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平成28年第11回教育委員会定例会 会議録 
 

 

 

■ 開催年月日 

   平成２８年１１月２５日（金）１３時３２分開会 

                 １４時０６分閉会  

 

■ 開催の場所 

  指宿市役所 ２階 中会議室 

 

■ 出席者 

   教育長  ： 西森  

   教育委員 ： 西 広美，七夕 利久，別府 竜人，藤井 千代美 

 

■ 欠席委員 

   なし 

 

■ 会議に出席した関係者の氏名並びに職員の職及び氏名 

   教育部長               長山 君代    

教育総務課長兼学校給食センター所長  下吉 龍一   

   学校教育課長             中原 英樹  

社会教育課長             中摩 浩太郎 

   スポーツ振興課長           今村 将吾     

指宿商業高校事務長          満石 知  

  教育総務課参事兼学校整備室長     前薗 佳生 

 

■ 会次第 

(１) 開会の宣告 

  (２) 会議成立の宣言 

  (３) 前回の会議録の承認 

  (４) 会議録署名者の指名 

  (５) 教育長の報告 

  (６) 会議の公開等について 

  (７) 議事 

・日程第１ 報告18号 平成28年度指宿市一般会計補正予算（第12号）教育費の 

決定について  

・日程第２ 議案46号 指宿市立指宿商業高等学校授業料の免除について 

 (８) その他 

  (９) 閉会の宣告 
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■ 会議要旨 

 １ 開会の宣告 

（西森教育長） 

ただ今から，平成28年第11回指宿市教育委員会定例会を開会いたします。 

 

 ２ 会議成立の宣言 

（西森教育長） 

本日は，委員全員が出席しておりますので，会議は成立しております。 

 

 ３ 前回の会議録の承認 

（西森教育長） 

次に，前回会議録の承認です。 

平成28年第10回指宿市教育委員会定例会の会議録を承認することについて，ご異議ありま 

せんか。 

 

（異議なしの声）  

 

（西森教育長） 

異議なしと認め，前回会議録を承認いたします。 

 

４ 会議録署名者の指名 

（西森教育長） 

次に，本日の会議録署名者の指名です。 

指宿市教育委員会の行政組織等に関する規則第16条第３項の規定により，本日の会議録の署

名委員を藤井委員にお願いいたします。 

 

５ 教育長の報告 

（西森教育長） 

 次に，教育長の報告です。 

   別資料を準備してありますので，ご覧ください。 

 まず，市民対話集会「みんなで語ろ会」が，11月１日から30日まで，市内12小学校区を巡回し

て実施されております。今晩が10校区目になります。地方創生についての議題で，話し合いが行

われていますが，人口が減ってきているということ，雇用をどう確保して人が集まるようになる

かということを，市のほうから説明をして，意見交換になるわけですが，教育委員会関係では学

校再編に関することが，地域によって出てきております。もう少し具体的な取組を説明して，市

民の皆さんにご理解をいただくという機会が，今後必要になってくるのではないかと思ってい

るところです。 

 それから，２番目，５番目，８番目ですが，開聞地域・山川地域・指宿地域で文化祭が行われ

ました。開聞地域の文化祭につきましては，展示・舞台発表ともに，学校・保育園・地域が一体

となった，内容的にもバランスのとれた文化祭が実施されていたなという感想です。特に，川尻

地区の棒踊り・鎌踊りについては，私はこれまでたくさん棒踊り等も見てきましたが，女性の踊

り手が一緒になって棒踊りを踊っている。そういう面ではたいへん珍しく，力強い踊りを一緒に

しておられたなという印象でございます。山川地域の文化祭については，文化協会に所属してい

る方々を中心とした文化祭でございました。指宿地域文化祭につきましては，前日の生涯学習フ
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ェスティバルと重なった部分もありますけども，伝統的な取組がなされていると思います。文化

