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会 議 日 程 

日 時   平成30年７月５日（木) 午後３時 

場 所   高須地区学習センター 

 

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14号 人事異動について 

 

 

５ 報告 

(1) 鹿屋市議会６月定例会の一般質問について                                 

  

(2) 平成30年度鹿屋市立吾平学校給食センター運営委員会委員の変更について 

 

(3) 北部学校給食センターの整備について 

 

 （4）かのや明治維新150周年記念事業について 

    

               

                                                         

６ 動議の討論等 

 

７ その他 

 

８ 閉会 
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議案第14号 

人事異動について 

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項の規程により報告し承認を求める。 

平成30年７月５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７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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鹿屋市教育委員会

平成30年７月１日

課長補佐級

新 氏　　名 旧

解く教育委員会生涯学習課主幹 四元  清子
串良総合支所住民サービス課主幹
併教育委員会生涯学習課主幹

係長級

新 氏　　名 旧

併教育委員会生涯学習課主査 宮地  美千代 串良総合支所住民サービス課主査

人　事　異　動

 

【省略】 
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報告(1) 鹿屋市議会６月定例会の一般質問について（教育委員会関係） 

 

１ 中学生英語検定半額補助について 議員名 新保議員 

【質問の要旨】 
① 本制度について、過去の成果推移を示されたい。 
② 小学生に拡げる考えはないか。 
③ 中学校会場だけでなく、他の会場受験者への補助も考えられないか。 

【答弁の要旨】 
① 本制度は、年３回実施される英語検定に対して、受検を希望する中学生に、１

人につき年に１回、検定料の半額を補助するものである。文部科学省の調査によ
れば、英検３級相当の英語力がある鹿屋市の中学３年生の割合は、平成25年度は
24.4％であり、補助を始めた平成26年度は29.8％に増え、さらに昨年度は県平均
を上回る37.2%になり、本事業の成果が出ていると捉えている。 
 

② 小学生にも補助を広げることについては、新学習指導要領に基づく小学校英語
の学習状況等が、英検で測定できる技能とどのように関連するのか今後の動向を
見極めながら、小学校における英語検定の実施の必要性について、慎重に判断す
る。 
 
③ 中学校会場以外の受検については、会場が多く受検者の把握が難しいことや、

会場によって受検料が異なるなどの理由から、現在は、中学校会場のみで補助して
いるが、今後、会場や受検者数などの実態を把握するとともに、補助金の支給方法
等について課題を整理する。 

 

２ 鹿屋寺子屋事業について 議員名 原田議員 

【質問の要旨】 

① 今年度までの11か所から、さらに拡充していくための課題は何か。 
② 地域の人材をさらに活用するなど「地域の子どもは地域で育てる」という観点
から事業を発展的に展開していく考えはないか。 

【答弁の要旨】 

 鹿屋寺子屋事業は、公民館等で放課後や土曜日を活用し、学びたくてもその環
境が整っていない子どもたちを中心に、自学自習を基本とした学習活動や、地域
行事への参加、史跡めぐりなどの地域活動を通して、学習習慣の定着や学力向上、
また郷土愛を育むこと等を目的に週１回実施している。 
 
 平成28年度は２か所で、29年度は６か所で、30年度は11か所で実施し、指導員
として退職校長や鹿屋体育大学生、民生委員等地域の方々に協力いただいており、
１か所当たりの児童数は約20名である。 
 
昨年度、参加した子どもたちの感想では、 
・お兄さんやお姉さんの勉強する姿を見て、自分もどうすれば良いか分かった。 
・地域の昔の様子を、おじいさんやおばあさんに聞いてとてもびっくりした。  

などがあり、また、保護者からの感想としては、  
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・進んで勉強し、集中して取り組むようになった。 
・分からない問題をそのままにしていたのが、以前より聞いてくるようになった。 
・子どもから色々と話を聞いて、親も学ぶ機会となった。 
など、好評をいただいている。 
 

今後の課題としては、 
・寺子屋に通いたくても、遠すぎて通えない子どもたちがいることから、それぞ
れの学校から身近に通える場所での開設が必要であること。 

・寺子屋を増やしていくに従って、指導者等の人材確保や財政負担が課題となる
ことから、持続可能な仕組みづくりが必要であること、などがある。 

 
 このようなことから、今後の寺子屋事業の展開については、より多くの子ども

たちへの学習支援や郷土愛の育成を行うため、町内会やＰＴＡ、子ども会育成会、
高齢者クラブ等、地域の多くの方々にご理解、ご協力をいただき、それぞれ地域
の実態に合った新たな寺子屋を開設していきたいと考える。 
 

