平成２８年度 第７回 定例会

会 議 録

えびの市教育委員会

えびの市教育委員会
平成２８年度 第７回 定例会 会議録

1. 日

時

平成 28 年 10 月 3 日 月曜日 午前 9 時 から 午前 10 時 32 分まで

2. 場

所

えびの市役所本庁 教育委員会 会議室

3. 出 席 委 員

萩原 和範 教育長

松元 國治 委員（教育長職務代理者）

御手洗 美恵子 委員

宮田 慶子 委員

4. 欠 席 委 員

東蕨 安美 委員

5. 事 務 局

学校教育課長 川野 利光

社会教育課長 領家 修司

学校給食センター所長 中満 敦雄
学校教育課長補佐兼総務係長 大河平 隆公 学校教育課主幹 盛満 政仁
学校教育課教育係長 山下 広美
6. 議

題

平成 28 年度第 6 回教育委員会会議録の承認について
教育長及び教育委員からの報告・提案事項について
議事
(1) 議案第 19 号 えびの市立学校職員旧姓使用取扱規程の制定について
(2) 議案第 20 号 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

（開会 午前 9 時）
萩原和範教 ただ今から、えびの市教育委員会 平成 28 年度第 7 回定例会を始めます。
育長

会議録署名委員の承認について、えびの市教育委員会会議規則第 16 条第 1 項の規定により、
会議録署名委員を、宮田 慶子 委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

出席委員

はい。

萩原和範教 続いて、前回の会議録の承認について、学校教育課長から概要の朗読をお願いします。
育長
川野利光学 （第 6 回 教育委員会会議録の要点を朗読）
校教育課長
萩原和範教 会議録について、何かございませんでしょうか。
育長
出席委員

ありません。

萩原和範教 なければ、会議録については、承認ということでよろしいですか。
育長
出席委員

はい

萩原和範教 続いて教育長・教育委員からの報告提案事項となっておりますが、委員から何かないでしょ
育長

うか。

松元國治委 １つよろしいでしょうか。最近、新聞等でうれしいニュースが飛び込んできまして、宮崎日
員

日新聞のきりしま版をよく見るんですが、まず、英語弁論大会では、例年えびの市が、ぶっ
ちぎりでありまして、他が出場しているのかなと思うくらいであって、優勝して県大会出場
というニュースがありました。それから、飯野中の生徒会長が弁論で全国大会に出場すると
いう報道もありましたし、ＪＡの書道コンクールでも、金賞がいました。飯野高校の交流活
動もよく取り上げられています。社会教育課のイベントも新聞によく載っています。えびの
市が目指す、学力向上、体力向上、心の教育ということでは非常に充実した 1 年を過ごして
きているのではないかと思っています。

御手洗美恵 小学校と中学校の運動会、体育大会に行かせていただき、大変立派な大会でした。
子委員
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萩原和範教 それでは、審議に入ります。議案第 19 号「えびの市立学校職員旧姓使用取扱規程の制定につ
育長

いて」を議事とします。事務局から説明をお願いします。

大河平隆公 （説明）
学校教育課
長補佐
萩原和範教 例えば、指導要録とか戸籍上の名前でなければならないものはどれか、どこかに規定はあり
育長

ますか。

大河平隆公 規程の第 4 条に旧姓を使用することができる文書について規定しています。
学校教育課
長補佐
松元國治委 職員の場合は、実際には事例は少ないと思いますが、子供たちが、親の離婚等により姓が変
員

わった場合の扱いは、どうなっていますか。

川野利光学 基本的には、戸籍で対応することになります。
校教育課長
松元國治委 ということであれば、子供たちが動揺するなどの理由で、そのままの姓で通しているのは、
員

学校の運用で対応しているということですね。子供についての同じような規程はないという
ことですね。

川野利光学 はい。
校教育課長
松元國治委 わかりました。
員
萩原和範教 人事異動等の書類については、戸籍上の姓ということですね。
育長
川野利光学 そうです。
校教育課長
大河平隆公 業務上支障がなく、法令等に基づかない文書ということになります。
学校教育課
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長補佐
萩原和範教 他に質問がなければ、これでよろしいでしょうか。
育長
委員

はい。

萩原和範教 続いて、
「議案第 20 号 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」
育長

を議事とします。説明をお願いします。

大河平隆公 （点検及び評価を行う根拠及び今後の流れについて説明）
学校教育課
長補佐
川野利光学 （学校教育課分について、説明）
校教育課長
領家修司社 （社会教育課分について、説明）
会教育課長
萩原和範教 総合評価の部分で変わったところについて、教えてください。
育長
川野利光学 30 人学級、施設整備について、変わっています。社会教育課についても、変わっています。
校教育課長
萩原和範教 では、具体的に入っていきますが、昨年度と評価が変わったところについて、説明をお願い
育長

します。

川野利光学 まず、1 教育委員会の活動、(3)教育委員会と事務局の連携について、評価があがっていま
校教育課長

す。

大河平隆公 ここについては、教育長、各課長を中心に、教育委員会からの意見、要請、検討事項等につ
学校教育課 いて、事務局と委員との連携を常にとっていただいておりますので、評価を上げたところで
長補佐

