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平成２５年１月定例教育委員会会議録 

 

１ 期  日  平成２５年１月９日(水) 

２ 場  所  市役所南別館委員会室 

３ 開始時間  午後１時３０分 

４ 終了時間  午後３時１７分 

５ 出席者 

小西委員長・瓦田委員長職務代理者・堀内委員・島津委員・酒匂教育長 

その他の出席者 

池田教育部長・福永教育総務課長・清水学校教育課長・茶薗生涯学習課長・新宮文化財課長・

黒木図書館長・川崎美術館長・渋谷教育総務課副課長・東教育総務課主幹 

６ 会議録署名委員 

島津委員・堀内委員 

 

７ 開会 

○小西委員長 

それでは、ただいまより１月の定例教育委員会を開催いたします。 

８ 前会議録の承認 

○小西委員長  

平成２４年１２月定例教育委員会会議録につきましては、すでにお手元に届いていると思いま

すが、会議録の内容についてご異議ございませんでしょうか。 

(異議なし) 

○小西委員長  

それでは前回の会議録を承認いたします。 

９  会議録の署名委員の指名 

○小西委員長  

本日の会議録の署名委員に、都城市教育委員会会議および選挙等に関する規則第１５条の規定

により、島津委員と堀内委員にお願いいたします。 

 

１０  教育長報告 

１２月定例教育委員会以降の行事等について概要報告(主要なもの) 

(1)成人式について 

  市内１５地区の新成人は、１６３９名です。全員が出席したわけではありませんが、１月３日

から５日の３日間に亘って整然とした成人式が執り行われました。この成人式については、中学

校の体育館を使用した会場が１５地区中７会場あり、７会場については、その学校の校長先生を

はじめとして、職員、生徒の皆様方に非常に大きく貢献していただきました。会場づくりや後片

付け等に大変ご尽力いただき、改めて感謝を申し上げるところです。他にも、新成人の皆さんや

保護者の皆様方が率先して会場の片づけをしてくださり、成人式がこのスタイルをとって６年目

になりますが、成人としての自覚を高める、或いは人と人との絆を深めるという意味では、非常

に良い成人式になったと思います。成人を迎えられた皆様方が、この社会の中で大きく活躍をし

てくれることを願っています。残りは、１月１２日(土)にきりしま支援学校で成人式が行われま
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すが、素晴らしい成人式が執り行われることを願っています。 