 

３ 学校における危機管理について 議員名 福崎議員 

【質問の要旨】 
 通学時の交通安全や不審者対策など、児童生徒を守るための取組はどうか。また
今回の鹿屋東中学校の修学旅行における食中毒の状況や対応を示されたい。 

【答弁の要旨】 

昨年度、本市における小中学生の交通事故は22件発生し、うち10件が登下校時

に、また不審者事案については26件発生し、うち17件が下校時に発生している。 

 

登校中の取組としては、地域の方々をはじめ、ＰＴＡやスクールガードと連携

した立哨指導、スクールガードリーダーや不定期ではあるが教育委員会による巡

回指導等も実施している。また、下校時の取組としては、登校中の取組と同様な

立哨指導や巡回指導の他、集団下校、子ども１１０番の家による見守り活動や警

察によるパトロールをお願いするとともに、上級生をリーダーとした集団下校を

実施するなど、事件や事故に遭わないよう様々な取組をしている。 

なお、小学校の新入児童には、企業の協力の下、危険時に使用する防犯笛を全

員に提供したり、防犯ブザーの所持を推奨したりしている。 

 

更に学校では、交通安全教室、避難訓練、不審者対応訓練、危険予知トレーニ

ング等を通して、児童生徒の危機管理能力を高めるよう努めている。その際、交

通安全協会等と連携を図り、より効果的な交通安全教室となるよう工夫したり、

警察官扮する不審者に教職員が対応したりするなど、より現実に近い状況を設定

し指導の効果を高めている。 

 

児童・生徒の命にも関わる安全指導や不審者事案への対応については、極めて

重要なことから、学校における指導の徹底はもちろん、保護者や地域、関係機関

との連携を更に強め、より確かな未然防止に取り組んで参りたい。 
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続いて、修学旅行時の食中毒に関してであるが、今回、５月２２日長崎・福岡

方面に出発した鹿屋東中学校２年生の修学旅行において食中毒が発生し、子ども

たちはもとより、多くの関係者の皆様に大変な御心配と御迷惑をおかけしたこと

を、心よりおわびを申し上げる。 

 

修学旅行は、見聞を広め、自然や文化に親しむとともに集団生活のあり方や公

衆道徳などについて体験を積むことを目的として、本市の全ての学校で行ってお

り、平素と異なる生活環境での活動であることから、学習指導や安全管理のため、

担任教諭や副担任はもとより、管理職や養護教諭が引率するが、鹿屋東中学校に

おいては、これに加えて、看護師も同行した。 

万一事故が発生した場合は、初期対応として、児童生徒の症状や健康状態を把

握し、病院等との連携を図るとともに、事実確認を適切に行い、保健所等の関係

機関に迅速かつ正確に報告することとしている。 

 

今回の鹿屋東中学校の件では、修学旅行中に体調不良を訴えた生徒が１３名お

り、その中の８名が病院で受診したが、体調不良の１３名のうち３名を２日目に、

９名を３日目の早い段階で保護者への引き渡しを行い帰宅させた。 

２４日、帰校した際には、体調不良の生徒の保護者へ直接、経過や対応等につ

いて説明し、その他の保護者には、保護者を対象とした学校メールで経過や学校

の対応についてお知らせいた。翌２５日に、保健所の感染源特定のための調査依

頼があり、５日後の２９日、学校は、修学旅行初日の昼食が原因となる食中毒で

あったという連絡を受け、その対応を検討し、３１日のＰＴＡナイターバレーの

あと、２年生の保護者へ、経過報告や欠席状況等をお知らせした。 

その後も２年生の生徒の健康状態を注視しつつ、旅行業者からの対応も含め、

事故の全容や対応策等を明確にするとともに、ＰＴＡの御理解を得た上で、６月

９日に説明会が開催された。 

 

教育委員会としては、今回、食中毒が発生したことは、誠に遺憾であり、今後、

児童生徒が安全に、そして安心して学習に取り組めるよう全ての学校に対して、

より具体的に丁寧に指導してまいりたい。 

 