す。これについては、常に高い評価を維持していかなければならない項目と考えています。

川野利光学 次に(4)教育委員会と首長との連携について、評価が下がっていますが、これについては、例
校教育課長

年実施している教育関係者交流会が、台風接近のため開催できなかったためであります。
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(5)教育委員の自己研鑽、研修会の参加状況については、案内のあったほとんどの研修会に参
加していただいておりますので、評価を上げたところです。
(9)学校、公民館及び図書館の敷地選定については、26 年度は上江小中の用地購入がありま
したが、27 年度はありませんので、評価なしになっています。(15)学齢生徒及び学齢児童の
就学すべき区域の設定、変更については、学校区境の見直しを 26 年度に行い 27 年度に施行
したので、評価を上げています。
萩原和範教 学校区境の見直しの内容は何ですか。
育長
山下広美学 27 年 4 月から見直されたところは、山内と上上江になります。山内、上上江のある班につい
校教育課教 ては、申請すれば、飯野か加久藤、上江か飯野のどちらかに行けるよう、柔軟な対応が可能
育係長

になりました。

川野利光学 続いて、(3)学校の説明責任と教師の資質向上、(4)学校施設・設備の整備充実が評価を上げ
校教育課長

ています。

領家修司社 社会教育課について、昨年度と評価が変わったところについてですが、生涯スポーツの推進、
会教育課長

②指定管理者と連携した体育施設の有効活用が、評価を変えておりましたが、元の評価に戻
します。次に図書館のところですが、評価を上げております。図書館は、指定管理者が直営
ではできなかった、いろいろなイベントをしていただいております。以上です。

萩原和範教 質問はないでしょうか。
育長
委員

はい

中満敦雄学 （給食センター分について説明）
校給食セン
ター所長
萩原和範教 給食センター分について、説明がありましたが、委員から質問があればどうぞ。
育長
松元國治委 2 点質問します。まず評価については、昨年度も同様の評価だったのかが 1 点と、もう 1 点
員

は今年の 4 月からいいですが、学校から異物混入の通報があれば、何件あったかを教えてく
ださい。
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中満敦雄学 昨年度の実績としましては、(1)は同じです。
（2）と（3）は、重要度は１番高く、実現度は
校給食セン 真ん中でしたが、１番高く評価しました。異物混入については、25 件の事例がありましたが、
ター所長

学校で混入したと考えられるものは 2 件で、給食センター内で混入したと考えられるものが
2 件、納入業者からの分がそれ以外になります。

松元國治委 ということは、4 件あって、そのうちセンターが原因と思われるものが 2 件、学校が 2 件、
員

あとの分は目視で下処理の段階で処理したということですね。

中満敦雄学 そのとおりです。
校給食セン
ター所長
松元國治委 昨年度の評価について、なぜ聞いたかというと、もし、問われたとき、今言われたことをき
員

ちんと答えられるように所長が整理をしておかないと、なぜ評価が上がったのかと聞く人も
いるので、気をつけておいてください。

御手洗美恵 調理師の健康管理については、具体的に毎月何をしているか教えてください。
子委員
中満敦雄学 調理師については、年 2 回の健康診断をすることと、月 2 回の検便検査を行い、O157 とか赤
校給食セン 痢菌の検査を受けて、異常がなかった方だけ、業務にあたってもらうようにしています。ま
ター所長

た、家庭内でも家族に発熱や嘔吐があった場合には直ちに報告をしてもらい、その方には出
勤をさせないという体制が整っています。

萩原和範教 それでは、議案第 20 号は、これでよろしいでしょうか。
育長
委員

はい。

萩原和範教 これで、議事を終了します。事務局からの事務連絡をお願いします。
育長
領家修司社 3 点ほど、報告いたします。前回の教育委員会で、教育長から祭りのポスターについて、話
会教育課長

がありましたが郷土芸能保存連合会の 14 団体から希望をとってポスターをつくろうと考え
ています。続いて島内の 139 号墓について、保存処理が済んだものを来月 1 日から 25 日まで
一般公開します。公開に先立って 10 月 24 日に記者会見を民俗資料館で行います。また、12
月 18 日に橋本准教授の講演会を行う予定です。島津義弘公の銅像について、昨年請願書が出
され、9 月議会で採択となり、今後業者等を会に紹介し、具体的に動きだすものと思います。
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萩原和範教 次に学校教育課お願いします。
育長
大河平隆公 次回の教育委員会の日程について、
第 8 回定例会を 11 月 7 日月曜日午前 9 時からお願いしま
学校教育課 す。その後、同日 第 2 回えびの市総合教育会議を午前 11 時から予定しています。
長補佐
萩原和範教 それでは、以上で えびの市教育委員会 平成 28 年度 第 7 回 定例会を閉会します。
育長
（閉会 午前 10 時 32 分）

- 6 -