 (2)市長・教育長と語る会について  

  市長・教育長と語る会が１２月１８日に執り行われました。都城市の自公連が主催で、市内３

０２の自治公民館がありますが、それぞれ１５地区の連協長さん方が代表でお集まりになっての

会でした。そこで私がご説明したのは、コミュニティスクール、学校運営協議会を４月から導入

する予定であること、そのことについては自治公民館の館長さんを始め、地域の方々にも運営委

員などとして、様々な分野でこれからご協力いただくことになりますので、ぜひご理解・お力添

えをいただきたいということを申し上げました。前々から市長・教育長と語る会の中で意見とし

て出されていたのは、地域の中に先生たちの顔や姿が見えないということです。この地域の声に

応えるためにも、コミュニティスクールは大きな機能を発揮していくのではないかと期待してい

ます。地域の中の学校を具体化しているのがコミュニティスクールではないでしょうか。コミュ

ニティの素晴らしさを実感したのは、姫城地区の３校(姫城中学校、明道小学校、南小学校)が合

同で学校の門に門松を備え付けたことです。そういったコミュニティの力が都城の教育の中には

あるのだと思います。この地区だけでなく、都城市内５４校すべての学校が地域の力を受け、さ

らに地域に貢献出来るような学校になっていければ良いと思います。 

 (3)交通安全看板の贈呈式について  

  １２月２８日に明道小学校の校長先生にお越しいただき、通学路の交通安全看板の贈呈式を行

いました。通学途中の痛ましい事故が報道されており、議会においても毎回のように取り上げら

れています。通学路の危険個所については関係機関との合同緊急調査点検が昨年の８月に実施さ

れましたが、１１月現在で４２か所の危険個所が報告されました。その中で９か所はグリーンベ

ルトやカーブミラー、信号機等を設置するなどの改善が図られましたが、残りについてはこれか

らの改善が必要です。しかし、子どもたちは現にその危険個所を通り毎日通学していますので、

危機感を持って対応していかなければならないと思います。一番大事なのは運転者の皆さんにい

かに注意喚起していくかということです。したがって、安全運転をお願いする看板を２００枚作

成し、１２月末から順次学校に配布する予定です。後程、学校教育課長が現物を持って参り説明

しますので、見ていただければありがたく思います。 

○小西委員長  

ただいまの教育長の報告についてご質問はございますか。 

○島津委員  

  交通安全について、去年の 1 月の委員会の時にも申し上げましたが、冬休みや冬の暗い時期に

車を運転していると、高校生だと思いますが、無灯火の自転車が多く感じます。小学生や中学生

の時からの指導が大切でありますので、看板も大切ですが、児童・生徒への直接の指導も引き続

きよろしくお願いいたします。 

  また、コミュニティスクールについては、保護者の方への周知はどのような状況なのですか。 

○教育長  

 学校教育課がパンフレットを作成しましたので、本日見ていただくことにしております。この

パンフレットは都城市のコミュニティスクールに特化しまして、校長会での説明や学校から保護

者への説明を、この都城独自のパンフレットを基に行っていただくことにしております。 

○瓦田委員 

 コミュニティスクールについてですが、地域の方々は、学校の先生方にどうあってほしいと望 

んでいらっしゃるのか疑問に思います。学校は地域の方々からいろいろな恩恵を受けているので
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すが、先生方がどういう行動をとったり、どういう立場にあれば地域の方々はよしと思って下

