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会 議 日 程 

日 時   平成30年４月６日（金) 午後４時 

場 所   教育長室 

 

１ 開会 

 

２ 前回議事録の承認 

 

３ 教育長及び委員の報告 

 

４ 議事 

 (1) 議案第１号 人事異動（鹿屋市職員）について 

          （Ｐ２） 

(2) 議案第２号 鹿屋市学校運営協議会設置規則の一部改正について 

 （Ｐ６） 

 

５ 報告 

 (1) 鹿屋市議会３月定例会の一般質問について 

 （Ｐ20） 

 

(2) 看護専門学校国家試験結果報告        

（Ｐ31） 

 

６ 動議の討論等 

 

７ その他 

 

８ 閉会 
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議案第１号 

人事異動（鹿屋市職員）について 

鹿屋市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成18年鹿屋市教育委員会規則第

２号)第23条の規定に基づき、別紙のとおり教育長において臨時代理したので、同

条第２項の規定により報告し承認を求める。 

平成30年４月６日提出 

                                鹿屋市教育委員会 

                                教育長 中野 健作 

 

 

  （別   紙） 

 

 

（提案理由） 

平成30年３月31日付け及び平成30年４月１日付けで職員の人事異動を教育長

の臨時代理によって行ったので、報告し承認を求める。 
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【省略】 
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【省略】 
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【省略】 
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議案第２号 

鹿屋市学校運営協議会設置規則の一部改正について 

鹿屋市教育委員会の行政組織等に関する規則（平成18年鹿屋市教育委員会規則第

２号）第10条の規定に基づき、別紙のとおり会議に付議する。 

平成30年４月６日提出 

                                鹿屋市教育委員会 

                                教育長 中野 健作 

 

 

  （別   紙） 

 

 

（提案理由） 

平成29年3月「義務教育諸学校等の指導体制の充実及び学校運営の改善を図るた

めの公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律等の一部

を改正する法律案」が可決され、規則の整備が必要なため、本案を提出するもので

ある。 
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鹿屋市学校運営協議会設置規則の一部を改正する規則 

鹿屋市学校運営協議会設置規則（平成26年鹿屋市教育委員会規則第１号）の一部

を次のように改正する。 

第13条を第15条とする。 

第12条中「指定学校」を「対象学校」に改め、同条を第14条とする。 

第11条第３号中「指定学校」を「対象学校」に改め、同条を第13条とする。 

第10条を削る。 

第９条第１項中「行う」の次に「とともに、協議会の運営が適正を欠くことによ

って対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合

には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずる」を加え、同条を第12条

とする。 

第８条第５項中「指定学校」を「対象学校」に改め、同条を第11条とする。 

第７条第１項中「１人を置く」を「を置き委員の互選によって選出する」に改め、

同条中第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項を第３項とし、同条を第10条と

する。 

第６条第１項第１号中「第11条」を「第13条」に改め、同条第２項中「指定学校」

を「対象学校」に改め、同条を第９条とする。 

第５条第２項を削り、同条を第８条とする。 

第４条第１項中「委員15人」を「原則として10人」に改め、同条第２項第１号及

び第２号中「指定学校」を「対象学校」に改め、同項中第６号を第７号とし、第５

号を第６号とし、第４号を第５号とし、同項第３号中「指定学校」を「対象学校」

に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

(３) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

第４条第３項中「前項」を「第２項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第２

項の次に次の２項を加える。 

３ 委員が10人を超える場合は、教育委員会と協議する。 

４ 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の委嘱又

は任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。 

第４条を第７条とし、第３条の次に次の３条を加える。 

（学校運営に関する基本的な方針の承認） 
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第４条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を

作成し、協議会の承認を得るものとする。 

(１) 教育課程の編成に関すること。 

(２) 学校経営計画に関すること。 

(３) 組織編制に関すること。 

(４) 学校予算の編成及び執行に関すること。 

(５) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。 

(６) 対象学校と地域住民等との連携に関すること。 

(７) その他校長が必要と認めること。 

２ 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を

行うこととする。 

（学校運営等に関する意見の申出） 

第５条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、

意見を述べることができる。 

２ 協議会は、第２条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の任用に関して、教

育委員会を経由し、鹿児島県教育委員会に対して意見を述べることができる。 

３ 協議会は、前２項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あら

かじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。 

（学校運営等に関する評価） 

第６条 協議会は、対象学校の運営状況等について、毎年度１回以上評価を行うも

のとする。 

２ 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への

必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるも

のとする。 

(１) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する

地域住民等の理解を深めること。 

(２) 対象学校と地域住民等との連携及び協力の推進に資すること。 

第２条及び第３条を削る。 

第１条第１項を次のように改める。 

教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議
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会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合、その他教育委員会が２

以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、

２以上の学校について１の協議会を置くことができる。 

第１条に次の２項を加える。 

２ 協議会を置こうとする学校の校長は、鹿屋市学校運営協議会設置校申請書（別

記第１号様式）を教育委員会に提出しなければならない。 

３ 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への

必要な支援に関して協議する学校（以下「対象学校」という。）を明示し、当該

対象校に対して（別記第２号様式）により通知する。 

第１条を第３条とし、同条の前に次の２条を加える。 

（目的） 

第１条 この規則は、鹿屋市立小学校及び中学校に関わる地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第47条の６の規定する学校運営協議

会（以下「協議会」という。）を設置することについて、必要な事項を定める。 

（趣旨） 

第２条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関と

して、鹿屋市教育委員会（以下「教育委員会」という。）及び校長の権限と責任

の下、保護者、地域住民等（以下「地域住民等」という。）の学校運営への参画

や保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、

学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善、児童生徒の健全育

成等に取り組むものとする。 

 別記第１号様式から別記第３号様式までを次のように改める。 
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別記 

 第１号様式（第３条関係） 

年  月  日 

 

 鹿屋市教育委員会 様 

学校名 

校長名          □印  

 

 

鹿屋市学校運営協議会設置申請書 

 

 

