会があり、 

出席しました。 

460名を超える児童が参加し、駅伝の部・ロードレースの部それぞれの競技に頑張 

っていました。 

    途中から風も出てきて、寒い中での競技になりましたが、子ども達は、寒さに負 

   けず、頑張っておりました。 

    指導者をはじめ、保護者の方の協力のもと、大会が進められておりました。 

⑯ 12月 16日、日南市議会最終日で、本会議があり、出席しました。 

     先に上程された議案について、各委員会等での審議がなされ、その結果について、 

  各委員長より報告があり、その後、質疑、討論、採決がなされました。 

詳しくは、後で、課長より報告があります。 

⑰ 本日、教育委員会の研修を行いました。 

特別支援教育について理解を深めるいい機会になりました。 

 

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 11月 24日、市民主張大会に出席しました。 

  日南市文化芸術協会が主催です。 

四つの各部門からそれぞれの発表者の最優秀賞を決めました。 

高校生の部の発表で日南学園の女子生徒がアナウンサーを目指して、放送部の活

動に関わりながら、一生懸命勉強しているという発表が特に印象的でした。 

② 11月 26日、飫肥ブロック振徳教育の日に出席しました。 

特色ある教育活動となったのではと思います。 

子ども中心の振徳教育の日に変えるという目的で行いました。 

ある程度成果があったのではと思っています。 
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③ 11月 29日、小林秀峰高校新体操部演技鑑賞会に出席しました。 

  細田中学校の沖田校長先生、串間の本城中学校の柿木校長先生の尽力により、多

目的体育館で開催されました。 

  とても素晴らしい演技でした。 

④ 12月 3日、日南市いじめ問題対策委員会に出席しました。 

  日南市の学校の現状について、いろいろ話をさせていただきました。 

⑤ 12月 9日、行財政改革推進本部会議に出席しました。 

    この行財政改革推進本部会議を得て、方針を出した内容について、12月 16日の 

   議会最終日の全員協議会で今後の日南市の行財政改革の主たるものについて、総合 

   戦略課の方で説明を行いました。 

    今後 5年間の行財政改革の方向について、議会に説明がありましたので、この提 

   案に沿って改革が進められるものと思います。 

  ⑥ 12月 17日、市の校長会に出席しました。 

    今年最後の市の校長会でした。 

    校長先生方には、教育長室だよりをお配りしまして、議会で議員さん達から質問 

   があった内容等について、お知らせしています。 

    学校教育の中で、今注目されていること、要望されていることについて、お話を 

   させていただきました。 

    子どもの安全、安心に関わる教育については、徹底的にやっていく必要があるこ 

   と、薬物乱用教室等については、いつどんなことが起きるかわからない状況なので、 

   学校現場で十分注意して指導していく必要があることを校長先生方にお願いしまし 

   た。 

    いろいろな課題がありますが、日南市の全ての学校で課題を共有していくような 

   体制づくりが必要だと考えています。 

    今後、この取り組みをしていきたいと思います。 

    それから、議会関係ですが、今回、教育委員会が提案した 1つの条例を含む 3つ 

   の議案が否決されました。 

    指定管理関係が 2件、北郷小中学校のプールに関わる条例改正が 1件否決されま 

   したのでお知らせします。 

 

以上、活動報告を終わります。 

 

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 
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１０ 議題について 

 

  協議１ 平成２７年度の教育基本方針について 

 

（津曲担当監） 

 

（早田課長） 

 

（岡本担当監） 

 

（委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教育長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度の教育基本方針について説明。 

