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 平成29年第６回教育委員会定例会 会議録  
 

 

 

■ 開催年月日 
   平成２９年６月２３日（金） １３時３２分開会 

                 １４時３１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   

指宿商業高校主幹兼係長        上瀬 正治  

  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24号 指宿市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の一部改正につ

いて 

・日程第２ 議案第25号 指宿市新小田奨学資金奨学生の選考について 

・日程第３ 報告第11号 指宿市社会教育委員の補欠委員，指宿市立公民館運営審議会

の補欠の委員及び指宿市立市民会館運営協議会の補欠委員の

委嘱について 

・日程第４ 報告第12号 指宿市スポーツ推進審議会の補欠の委員の任命について 

・日程第５ 報告第13号 指宿市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

 (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29年第６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，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，前回の会議録について，お諮りいたします。 

平成29年第５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。 

   別紙資料を準備してありますのでご覧ください。 

 ５月28日に，柳田小学校と丹波小学校において運動会が開催されましたが，天気にも恵ま

れて，充実した運動会ができたと思っております。委員の皆様方にもご参加いただきまし

て，ありがとうございました。 

 続いて，南薩地区教科用図書採択協議会についてです。指宿市が事務局で，色々と会議を

進めているところですが，第２回の会議を５月22日に開催しました。６月22日には知覧の文

化会館で第３回の会議をいたしました。本年度は，来年度から採用する小学校の道徳教科書

の選定をしているわけですが，次回は，この教科書選定を研究調査してくださる学校の先生

方の研究調査委員会が市民会館で開催されることになっています。その前に，教科書の法定

展示ということで２種類の展示方法があります。１つは丹波小学校に設置してあります指宿
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地区の教科書センターで，６月15日から29日までの14日間，土・日も開館して展示しており