 鹿屋市学校運営協議会設置規則第３条第２項の規定により、鹿屋市学校運営協議

会の設置につきまして、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１ 学校運営協議会設置のねらい 

 

 

 

 

２ 保護者、地域住民等が学校運営や学校教育活動に参画し、支援する仕組み（又

は仕組みづくりの構想） 
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第２号様式（第３条関係） 

 

認    定    書 

 
  

 

鹿屋市立      学校 

 

 

     鹿屋市学校運営協議会設置校とする 

年  月  日 

鹿屋市教育委員会  
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第３号様式（第７条関係） 

 

年  月  日 

 

 鹿屋市教育委員会 様 

学校名 

校長名          □印  

 

 

鹿屋市学校運営協議会委員推薦書 

 

 鹿屋市学校運営協議会設置規則第７条第４項の規定により、下記の者を鹿屋市立

学校運営協議会委員として推薦します。 

記 

 

氏 名 性別 年齢 住 所 電話番号 推薦理由 
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鹿屋市学校運営協議会設置規則の一部改正新旧対照表 

 

改正後 改正前 

（目的）  

第１条 この規則は、鹿屋市立小学校及び中学校に関わる地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第47条の６の規定する学校運営協議

会（以下「協議会」という。）を設置することについて、必要な事項を定める。 

 

 

 

（趣旨）  

第２条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関と

して、鹿屋市教育委員会（以下「教育委員会」という。）及び校長の権限と責任

の下、保護者、地域住民等（以下「地域住民等」という。）の学校運営への参画

や保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、

学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善、児童生徒の健全育

成等に取り組むものとする。 

 

 

 

（設置） （設置） 

第３条 教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、その所管に属する学校ごとに

協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合、その他教育委員会

が２以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合

には、２以上の学校について１の協議会を置くことができる。 

第１条 鹿屋市教育委員会（以下「教育委員会」という。）及び校長の権限と責任

の下、保護者、地域住民等（以下「地域住民等」という。）の学校運営への参画

促進及び連携の強化を図ることにより、学校と地域住民等との間の信頼関係を深

め、一体となって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むため、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第47条の５の規

定に基づき、教育委員会が指定する鹿屋市立小学校及び中学校（以下「指定学校」

という。）に学校運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会を置こうとする学校の校長は、鹿屋市学校運営協議会設置校申請書（別

記第１号様式）を教育委員会に提出しなければならない。 

 

３ 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への  
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改正後 改正前 

必要な支援に関して協議する学校（以下「対象学校」という。）を明示し、当該

対象校に対して（別記第２号様式）により通知する。 

 

 

 （指定） 

 第２条 指定学校として指定を受けようとする学校の校長は、鹿屋市学校運営協議

会設置校指定申請書（別記第１号様式）を教育委員会に提出しなければならない。 

 

 

２ 教育委員会は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、当該

申請のあった学校が協議会の目的を達成することができると認めたときは、当該

学校を指定学校として指定し、その旨を指定書（別記第２号様式）により通知す

る。 

 

 （所掌事項等） 

 第３条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

 (１) 教育目標及び学校経営の基本方針に関すること。 

 (２) 指定学校と地域住民等との連携に関すること。 

 (３) その他校長が必要と認めること。 

 ２ 協議会は、指定学校の運営全般について、教育委員会又は校長に意見を述べる

ことができる。 

 ３ 協議会は、指定学校の運営状況等について、毎年度１回以上評価を行うものと

する。 

 

 

４ 協議会は、地域住民等に対し、その活動状況を積極的に公開する等情報提供に

努めるものとする。 

 

（学校運営に関する基本的な方針の承認）  
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改正後 改正前 

第４条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を

作成し、協議会の承認を得るものとする。 

 

(１) 教育課程の編成に関すること。  

(２) 学校経営計画に関すること。  

(３) 組織編制に関すること。  

(４) 学校予算の編成及び執行に関すること。  

(５) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。  

(６) 対象学校と地域住民等との連携に関すること。  

(７) その他校長が必要と認めること。  

２ 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を

行うこととする。 

 

 

 

（学校運営等に関する意見の申出）  

第５条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、

意見を述べることができる。 

 

２ 協議会は、第２条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の任用に関して、教

育委員会を経由し、鹿児島県教育委員会に対して意見を述べることができる。 

 

３ 協議会は、前２項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あら

かじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。 

 

 

 

（学校運営等に関する評価）  

第６条 協議会は、対象学校の運営状況等について、毎年度１回以上評価を行うも

のとする。 
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改正後 改正前 

２ 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への

必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるも

のとする。 

 

(１) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する

地域住民等の理解を深めること。 

 

(２) 対象学校と地域住民等との連携及び協力の推進に資すること。 

 

 

 

（組織） （組織） 

第７条 協議会は、原則として10人以内で組織する。 第４条 協議会は、委員15人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者で校長が推薦するもののうちから教育委員会が委嘱又は

任命する。 

２ 委員は、次に掲げる者で校長が推薦するもののうちから教育委員会が委嘱又は

任命する。 

(１) 対象学校の児童又は生徒の保護者 (１) 指定学校の児童又は生徒の保護者 

(２) 対象学校の所在する地域の住民 (２) 指定学校の所在する地域の住民 

(３) 対象学校の運営に資する活動を行う者  

(４) 対象学校の教職員 (３) 指定学校の教職員 

(５) 学識経験者 (４) 学識経験者 

(６) 関係行政機関の職員 (５) 関係行政機関の職員 

(７) その他教育委員会が必要と認める者 (６) その他教育委員会が必要と認める者 

３ 委員が10人を超える場合は、教育委員会と協議する。  

４ 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の委嘱又

は任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。 

 

５ 校長は、第２項の規定により推薦するときは、鹿屋市学校運営協議会委員推薦 ３ 校長は、前項の規定により推薦するときは、鹿屋市学校運営協議会委員推薦書
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改正後 改正前 

書（別記第３号様式）により行うものとする。 

 

（別記第３号様式）により行わなければならない。 

 