（学校教育課所管分） 

平成２７年度の教育基本方針について説明。 

（生涯学習スポーツ課所管分（文化財関係を除く）） 

平成２７年度の教育基本方針について説明。 

（生涯学習スポーツ課所管分（文化財関係）） 

ありがとうございました。 

現段階での変更部分について、説明をしていただきました。 

これからは、課別に質問等を受けていきたいと思います。 

本日、わかるようなところだけを聞いていただいて、詳しくは、後 

日、読んでいただき、修正してもらうような形になります。 

基本的には、今年度と大きく変わっていません。 

一部修正部分や重点化する部分、付け加える部分を説明していただ

きました。 

また、市の重点戦略プランとの関係も説明していただきました。 

学校教育課所管分について、御質問、御意見はありませんか。 

今年度、南浦塾、定平塾、処平塾、振徳塾と４つの塾を行いました。 

特に、中学生を対象にした処平塾等は、講座を受けるまでは、子ど

も達は、あまり乗り気ではなかったと話を聞いていました。 

しかし、講座を受けてからの子ども達の反応は、凄かったです。 

来年度は、もっともっと充実させたいと思っています。 

このことによって、教科に関する興味関心が一気に高められたりす

ることに繋がると思っています。 

わずか２日間ですが。 

このような講座の開設は、更に充実させて行きたいと考えています。 

それには、学校現場の協力をもらわないとやっていけませんので、

この連携の取り方をどうしていくかが今後の大きな課題になってきま

す。 

あと今年度は、生涯学習スポーツ課と一緒に中学生の観賞教室を行

いました。 

これまでは、毎年、学校が千円ずつ徴収して、観賞教室を行ってい

ました。 
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（委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（八木委員） 

 

 

 

 

 

 

 

（教育長） 

 

 

 

 

 

今年度は、生涯学習スポーツ課の事業とだきあわせたことにより、

子ども達から五百円だけ徴収し、観賞教室を行いました。 

南郷ハートフルセンターに８００人位入り、立ち見席もでる状況で

した。 

子ども達の反応は、非常に良くて、また、演技する方もあれだけお

客が入ると非常に盛り上がります。 

来年度もこの事業については、教育委員会内で連携をしながらやっ

ていきたいと思っています。 

図書館まつりについても、教育委員会内で連携することによって、

それなりの集客も見込め、行事も盛り上がります。 

タイアップ出来ることは、積極的にやっていかないと、せっかく行

うのに残念な結果になります。 

学校の協力をもらいながらやっていきたいと思います。 

ありがとうございました。 

前回は、ふるさと学習と国際理解は、別項目でしたが、今回は、一

緒にして、人材育成を中心としてまとめたという説明がありました。 

そこの部分は、重点戦略プランとの関係ですね。 

また、ただいま、教育長が述べられたように学校教育課、生涯学習

スポーツ課両方にまたがる部分は、どちらかの項目にあげながら、連

携という文言を入れてもらいたいと思います。 

検討をよろしくお願いします。 

学校教育課所管分について、他に御質問、御意見はありませんか。 

自然教育の部分について、入れる考えはありませんか。 

以前もお話ししましたが、県内でとても自然教育について、進んで

いる市があります。 

標本を作るとか、標本の作り方の教室を開くとか、非常に自然教育

に力を入れられています。 

この市は、その道の専門家も育っています。 

教育は、与えないと結果がでないと思います。 

小学生向けのこのような教室を考えたらと思います。 

実は、ひとつ考えているのは、小学生向けの夏休みの勉強について

は、学校に応じて、小学校でやっていただきたいと思っています。 

そのかわり、教育委員会は、小学生向けの特別な講座をもちたいと

考えています。 

今の八木委員の提案については、処平塾の小学生版をやれば出来る

のかなと思いました。 
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（委員長） 

 

 

 

 

 

（早田課長） 

 

 

（委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（八木委員） 

 

 

 

 

 

 

（﨑村委員） 

 

 

 

 

