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平成３０年度第６回合志市教育委員会会議録（８月定例会）

１ 会議期日  平成３０年８月３１日（金）

２ 開議時刻  午前９時５９分

３ 会議場所  合志庁舎 ２階 庁議室

４ 出席委員  委員 髙見博英  委員 坂本夏実  委員 塚本小百合

        委員 村上貴寛

５ 欠席委員  

６ 職務のために出席した者

教育長     惠濃裕司

        教育部長    鍬野文昭

        学校教育課   松岡隆恭教育審議員

角田賢治指導主事

澤田みほ指導主事

右田純司課長

                齋藤正典総務施設班主幹

        生涯学習課   栗木清智課長

人権啓発教育課 飯開輝久雄課長

○惠濃裕司教育長

それでは、本年度第６回教育委員会８月の定例会を開催したいと思います。

会議録の署名者につきましては、塚本委員、村上委員にお願いしたいと思います。

それから、前回の会議録につきましては、特に訂正がなかったということで、その

まま御承認をお願いしたいと思います。

ここで、司会進行を髙見教育長職務代理者にお願いをいたします。どうぞよろしく

お願いいたします。

○髙見博英教育長職務代理者

それでは、これからの進行につきましては、私のほうで進めてまいりたいと思いま

す。

早速ですが、日程１の教育長報告をお願いいたします。

惠濃教育長。

○惠濃裕司教育長

７月２７日以降の動静について申し上げます。

７月２７日 教育委員会定例会。分離新設校予定地を視察。

２８日 子ども会のソフトボールとビーチバレーボール大会。

３０日と３１日 人間ドック２日間。
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８月 １日 庁議。イングリッシュディ視察。