（任期） （任期） 

第８条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から同日の属する年度の末日までとし、

再任を妨げない。 

第５条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から同日の属する年度の末日までとし、

再任を妨げない。 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、指定学校の指定が取り消されたときは、その身分を

失う。 

 

（委員の解任） （委員の解任） 

第９条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったとき、又は委員が次のいずれ

かに該当するときは、その委員を解任することができる。 

第６条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったとき、又は委員が次のいずれ

かに該当するときは、その委員を解任することができる。 

(１) 第13条の規定に違反したとき。 (１) 第11条の規定に違反したとき。 

(２) 心身の故障のため、職務を遂行することができないと認められるとき。 (２) 心身の故障のため、職務を遂行することができないと認められるとき。 

２ 委員が前項各号のいずれかに該当するときは、対象学校の校長は、直ちに教育

委員会に報告しなければならない。 

 

２ 委員が前項各号のいずれかに該当するときは、指定学校の校長は、直ちに教育

委員会に報告しなければならない。 

 

（会長及び副会長） （会長及び副会長） 

第10条 協議会に会長及び副会長を置き委員の互選によって選出する。 第７条 協議会に会長及び副会長１人を置く。 

 ２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 ３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 
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改正後 改正前 

（会議） （会議） 

第11条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長と

なる。 

第８条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長と

なる。 

２ 委員のうち、議事に利害関係を有する者は、その審議に加わることができない。 ２ 委員のうち、議事に利害関係を有する者は、その審議に加わることができない。 

３ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 ３ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

５ 校長は、会議の会議録を作成し、対象学校に５年間保管しなければならない。 

 

５ 校長は、会議の会議録を作成し、指定学校に５年間保管しなければならない。 

 

（協議、助言等） （協議、助言等） 

第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じ

て協議会に協議及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによっ

て対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合

には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。 

第９条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じ

て協議会に協議及び助言を行うものとする。 

２ 教育委員会及び校長は、協議会が適正な合意形成を行えるよう、必要な情報の

提供に努めるものとする。 

２ 教育委員会及び校長は、協議会が適正な合意形成を行えるよう、必要な情報の

提供に努めるものとする。 

３ 教育委員会は、委員に対し、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理

解を得るために、必要な研修等を行うものとする。 

 

３ 教育委員会は、委員に対し、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理

解を得るために、必要な研修等を行うものとする。 

 

 （指定の取消し） 

 第10条 教育委員会は、前条の協議、助言等を行ったにもかかわらず、協議会が次

の各号のいずれかに該当することにより、指定学校の運営に著しい支障が生じ、

又は生ずるおそれがあると認められるときは、指定学校の指定を取り消すものと

する。 
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改正後 改正前 

 (１) 活動の実態がないと認められるとき。 

 (２) 合意形成が行えないと認められるとき。 

 

 

(３) その他運営が適正を欠くと認められるとき。 

 

（守秘義務等） （守秘義務等） 

第13条 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。第１号の行為は、その職を退

いた後も、また、同様とする。 

第11条 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。第１号の行為は、その職を退

いた後も、また、同様とする。 

(１) 職務上知り得た秘密を漏らす行為 (１) 職務上知り得た秘密を漏らす行為 

(２) 委員としての地位を、営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する

行為 

(２) 委員としての地位を、営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する

行為 

(３) 協議会又は対象学校の運営に著しく支障を来す行為 (３) 協議会又は指定学校の運営に著しく支障を来す行為 

(４) その他委員としてふさわしくない行為 

 

(４) その他委員としてふさわしくない行為 

 

（庶務） （庶務） 

第14条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。 

 

第12条 協議会の庶務は、指定学校において処理する。 

 

（雑則） （雑則） 

第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

協議会に諮って定める。 

第13条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

協議会に諮って定める。 
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報告(1) 

鹿屋市議会３月定例会の一般質問について（教育委員会関係） 

 

１ 集団フッ化物洗口事業について 会派名 
社民・民進・
市民連合 

【質問の要旨】 
① フッ化物洗口実施が虫歯予防の根拠となっている具体的な論文等はあるか。 
② 劇薬のミラノールの保管庫は各学校にあるか。保管と管理は校長室で行うか。 
③ フッ化物洗口時のコップは使い捨ての紙コップで予算化すべきではないか。 
④ 誤飲による急性中毒症状が起きた場合の説明や応急措置の体制は万全か。 

【答弁の要旨】 
① 虫歯予防の根拠となっている論文等については、 
・日本歯科医学会の「フッ化物応用についての総合的見解(1999年)」や日本口腔衛
生学会の「今後のわが国における望ましいフッ化物応用への学術支援(2002年)」、Ｗ
ＨＯ(世界保健機関)の「テクニカルレポート(1994年)」などにおいて、フッ化物洗
口の有効性と安全性が示されている。 
 
・さらに、国内外の150を超える医学・歯学・保健専門機関等が一致して、科学的・
学術的にむし歯予防効果が高く安全であることを証明していることから、教育委員
会としては、フッ化物洗口は有効で安全であると判断したところである。 
 
・フッ化物洗口の根拠となる研究や論文等については、厚生労働省の「フッ化物洗
口ガイドライン」の中で、「フッ化物応用による虫歯予防の有効性と安全性は、すで
に国内外の多くの研究により示されている。」としており、また、日本歯科医師会も
「わが国におけるフッ化物洗口法の臨床的予防効果を扱った研究は多数ある。」とし
ており、各学会や専門機関の見解等はそれらに基づいてなされている。例えば、日
本歯科医学会フッ化物検討会最終答申は、その有効性と安全性が確認されたとし、
フッ化物洗口等を推奨していますが、主な参考文献として、２０の論文等をあげて
いる。 
 
・また、日本口腔衛生学会の見解には、８５本の参考文献が、平成２３年に出され
た、同学会の解説には、述べ７１の論文等の参考文献が示されており、その中の、
フッ化物洗口等の有効性を述べた章においては、２２本の国内外の論文等が紹介さ
れている。 
 