 

４ 市長選挙、市議会議員選挙の同日選挙実施について 議員名 時吉議員 

【質問の要旨】 
選挙権年齢が18歳になり、若年層の低投票率が懸念されるが、学校ではどのような
主権者教育を行っているのか。 

【答弁の要旨】 
本市においては、小学校から高等学校までの発達段階に応じて政治や選挙の仕

組みを学習する中で、社会の中の一員としての基礎的教養を養うとともに、話合
いや体験的な活動を通して、平和で民主的な社会の一員としての基礎を育成する

よう努めている。 
また児童会や生徒会活動において、身近な課題について話し合い、ルールを決
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めたり、役員の選挙を実際の選挙と同じような方法で行ったりして主体的、実践
的な態度の育成に取り組んでいる。 

さらに、本市の全ての小中学校は、青少年赤十字に加盟しているが、その態度
目標である「気付き、考え、実行する」を生かし、児童会、生徒会が主体となり、
地域の身近な課題解決のため、近隣施設での挨拶運動や川の清掃活動に取り組む
など、社会性の涵養を図っている学校もある。 

 
市教育委員会としては、児童生徒が主権者として社会の中で自立し、たくまし

く生き抜く力や、良き市民として主体的に活動する力を育むよう指導したい。 
 

 

５ 学校における働き方改革について 議員名 中馬議員 

【質問の要旨】 
① 本年4月6日付けで定数どおり配置されなかった学校と教職員の人数について、

また期限付の教職員及び支援員が配置されていない状況は現時点でどうか。 
② 学校における教職員の長時間労働をどう改革していくか。また昨年度の労働時

間の実態調査の状況はどうか、結果を踏まえ、本年度は改善されているか。 
③ 中学校における部活動の状況はどうか。具体的に休ませるための方針があるか。 
【答弁の要旨】 
① 各学校の教職員数は、県教育委員会が定めた学級編制基準による学級数に基づ
き定められている数と、少人数指導や教育研究など学校の課題解決のために別途配
置される教職員、いわゆる加配教員の数との合計で定められている。 
 
 学級数に基づく配置教職員数は、本市の今年度の学級数は小中学校合わせて401
学級であり、この数に基づく担任となる教諭や管理職、養護教諭、事務職員等の定
数は634人となっている。 

また、いわゆる加配教員の数は、小学校、中学校あわせて73人で、先ほどの634
人と合わせて、総計707人が本市の教職員として配置される予定であったが、実際、
4月6日時点で小学校8校8人の期限付教諭が、教職員不足等の理由により、配置され
なかった。 

一方、中学校については、全て配置されたが、全教科の免許所有教員を配置でき
ない学校の場合など、県教育委員会は当該校へ特定の授業のみを行う非常勤講師を
派遣するが、4月6日時点で予定していた５校５人の非常勤講師が未配置であった。 

その後、各学校の状況に応じて教員の配置がなされてきているが、現時点では、
まだ小学校１校の期限付教諭１人が配置されない状況で、ご迷惑をおかけしている
が、明日（6月19日）の配置を予定している。 

 
 次に、市費雇用の特別支援教育支援員について、本支援員は、各小中学校から

の要望を基に、教育委員会で必要性の度合いを確認し、予算の範囲内でできるだけ
多くの支援員を配置しているが、昨年度は33人を、本年度は現在34人を配置してお
り、年度内に36人にまで増やしたいと考えている。 

支援を必要とする児童生徒数は、毎年増加傾向にあり、今後も、学校の要望を適
切に把握しつつ、必要な支援員の確保に向けて努力したい。 
 
② 本市における昨年10月1か月間の勤務時間実態調査について、小学校教職員402
人の内、月60時間以下の時間外勤務者が342人（84.6％）、月60時間～80時間が50
人（12.5％）、月80時間以上は、教頭9人、教諭1人の10人（2.5％）であり、小学校
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の1か月全体の平均超過勤務時間は、43時間54分であった。 
中学校教職員242人の内、月60時間以下の時間外勤務者は188人（77.7％）、月60