協会がある面では，自立した形で運営がなされているのかなと思っております。 

 ３番目の，小・中・高校音楽発表会です。前年どおり，午前の部・午後の部とありましたけれ

ども，発表者が中学年に偏っているというか，限定されているのかなと。もう少し幅広い学年が

参加して，発表することも必要ではないかと思いました。全ての小・中学校が市民会館に集まり

ますので，どうしても入りきれないということもあるのか，午前の部・午後の部ということで，

お互いを見合うという面では今後，会場を分けるということも必要になってくるのではないか

と思ったところです。 

 ４番目の，利永小学校の学習発表会を参観させていただきました。少人数の学校ではあります

が，隣の保育園の園児さんたちも出演していただきましたし，全校児童と来場者が一緒になった

全体合唱というのもあって，よかったなと思います。特に，５・６年生の総合的な学習時間の調

べ学習の発表でしたが，劇に近い形で受け継がれてきたものということで，琉球傘踊りの調べ学

習発表でした。なぜ，利永地域で琉球傘踊りが踊られているのかというスタートの場面，そして

今の私たちが５・６年生として，引き継いで踊っているのか。それから，50年後にはどうなって

いるだろうかということで，子どもたちが高齢者に扮して，杖をつきながら白髪のスタイルで舞

台に上がってきて，方言で話をしていましたけれども，観客の高齢者の方々にはたいへん受け

て，よかったという良い印象の話をたくさんいただきました。頑張っている様子が見られたとこ

ろです。 

 ６番目の望ましい学校づくり推進委員会では，坊津学園に委員の方々や調査研究チームの

方々が一緒になって，視察研修をしました。教育委員の研修会でも，坊津学園の視察があったわ

けですが，年々教育活動が充実してきて，定着してきているなというのを感じました。併せて，

南さつま市のほうからお出でいただいて，金峰地区の小中一貫教育の取組についても説明いた

だいて，勉強したところでございます。 

 ７番目の，県の人事異動連絡会・市立高校を設置する市の教育長会がありました。いよいよ人

事異動作業が始まっていくということで，お知らせしておきたいと思います。 

 最後に９番目ですが，11月20日の日曜日に，第11回指宿市駅伝競走大会が，宮ヶ浜公園の道路

周辺ということで，盛大に開催されました。小学校の部が14チーム，一般の部が８チーム。それ

から，今年から誰でも参加できるということで，楽しくランニングする「楽ランの部」というの

が設置されて，一緒に子どもたちと走るという場面もあって，たいへんよかったのかなと思いま

す。関係部課の皆様方には，行事の多い月でございましたけれども，ご苦労様でした。 

以上が教育長報告でございます。 

 

６ 会議の公開等について 

（西森教育長） 

次に，本日の会議の公開についてお諮りいたします。 

 本日の日程第２の議案については，特定の個人に関する案件でありますので，非公開での取扱

いとし，日程第１の報告は公開で行いたいと思いますがご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

（西森教育長） 

ご異議もないので，そのように取り扱います。 

 

 ７ 議事 
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（西森教育長） 

それでは，議事に入りたいと思います。日程第１ 報告18号「平成28年度指宿市一般会計補 

正予算（第12号）教育費の決定について」を議題といたします。 

提案の説明をお願いします。 

 

（長山部長） 

日程第１ 報告第 18号 平成 28年度指宿市一般会計補正予算（第 12号）教育費の決定につ

いて，報告申し上げます。資料の２ページをお開きください。 

 指宿市教育委員会の行政組織等に関する規則第 23 条第１項の規定に基づき，平成 28 年度指

宿市一般会計補正予算（第 12号）教育費を別紙のとおり決定いたしましたので，同条第２項の

規定により報告するものであります。 

 ６ページをお開きください。 

平成 28 年度 指宿市一般会計補正予算（第 12 号）は，歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ５億 4,036 万５千円を追加し，歳入歳出予算の総額を 260 億 5,743 万１千円とするもので

