令和２年１月定例教育委員会会議録
⒈１月定例教育委員会会議
[1]期

日

令和２年１月 29 日（水）

[2]場

所

市教育委員会 教育長室

[3]会議時間

午前 10 時 00 分から午前 10 時 59 分まで

[4]出席委員

川井田和人教育長、髙橋博昭教育長職務代理者
杉尾優子委員、連尺野智子委員、篠原剛委員

[5]参

与

江川教育政策課長、妹尾社会教育課長、緒方スポーツ振興課長、
濵砂教育政策課課長補佐、宮崎教育政策課課長補佐、
小川教育政策課教育総務係長

[6]議事日程

第１ 会議録の承認

12 月定例教育委員会会議録

第２ 行 政 報 告

１月行政報告について

第３ そ

①令和元年度卒業式の臨場について

の

他

②西都市中学校の適正規模について
③その他
⒉開

会

教

育

長

ただ今より、１月定例教育委員会を開催いたします。

長

はじめに、12 月定例教育委員会会議録の承認を求めます。

⒊会議録承認
教

育

会議録については既に原案を配付しておりますが、会議録に記載した内
容についてご異議ございませんか。
（異議なし）
教

育

長

ご異議ないようですので、会議録を承認することといたします。

長

つづいて、１月の行政報告をお願いします。

⒋行政報告
教

育

教育政策課長

（官公庁仕事始め並びに小中学校始業式等について）
６日は「官庁の仕事始め」でした。また、
「市内小中学校の始業式」、
「定
例課長会」も行われました。さらに、
「西都市新春賀詞交歓会」がホテルプ
リムローズ西都で開催され、教育長が出席しました。
（西都市・西米良村小中学校教頭会研修会について）
10 日に村所小学校において開催されましたが、今回は市教育委員会から
の出席はありませんでした。
（西都市消防出初式について）
12 日に山角河川敷公園で行われ、教育長が出席しました。
１

（九市教育委員会総務・学校教育担当課長及び担当者会について）
14 日から 15 日の日程で日南市において開催され、私と恒松主査が出席
しました。
「市町村と県が一体となって取り組む統合型校務支援システムの
共同設置に係る費用負担」
、
「就学援助」
、
「講師確保対策」
、及び「ＧＩＧＡ
スクール構想」についてを議題に、協議・意見交換を行いました。
（さいと未来創生総合戦略本部会議及び県副教育長来庁について）
15 日に「さいと未来創生総合戦略本部会議」が議会委員会室で開催され、
教育長が出席しました。またこの日は、県の亀澤副教育長が本市を訪れ、
銀上学園及び穂北中学校を視察されました。
（教職員評価制度に係るフィードバック面談について）
16 日と 20 日の２日、市内小中学校長を対象に実施しました。
（西都市校長会について）
21 日に穂北中学校において行われました。
（児湯地方教育委員会連絡協議会研修について）
同じく 21 日に宮崎県立明星視覚支援学校を研修先として行われました。
教育長のほか全委員が参加しました。
（定例課長会及び補佐会について）
22 日に開催されました。
（遠隔教育システムを活用したプログラミング研修会について）
同じく 22 日に、穂北小、茶臼原小、銀上学園で行われました。穂北小学
校がメイン会場でした。
（誘致企業・地場企業合同情報交換会について）
24 日にホテルプリムローズ西都で開催され、教育長が出席しました。
（教職員人事異動に係る移動状況経過説明について）
明日 30 日に中部教育事務所で行われます。教育長と宮崎補佐が出席を予
定しています。
教

育

長

社会教育課長

つづいて社会教育課お願いします。
（成人式について）
５日に市民会館にて実施し、市長、副市長、教育長が出席しました。会
の一部で式典、二部で「みやざき犬の激励ダンス」
、
「新成人トークショー」
を行いました。式の対象者は男 187 人、女 147 人の合計 334 人で、参加者
は、男 150 人、女 123 人の合計 273 人となり、出席率は 81.74％で前年度
の 78.08％を上回りました。
（イン・リーダー教室について）
８日に三納小、15 日に茶臼原小学校、22 日に妻南小学校、29 日に妻北
小学校で実施され、各小学校で３回を実施します。
（九州の神楽シンポジウム 2020 について）
18 日から 19 日にかけてメディキット県民文化センターにて実施されま
した。シンポジウムにおきまして、全国の神楽についてユネスコ無形文化
２

遺産に登録されるよう要望書を国に対して提出することが承認されまし
た。
（宮崎県公民館大会について）
25 日に日向市において実施され、功労者表彰、優良自治公民館報表彰、
２館による発表、ひでじビール代表取締役の永野時彦氏による講演があり
ました。
（九市文化担当課長及び担当者会議について）
30 日から 31 日にかけて串間市で開催されます。筌瀬主幹、長友主事が
出席予定となっています。
（西都市生涯学習関係団体連絡協議会視察研修について）
31 日に高鍋町、川南町で実施されます。口蹄疫メモリアルセンター及び
香川ランチを視察予定です。
教

