平成２８年度 第１１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 11 回 定例会 会議録

1. 日

時

平成 29 年 2 月 9 日 木曜日 午前 9 時 30 分 から 午前 11 時 35 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
貴嶋 俊介 委員

松元 國治 委員（教育長職務代理者）
御手洗 美恵子 委員

4. 欠 席 委 員

なし

5. 事 務 局

学校教育課長 川野 利光

宮田 慶子 委員

社会教育課長補佐兼市民体育係長 有村 充

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
6. 議

題

1．議席の指定について
2．平成 28 年度第 10 回教育委員会会議録の承認について
3．教育長及び教育委員からの報告・提案事項について
4．議事
(1) 議案第 23 号 えびの市立学校条例の一部改正について
(2) 議案第 24 号 えびの市奨学金貸与条例及び関係規則等の制定改廃について
(3) 議案第25 号 えびの市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付規則の一
部改正について
(4) 議案第 26 号 えびの市教育委員会への事務委任規則の一部改正について
(5) 議案第27 号 えびの市島津義弘公銅像建立事業補助金交付要綱の制定につい
て
(6) 議案第 28 号 平成 28 年度えびの市一般会計予算の補正第 9 号について
5．教育委員会事務局からの報告・事務連絡
(1) 平成 28 年度卒業式及び平成 29 年度入学式について

（開会 午前 9 時 30 分）
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 11 回定例会を始めます。
育長

まずはじめに、東蕨安美前委員の 2 月 8 日任期満了を受け、本日付で貴嶋俊介委員が就任さ
れました。任期は、本日 2 月 9 日より平成 33 年 2 月 8 日までの 4 年間となります。貴嶋委員
より一言ご挨拶をお願いします。

貴嶋俊介委 あらためまして、みなさんおはようございます。このたび、私にとっては、非常に両肩が重
員

いのですが、教育委員としての重責を勤めさせていただくことになりました。こういった分
野は初めてでありまして、教育長をはじめ、先輩委員の皆様、担当される委員会の職員のみ
なさんのご指導をいただきながら、勤めていきたいと考えております。生まれも育ちも田代
になります。どうかよろしくお願いします。

出席者全員

よろしくお願いします。

萩原和範教 続いて、次第 2 議席の指定となっておりますが、今お座りの議席でよろしいでしょうか。
育長
出席委員

はい。

萩原和範教 それでは、よろしくお願いします。
育長

続いて、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、本日の会議の会議録署名委員を、貴嶋 俊介 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 10 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。
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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、何かありましたらどうぞ。
育長
松元國治委 提案ではないのですが、有村社会教育課長補佐に質問があります。パークゴルフ場の設置に
員

ついて、以前、委員会で議論したことがありましたが、今の状況はどうなっていますか。

有村充社会 最初は、永山運動公園河川敷のほうにという話があったんですが、その後に、コカ・コーラ
教育課長補 の前の河川公園を今整備していますが、その最下流にパークゴルフの練習場を設置できない
佐兼市民体 かと、国の予算でとなりますが、かわまちづくり協議会で検討していただくことになってい
育係長

ます。2 月 22 日に開催されますが、それをもって、正式に整備が決定されるという方向付け
になっています。従って、今整備されています河川公園の方に設置されるということになっ
ています。

松元國治委 予算については、どうなりますか。
員
有村充社会 設置に関しては、国が予算をもつことになっています。市で予算をもつことになるのが、カ
教育課長補 ップやスタート用マット、河川の占用に伴う図面作成の委託料の予算をお願いしていくこと
佐兼市民体 になります。
育係長
松元國治委 なぜ質問したかというと、あるところから、パークゴルフ場ができる、良かったという話を
員

聞いたもので、どこでその話を聞いたのかを尋ねたら、ある公的な場面で市長から話があっ
たそうです。まわりの話が先行するようなことがあるといけませんので、調整をしっかりお
願いしたいと思います。パークゴルフの練習場は、来年度できる予定というのは、間違いな
いですか。

有村充社会 その計画で行こうということに、国との協議でなっています。
教育課長補
佐兼市民体
育係長
萩原和範教 続いて私から、今給食の異物混入が、よそで多く発生しています。それを見据えて今回緊急
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育長

時対応マニュアルの確認と発生時の対応の徹底について、
センターの方で進めておりまして、
次回の校長会で提案をしていくことにしております。
それと、飯野高等学校について、今、定員を割り込んでいる状況にあって、最終的な人数が
120 名に対して 82 名という数字がでました。去年の同時期より 10 名少ない状況です。それ
について、飯野高校への対応について、話を進めているところです。