② 薬剤の保管と管理については、 
・薬剤については「鹿屋市フッ化物洗口実施マニュアル」において「学校の日常的
に安全に管理できる部屋(校長室、職員室等)で、鍵のかかる棚(保管庫等)に保管す
る。」こととしており、各学校には鍵付き保管庫等を整備し、毎回薬剤を使用するご
とに「フッ化物洗口剤出納簿」に記載し薬剤を管理している。 
 
・小・中学校においては、10数種類の劇物等を授業等で使用しているが、劇物等の
保管につきましては、例えば、理科の実験等に使う塩酸や硫酸、水酸化Naなどの劇
物や、エタノールやメタノールなどの危険物を理科準備室で、プール管理において 
使用する塩素系消毒剤については、事務室やプール倉庫等で適切に保管しており、
本薬剤につきましても各学校の実状に合わせ、日常的に安全に管理できる部屋で保
管することとしている。 
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③ 使い捨ての紙コップを使用については、 
・ガラス容器は長時間フッ化物にふれることで腐食する可能性があると薬剤使用説
明書に表記されていますが、製薬会社や大学の専門家などによりますと、フッ化物
洗口の場合、濃度も低く、コップにふれる時間も量も少なく全く問題ないとされて
いる。 
 
・本市においては、ガラス容器は破損による危険性もあることから一切使用せず、
通常給食後の歯磨きで使用しているコップなど、より一層安全なプラスチック製の
コップを使用することとしている。 
 
・使い捨ての紙コップの使用については、県内外のフッ化物洗口を実施している一
部の学校等で使用されているようですが、本市におきましては、現在使用している
プラスチック製のコップで全く問題ないことに加え、予算面やごみ問題などを考慮
し、使い捨ての紙コップの使用は考えていない。 
 
④ 急性中毒症状が起こった場合の体制等については、 
・薬剤の使用説明書には「もし、飲み薬と間違い、袋に入った顆粒をそのまま飲ん
でしまった場合、嘔吐、腹痛、下痢などの症状が現れることがあります。」と表記さ
れており、日本歯科医師会等によると、「洗口液約10人分以上、大量に誤飲すると吐
き気や腹部不快感などの中毒症状を起こす可能性があります。」とされている。 
 
・さらに、厚生労働省が「通常の方法であれば、急性中毒の心配はない。」と示して
いるように、通常の実施方法では到底、起こりえないことであるが、万一、誤って
顆粒のままの薬剤や洗口液を大量に飲用し、嘔吐、腹痛、下痢などの急性中毒症状
を起こした場合は、日本歯科医師会の見解や薬剤使用説明書に記載してあるとおり、 
各学校に常備してある牛乳又はカルシウム製剤を摂らせるとともに、保護者へ連絡
し、病院の受診をお願いすることとしている。 
 
・これらのことについては、学校職員へは説明会や校内研修等で周知・徹底を図る
とともに、「鹿屋市フッ化物洗口マニュアル」の中にも示している。 
 
・また、本事業の実施については、医師会等とも連携を図っており、各学校から年
間の実施日等を記した「フッ化物洗口実施計画書」を学校医にもお示しし、その対
応をお願いしているところである。 
 
・なお、フッ化物洗口実施上のトラブル等について、47都道府県すべてと８割以上
の学校でフッ化物洗口を実施している市町村から76市町村、加えて県内で実施して
いる幼稚園や保育園から55園、計178施設に直接取材し、確認したところ、そのすべ
てから、これまでそのような事例や健康被害等は一切ないとの回答をいただいてい
る。 
 
・本事業は子どもたちの生涯にわたる歯と口の健康及び心身の健康が増進される極
めて意味のある取組で、本年度からすでに３小学校においてスムーズに実施されて
おり、今後、全小学校に広げていくこととしているが、より効率的かつ安全に実施
されるよう改善を図りながら、「学校フッ化物洗口事業」を推進してまいりたいと考
えている。 
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２ 学校における働き方改革について 会派名 
社民・民進・市
民連合 

【質問の要旨】 
① 長時間労働を減らすため、具体的にどのような対策を取られているのか。 
② 新しい勤務記録カードの試行に関して、持ち帰り残業の改善策はどうか。 
③ 病休や産休代替の措置について、今後の対策について示されたい。 
④ 管理職や教職員の意識改革は、また、研修会や講演会は考えられないか。 

【答弁の要旨】 
① 長時間労働を減らすための対策については、 
・平成29年度は、市教育委員会主催の研修会や会合を大きく見直し、４本の研修会
の削減や６本の会合の縮減等を行った。また、一部の文書作成や報告等については、
できるだけ様式を簡素化し、報告書等の作成にかかる負担を軽減すべく、工夫・改
善に努めている。 

 
・これらに引き続き、平成30年度も２つの研修会の削減をするとともに、出席者が
重複する複数の研修会を同日に開催するなどの工夫を行い、新しい時代の教育にふ
さわしい研修会や報告物等の在り方について、効率的で充実した内容になるよう鋭
意改善しているところである。 
 
② 新しい勤務記録カードの試行について、 
・昨年４月末に文部科学省が公表した教員勤務実態調査を参考に、従来調査してい
た出校時刻、退校時刻に加え、土曜日や日曜日、祝日等に実施した部活動業務時間、
時間外に実施したPTA業務や持ち帰り業務等の時間を記録することとした。 
 

・今後、３月半ばに試行的に運用を開始し、その後、本格実施する予定である。 
 
・市教育委員会としては、平成30年２月９日付け 文部科学事務次官の「学校におけ
る業務改善や勤務時間管理」に関する通知や県教育委員会が現在策定中である「学
校における業務改善方針」を受けて、教職員の勤務実態をより正確に把握し、それ
らに基づいて適切な勤務管理を行いたい。 
 
③ 病休や産休代替の措置については、 
・長期の病気休暇や育児休業等で休む人が出た場合、代替の教員を任命権者である
県が配置するが、免許状を有している後任の教員が見つからず、学校への配置が遅
れた事例もある。 