さるのかと感じます。先ほど教育長がおっしゃったように、地域の中に教師の顔が見えないと

いうことが第一なのだろうとは思うのですが、そこから探って、どのような行動をとってもら

えればいいのかということをお尋ねしたいと思います。 

○教育長 

  以前から「地域の中に先生たちの姿が見えない」「もっと地域の行事に関わってほしい」「先

生たちが地域に顔を出すことによって、地域の住民ももちろんですが、一番喜ぶのは子どもた

ちである」という意見を聞いてまいりました。今回もこのような意見が出されて、これは非常

に大きな地域の願いであると感じました。その声を、直接校長会で説明するのですが、その後

に校長先生から職員へと縦系列の中で話をしていくこともあって難しい面もあります。そこで、

学校運営協議会の中に地域の方々が委員として入っていただいて、地域の声として、地域の方々

が直接意見を伝えていくことをぜひ期待したいし、今後大きく姿が変わってくるだろうと思い

ますので、この件については大きく期待をしているところでございます。 

○小西委員長 

  ある地区では最近小学校の校長先生が夏祭りにも文化祭にも参加していらっしゃいます。や

はり校長先生方だけではなく、生徒たちに身近な先生たちが参加して下さるというのが理想な

のだと感じます。 

○瓦田委員 

  夜間や土日祝日の行事が地域の行事としては多いので、校長先生としても先生方に話をする

際に苦慮すると思います。教育長がおっしゃったように、直接地域の方々の声をお届けすると

いうのが一番良いと思います。地域の行事予定を 4 月頃に各学校に連絡していただくと行事予

定表にも書くことができるので、それも一つの方法だと思います。そうすることで、尐しは学

校の先生方の顔が地域に見えるようになると思います。 

○教育長  

  今の意見は非常に良いアイディアで、教務主任会議が来週あるのですが、教務主任は、学校

の教育課程を司る、鑑になる存在ですので、私から話をすることになっています。その中で、

学校の特色ある行事を組み立てていく際に、地域の願いや計画を実際にキャッチして、学校の

教育計画の中に組み込んで全職員が情報共有するようにさせていただきたいと思います。 

○小西委員長 

  先生方の地域や距離の問題が常に出るのですが、そういったスケジュールがあれば、全ての

先生がというのは難しいですが、できるだけ足を運んでいただく方向へ持っていくことができ

れば、地域の行事も盛り上がるのではないかと思います。 

○教育長 

  若干先生方の味方をすると、学校も本当に忙しく、例えば中学校の部活動では、土曜・日曜

も無く、家庭を犠牲にしている方もたくさんいます。しかし、全体として見てみると地域の行

事に参加する努力は必要なのではないかということを、先生方の努力を踏まえながら、お話し

したいと思います。 

○堀内委員 

  交通安全について、登下校の際に、保護者や地域の方々が立っているところを見て感心して

いるのですが、地区ごとでジャンパーが決まっていたり決まっていなかったりするようです。

提案ですが、都城のシンボルカラーを決めてジャンパーを作り、都城全体で子どもたちを守る
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運動をすると良いのではないでしょうか。例えば、街に出るときはそのジャンパーを着て、交