松元國治委 これは、推薦入試の結果次第で、プラスアルファの数字が出てくる可能性はあるのですか。
員
萩原和範教 推薦入試の志願者数は、過去最低になりました。
育長
松元國治委 最終的に 100 名はほしいですね。一番少ないときでどのくらいでしたか。
員
萩原和範教 79 名だったと思います。そのとき支援策を打ち出したところです。
育長
松元國治委 今回と次回の状況をみて決定ですか？
員
萩原和範教 来年度事務局で案を作っていくと思いますが、今回の状況をみると、厳しいものが出てくる
育長

と思われます。

川野利光学 21 年度が 91、22 年度が 103、23 年度が 100、24 年度が 107、25 年度が 103、26 年度が 71、
校教育課長

27 年度が 108、28 年度が 105 となっています。

松元國治委 市によるてこ入れは、だいぶ効果はでていると思います。今年度中に、飯野高校を守り育て
員

る会の開催はありますか。

川野利光学 はい。議会のスケジュールを見て、開催日時を決定したいと考えています。
校教育課長
松元國治委 守り育てる会での議論もですが、やはり事務局と学校との協議になってくるものと思います
員

が、生徒数の絶対数も減ってきているので、厳しい部分もあると思いますが。

萩原和範教 かなり、今回は危機感をもっています。飯野高校がなくなるということになると、企業がな
育長

くなること以上に影響が大きいと思っています。学校は、やはり町の核になるものですので。
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松元國治委 やはり、事務局は、飯野高校と直に早急に話をしていただきたいということと、もし必要で
員

あれば、教育委員と飯野高校の幹部と、会議をもっていいのではないかと思います。子ども
の進路については、強制できないですが、飯野高校の魅力については、大いに宣伝できるの
で、そこらあたりは、市も予算を多く出しているし、飯野高校にももう少しがんばってほし
いところもあります。教育委員と学校との協議の場もあっていいのでは、ないでしょうか。
予算以外に必要なものが他にあるかも知れないし。

宮田慶子委 実際に、いい大学や国立大学に進学したり、就職したりしていますよね。
員
萩原和範教 それが、まだ周りに見えていないのだと思います。そこを大いに宣伝するのは、市ではなく
育長

て、やはり現場の高校です。やはり、高校が中学校に、頻繁に足を運んでいってほしいです。

盛満政仁学 普通科については、小林と違った、少人数教育など飯野高校の特色が現れていて、ある程度
校教育課主 の結果がでています。生活文化科の落ち込みがそのまま、数字に表れていると思われます。
幹

教育委員と飯野高校との幹部との協議の話がありましたが、支援策として市も予算を出して
いるので、その結果、生徒の進学率がどうなったとかの資料要求をしていこうと思います。
評議員として、行ったときに今回の話をしておきます。

松元國治委 ただ、予算を出すだけではなくて、検証も必要ですので、よろしくお願いします。
員
萩原和範教 それでは、議事に入ります。議案第 23 号えびの市立学校条例の一部改正についてを議事とし
育長

ます。事務局からの説明を求めます。

川野利光学 （説明）
校教育課課
長
萩原和範教 この件については、よろしいでしょうか。
育長
出席委員

はい。

萩原和範教 続いて、
議案第 24 号えびの市奨学金貸与条例及び関係規則等の制定改廃についてを議事とし
育長

ます。事務局からの説明を求めます。

川野利光学 月奨学金の金額を選択制にすることと、50 万円以内で入学一時金の貸与を新たに行うもので
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校教育課長

す。

松元國治委 貸与額、少ない額でもいいという声があるわけですか。
員
川野利光学 そのように聞いております。貸付ですので、返済が生じることになりますので、返済の楽な
校教育課長

方法も選択肢として必要と判断したところです。

萩原和範教 返還方法は、変わらないのですか。
育長
川野利光学 はい。同じです。
校教育課長
萩原和範教 入学一時金については、県内で初の取り組みになります。
育長
萩原和範教 これについては、よろしいでしょうか。
育長
出席委員

はい。

萩原和範教 続いて、
議案第 25 号 えびの市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付規則の一部改正
育長

についてを議事とします。事務局からの説明を求めます。

川野利光学 （説明）
校教育課長
萩原和範教 対象は、30 年度に入学するものからになります。これについては、よろしいでしょうか。
育長
出席委員

はい。

萩原和範教 続いて、
議案第 26 号 えびの市教育委員会への事務委任規則の一部改正についてを議事とし
育長

ます。事務局からの説明を求めます。

有村充社会 （説明）
教育課長補
佐兼市民体
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育係長
貴嶋俊介委 これらの改正については、法令審議会とかそういうものにかけられるのでしょうか。
員
川野利光学 はい。例規審議会というのがあって、そちらで審議してもらいます。
校教育課長
萩原和範教 これについて、よろしいでしょうか。
育長
出席委員