ます。誰でも見に行けるということで，案内をしているところです。それともう１つ，特別

巡回展示ということで，６月５日から23日まででしたが，市内の小学校を４コースに分けて

一週間ずつ学校に展示して，学校からも意見をいただくことになっています。 

次に，５月31日に児童生徒交通事故・水難事故防止対策連絡会を開催しました。交通事

故・水難事故防止について，各機関・団体等からも色々とご意見等をいただいたところで

す。夏に向けて，水難事故防止ということで遊泳を禁止する場所には，「ここは遊泳禁止で

す。」というのぼり旗を設置していましたが，今年は自然公園法の関係で，設置許可を取って

からの手続きが必要になってくると思います。 

それから，いぶすき子ども映画祭の実行委員会を６月８日に開催しました。本年度も,北海

道の北見市で，アジア国際子ども映画祭が実施されるわけですが，この子ども映画祭につい

ては，アジア国際子ども映画祭と，指宿独自のいぶすき子ども映画祭，２つの部門があるわ

けです。アジア国際子ども映画祭のテーマとしましては，今年は「学校の先生」。いぶすき子

ども映画祭については，テーマを決めないで自由なテーマで参加していただきます。この２

つの部門で募集をしていきますが，参加者増につなげるため例年どおり，小学校と中学校を

回って作品制作の講座等を実施する取組も計画されたところです。 

次に，望ましい学校づくり推進委員会合同部会の開催についてです。新しい委員もおられ

ることから，色々と意見交換がなされたところですが，４つのグループに分かれて話し合い

をしていただきました。委員の校長先生方に司会と記録をお願いして進行していただきまし

たが，全体会よりはグループ協議にしたことにより様々な意見が出やすかったと思います。 

６月16日には，市の防災教育推進委員会が開催されました。防災教育のあり方等につい

て，大学の先生等からもご意見をいただきました。指宿小学校・柳田小学校・丹波小学校が

研究指定校になっており，そこで具体的な取組をしていただいて，その成果等を市内の学校

の方に情報提供していくということで，進めているところでございます。 

６月１日から市議会定例会が開会中で，来週の月曜日（26日）までとなっております。一

般質問が，19日と20日の２日間にわたって行われました。５名の委員から，資料に掲載の内

容等について質問がありました。 

最後に昨日（６月22日），市の教育支援委員会が開催されました。これはお医者さんや校長

先生方，または支援学級のある学校の担当の先生方等に委員になっていただいているところ

ですが，この支援教育につきましては，今度の議会でも質問をいただいて，議員の皆様方も

大変関心があるところです。支援を要する児童生徒の現状等について，少し報告をさせてい

ただきたいと思いますが，通常学級に在籍して，特別支援員を配置して支援をしていただく

該当児童生徒は，小学校12校に169名，中学校５校に75名，合わせて244名おります。特別支

援学級については，小学校８校に16学級あり54名，中学校５校に８学級あり19名，合わせて

73名の児童生徒が在籍しております。この他，通級指導教室が，柳田小学校に２教室設置さ

れています。情緒障がいのある児童が通級する教室には市内３つの小学校から４名，市外の

２つの小学校から２名。言語障がいのある児童が通級する教室には市内６つの小学校から16

名，市外の１つの小学校から１名の通級状況です。今後，さらに特別支援教育は重要視され

て，取組をしていかなければならないと思っているところです。 
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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。 

 本日の日程１，議案第24号については，公開で，日程２から日程５については，人事・人選

に関する案件でありますので，非公開で傍聴を禁止する取扱い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） 

 

（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 

（西森教育長） 

それでは，議事に入りたいと思います。まず，日程第１ 議案第24号「指宿市私立幼稚園

就園奨励費補助金交付規則の一部改正について」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 議案第24号，指宿市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の一部改正について，

提案のご説明を申し上げます。 

資料の２ページをお開きください。 

指宿市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の一部を別紙のとおり改正したいので，指宿市

教育委員会の行政組織等に関する規則第 10 条第４号の規定に基づき議決を求めるものであり

ます。改正理由は，平成 29年度において幼稚園就園奨励費補助金等に係る国庫補助限度額の増

額変更であります。 

 ７ページの「指宿市私立幼稚園就園奨励費補助金校区規則新旧対照表」をご覧ください。 

別表第１は，幼稚園に就園している園児が１名以上いる世帯の補助限度額の表であります。

階層区分２の市町村民税非課税世帯である第２子は，補助限度額 290,000円から 308,000円に

改正するものであります。 

階層区分３の市町村民税所得割額が 77,100 円以下の第１子は，補助限度額 115,200 円から

139,200円に改正するものであります。また，「ひとり親世帯等」の第 1子は，補助限度額 217,000

円から 272,000 円に改正するものであります。第２子は，補助限度額 211,000 円から 223,000

円に改正するものであります。 

８ページの別表第２は，小学校以上に兄又は姉がいる園児に係る補助限度額の表であります。

階層区分２の市町村民税非課税世帯である第２子は，補助限度額 290,000円から 308,000円に

改正するものであります。階層区分３の市町村民税所得割額が 77,100円以下の第２子は，補助
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限度額 211,000円から 223,000円に改正するものであります。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

（西森教育長） 

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。 

   これは，国庫補助の限度額が増額になったので，それに合わせて市も調整して，設定してあ

るということですか。 

 

（長山部長） 

   はい。 

 

（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 議案第 24号については，提案のとおり可決することでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

（西森教育長） 

それでは，日程第１ 議案第24号は，提案のとおり可決することといたします。 

 

議 事（非公開） 

日程第２ 議案第25号 

「指宿市新小田奨学資金奨学生の選考について」            ・・・原案同意 

日程第３ 報告第11号 

「指宿市社会教育委員の補欠委員，指宿市立公民館運営審議会の補欠の委員及 

び指宿市立市民会館運営協議会の補欠委員の委嘱について」 

日程第４ 報告第12号 

「指宿市スポーツ推進審議会の補欠の委員の任命について」 

日程第５ 報告第13号 

「指宿市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について」 

 

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 
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何かございませんか。 

 

（七夕委員） 

   先日，地域の方々と学校の将来像について，色々とお話する機会があり，「教育委員会は，望

ましい学校づくり推進委員会を新たに作り，学校再編ありきで，どんどん会を進めていってい

るのではないか。」という質問がありました。２月23日に開催の第２回定例教育委員会でも，こ

れと同じような質問をしましたので重複しますが，地域の方々の質問に一つ一つ丁寧に答えて

いくことが，もっとも大事なことだと思いますので，どうぞよろしくご回答をお願いいたしま

す。 

 