育

長

つづいてスポーツ振興課お願いします。

スポーツ振興

（第８回西都市スポーツ推進委員協議会について）

課

８日にコミュニティセンターで開催され、スポーツ推進委員だより発行

長

のスケジュール、スポーツ教室の開催などの事業計画の確認、１月 17 日開
催の新春スポーツ懇談会、25、26 日に佐賀県で開催される九州地区スポー
ツ推進委員研究大会の参加等について協議しました。
（西都市体育協会第４回常任理事会について）
10 日にコミュニティセンターで開催され、１月 17 日開催の新春スポー
ツ懇談会の最終打ち合わせを行い、役割分担、会の流れ、懇親会の流れ等
を確認しました。
（第 10 回宮崎県市町村対抗駅伝競走大会について）
13 日に宮崎市を中心として行われました。今回、西都市は３チームがエ
ントリーし、市対抗でＡチームが７位、Ｂチームが 16 位、Ｃチームが 21
位の結果でありました。
（韓国安山工業高校野球部合宿について）
西地区運動公園で 16 日から来月の 18 日にかけてキャンプを実施します。
（第 30 回西都市体育協会新春スポーツ懇談会について）
17 日にホテルプリムローズ西都で開催されました。1964 年の東京オリン
ピックで開会式のファンファーレに参加した元陸上自衛隊音楽隊員の山口
昇氏によるトランペット演奏に始まり、宮崎県体育協会の廣田彰副会長に
よる「スポーツにおける光と影」と題して、体罰やドーピング問題等スポ
ーツ指導者向けの講演が行われました。
（第 10 回シニアエイトサッカーフェスティバルについて）
18 日から 19 日にかけて清水台総合公園で行われました。県内外からオ
ーバー40 で８チーム、オーバー60 で６チームが参加しました。オーバー40
では児湯Ａチームの優勝、60 オーバーでは宮崎Ｂチームが優勝しました。
40 オーバー参加の西都市は４位の成績でした。
３

（ヤクルトスワローズ等協力部会理事会について）
24 日にコミュニティセンターで開催され、31 日からキャンプインするヤ
クルトスワローズファームのキャンプスケジュールや歓迎セレモニーの日
程調整、参加者確認等を協議しました。
（第 62 回九州地区スポーツ推進委員研究大会について）
25 日から 26 日にかけて吉野ヶ里で有名な佐賀県神埼市で開催され、推
進委員 16 名が参加しました。大会では柔道の古賀稔彦氏が「人生の教科書」
と題して特別講演した後、長崎国際大学の宮良俊行准教授による「スポー
ツを核としたまちづくり」をテーマとして基調提案が行われました。また、
スポーツ功労者として本市の佐藤順子委員が表彰されました。
（Ｖ・ファーレン長崎春季キャンプについて）
25 日から来月の 10 日にかけて、清水台総合公園多目的広場でキャンプ
を実施します。Ｖ・ファーレン長崎は平成 25 年から 28 年までキャンプを
実施しておりました。今回のキャンプでは宿泊は伴いませんが、２回目の
キャンプインでもあり、手倉森監督の話の中でも、Ｊ１に昇格して継続的
なキャンプを行いたいとのことでしたので積極的な支援をしていきたいと
考えています。
（西都市体育協会第５回常任理事会について）
31 日にコミュニティセンターで開催されます。新春スポーツ懇談会の収
支報告及び反省事項等を協議する予定です。
（ヤクルトスワローズ春季キャンプについて）
同じく 31 日から来月の 25 日まで西都原運動公園にて、池山新監督を迎
えて開催されます。31 日の 15 時からＡコープで歓迎セレモニーを行う予
定です。また今年初めての試みですが、オフィシャルグッズブースを設置
します。注目の奥川選手が来るということで警備体制が気になるところで
す。
教

育

長

それでは、ご質問等あればお願いしたいと思います。
ないようであれば、スポーツ振興課長はここで退席をさせていただきま
す。

⒌そ の 他
[1]令和元年度卒業式の臨場について
教育政策課長

（資料による説明）

[2]西都市中学校の適正規模について
教育政策課長
教

育

長

（資料による説明）
今、説明がありましたが、報告書は中学校適正規模等研究部会において
とりまとめたもので、この報告書を中学校再編調査検討委員会に提出する
ということを委員の皆様においてもご承知いただきたいと思います。地域
においては、地域と学校との関係が希薄になるのではないかとの心配もあ
４

ると思いますが、何かこのことについてご意見等はございませんか。
髙 橋 委 員

アンケートの結果をみると判らないというのが正直なところだと思うん
ですね。我々も昨年度に串間市と垂水市の方に視察して、やっと理解でき
たということがあるので、地域や保護者の皆様もなかなか頭の中に描けな
いと思います。そのあたりをこれから先、判っていただく方法を考えてい
く必要があると思いました。

教

育

長

今のご意見については、今後、小学校のＰＴＡ総会に出向いて説明をす
るということと、その他にも色んな機会を通じて説明を行っていきたいと
考えています。

篠 原 委 員

今、地域づくり活動で地区で祭りを実施して、その中に中学生が参加し
ているので、それがなくなるのが寂しいというのがあると思います。

教

育

長

それについては、昨日の中学校適正規模等研究部会においてもその様な
意見がありました。何らかの対応が必要であると思っています。

教育政策課長

さつま町の視察において、
「中学生が参加している地域の祭りが大変では
ないですか」との質問が出たんですが、
「公民館や学校を通じて参加の呼び
かけをするとか、中学校の行事と地域の行事とをしっかり調整してもらっ
ているとか、部活動との関係もありますが、地域の行事を優先してもらう
ようにお願いをしている」とのことでした。また逆に考えると、
「一つの中
学校に生徒が行くということは、地域でやっていた行事に他の地域の生徒
を呼び込むという効果もあるのではないか」という話もありましたので、
色んな対応策を考えていきたいと思います。

⒍閉

会

教

育

長

以上で本日の会議を終わります。

⒎次回教育委員会開催日程
令和２年２月 26 日（水） 午前９時から

５