通安全活動の時はジャンパーの上にたすきをかけ、ボランティア活動をする方たちもジャンバ

ーを統一すれば、街ぐるみで子どもたちを見守ることができます。私もジャンパーの色を見た

だけで気を付けなければと思いますので、意外とカラフルなジャンパーの色は重要だと思いま

す。一生懸命されている地域はジャンパーをそろえているところもありますが、それを街全体

で行うと良いのではないかと思います。 

○教育長 

  この件については検討させていただきたいと思います。 

○瓦田委員 

  去年も意見しましたが、夜・夕方の自転車は危ないですよね。中学生まで指定靴があるとす

れば、反射材をはじめからつけていただきたいと思います。自転車に乗る時だけでなく、徒歩

でも反射材は必要です。こういった工夫があると、安全性がかなり違うと思います。 

○教育長 

  この件についても、校長会等で検討させていただきたいと思います。 

○小西委員長 

  地域で歩かれている方たちも靴に反射材が無く、反射テープ付のたすきが公民館から配られ

ているのですが、なかなか着用率が上がらず危険です。自分は大丈夫だという意識から掛けな

いのでしょうが、運転する方は大変です。 

○島津委員 

  別の件ですが、まず、東京の調布で起きた学校給食の問題についてです。アレルギー物質が

入っていなければ提供される可能性があり、知らずにクラスメイトが提供してしまうというリ

スクはあるに違いないと思います。アレルギーを持つお子さんへの提供が絶対にないようにな

っているのかという確認を一度していただいた方がよろしいのではないかと思います。1 件表

に出てくるということは、３０件裏側に似たようなことがあるといいますので、念のためこの

件について注意していただきたいと思います。 

  次に、ノロウイルスについてです。今年はノロウイルスの感染が多い気がします。特に子ど

もさんが、学校で飛沫物から感染する可能性があり、その時の処理については保健の先生から

指導されると思いますが、その徹底と、もし感染の疑いがある場合には子どもたちは近づかな

いということを徹底することなど、学校内で感染があった場合の一時対応を確認した方が良い

のではないでしょうか。 

１１ 議事 

○小西委員長 

それでは、議事に入ります。本日は、報告７件、議案２件です。 

まず、議案第７３号「専決処分した事務について（平成２４年度都城市教育委員会名義後援につ

いて）」を教育総務課長よりご説明お願いいたします。 

※教育総務課長より説明 

○小西委員長  

  ロードレースについてですが、雤天の場合はどうなるのですか。 

○教育総務課長 

  尐々の風雤の場合は開催されます。 

○小西委員長 
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それでは、議案第７３号を承認します。 

  続いて、報告第７４号「平成２４年度都城市社会教育振興大会開催要項の制定について」、報告第

７５号「平成２４年度都城市高齢者学級振興大会開催要項の制定について」を生涯学習課長より

ご説明をお願いいたします。 

 ※生涯学習課長より説明 

 ○瓦田委員 

   社会教育功績者の推薦はそれぞれの団体にお願いしてあるということなのですが、公民館あた

りからも推薦があるということですか。 

 ○生涯学習課長  

   開催要項をご覧ください。大会への参加依頼をした団体一覧がありますが、この団体に昨年の

暮れに団体の連協長等に推薦依頼を出しており、この中から推薦が上がってきております。昨年

は５名で、一昨年はありませんでした。選考委員会を開催し決定します。 

 ○瓦田委員 

   私が住んでいる地区では、毎週日曜日に燃えないごみのところに立ってくださっている方がお

り、その行いを表彰してあげたいと思うのですが、そういう方々を表彰するとしたらどういう場

がありますか。 

 ○生涯学習課長 

   その方が自治公民館活動に参加されてその中で活動されており、地域役員や会長という形で長

年貢献されていらっしゃれば、社教連あたりから表彰されるということもあると思います。個人

のボランティア活動であれば、小さな親切運動があります。また、自治会活動であれば自治公民

館振興大会での表彰もあると思います。 

○小西委員長 

 それでは、報告第７４号、報告第７５号を承認させていただきます。 

※生涯学習課長その他報告（成人式の在り方についての要望書について） 

○小西委員長 

  要望書の宛先が教育委員各位ということですので、私もそれなりの見解をもってアンケートの

結果をお聞きしたいと思います。 

○瓦田委員 

  各中学校の成人式は、卒業生が３００人いたとしたらどれくらいの割合で参加しているのです

か。 

○生涯学習課長 

  現在の成人式の出席者へのご案内は、卒業当時の学籍ごと、そして住所地の二十歳になる方々

へお送りしています。その中で住民票の異動をされている方がいて、正確な新成人の人数を測り

兼ねるところもありますが、対象者として１８００名くらいいらっしゃる中で何名参加したかと

いうことは、現在各実行委員会で調査しております。次回２月の定例教育委員会でアンケートの

結果と一緒にご報告したいと思います。 

○島津委員 

  都城市は宮崎市を参考にしてこのスタイルにしたのではないかと思いますが、宮崎県内の他の

市や、近隣県の主要都市ではどうなのかということを調べられれば教えてください。 

○生涯学習課長 

  県内９市の状況については、すでに調査をしているのですが、次回に県内９市の成人式開催状
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況について報告したいと思います。 