（前薗室長） 

  まず，望ましい学校づくり推進委員会のことについてでありますが，教育委員会では，平成

28年度に「望ましい学校づくり推進委員会」を新たに設置しました。この会は，地域や保護者

代表，学校長，幼児保護者，青年世代代表，高齢者代表など 57名で構成されています。この推

進委員会は，教育委員会が示す案について検討し，様々な立場から広くご意見をいただく組織

でありまして，この推進委員会で，どういった学校が望ましいかを決定する組織ではありませ

ん。 

現在，教育委員会では，少子化に伴う学校規模の適正化の観点，小中一貫教育を見据えた教

育課程の観点で，検討を進めております。今後，推進委員会のご意見をいただきながら，ある

程度の案がまとまった時点で，住民説明会を開催して，広く市民の方々へもご説明をさせてい

ただき，ご意見やご意向も伺いたいと考えております。 

なお，教育委員会では，こうした取組を通して，今年度中に望ましい学校づくりの方針を示

したいと考えているところです。 

 

（七夕委員） 

   このような疑問がなくならない限り，平成26年７月23日から始めました，地域の方々への説

明会から一歩も前に進んでいないように感じます。今後におきましても，このような教育委員

会への質問があった場合は，その場で私達が答えて，一部の人に理解してもらうのではなくて，

定例教育委員会で質問いたしまして，閲覧できる議事録に残す方が，全ての市民の皆さんの目

に映ると思いますので，今後も同じような質問を何度もするかと思いますが，どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

（西森教育長） 

   よろしくお願いいたします。開かれた教育委員会でもありますし，市民の皆様方にご理解い

ただくためには，情報提供の機会にもなるかと思います。ありがとうございました。 

   他にはございませんか。 

 

（中摩課長） 

  図書購入費の寄付がございましたので，ご報告いたします。別紙資料をご覧ください。 
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三光機械株式会社 代表取締役社長 矢口正一氏から，平成 29年５月 25日に寄附の申し出

があったところです。三光機械株式会社は，指宿市山川成川に鹿児島工場を設置している企業

です。 

寄附金額は１千万円で，寄附の理由については，指宿市及び市民の方々への社会貢献の一環

ということであります。寄附の条件として，子ども達をはじめ，市民の方々が利用する指宿市

立図書館，指宿市小・中・高等学校，指宿市立校区公民館の図書の充実に役立ててほしいとい

うことでした。 

   三光機械株式会社については，創業者で現会長の今村光雄氏が，山川成川で生まれ，昭和 45

年，包装機械を製作する「三光機械株式会社」を創業されました。平成３年には，旧山川町の

企業誘致第１号として立地協定を締結し，九州工場（現在：鹿児島工場）を建設しています。

現在，鹿児島工場従業員 30 名のうち，29 名が指宿市民であり，市の雇用創出にも協力いただ

いています。 

 三光機械株式会社のこれまでの寄附についてですが，旧山川町へ，平成６年度，８年度，９

年度，11年度にそれぞれ，500万円，200万円，２千万円，200万円と４回寄附をされておりま

す。また合併後の指宿市へは，平成 20年度に福祉・教育のために１千万円を寄附され，平成 29

年度には今回とは別に，国道 226号成川バイパスから鰻池方面に上る道路で，三光機械までの

道沿いに防犯灯９基を寄附されております。 

なお，寄附金贈呈式につきましては，平成 29年６月 29日の木曜日，14時から市長応接室に

おきまして，三光機械株式会社 矢口正一社長と小口忠男部長に出席いただき実施する予定で

す。 

 

（西森教育長） 

   何かご質問はございませんか。 

 

（七夕委員） 

   提案があるのですがよろしいでしょうか。先程の新小田奨学資金が，後８年くらいしかもた

ないだろうということで，この際，三光機械株式会社さんに，新小田奨学資金に代わるものと

して，要請はできないものかどうかお伺いいたします。何年後かでも構いませんので。 

 

（西森教育長） 

  暫時休憩いたします。 

 

（西森教育長） 

会議を再開いたします。 

 

（中摩課長） 

   今回の寄附につきましては，ご連絡いただいた段階から図書購入にということでした。贈呈

式等もございまして，話ができる機会もございますので，今回のこのお話についても，お知ら

せできればと考えております。 
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（七夕委員） 

   よろしくお願いいたします。 

 

（西森教育長） 

   贈呈式にお出でになられるようですので，状況によって，お話ができたらいいなと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

９ 閉会 

（西森教育長） 

以上で，平成29年第６回指宿市教育委員会定例会を閉会いたします。 