 
・現状としては、任命権者の県教育委員会は、県内外の教員免許状保有者に連絡を
取りながら、なるべく早急な代替教員の配置が行えるよう努力していただいている
ところである。 
 
・また、市教育委員会としても、県教育委員会と一体となって、早急な代替の配置
が行えるよう、今後とも努力を続けていきたい。 
 
④ 管理職や教職員の意識改革については、 
・市の行事等の見直しを行うとともに、全ての教職員の意識改革を図ることとして、
管理職による年間を通した校内研修会等での指導や管理職との面談を通して、「業

務の簡素化」、「業務の効率化」、「業務改善の意識化」といった３つの方向性を掲げ



23 

 

業務改善の意識化を図っていきたい。 
 

・全教職員を対象とした新たな講演会等については、現在考えておらず、各学校で
の管理職を通した指導や文書等による周知に取り組んでいきたい。 
 
・質の高い教育活動を行うためには、教職員の健康と気力の充実が不可欠であり、
教職員が誇りや情熱をもって、職務を遂行できるように、教育委員会としても様々
な方面から、努力していきたい。 
 

 
 

３ 「子どもの権利条約」について 会派名 
社民・民進・市
民連合 

【質問の要旨】 
① いじめは人権侵害の問題でもある。「子どもの権利条約」を学校現場でどのよう
にいかしていくのか。そのための研修会や講演会は考えていないか。 

【答弁の要旨】 

・子どもの権利条約は、１９９０年に国連条約として発行され、五年後の１９９４

年に日本では批准された。この条約は、一つ目に「子どもが健やかに成長するいわ

ゆる生きる権利」、二つ目に「差別や虐待から守られる権利」、三つ目に「教育を

受けるいわゆる育つ権利」、最後に「自由に意見を表したり、グループを作って活

動したりするいわゆる参加する権利」の４つの柱からなっている。 

 

・一方、学校における人権教育は、児童生徒一人一人に「『自分の大切さとともに

他の人の大切さを認めること』ができるようになること、それが様々な場面や状況

下で具体的な態度や行動に現れるようにすること、さらに、人権が尊重される社会

づくりに向けた行動につながるようにすること」を目標としており、これらを発達

の段階に応じて身につけさせることが大切であるととらえている。 

 

・そのため、全ての学校で人権週間を位置づけ、人権作文や人権標語を作成し、人

権集会で紹介する活動等を行ったり、子どもたち自らがいじめやその撲滅に向けた

取組について考え、意見交換する「鹿屋市子どもサミット」を開催したりするなど、

子どもたちの人権感覚を磨く様々な取組を行ってきている。 

 

・また、教職員及び保護者や市民が人権感覚を磨くことができる研修の機会として、

「鹿屋市人権同和教育研修会」や「人権問題講演会」「家庭教育講演会」等を開催

するとともに、各学校においても人権擁護委員や指導主事等の外部講師を招聘した

人権研修や「いじめを生まない学級づくり」等の職員研修を実施している。 

 

・子どもの権利条約そのものは、中学校三年の社会科で学習するが、日頃の児童会・

生徒会活動等におけるユニセフの募金活動等をとおして「子どもの権利条約」にふ

れたり学習したりする取組を一層充実させたいと考える。 
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・さらに「子どもの権利条約」の研修会等は、現在行われている「鹿屋市人権同和

教育研修会」や「人権問題講演会」等、人権教育に係る研修会等の中で学習するこ

とができるよう工夫してまいりたい。 

 

 
 

４ 教育行政について 会派名 政伸クラブ 

【質問の要旨】 
① 激動の時代を生き抜く子ども達のための本市が考える教育について示されたい。 
② 不登校の現状と今後の対応策を示されたい。 
③ 適応指導教室以外のフリースクール等で学ぶ児童生徒の状況を示されたい。また 
学校を欠席しがちな子どもの居場所づくりについて示されたい。 

【答弁の要旨】 
① 本市が考える教育について、 
・文科省の諮問機関である中央教育審議会は、将来の日本を見据え、厳しい挑戦の
時代を乗り越え、伝統や文化に立脚し、高い志や意欲を持つ自立した人間として、
他者と協働しながら価値の創造に挑み、未来を切り開いていく人材の育成が大切で
あるとしている。 

 
・そのような状況の中、鹿屋市においては、「未来を担う心豊かでたくましい人づく
り」の基本理念のもと、具体的には 
 ○鹿屋市学力向上プロジェクト 
 ○魅力ある学校づくりを通した心に届く生徒指導 

 ○グローバル社会に対応する英語教育 
 ○９年間を見通した小中一貫教育や地域と連携を図ったコミュニティスクール 
 ○情報化社会に対応できるＩＣＴ教育 
 ○教職員が身近に研修を実施できる研究校構想 
等に取り組み、郷土鹿屋市を愛し、生涯にわたって良き市民として地域に貢献でき
る人材の育成を目指しているところである。 
 
② 不登校の現状等について、 
・過去３年、１月末同時期で比較すると、 
 ○平成27年度 小学校19人、中学校118人、計137人 
 ○平成28年度 小学校26人、中学校114人、計140人 

 ○平成29年度 小学校21人、中学校 94人、計115人 
となっており、今年度、改善が図られてきているところである。 
 
・各学校においては、不登校児童生徒には、個別支援計画をもとに、担任が中心と
なり、必要に応じて随時、家庭訪問や教育相談を実施するほか、学習課題を届ける
などして、学習の支援等を行っている。 
 
・その際、教職員はもちろん、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ
ー、マイフレンド相談員等との連携を図りながら、心のケアを含め、１日でも早く
通常の学校生活に復帰できるように支援している。 
 

不登校の原因は人間関係、無気力・情緒混乱、学業不振等が複合的に絡み合ってい
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る場合も多く、その解決が難しいため、未然防止のための取組が非常に重要である。 
 