○小西委員長 

  参考までに、私は平成１６年に旧市の教育委員になりましたが、１度だけ平成１７年の１月に

MJ ホールでの成人式に出席させていただきました。その後池田部長が当時生涯学習課長でいらし

て、新成人と地域との絆を重んじて提案されて、かなり大きい問題であり賛否両論あったのです

が、地域ごと、中学校ごとの成人式という提案が実現されました。地域の反応は、「よかった」と

いう声が大きく聞こえていたように思います。そういった経緯を経て今の形になりましたが、最

初は尐し大変な状況でした。 

○生涯学習課長 

  参考までに、２１年、２２年、２３年、３か年の集計は作っていますので、これについては委

員の先生方に今の案件と一緒に配布したいと思います。見ていただければどれぐらいの方が「よ

かった」「悪かった」と回答されているかが分かると思います。 

○教育部長 

  委員長の話がありましたが、本市の地区別成人式については二十歳になったという自覚を持た

せるとともに、育ててくれた親への感謝であり、地域への感謝を意識づけさせることが大事であ

り、これも青年教育の１つであるということでスタートさせました。私も今年姫城地区に行った

のですが、そこで新成人の意見発表があり、その場を借りて親に感謝を述べる青年がいました。

それを考えると、尐しずつですが、都城らしい成人式が定着してきているのかなと思います。 

○小西委員長 

  ずいぶん時間がたって、現在のスタイルの成人式が定着したと感じます。この要望書は私ども

に提案頂いたことですから、真摯に読ませていただきたいと思います。それでは報告を承認させ

ていただきます。 

続いて、報告第７６号「国指定史跡大島畠田遺跡確認調査の概要について」、報告第７７号「平成

２４年度歴史資料館企画展「家庭電化製品と暮らしの変化」の開催要項の制定について」を文化

財課長よりご説明お願いいたします。 

※文化財課長より説明 

○瓦田委員 

  歴史資料館企画展については学校にご案内されるのですか。   

○文化財課 

  後日チラシを各学校にお送りしたいと思います。 

○瓦田委員 

  名古屋に研修に行かせていただいた際、図書館や交流プラザでこのような企画展があり、いい

なと思って見ました。ぜひ子どもたちにも見せてあげたいと思いますので、大いに PR をしてくだ

さい。 

○小西委員長 

  資料館の３階以外の展示物は、一般市民の方に呼びかけて収集しているのですか。 

○文化財課長 

  寄贈の申し込みもありますので、その際はこちらから取りに行っています。今回展示する資料

につきましては文化財課が所有するもののほかに、高城と高崎の旧町で集めたものも持ってきて

おります。氷冷蔵庫といったものもございます。 

○小西委員長 
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  もしそのようなものがある場合には、直接歴史資料館に連絡して、それなりの価値があるもの

に関しては、資料館においていただけるということですか。 

○文化財課長 

  文化財課に連絡をお願いします。価値の有り無しに関わらず古いものについてはできるだけ収

集するようにしております。収蔵後は、こういった企画展の際に利用します。我々も常に何かな

いかとアンテナを高くして探しております。今回も、実はこれがあったらいいのにという物があ

ったのですが、なかなか現物が見つかりませんでした。 

○小西委員長 

  金火箸や五徳など、結構邪魔になるので取っておくかどうしようか迷っている方もいると思い

ますので、広く周りの方にも伝えるようにしたいと思います。 

○文化財課長 

  納屋の中や、倉庫の中にあったりすると思います。そういったものがあったら、ぜひ文化財課

にご連絡いただきたいと思います。 

○堀内委員 

  三輪車やクラシックカー等があれば子どもたちは興味を示すと思うのですが。 

○文化財課長 

  三輪車や自動車は置く所を考えなければいけないと思います。明治・大正・昭和の時代のもの

を使って高齢者の皆さんが体験するようなものもありますし、文化財課の持っているもので良い

企画展が出来ればと思っております。 

○小西委員長  

それでは、報告第７６号、報告第７７号を承認します。 

  続いて報告第７８号「図書館まつりについて」、議案第４１号「都城市図書館条例の一部を改正す

る条例の制定について」を図書館長よりご説明お願いします。 

 ※図書館長より説明 

○小西委員長 

   図書館祭りでは図書館の皆さんにお世話になりましてありがとうございました。その時のご意

見等はアンケートで書いてありますが、例えば３階には自習室がありますから子どもさんはよく

利用するようですが、なかなか大人は行きません。私も講演会等で３階を利用させていただいて

いるのですが、お手洗いのドアが開け閉めしにくいなどの意見も耳にすることが多くありました。

ハード面には限界があるのですが、お手洗いなどのちょっとしたおもてなし、サービスについて

気を付けたいなと思いました。 

○図書館長 

   先日、荷物をかけるところに手が届かないという意見をいただきましたので、改善しました。

できるところは改善・修繕をして利用しやすいようにしていきたいと思っています。 

○小西委員長 

   使わせていただいたものについてですが、スクリーンの上げ下げができず不具合がありました。

講演会をする上では基本的な道具だと思いますので、もう尐し改善していただいた方がよろしい

のではないでしょうか。また、図書館まつり第２部「図書ふれあい広場」の本をいつも頂きに参

るのですが、ボランティアの方には本を整理したり並べたりする作業に励んでおられ本当に頭が

下がります。 

○図書館長 
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   今回も前日と当日に整理をしなければならないのですが、それ以前にも９月から週に１回ボラ

