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 平成29年第５回教育委員会定例会 会議録  
 

 

 

■ 開催年月日 
   平成２９年５月２６日（金） １４時０５分開会 

                 １５時１０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，別府 竜人，藤井 千代美 

 

■ 欠席委員 
   七夕 利久 

 

■ 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             中山 義和 

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 議案第22号 平成29年度指宿市一般会計補正予算（第３号）に係る議案

（教育委員会関係分）に関する意見の申出について 

・日程第２ 議案第23号 指宿市望ましい学校づくり推進委員会委員の補欠委員の委嘱

について 

・日程第３ 報告第５号 指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼運営協議会委員の任命

について 

・日程第４ 報告第６号 指宿市立少年育成センター運営協議会の補欠の委員の任命に

ついて 

・日程第５ 報告第７号 指宿市立少年育成センター補導委員の補欠の委員の任命につ

いて 

・日程第６ 報告第８号 指宿市立図書館協議会の補欠の委員の任命について 
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・日程第７ 報告第９号 指宿市教育支援委員会委員の委嘱について 

・日程第８ 報告第10号 教職員人事の内申について 

(８) その他 

  (９) 閉会の宣告  

 

■ 会議要旨 

 １ 開会の宣告 

（西森教育長） 

ただ今から，平成29年第５回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，七夕委員が欠席しておりますが，定足数に達しておりますので，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，前回の会議録の承認について，お諮りいたします。 

平成29年第４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

署名委員を別府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。 

   別紙資料を準備してありますのでご覧ください。 

   ４月27日に第１回地区教科用図書「道徳」の採択協議会が開催され，第２回の採択協議会

は５月25日に開催されました。採択までに合計４回開催する予定です。 

 それから，市教職員バレーボール大会が５月13日の土曜授業後の午後に，開聞総合体育館

で実施されましたが，11校の小学校の参加がございました。学校規模によっては連合チーム
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を作ったりして，大変和やかな中でお互いの親睦も図られたところです。 

 ５月15日の月曜日には，南薩教育事務所と合同で大成小学校を訪問しました。先生方が子

どもたちと一緒に一生懸命取り組んでいる姿を見ることができてよかったと思っています。 

 次に，奈良市で開催された全国都市教育長協議会の研究大会と視察研修に参加させていた

だきました。奈良市の教育委員会と飛鳥小学校の研修をさせていただきましたけれども，奈

良市の教育委員会は昨年，「第10回小中一貫教育全国サミットin奈良」と銘打って，小中一

貫校に取り組んでいる全国の自治体が集まった研究発表大会を開催しています。10回目とい

うことですので，随分前から全国でそれぞれやっているのをお聞きすることができました。

小中一貫教育の内容等について，どんなことをしていくのか興味があったわけですが，世界

遺産に登録されたことを通して，「総合奈良」というふるさと学習をしているということで

した。今，指宿市でも，まるごと博物館構想を前提にしながら，ふるさと教育を進めようと

しておりますが，そういうことなのかなと思いました。また，外国語教育ということで，小

学校１年生から中学校３年生まで，９年間を通した英語教育を実施しておりました。そうい

うのも全国的な流れであるのかなと思って大変参考になりました。 

 資料の裏面を見ていただきますと，講演で藤原和博という高校の校長さんの話がございま

した。民間の会社に就職されて，その後，2003年に杉並区の中学校の校長になられ，その後

に高校の校長になられたという方でした。テーマは「10年後，君に仕事はあるのか？」でし

たが，様々な紹介等もあったので，鹿児島に帰ってから本を買いに行きましたけれども，こ

のテーマと同じタイトルの書籍も出ているようです。10年後に役に立つ教育，子どもたちに

何を指導していけばいいのか，ネット社会がますます進んでいく中で，教育の方法だけでは

なくて，内容も変わってくるのかなという身近な事例を通した話がございました。大変参考

になったところです。 

 それから，学校運営協議会の新任委員研修会を５月23日に実施しております。それぞれの

学校で，学校運営協議会が２年目になるわけですけれども，引き続いて委員をお願いする方

と，今年初めて委員をお願いする方がおりましたので，今年初めて委員になっていただく

方々に集まっていただきまして，協議会の主旨等を説明し理解を深めていただいたところで

す。 

以上で教育長報告を終わります。 

 

６ 会議の公開等について 

（西森教育長） 

次に，本日の会議の公開等についてお諮りいたします。 

 本日の議案については，市議会提出前の予算に関する案件，及び人事に関する案件でありま

すので，すべて非公開で行いたいと思います。なお，日程第８については教職員人事の内申に

関する案件でありますので，関係部課長のみの出席としたいと思いますが，ご異議ございませ

んか。 

 

（異議なしの声） 
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（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（非公開） 