・そのようなことから、分かる授業の展開はもとより、人間関係づくりに役立つ、
構成的グループエンカウンターを多くの小中学校で今年度から取り入れたり、ケー
ス会議等で関係機関との連携を密にすることで事態を改善させたりしているところ
である。（ケース会議実施回数：平成28年度11回、平成29年度33回） 
 
・加えて、今年度、市内の教職員からなる市不登校対策プロジェクトを立ち上げ、
先進地の視察や不登校の改善に向けた取組の提案等を行っている。 
 
・また、魅力ある学校づくりに係る県研究協力校として、昨年度から２年間、不登
校の改善に向けた取組を実践してきた中学校においては、不登校が平成27年度49人
から、今年度１月末現在で20人と大幅に減少し、居場所づくりの取組の成果が見ら

れるところである。 
 
③ 適応指導教室等の状況について、 
・不登校児童生徒の集団生活への適応、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等
を行う施設である適応指導教室には、今年度小学生２人、中学生12人、計14人が入

級しており、 
 
・公的な学校ではなく、不登校の児童生徒を受け入れることを主たる目的としてい
る団体・施設であるフリースクールには、児童家庭支援センター「つながり」に５
人、その他に１人が通っており、学習支援を受けたり相談を行ったりしている。 
 

・これらの適応指導教室等に通っている児童生徒についても、担任や管理職、マイ
フレンド相談員等が毎週施設を訪問し、児童生徒の取組等について連携を図ってい
るところであり、また、欠席がちな子どもたちの居場所づくりについては、各学校
の実態に応じ保健室や心の教室等の別室を設け、相談に応じたり、学習指導を行っ
たりして、教室復帰までの一時的な居場所として対応している。 
 
・教育委員会としては、不登校児童生徒の学級における居場所づくりに向けた、構
成的グループエンカウンターのより一層の推進や市不登校対策プロジェクトを一層
活用などして、不登校の児童生徒はもとより、一人一人を大切にした教育活動の充
実を推進して参りたい。 
 

 
 

５ 安心して子育てできるまちづくりについて 会派名 至誠 

【質問の要旨】 
① 小中学校施設整備など様々な事業を行っているが、教育行政のこれからのビジョ
ンを示されたい。 

【答弁の要旨】 
① 教育行政のこれからのビジョンについて、 
・教育委員会では、平成28年３月に策定した鹿屋市第２期教育振興基本計画におい
て「未来を担う心豊かでたくましい人づくり」を基本理念とし、様々な事業に取り
組んでいるところである。 
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・施設整備の主なものといたしましては、安全・安心な教育環境の充実を目的に、 
 ○耐震改修促進事業による耐震性の確保や 
 ○老朽化した校舎の対策として大規模改造事業の推進、 
 ○不足教室の解消を行なう増改築事業等に取り組んできており、 
 
・空調設備の整備やトイレの洋便器化、バリアフリー化、また不審者対策として緊
急通報設備の整備など、児童生徒が安心して学び、生活できる環境整備を、年次的・
計画的に取り組んでいるところである。 
 
・またソフト面においては、近年の重点的な取組として、 
「豊かな心と健やかな体を育む教育の推進」の分野では、 
 ○不登校やいじめの課題解決に取り組む「心の架け橋プロジェクト」 
 ○笑いを通じて表現力や想像力を育む「笑育」の推進 
 ○地域との交流を通じた学力向上と郷土愛を育む「鹿屋版寺小屋事業」 
 
・また「次代を生きぬく学力や資質を育む教育の推進」の分野では、 
 ○英語を通じたコミュニケーション能力の向上を図る「イングリッシュチャレン

ジ事業」 
 ○情報教育の資質向上を図る「かのやＩＣＴ推進事業」 
 ○さらに新年度の新たな取組として、県総合教育センターと鹿屋小学校及び鹿屋

中学校が、研究提携を締結し、肝属地区、大隅地区の授業力向上を中心とした実
践研究の拠点となる。 

・そのほか、 
「信頼される学校づくりの推進」では、 
 ○鹿屋市小中一貫教育推進事業や、コミュニティスクールの拡充 
「市民文化の振興・伝承」として 
 ○文化のまち鹿屋魅力アップ事業など、時代の要請や新たな課題に対応するため、

様々な事業を展開しているところである。 
 
（教育行政のこれからのビジョン）  
・子どもは未来の主権者であり、近い将来、鹿屋をそして日本を支える役割を担う。
教育が豊かな発想と柔軟な対応のできる主権者を育てなければ、物的資源に乏しい
我が国の発展などあり得るはずがないと考える。 
 
・グローバル化は、すべての分野において想像を絶するスピードで進展しており、
そこは「共存と競争」の世界である。子どもたちは、近い将来、地域の仲間はもと
より、世界の人々とスクラムを組み、助け合い協力しながら、よりよく生きていく
ことと同時に、経済的な面や最先端の科学技術など、様々な面で、しのぎを削りな
がらたくましく生き抜いていかねばならないのもまた事実である。 
 
・生涯をたくましく生きぬくための健やかな体、みずみずしい感性と豊かな心、そ
して高度情報化に対応できる確かな学力、これらを育てることが、私どもに求めら
れていると考えている。 
 
・今後とも、ハード面での児童生徒の安全安心の確保はもとより、学校教育や社会
教育の充実を通して、学校や家庭、地域社会全体の教育力を高め、児童生徒が、社
会に貢献しつつ、自己実現に必要な資質や能力を身に付け、心豊かでたくましく未
来を拓く子供たちへと育ててまいりたい。 
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６ 昭栄事業協同組合のアーケードについて 議員名 時吉 

【質問の要旨】 
①(３) アーケード下の歩道は通学路でもあるが、児童生徒の安全安心の確保のた
めにどのような対策を取っているか。 

【答弁の要旨】 
・本アーケード下の歩道を通学路として使用しているのは、鹿屋小学校の児童が33
人、鹿屋中学校の生徒が1人、鹿屋中学校には、他に自転車通学生が20人いますが、
徒歩により本歩道を使用している児童・生徒数は合計で34人である。その他に鹿屋
女子高校の生徒４人が本歩道を通って通学している。                     
 