す。 

８ページをお開きください。 

今回の補正は台風 16号被害による災害復旧費を増額するもので，項３教育施設災害復旧費と

して１億 4,077万３千円を追加したものです。 

９ページをお開きください。 

第２表 地方債補正は，教育施設現年単独災害復旧事業債として 2,650 万円，社会体育施設

現年単独災害復旧事業債として 4,370万円を追加したものであります。 

それでは，予算に関する説明書に基づき説明いたします。歳入からご説明いたしますので，14

ページをお開きください。 

 款 14国庫支出金 項１国庫負担金 目４災害復旧費国庫負担金 節３教育施設災害復旧費負

担金 810万３千円の増額は，丹波小学校正門の復旧，南指宿中学校購買部の復旧，山川中学校プ

ールフェンスの復旧，開聞中学校駐輪場屋根の復旧，指宿学校給食センター軒下天井落下の復

旧，山川学校給食センターボイラー室煙突破損の復旧などに係る国庫負担金であります。 

 款 14国庫支出金 項２国庫補助金 目８災害復旧費国庫補助金 節３教育施設災害復旧費補

助金 90万９千円の増額は，池田小学校教頭住宅屋根瓦補修に係る国庫補助金であります。 

15ページをお開きください。 

款 21市債 項１市債 目９災害復旧債 節３教育施設災害復旧費 7,020万円の増額は，指宿

総合体育館，小学校，中学校，高等学校施設等の単独災害復旧費及び，小学校，中学校，学校給

食施設の災害復旧費に係る現年単独災害復旧事業債であります。  

次に歳出を説明いたしますので，17ページをお開きください。 

款 10 災害復旧費 項３教育施設災害復旧費 目１現年単独災害復旧費１億 2,552 万９千円

は，指宿総合体育館の屋根崩落や小・中学校及び高等学校の倒木及びフェンス倒壊等の 42件 145

箇所の災害が発生したため，災害復旧費を増額したものであります。 

同じく，目２現年補助災害復旧費 1,524 万４千円は，南指宿中学校の購買部半壊や指宿学校

給食センターの軒下天井の落下等６件 15箇所の災害が発生したため，災害復旧費を増額したも

のであります。 

なお，今回の災害箇所及びその状況については，「台風 16 号被害（９月 19 日～９月 20 日）

に対する災害復旧費」に関する参考資料を 18 ページから 24 ページに添付してありますので，

詳しい説明については割愛させていただきます。 

以上で報告を終わります。 
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（西森教育長） 

台風16号による被災状況等については，前回の教育委員会でも報告をさせていただいたとこ

ろでございますが，19から24ページに一覧表にしてあります。そういう災害に対する補正予算を

組んで，お願いをしてありますということです。 

ただいまの説明に対してご質疑・ご意見等ございませんか。 

 

（西職務代行者） 

   補正をつけていただいた分で，何とかなりそうでしょうか。なるとしたら，いつまでにという

目処がありましたら，教えていただきたいと思います。 

 

（長山部長） 

   台風災害につきましては，倒木関係は小・中学校の体育祭前に，業者にお願いをしまして処理

をしております。窓ガラスの破損等につきましては，修繕は終わっております。大きなもので，

体育館の屋根は今，一時的な応急処置をしている状況です。山川中学校と利永小学校のプール

フェンス等については，今は設計があがってきたので，入札の準備段階です。細かいものにつき

ましては，追々修繕ができている状況です。 

   社会体育施設のものにつきましても，サンシティホール・野球場・Ｂ＆Ｇ，その他諸々段階を

経て，修繕ができているものと，今手がけているもの，まだこれからのものと，ちょっと分かれ

ているところです。 

 

（西森教育長） 

   社会教育施設関係は。 

 

（中摩課長） 

   社会教育施設関係は21ページでございます。中央公民館・校区公民館関係の窓ガラスであっ

たり，室外機については，ほぼ作業は終わったところです。ＣＯＣＣＯはしむれの窓ガラスの破

損等の修繕も終わっております。市民会館についても，屋上の冷却塔が破損したり，看板が倒れ

たり，倒木があったもの，ピロティ灯り窓についても修繕は終わっております。文化財関係の看

板は今，順次やっているところでございまして，一つ一つ現状を見ながらやっておりますが，こ

の看板処理については，ちょっと年を越えそうな状況です。橋牟礼川遺跡の古代住居の屋根が

捲れた部分については，もう修繕は終わっております。大きなものは，ほぼ終わっている状況で

す。 

 

（西職務代行者） 

   この前，生涯学習フェスティバルがあったときに，市民会館２階中会議室の空調機が気にな

ったのですが。 

 

（中摩課長） 

  そこにつきましては，９月補正で設計委託料を計上いたしました。来年度，修繕をする計画で

ございます。11月だというのに暑い日がございまして，ご迷惑をかけております。 

 

（別府委員） 

  国庫補助金というのは，国から災害のということで出していただいたのですか。けっこう妥
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当な金額と言いますか，しっかりと出ているのか，厳しいものなのかどうなのでしょうか。 

 

（前薗室長） 

  国庫補助対象事業は，1件当たり40万以上のものとなっておりまして，実際に県の担当者に現

場を見ていただいたうえで，南指宿中学校の購買部とか，山川中学校のプールフェンスなどを

国に挙げさせていただきました。補助率が３分の２になります。申請をいたしまして，今やっと

内示が出たところでございまして，その分につきましては，早急に執行していきたいと考えて

おります。 

 

（西森教育長） 

他にご質疑・ご意見等ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

（西森教育長） 

質疑・意見等がないようですので，質疑・意見を終結いたします。 

日程第１ 報告第 18号は終了いたします。 

 

  議事（非公開） 

日程第２ 議案46号 

「指宿市立指宿商業高等学校授業料の免除について」          ・・・原案承認 

 

８ その他 

（西森教育長） 

   以上で，本日，予定されていました議案等については，すべて終了いたしました。その他で 

何かございませんか。 

 

（西森教育長） 

  暫時休憩いたします。 

 

 

（西森教育長） 

  それでは，休憩前に続いて会議を続行いたします。 

その他で何かございませんか。 

 

９ 閉会 

（西森教育長） 

以上で，平成28年第11回指宿市教育委員会定例会を閉会いたします。 