日程第１ 議案第22号 

「平成29年度指宿市一般会計補正予算（第３号）に係る議案（教育委員会関係分）に関す

る意見の申出について」                     ・・・原案同意 

日程第２ 議案第23号 

「指宿市望ましい学校づくり推進委員会委員の補欠委員の委嘱について」・・・原案同意 

日程第３ 報告第５号 

「指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼運営協議会委員の任命について」 

日程第４ 報告第６号 

「指宿市立少年育成センター運営協議会の補欠の委員の任命について」 

日程第５ 報告第７号 

「指宿市立少年育成センター補導委員の補欠の委員の任命について」 

日程第６ 報告第８号 

「指宿市立図書館協議会の補欠の委員の任命について」 

日程第７ 報告第９号 

「指宿市教育支援委員会委員の委嘱について」 

日程第８ 報告第10号 

「教職員人事の内申について」 

 

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。 

 

（西職務代理者） 

  ３点ほど質問をさせていただきたいと思います。まず，５月に入って運動会が，他の地区で

も早い所ではあるようですが，これから暑くなっていく時期になり，熱中症で運ばれたという

ニュースもあったりします。指宿市内の小・中・高まで合わせて，熱中症に対しての対策は，

どのようなことを行っているのかお聞きしたいと思います。 

  それから，２点目は指宿市の教職員の先生方についてですが，やはり新聞記事にも載って 

いましたけれども，先生方の勤務時間，残業時間がすごく問題になったりしておりますので，

指宿市の先生方の勤務実態，残業時間などは，どういう風な形になっているのかお聞きしたい

です。もし，たくさん残業があるようであれば，対策等はどのようなことをしているのか教え

てください。 

  最後に，いじめ問題で自殺があったりと，報道を賑わしているようですが，指宿市内の学校

は，いじめ問題に対してどういう捉え方・対策をしているのか，参考までにお聞きしたいと思
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いますので，よろしくお願いします。 

 

（西森教育長） 

  熱中症対策，教職員の勤務時間，いじめ問題等に対する実態を含めた対策の３点がでまし

た。学校教育課からでよろしいですか。 

 