振徳塾の整理がつけば出来るのかなと思いました。 

ただ、夏休みに行事をもつと他のところが動けない状況になってし

まいます。 

ギリギリの状況で行事を組んでいます。 

そのあたりの相談を学校としているところです。 

いろいろな可能性をさぐってみるということですので、よろしくお

願いします。 

学校教育課所管分については、よろしいでしょうか。 

（意見なし） 

続いて、生涯学習スポーツ課関係になりますが、先ほど、事業を細

かく追記することの説明がありましたが。 

学校教育課所管分にも事業が記載していましたので、本課について

も、事業名が入れられるところには、入れたほうが統一性はとれると

思います。 

可能であれば是非、そうしていただきたいと思います。 

生涯学習スポーツ課所管分について、御質問、御意見はありません

か。 

公民館を使った図書貸し出しの充実をしていきたいことや地域協議

会との連携の中での青少年の育成を図りたいということ、家庭教育と

人権教育を大きな見出しに格上げすることで重点的に取り扱っていく

ということ、学校地域支援本部事業の全小中学校実施をめざすため、

項目をうえにあげて重点化していきたいこと、文化財関係で、観光・

スポーツ課との連携等、そういった点が記載してありますので、この

あたりの変更があったことを考慮に入れてなにかありませんか。 

先ほど、図書館と学校の連携や読書の話がでましたが、５０冊、１

００冊読むとなると子どもが本を借りられる環境がないといけませ

ん。 

校区内に図書館がないところは、親の力をかりて、校区外の図書館

に借りにいくしかありません。 

このあたりを公民館と連携してうまくやっていただきたいと思いま

す。 

子どももそうですが、高齢者も図書館に行くにあたって、車が運転

出来る人は気軽に行けますが、交通手段がない高齢者はなかなか難し

いです。 

例えば、図書館に電話で注文したら、司書が持ってくるサービスが

あればいいと思います。 
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（委員長） 

（早田課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（藤田委員） 

 

 

（早田課長） 

 

 

（﨑村委員） 

（早田課長） 

（﨑村委員） 

 

（委員長） 

（教育長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日ではなくても、決められた日にそのサービスを行うことが出来

れば図書館の利用率もあがると思います。 

早田課長から何かありますか。 

本市には、２台の移動図書館号があります。 

南郷と本館が持っています。 

毎年、利用率を見ながらコースを変えています。 

確か、南郷地区は、３公民館行っていたと思います。 

公民館に行って、周知をしていても、来られないと貸し出し実績が

あがりません。 

現在、福祉施設を中心とした施設のほうが巡回箇所は多いです。 

後、御提案の図書リクエストをして、それを自宅まで持っていくサ

ービスを仮に実施すれば、４館は、必要なくなり、１館ですみます。 

そこにリクエストして、何回のリクエストがあるかわかりませんが、

そのための職員を配置することを考えた時に果たして、これが現実的

かと思っています。 

今の話の確認ですが、公民館からのネットによる貸し出しというこ

とは、そこに需要が多ければ、本を公民館まで持っていくということ

ですね。 

現在の制度は、総合支所や出張所でも返せます。 

公民館でも返せます。 

このあたりの利便性は、合併前からするとあがったと思います。 

公民館でも借りられるということですか。 

リクエストしていただければ。 

公民館まで持って来て欲しいと言えばいいのですね。 

このようなサービスがあるのをもっと周知して欲しいです。 

周知のほうをよろしくお願いします。 

来年度の事業の予定ですが、歴史をもっと子ども達に知ってもらお

うと小村寿太郎や小倉処平などの歴史的人物や神話に関することの紙

芝居を手掛けようと思っています。 

中身は、小学校低学年向けです。 

鉄は熱いうちに打てではないですが、小さい時に学んで、ある程度、

知識があれば、興味を持って、次に繋がっていくのではと思います。 

また、中学生でも大人でも読めるような日南の歴史がわかる本も必

要だと思います。 

こういった本が一冊あると日南市の宝になるのではと思っていま

す。 
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（委員長） 

 

 

 

（瀬田主査） 

（委員長） 

 

 

来年度、提案して、手掛けていきたいと思います。 

内容については、自宅で詳しく見ていただいて、きづいたことは、

伝えてもらいたいと思います。 

その修正部分と今後のスケジュールについて、事務局の方で説明を

お願いします。 

修正及び今後のスケジュールについて説明。 

訂正等がありましたら、事務局の方に１２月２５日までに提出をお 

願いします。 

先ほど、早田課長の方から追記の部分があるということでした。 

その部分については、事務局におまかせしていただきたいと思いま 

す。 

追記や修正した部分が１月の定例教育委員会でてくるということに 

なりますのでご了承をお願いします。 

この件については、終わります。 

 

  

  

 

１１ 報告 

（１） 市議会定例会報告について（１２月議会）  

① 学校教育課所管分      倉元課長説明 

 ② 生涯学習スポーツ課所管分  早田課長説明  

 

（２） 「ふれあいコミュニケーション」について 

（小中一貫校児童生徒との意見交換会） 

「ふれあいコミュニケーション」について    迫元委員長説明 

 

１２  その他 

 

(1) １月行事予定について      

    

(2) 第１３回 教育委員会会議（定例） 

   ① 日時  平成２７年１月１６日(金)、午後３時から    

   ② 場所  日南市役所・本館２階会議室   

    

１３ 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                            