４日 再春荘病院のサマーフェスト。

５日 市戦没者追悼式。

７日 市校長会議。小中一貫推進会議。第５回教育委員会臨時会議。

８日 恵楓園夏祭り。

９日 市議会の臨時議会。社会教育委員会議。

１０日 初任者研修地域理解研修。

１７日 市町村の人権同和教育連絡協議会役員会。

２０日 夏休一斉ラジオ体操。サマースクール。

２１日 電子黒板等整備事業に係る公募型プロポーザル選定委員会。

１０月４日、５日の熊本県市町村教育長研修大会の講師依頼。

２４日 教育講演会。

２７日から市議会定例会で会期中。

以上でございます。

○髙見博英教育長職務代理者

報告がありましたけど、何か御質問はございませんか。

このイングリッシュディは、今まで英語劇みたいなものを全体でやっていたことが

各中学校区に変更になったと思うのですが、今までと内容的に違ったところがあれば

教えていただきと思います。

○澤田みほ指導主事

昨年度まで三つの木の家を利用して宿泊を伴って、市内の小学校３５名で実施して

いたものを本年度から小中一貫での取組始めとして、中学校区で行うということにい

たしました。そして、同じプログラムを３日間、中学校の場所を借りて行うというこ

とで、各中学校に約３５人ずつ児童が集まって１日英語で過ごすという活動を行いま

した。活動前は、英語が少し苦手という子どももおりましたけれども、活動後に最後

アンケートをしたところ、アンケートではとても満足をして１００％超えの子どもさ

んがたくさんおられました。

また、参加のきっかけですけれども、英語が好きだから参加したという子どももお

りましたが、どちらかといえば親と相談して、親が行きなさいと言ったのでというよ

うな回答でしたけれども、最終的には、ほとんどの生徒が満足して帰っていったとい

うことになりました。このときには小学校の先生方も参観においていただき、大変あ

りがたいことです。

○髙見博英教育長職務代理者

ありがとうございました。

ほかに、坂本委員。
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○坂本夏実教育委員

続けて、質問ですが、応募者はこちらが見込んでいるものに対して、各校区定員超

えぐらいだったのでしょうか。それとも、ちょうどぐらいでしょうか。

○澤田みほ指導主事

中学校区毎で違いましたので、小学校が多い地区においては希望が多くて、定員を

３０名で提案をしたのですけれども、３０名超えという状況がありましたので、３６

名の受け入れを行いました。残念ながら、選に漏れたお子さんには空いている中学校

区、３０に満たない学校がありましたので、そちらに参加可能ですが、どうですかと

再度、御案内したところ、それに行きますと言って来てくださった方もいました。で

すので、最終的に選に漏れて来なかったという児童は５名ほどだったと思います。そ

れ以外の子どもさんは全員参加されました。

○髙見博英教育長職務代理者

ほかに何か御質問ありませんか。特にないようですので、教育長報告については以

上で終わりたいと思います。８月の教育長の会議はあっておりませんので、付け加え

ておきます。

日程２報告事項にまいります。９月の行事予定についてお願いします。

松岡審議員。

○松岡隆恭教育審議員

４ページに９月行事予定表を載せております。左側の合志市の行事関係から申し上

げます。

９月 ３日 市議会定例会。

６日 地域未来塾の開校式。

７日 市校長会議。

１０日 第２回就学指導委員会。

１３日 西合志第一小学校の経営訪問。

１５日 ことば教育の日ノーメディアデー。こうし子ども塾。

１９日 市議会の定例会。

２１日 市議会の定例会の閉会となります。

２７日 教育委員会議予定。

２８日 第６回小中一貫推進。

それから、県関係です。

９月２２日と２３日 県民体育祭。

２９日 県中学校体育大会陸上競技大会。

その次は、教育事務所関係です。

９月 ４日 管内教育長会議。
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６日 管内校長会議。

１１日 西合志南小学校の巡回訪問。

１４日 南ヶ丘小学校の巡回訪問。

２５日 合志中学校の巡回訪問。西合志第一小学校の巡回訪問。

関係団体のところです。

９月 ４日と５日 第１回県中学校共通テスト。

１９日 菊池郡市中体連陸上競技大会。

２５日 郡市教頭研修会。

一番右側の学校行事です。

９月 ５日から７日 西合志南中学校の集団宿泊教室。

１９日と２０日 南ヶ丘小学校の集団宿泊教室。

２０日と２１日 西合志南小学校と西合志東小学校の集団宿泊教室。

２６日と２７日 西合志南小学校の修学旅行。

２６日から２８日 合志中学校の集団宿泊教室。

以上です。

○髙見博英教育長職務代理者

定例の教育委員会議が２７日ではどうかということでありますけれども、委員の皆

さんはいかがでしょうか。

それでは、定例の教育委員会議については、２７日の１時から開催したいと思いま

す。

行事について、何か御質問はないですか。この教育事務所からの巡回訪問は、総合

訪問がありますけれども、総合訪問がないところに対して実施するのですか。

○松岡隆恭教育審議員

総合訪問とは重ならないような形で組んでいるとは思いますけれども、巡回訪問は

事務所長と指導課長、それから管理主事の３名が学校を回られて、学校の様子等の確

認やお話をされていかれるというような内容になっております。

○髙見博英教育長職務代理者

ということは、授業参観等はなさらないわけですね。

○松岡隆恭教育審議員

一部、授業を見られるところがあると思いますけれど、それに対して基本、先生方

が準備をされるということは特にはございません。

○髙見博英教育長職務代理者

行事予定については、特に質問がございませんので、次にいきますが、その他につ
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いて何かございませんか。