（中山課長） 

   まず，１点目の熱中症対策についてですが，校長会・教頭会等の研修会でも，学校には指

導しているところです。各学校においては，水筒持参の取組をしたり，教室の換気，扇風機が

付いている所では，しっかりと対策をするということを呼びかけているところです。学校に

よっては，教室の上の方に換気口があったりもするのですが，そのまま閉めたままで授業を

している所があれば，管理職に言って見回りをしてもらったりと，教室での対策は行ってい

ます。それから，外での対策については，水筒の用意であるとか，暑い時の体育館使用や木陰

で行うというように，各学校に具体的に指導をお願いしているところです。 

   また，熱中症対策について，それぞれの学校で状況調査をして備品が足りない所に関して

は，教育総務課の配当予算等を活用して氷を作る冷蔵庫等を設置するなどの整備をしている

ところです。後，それぞれの学校によって，テントの中で休ませるなどの対策をとっておりま

す。 

   勤務時間については，学校は８時10分または15分から，16時40分または45分までというこ

とで，45分の休憩を抜いて，７時間45分の勤務になっております。28年度での勤務時間の超

過状況を調べたところでは，80時間を超えた教職員が，昨年の６月時点で小学校が9.2％。中

学校・高校が24％。同じく10月時点では，小学校が4.2％。中学校・高校が21.8％でした。そ

れから，年休取得については，平均11.4日となっています。学校での対策としては，毎学期１

回以上，校内衛生推進委員会を開いて，勤務状況や職員の健康チェック等を実施して，教職

員の勤務負担軽減やストレスチェックの推進を図っているところです。 

   いじめ対策については，28年度は小学校が80件，中学校が42件の計122件でしたが，早期の

学校の対応等で，ほとんどが解消されているところではありますが，事案によってはまだ解

消に至っていないケースもあります。学校関係機関や教育委員会等のケース会議を通して，

解消に向けた取組を行っているところです。今年の４月時点では小学校が１件，中学校も１

件の計２件のいじめの認知がございました。中身は，小学校が「冷やかし・からかい」，中学

校が「嫌なことを言われる」というようなことがあり，この２件については現在，経過観察中

でございます。いじめについては，各学校，定期的にいじめアンケートを実施するなどして，

１点でも多くのいじめを認知して，認知したいじめに関しては，早期に解決していくという

姿勢で臨んでいるところです。また，学校の中では道徳教育や人権教育を推進して，心の教

育にも努めているところです。 

教育委員会としては，スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー，指導主事も交

えて，学校として早期解決に取り組んでいます。また，社会教育団体の関係者や青少年推進委

員会からなる，いじめ問題対策連絡協議会等を開いて，関係課との連携も図っているところで

す。 
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（西森教育長） 

   熱中症対策については，先日，市の学校保健会が開催されまして，挨拶をさせていただき

ましたが，大変暑い日でしたので，初めに，これからは熱中症が一番気になってきますと申し

上げました。学校でも，学校保健会で熱中症対策等について話し合ってくださいということ

と，今，課長から話をしたように学校で日常的にできることをやってくださいとお願いしま

した。学校訪問も今度は開聞小学校ですが，委員の皆様方にも見ていただけたらと思います。

教室の中には固定式の扇風機を取り付けてありますし，教室によっては風通しがよくないと

いうことで，移動式の扇風機を置いている学校もあるようです。私どもが一番気にしている

のは，きちんと窓を開けたり，時間を決めて空気の入れ換えをしたりしているということで

す。実際，気分が悪くなることと繋がっていきます。生活習慣，早寝・早起き・朝ご飯の指

導，服装の調整など，学校に来たら体操服で過ごすなど，色々な工夫があるかと思いますが，

そういうのも含めてお願いをしているところです。 

   先生方の勤務時間については，先程，実態がございましたが，県の教育委員会としまして

も，定時退庁日をきちんと行ってくださいと。それから，それに合わせて部活動も休む日を設

けてくださいということで，県の指導もいただきながら校長研修会，教頭研修会では，その

周知徹底を図っているところですが，併せて業務改善をしないと超過時間をなかなか削って

いけないので，業務を改善する取組もしてくださいと，事あるごとに指導をしていきたいと

思っております。 

 

（西職務代理者） 

   熱中症対策で，高校の場合は教室にエアコンが付いていたと思います。製氷機の話もされ

ていましたが，それは何処の学校にもあるのですか。エアコンの稼働率というのも参考にな

るのがあればお知らせいただきたいです。 

 

（西森教育長） 

   製氷機は何処か。 

 

（長山部長） 

   商業高校にはあります。 

 

（満石事務長） 

   ご存知のとおり，昨年の体育祭では４人ほど救急車で搬送された事案があり，大変ご迷惑

をおかけしたところです。 

熱中症対策として，保健室に製氷機を１台置いてございます。これはＰＴＡ費で設置をした

ものでございまして，10年近く経つ中で，最近は少し氷の出来が悪い状況でございます。熱中

症対策専用ではございませんが，教室にＰＴＡで負担してエアコン55台を設置しており，これ

の運営費につきましては，月額950円を保護者の方々に負担いただいて運営しております。10

年リースということで，平成22年当時のＰＴＡ会長さんが3,600万円の保証人になってスター
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トした事業です。 

扇風機も公費で設置したものがございますが，天井に各教室４基設置してあります。ただ，

天井に設置してある扇風機というのは，今は県立では付いていません。上から落ちてきたらい

けないということで，撤去をしていると先生方から指示を受けている状況ですので，これは状

況を見て，また検討しないといけないと思っております。部活動におきましては，野球部が私

費で製氷機と冷蔵庫を持っているようです。女子ソフトテニス部も私費で製氷機の準備をして

いるという状況です。熱中症が発生した場合の対応につきましては，それぞれ冷やすなどの対

応をしているという報告を受けております。 

 

（下吉課長） 

   小中学校におきましては，今のところ製氷機の設置はございません。代用としまして，冷

蔵庫を利用されている所が多いようです。また，学校ではOS-１（オーエスワン）や塩飴も準

備されていて対応している所があるようです。 

 

（西職務代理者） 

   ありがとうございます。とにかく事故がないように，子ども達が学校の中で安全に過ごせ

るようにというのが一番かなと思っているところです。残業時間やいじめ問題について，説

明を伺ったのですが，これは小・中のことですよね。指宿市は市立の高校もあるので，そうい

う把握はあるのでしょうか。 

それと，残業時間については，指宿市としては大丈夫ですよという範囲なのか，危ない範囲

なのか，もっと時間を減らさないといけないという数字なのか。 

いじめに関しては，特に深刻な問題は起きていませんよという捉え方でよろしいのでしょう

か。 

 

（中山課長） 

   勤務時間については，先程も申し上げましたように，80時間を超えているところがありま

すので，これに関しては教育長からもありましたように，業務改善や学校行事の見直し，ま

た，こちらからの行事等を含めた改善の取組。そして，学校内においても，どのようにしてい

ったら改善を図られるのかということで，大・小それぞれの学校に合わせた取組をしていま

す。学校によっては，先生によっての差もありますので，文書事務の均衡，一人の人に負担が

かからない取組。管理職で月の途中でチェックをして，時間を超えそうだなという人に対し

て声かけをしていくというのを中学校・高校も含めてしているところです。 

   それから，いじめ問題については，今，西職務代理者がおっしゃったとおりでございます。 

 

（西森教育長） 

   管理職から「早く帰りなさい」と声かけをしていただくのがいいと思います。それには先

程，課長からありました数字的なものもありましたけれども，そういうのを報告しながら，全

市的に取組をしていきます。学校でも，安全衛生委員会というのを独自に開催しております

ので，自分たちのことなので，そこでも実態を出し合って，お互いに遅くまで残らないような



- 8 - 
 

対応をしてくださいということで，学校独自でも話し合いをしつつ，もうしている所もある

ようです。大分，関心は高まってきているようです。それと，ストレスチェックも併せて，学

校での取組をお願いしているところです。 

   いじめについては気を抜けない，どこにあるか分かりませんので，見えたら手当てもしや

すいのですけれども，常に危機意識をもっていきたいなと思います。今朝の新聞に「喧嘩もい

じめに入ります」とありましたが，どこまでがどうなのかというのもありますけれども，やは

りそういう人間関係は気を付けていかないといけないと思います。30日に校長会もあります

ので，再度，注意喚起したいと思います。 

他に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29年第５回指宿市教育委員会定例会を閉会いたします。 