ンティア室で整理してくださいました。大変お世話になっています。 

○堀内委員 

   図書館まつりについてはニュースで流れたようですね。自分の周りでは、都城市がこのような

ことをしているのだということをもっと早く伝えてくれればという意見がありました。自分もも

らいに行きたかったという声は多かったので、私も反響が大きくてびっくりしました。また、図

書館の閉館時間についてですが、協議できないのでしょうか。水曜日だけ午後８時にする意味が

分からないのですが。あと、閉館時間についても子どもの安全を考えて、日が落ちるのが早い３

月までは午後６時まで、夏場になったら延長し午後７時までにするなど、臨機応変にすれば良い

のではないでしょうか。また、夜間営業するのであれば、土曜日が良いのではないかと思います。

夜間営業する時に利用される方の希望が水曜日に多いのかどうかということもお聞きしたいと思

います。 

○図書館長 

   利用者の方は子どもから大人までいらっしゃいますので、開館時間を季節に分けて対応すると

いうのは若干無理かなと思います。なぜ水曜日になったかというのは、休日というよりも、働い

ている方々に帰りに寄って利用してもらいたいということ、木曜日は三股町が週に１回だけ午後

８時まで開けていますので、都城市は重ならないような形で水曜日にしました。 

○堀内委員 

   運営的に考えると、それが定着していて利用頻度が高ければいいですが、１人か２人の要望で

あるのなら固定化した方が良いのではないですか。 

○図書館長 

   延長してほしいという意見は以前からあります。しかし、すべての日を延長ということになる

と人件費等のコスト面を考えると難しいため、今の予算範囲内ということでとりあえず週に１回

延長するということになりました。 

○小西委員長 

   美術館も週に１回延長というのは多いですよね。また、週半ばの水・木あたりが多いように思

います。どの曜日にしてもメリット・デメリットはあるので、周知してたくさんの方に来ていた

だく努力をするしかないのではないかなと思います。土日に関しては昼間行けるから定刻でも良

いという考えもありますし、美術館もウィークデーの真ん中あたりに夜間運営ということがある

ようです。 

   それでは、報告第７８号、議案第４１号を承認します。 

  続いて、報告第７９号「行政サービス（住民票等発行事務）の図書館への事務移管について」、議

案第４２号「作品収集委員会への諮問について」を美術館長よりご説明お願いします。 

 ※美術館長より説明 

 ○小西委員長 

   型紙についてはこれから協議されると思いますが、展示はどのようになさるのですか。 

 ○美術館長 

   美術館には去年の１２月初めに企画の話がありました。１２月の半ばに九州芸術学会が都城島

津邸で行われていた際に、このことも当館の学芸員の方で報告させていただいたところ、東京の

三菱の美術館の学芸員の方が染色に使う型紙について大変興味を持たれて、また調査にも伺いた

いと言われていたそうです。 
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 ○小西委員長 

   ７１１枚とは、用量はどれ位なのですか。    

 ○美術館長 

   Ａ３サイズ程度の大きさで、重ねると約３０㎝の高さになります。 

 ○瓦田委員 

  楽しみです。複製して実際にできると楽しいと思います。 

○美術館長 

  今後、皆さんに鑑賞していただける機会を企画したいと思います。 

○島津委員 

  行政サービスについてですが、美術館に住民票等を発行するコンピューターの端末が置いてあ

り、依頼があったらそれを操作して使うということですか。図書館に移管するということは、コ

ンピューターの一式を図書館に移設するということですか。 

○美術館長 

  一式を図書館に移設するものです。 

○小西委員長 

  それでは、報告第７９号を承認し、議案第４２号を決定します。 

１２ その他 

○学校教育課長報告 

○次回２月定例教育委員会日程について 

日時 平成２５年２月１４日（木）１３時３０分から 

会場 南別館３階・第二会議室  

 ○２月臨時教育委員会開催日程について 

日時 平成２５年２月２５日（月）９時１５分から 

 ○３月定例教育委員会について 

 日時 平成２５年３月２日（土）９時から 

 

以上で、１月定例教育委員会を終了します。 

 