はい。

萩原和範教 続いて、
議案第 27 号 えびの市島津義弘公銅像建立事業補助金交付要綱の制定についてを議
育長

事とします。事務局からの説明を求めます。

有村充社会 （説明）
教育課長補
佐
萩原和範教 補助金については、会長などを呼んで検討して、市民の理解が得られる内容を補助するとい
育長

うことで協議をしてきたところです。建設場所についても、いろいろ意見があったところで
すが、見る人の多い、道の駅を考えています。

貴嶋俊介委 市が補助をするという考えは当初からあったものですか。
員
萩原和範教 いいえ。ありませんでした。当初は、市民からの寄付で見込んでいましたが、そこまで集ま
育長

らず、補助金について、議会へも陳情書が出されました。

松元國治委 今後、建設されたら除幕式などすると思いますが。その辺の段取りはどうなりますか。
員
有村充社会 あくまでも、銅像を建てる会の方が、主体になると思います。
教育課長補
佐兼市民体
育係長

- 6 -

松元國治委 建てた後の管理は、どうなるのですか。
員
有村充社会 道の駅の管理になろうかと思います。義弘公に関するイベントは、今後史談会で執り行って
教育課長補 もらおうと考えています。
佐兼市民体
育係長
松元國治委 そのあたりは、よく整理をしていただきたいと思います。
員
萩原和範教 続いて、議案第 28 号 平成 28 年度えびの市一般会計予算の補正第 9 号についてを議事とし
育長

ます。順次、事務局からの説明を求めます。

川野学校教 3 月補正については、入札残によるものなど、主に不用見込額分を減額補正するものです。
育課長
萩原和範教 この件については、これでよろしいでしょうか。
育長
出席委員

はい。

萩原和範教 以上で、議事は、全て終了しました。続いて、事務局からの連絡事項等をお願いします。
育長
大河平隆公 学校教育課から、事務連絡をさせていただきます。次回の教育委員会の日程については、議
学校教育課 会の日程が決まり次第、調整してお知らせします。続いて、平成 28 年度卒業式と平成 29 年
長補佐兼総 度入学式の出席者について、協議をお願いします。
務係長
（協議結果）
卒業式

飯野小学校・飯野中学校

松元國治 委員

上江小学校・上江中学校

貴嶋俊介 委員

加久藤小学校・加久藤中学校

御手洗美恵子 委員

真幸小学校・真幸中学校

萩原和範 教育長

岡元小学校

川野利光学校教育課長

入学式
飯野小学校

貴嶋俊介 委員
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飯野中学校

萩原和範 教育長

上江小中学校

萩原和範 教育長

加久藤小学校

松元國治 委員、

真幸小学校

領家修司 社会教育課長

岡元小学校

御手洗美恵子 委員

加久藤中学校

貴嶋俊介 委員

真幸中学校 松元國治 委員

中満敦雄学 給食センターからですが、1 月 16 日に寒波によって、釜と真空冷却機が使えず、献立を変え
校給食セン て対応したところです。来週に学校給食事業運営会の総会を開催し、給食費の来年度予算と
ター所長

決算等の審議や来年度の給食費の決定等をしていくことにしております。

松元國治委 徴収の状況はどうですか。
員
中満敦雄学 未納額は時間がかかりますが減っていっています。ただし、現年度分の状況が良くなければ、
校給食セン 未納の減った分が、元に戻るといった繰り返しの状況にありますが、学校と協力しながら進
ター所長

めていきたいと考えています。

有村充社会 社会教育課からです。前回の委員会で、高校の相撲部の合宿について案内したらどうかとい
教育課長補 うことでしたが、県内外の相撲部をもつ高校 8 校に対し、合宿に関する案内文書、合宿補助
佐兼市民体 金の資料等をお送りしました。続いて国の天然記念物の薩摩鶏の被害について報告しました
育係長

が、飼育小屋の建替えに伴い、原材料費の一部を補助したところです。続いて、イベントの
案内ですが、資料館で島津義弘公展を 3 月 3 日から 26 日まで、島津義弘公に関する講演会を
原口泉先生をお招きして 3 月 4 日に開催します。3 月 16 日に文化センターで俵万智さんと角
田光代さんの対談を行います。2 月 26 日日曜日に生涯学習振興大会を開催します。以上です。

山下広美学 学校教育課から、追加でお知らせします。2 月 23 日に福岡ソフトバンクホークスＯＢによる
校教育課教 キャッチボールキャラバンが加久藤小と真幸小を会場に 3 年生を対象に行われます。加久藤
育係長

小では上江小と、真幸小では岡元小と合同で行います。参加するＯＢ選手は、新垣渚選手と、
大野隆二選手です。真幸小では、選手と子どもと給食を一緒にしていただくことにしていま
す。

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 10 回 定例会を閉会します。
育長
（閉会 午前 11 時 35 分）
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