右田課長。

○右田純司学校教育課長

資料はございませんけど、３点ほど報告を兼ねて御説明します。

まず１点目が、先ほどもありました、電子黒板等の納入業者が決定しましたという

ことを御報告します。電子黒板の整備につきましては、以前から御説明しておりまし

たけれども、今回、納入と保守をする業者を公募型プロポーザルという方法を行いま

した。公募しましたところ、４者の提案がありました。８月２１日に、プロポーザル

の選定委員会を開催しまして決定したのですけれども、選定委員のメンバーが教育委

員会事務局より４名、あと各学校から先生１名出てきていただいたのですが、ただ１

校だけが午前中しかできないということで、午後ほかの先生に代わられたのですけれ

ども、そうなると審査ができませんので、１校だけが参考という形で、実際、先生た

ちは９名で審査をしました。教育委員会事務局と合わせて１３名で審査をしました。

審査内容につきましては、教育委員会事務局のほうが提案書を基に納入実績、機器構

成、５年間の保守体制を審査しました。各学校からの先生は、実際に４者とも実物の

電子黒板を持ってきていただきまして、それぞれプレゼンテーションをしていただき

ました。そのあと、先生たちが自由に使っていただいて、使用感、使いやすさを確認

されて、そのあと質問などをされたという形になります。

結果としましては、システムサービス熊本というところが決定になりました。

今後は、納入業者を決定しましたので、一括購入ではなくて５年間のリース契約を

今度結びます。リース業者につきましては、入札という形になりますので、たぶん９

月末ぐらいには入札で決まるかと思っております。実際、学校のほうにそのあと整備

しますけど、稼働するのが３学期からを予定しております。

もう１点が、アドレットという、実物がこれですけれども、これが消臭機能、抗

菌、抗ウイルス機能が付いているシール型のシートです。この贈呈があったのですけ

れども、今から御説明します。

この商品名が「アドレット」というものです。フラッグスという会社がありまし

て、そこから合志市内の小中学校に、そのシートを寄贈したいという申し出がありま

した。寄贈の目的としましては、全国で洋式トイレを使ったあとに蓋を閉めて流しま

しょうということで、保育園でもそういうことをされているらしいです。前回、合志

南小でノロウイルスもありまして、保健所の話では特にノロウイルスは便からも飛散

しますという話があっています。それを聞かれたこともありまして寄贈という形にな

ったのですが、９月１１日に、市三役とフラッグスという会社の贈呈式が予定されて

おります。学校の洋式トイレでさらに蓋が付いているトイレを調査しましたところ、

３１０ぐらいありましたので、そこに全部貼るという形です。今、そこで予定を進め

ております。



- 6 -

○坂本夏実教育委員

どれぐらい有効なのですか。

○右田純司学校教育課長

約半年です。

○上村祐一郎総務施設班長

２０１９年２月です。

○右田純司学校教育課長

民間の施設にも貼ってあって、合志市庁舎のトイレにも壁に貼ってあるのですけれ

ども、もともとは、紙の部分は印刷自由です。今「蓋を閉めて流しましょう」と書い

てありますけど、そこの印刷はそこの会社でできるのですけど、食品関係のスポンサ

ーを募って、そこに載せてもらって、それで貼るという考えをされています。以上

で、アドレットの説明は終わります。

もう一つ、これも寄贈の話ですけれども、『ワンピース』のコミックスの寄贈がま

たございました。以前は平成２５年度だったと思いますけれども、アニメの『ワンピ

ース』のルフィ役の声優の田中真弓さんから、市内の全小中学校に『ワンピース』の

コミックス全巻、その当時が１巻から７７巻までだったと思います。その寄贈があっ

ていたのですけれども、今回、それ以降に発行されたコミックス、７８から８９巻ま

でを全小中学校に寄贈がありました。学校によっては、既にそろえてある学校もあっ

たのですけれども、学校で足りない分を調査しまして、全部で９７冊の寄贈がありま

した。今後、また広報にも載せていきたいと思っております。

私からは以上です。

○髙見博英教育長職務代理者

ほかに、その他でございませんか。

夏休み期間中に、特に気になるような事項、あるいは事例というのはなかったでし

ょうか。各小中学校からの報告はなかったでしょうか。特にないようですね。分かり

ました。無事に夏休みが過ごせて良かったなと思います。

その他では、特にありませんか。

栗木課長。

○栗木清智生涯学習課長

９月の行事予定で申し上げればよかったのですけれども、９月２１日にヴィーブル

のほうで青少年育成市民会議が行われます。それで教育特別講演会が夜１９時から行

われますので、よろしかったら出席いただきたいと思います。
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○髙見博英教育長職務代理者

具体的にどなたの講演というのは分かっていますか。

○栗木清智生涯学習課長

今回はＮＨＫ交響楽団の指揮をされている方が中心となって被災地に向けて行って

いる活動があるのですけれども、その人がピアニストさんだったり、バイオリニスト

さんだったり、３人ぐらい連れて来られる中に１人は合志市出身の方がいらっしゃっ

て、その方も一緒に来られます。演奏と講演と行われる予定です。

○髙見博英教育長職務代理者

これはスポンサーが何十万か出してくれたものですか。

○栗木清智生涯学習課長

そうです。東京エレクトロンさんのほうから３０万円です。

○髙見博英教育長職務代理者

滅多に聞くことができないようなＮ響のメンバーが来られますので、２１日、午後

７時からヴィーブルであるということですので、ぜひ行かれたらいいかと思います。

ほかにございませんか。

坂本委員。

○坂本夏実教育委員

今の青少年育成の件で、毎年要項をいただいていたとおもいますので、よろしくお

願いします。

○栗木清智生涯学習課長

チラシはまだ校正中ですが、今あるものをお持ちします。

○髙見博英教育長職務代理者

ほかに、その他でございませんか。

特にないようでございますので、進行については、これで私のほうは終わりたいと

思います。教育長にお返しします。

○惠濃裕司教育長

今日は、珍しく特に議題もなくて、十分審議といった場面はなかったのですけれど

も、こういう日もあってもいいのかなと思うところでございます。

このあとの学習会で、教育長室に分離新設校の模型等がございますので、御覧にな

っていただきまして、また担当から御説明がありますので、よろしくお願いしたいと
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思います。

それでは、以上をもちまして、８月の定例会を閉じます。

午前１０時３５分 閉会