・当該学校における安全指導については、集団下校訓練の際には、危険箇所である
ということを児童に周知したり、風の強い日には、物が飛んでくる危険があるので
十分気をつけて通行するよう指導している。 

  
・他にも、青少年育成指導委員等が、学校区内巡回による補導や指導を行う際には、
アーケードの状態を確認するとともに、児童生徒に注意喚起の声をかけるなどしな
がら、登下校時の児童生徒の安全確保に努めている。 

 

 

７ 学校給食について 議員名 松野 

【質問の要旨】 
① 子どもの貧困が叫ばれる中、学校教育の中で給食をどのように捉えているか。 
② 本市の学校給食の食材の中で地元産はどのくらいあるか。 
③ 食物残渣（食べ残し）はどのくらいあるのか。 

④ 食物アレルギーの児童生徒に対する対策はどうか。 
⑤ 給食費について、本市ではどのくらいの未納が発生しているのか。 

【答弁の要旨】 
① 学校給食は、児童生徒の適切な栄養の摂取による健康の保持増進や、食に関する
正しい理解と適切な判断力を培い、望ましい食習慣を養うこと、食に関する感謝の
念と理解、我が国や地域の伝統的な食文化についての理解を深めることなどを目的
として、全国ほぼ全ての学校で実施されている。 
 
・また、食は心の有り様や価値観、家庭や地域の文化の一つであり、学校・家庭・
地域等が一体となって、食に係る望ましい文化を子どもたちに継承していく必要が

ある。一方、社会の進展に伴い、家庭の教育力の低下や貧困問題に係る様々な状況
等から、生活習慣の乱れや偏った栄養摂取などの食生活の乱れなど、様々な課題が
顕在化しており、子どもたちの心身の健康にとって看過できない状況が広がりつつ
ある。 
 
・このような状況下において、学校給食は、栄養バランスのよい調和のとれた食事
を提供するとともに、子どもの望ましい食習慣の形成や食に関する理解の促進を図
り、国民の健康にも資する、極めて重要な役割を果たしていると考えている。 
 
・さらに、学校給食は安い値段で栄養価の高い食事を提供でき、学校給食に関わる
関係機関等の皆様に心から感謝をしているところである。今後もより一層の学校給

食の充実に努めて参りたいと考える。 
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② 地元産（地産地消）について、 

・鹿屋市全体の学校給食における鹿屋産の地場産使用割合は、過去３年間では、平
成26年度 27.9％、平成27年度 25.5％、平成28年度 23.4％で、ここ数年、地場産使
用の割合が低下している。 
・これは、昨年の台風16号や、一昨年の長期天候不良に伴う日照不足等が、農産物
へ被害を与えたものと考えられる。 
 
・学校給食では、毎年度作成する「物資購入計画」により、「地場産活用推進品目」
を指定し、入札に当たり産地指定をするなど、納入業者への地産地消への理解と協
力を進めている。 
 
・なお、本年度は、鹿児島黒牛が第11回全国和牛能力共進会で日本一となり、本市

の農家が貢献したことから、御協力を得て、学校給食でステーキ丼の提供をした。 
 
・また、毎月19日は「かのや食育の日」とし、地元産の食材を使用し、学校給食に
取り入れる献立を実施しており、郷土料理や鹿屋の四季を活かした地場産食材の活
用など積極的に取り組んでいるところであり、今後とも地場産への御理解と地場産

率向上に一層努めてまいりたい。 
 
③ 学校給食の残渣（食べ残し）の割合については、 
・南部学校給食センターを中心とした市内約７割の児童生徒分では、過去３年間で
は、平成26年度 約6.2％、平成27年度 6.0％、平成28年度 約6.7％となっている。 
  

・食べ残しを減らすため、食材が適温となるように保温性の高い容器を使い「おい
しい給食」の提供に努めることはもとより、学級活動や家庭科、給食の時間などを
活用して、栄養教諭や学級担任による食品ロス削減に向けた児童生徒への指導、ま
た、学校保健委員会や家庭教育学級、給食試食会、給食だよりなど、保護者への啓
発も行っているところである。 
 
④ 食物アレルギーについて、 
・過去３年間では、平成27年度 161人 1.69％、平成28年度 149人 1.56％、平成29
年度 138人 1.45％となっている。 
  
・食物アレルギーへの対応のため、「学校給食におけるアレルギー対応マニュアル」

を策定しているが、平成27年度、文科省からの「学校給食における食物アレルギー
対応指針」を受けて見直しを図り、各学校に校長を委員長とした「食物アレルギー
対応委員会」を組織し、新たに医師の診断による「学校生活管理指導表」の提出を
義務付けることで、アレルギー対象の児童生徒の状況を正確に把握するとともに、
学校教職員の役割分担や食物アレルギーに対応する医療機関の連絡先などを明確に
したところある。 
 
・ヒューマンエラー防止については、対象となる児童生徒の除去食等のデータ確認
を栄養教諭が毎朝実施したり、調理工程においても厨房に一覧表を掲示し、専任調
理員や栄養教諭による再度の点検を実施するなど、確実できめ細かな対応に心掛け
ている。 
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・また、アレルギーによるアナフィラキシーショックが発生した場合に使用する「エ
ピペン」については、現在、小学校で 11人、中学校 1人の合計12人が所持しており、

その保管については、各学校で保管場所を決め、職員が共通理解し、不測の事態に
備えている。 
・また全ての学校において、教職員の使用方法の研修を実施している。 
 
⑤ 学校給食の未納について、 
・平成28年度末では、現年度未納額 2,088,761円、過年度未納額 5,441,104円、合
計 7,529,865円となっている。 
 
・学校では、未納している保護者への督促状送付や電話による催促はもとより、管
理職や担当職員が家庭を訪問するなどして徴収に努めており、さらに、多額の未納
のある学校については、教育委員会職員や給食センター職員が学校に出向き、対策

を協議するなどして対応している。 
 

 
 

８ 北部学校給食センターについて 議員名 松野 

【質問の要旨】 
① 北部学校給食センターの建設について、現在検討していることはあるか。 
② ＰＦＩ方式で行う場合、地元企業を含むプラットフォームを設置しＳＰＣ（特別
目的会社）設立へ向け検討していく考えはないか。 

【答弁の要旨】 

① これまでの方針を基本として、平成32年９月の供用開始を目標として、現在、設
備規模や事業費の積算、建設候補地の選定など、関係部署との調整や必要な諸手続
等の確認を進めているところであり、新年度の早い段階で、一定の整備概要とスケ
ジュール等をお示ししたいと考えているところである。 
 
② ＰＦＩ方式の検討については、 
・先に運用を開始した南部学校給食センターにおいても、公民連携の手法である「調
理、配送業務の包括的業務委託」により実施してきたところである。 
 
・地元企業を含むプラットフォームについては、民間企業のノウハウやアイデアを
いただく機会としてたいへん有効な機能を有するものであり、これらの手法を参考
にしながら、北部学校給食センターにおいても同様に、より多くの地元企業の皆さ

んの御支援をいただきながら、整備を進めていきたいと考えている。 
 

 
 

９ 生き生きと快適に暮らせるまちづくりについて 議員名 児玉 

【質問の要旨】 
① 学校教育の中で不審者等から自分の身を守る術を学ぶ機会を持つ考えはないか。 

【答弁の要旨】 
・子どもたちへの不審者事案は、本年度も継続して発生しており、本市は２月末現
在で小学校22件、中学校４件の計26件が報告されている。 
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・そのため、本市の全ての小中学校と鹿屋女子高では、日常の学級での一般的な安
全指導に加え、実際の場面を想定し、実技を交えた不審者対応訓練を行っている。 

 
・具体的には、相手との距離の取り方や話しかけられた時の対応など、自ら身を守
る方法について学習しており、特に中学校のうち４校と鹿屋女子高は、警察と連携
し、手をつかまれたり、羽交い締めにされたりした際の逃れ方についても指導して
いる。 
 
・一方、交通安全とともに不審者事案の未然防止のために、PTAやスクールガード、
青パト隊など、地域ボランティアによる登下校時の見守りや青少年育成指導員によ
る巡回指導等も行っている。 
 
・市教育委員会としては、子どもの安全を守るために、「不審者対応訓練」のさらな

る内容充実や具体的な場面を想定した日常的な安全指導を行うとともに地域の関係
機関や警察と連携を深めていくように指導していきたい。  
 

 

10 鹿屋女子高校活性化に係る寄附金について 議員名 繁昌 

【質問の要旨】 
① 女子校活性化に係る「ふるさと納税寄附金」を始めて、既に３千万円の寄附が集
まったとの説明があった。12月定例会において「期間や金額を限定している」と
答弁しているが、答弁が食い違うのではないか。 

【答弁の要旨】 

・鹿屋女子高等学校のふるさと納税については、新校舎建設とあわせて、敷地内に
設置する「多目的ホール棟」の建設費の一部や様々な学習活動及び部活動の支援に
要する経費等に活用させていただくこととしている。 
 
・寄付を募集するに当たっては、平成29年11月の議員説明会や12月議会でも御答弁
したとおり、義務教育である市内の小中学校とは異なり、大隅半島唯一の市立女子
高校であるという広域的な特殊性があることや、寄附金の募集はもとより、鹿屋女
子高の今後の存続と発展に向け、広く県内外、全国へＰＲする意味も兼ねているこ
と等を踏まえ、ふるさと納税を活用することとし「目標額に達した場合については、
その時点で対応を検討していきたい」と、御説明してきたところである。 
 
・このような中、目標金額を2,000万円、返礼品に要する経費を含め、実質4,000万

円を目標額に、寄附金を募ってきたが、想定よりもはるかに早く目標額に達するこ
とになったことから、ふるさと納税による寄附金募集は、今年度末をもって、終了
したいと考えている。 
 
・今後についても、学校やＰＴＡ、同窓会等を中心に、イベント等での呼びかけや
郵便振替による寄付、物販等により、多くの皆さんの参画と御支援により、魅力あ
る学校づくりに取り組んでまいりたい。 
 

・また、小中学校への対応については、これまでどおり、ふるさと納税の「教育・
文化・スポーツの振興による人材育成事業」等を活用しながら、必要な施設整備等
に取り組んでいくこととしたい。 
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報告 (2) 看護専門学校国家試験結果報告 

 

 

平成 29年 2月実施 第 107回看護師国家試験の合格発表について  

平成 30年 3月 27日 鹿屋看護専門学校 

 

 

本校 

 受験者 合格者 合格率 

29年度卒 ３０人 ３０人   １００％ 

 

平成 29年度 第 107回看護師国家試験（全国） 

 出願数 受験者数 合格者数 合格率 

第 107回看護師 

（うち新卒者） 

65,070人 

58,288人 

64,488人 

57,929人 

58,682人 

55,764人 

91％ 

96.3％ 

 

第 107回看護師国家試験の合格基準 

必修問題及び一般問題を１問１点、状況設定問題を１問２点とし、次の(1)～(2)の全てを満た

す者を合格とする。 

(1) 必修問題 39点以上/48点 

(2) 
一般問題 

状況設定問題 
154点以上/247点 

     

 

三年課程国家試験結果 

回 年度 期 本校（現役）％ 全国合格率％ 

100 2011(平成 23)年 1期生 92.6（2人不合格） 91.8 

101 2012(平成 24)年 2期生 100 90.1 

102 2013(平成 25)年 3期生 100 88.8 

103 2014(平成 26)年 4期生 100 89.8 

104 2015(平成 27)年 5期生 100 90.0 

105 2016(平成 28)年 6期生  100  94.9 

106 2017(平成 29)年 7期生 96.3（１人不合格） 88.5 

107 2018(平成 30)年 8期生 100(昨年の不合格者合格) 91.0 

 