～80時間が44人（18.2％）、月80時間以上は教頭４人、教諭６人の計10人（4.1％）
であり、中学校の1か月の平均超過勤務時間は、48時間であった。 
 

市教育委員会としては、このような実態を受けて、教職員の時間外勤務の把握を
更に適切に行うため、新しい「健康管理のための勤務記録カード」の運用を本年３
月から試行的に開始した。 

従来の出校・退校時刻に加え、土曜日や日曜日等の部活動時間や持ち帰り業務等
の時間を記録するようになっており、現在システム上の改善すべき点に適宜修正を
加えつつ、より適切な勤務時間管理を行うために工夫・改善に努めている。 
 また、勤務時間管理の徹底や、業務改善の意識化を図ることに加え、教職員が落
ち着いて教育活動に精励できるように、平成29年度は、フレッシュ研修担当者説明
会等の４研修会の削減や、マイフレンド相談員研修会や鹿屋市子どもサミット等の
６つの会合等の内容や時間等の縮減を行うなど、教職員の負担軽減に努めている。 

更に、本年度は２つの研修会を削減したり、毎年実施していた調査物のいくつか
を２年に１回に変更したりするなど、市主催の事業や会議、調査物等を大きく見直
し、業務の改善に積極的に取り組んでいるところである。 
 また、同時に各学校においても業務の精選や勤務の効率化を図りながら、学校滞
在時間の縮減や、教育活動の質の向上に努めている。 
 
 市教育委員会としては、今後とも、文部科学省からの通知や、平成30年3月に県
教育委員会から発出された「学校における業務改善方針」を踏まえ、教職員が授業
や授業準備等に集中し、健康でいきいきと、やりがいをもって職務を遂行できるよ
う、様々な方面から支援したい。 
 
③ 本市の部活動の状況等について、本年３月にスポーツ庁から「運動部活動の在
り方に関する総合的なガイドライン」が出され、平日１日、土日１日の計２日の休
養日を設けるなど、中学校における部活動の在り方が示されたところある。 
 

現在、各中学校に対して、国のガイドラインや県の通知を踏まえ、平日１日及び
土日１日の週２日の休養日を設定するよう指導しているが、市内１２校の中学校全
てが、平日１日、土日１日の計２日の休養日を設定しており、７校においては全て
の部活動で週2日の休みを実施している。残り５校については、中学校体育連盟総
合体育大会との関係で、一部の部で、現在、２日とれていない状況もある。 
 

市教育委員会としては、青少年の健全育成に資する部活動の役割をしっかりと考
慮しながら、今年度中に策定される県のガイドラインを踏まえ、本市としてのガイ
ドラインを作成し、一層適切な部活動の環境を整えてまいりたい。 
 

 

６ 子どもの教育現状と安全対策について（１） 議員名 中馬 

【質問の要旨】 
 児童・生徒の登下校の際の安全対策に向けた具体的な計画はあるのか。また、歩
道の状況や通学路における防犯カメラ及び街灯の設置状況等はどうか。 

【答弁の要旨】 

各学校においては、教職員やＰＴＡ、スクールガード、交通安全協会等により、
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立哨指導や見守り活動、交通安全教室や不審者対応の訓練など、様々な取組を行
いながら、児童生徒の登下校時の安全の確保に努めているところである。 

加えて、全ての学校で、ＰＴＡや町内会等と連携して、校区内の危険箇所マッ
プを作成し、定期的に、合同で巡回の点検などを行いながら、交通事故や不審者
事案の未然防止に取り組んでいる。 
 

また、平成２６年度から、警察や国・県・市の道路管理者等との連携による「通
学路安全プログラム」を策定しており、通学路の点検を実施することにより、こ
れまで学校周辺の延べ５０箇所以上において、通学路のカラー化や歩道等の改善
等を図ってきた。ご質問の防犯カメラにつきましては、商店街により６基、また
街灯は町内会により約７０００基が設置されている状況である。 
 

安全指導や不審者事案への対応は、児童・生徒の命に関わる非常に重要な事案
であり、学校における安全指導の徹底はもちろん、学校や保護者、地域及び関係
機関との連携を更に強め、今後も引き続き、未然防止に取り組んでまいりたい。 
 

 

７ 子どもの教育現状と安全対策について（２） 議員名 中馬議員 

【質問の要旨】 
 本市におけるいじめや不登校の現状と不登校児童・生徒に対する支援策について 

【答弁の要旨】 
いじめの件数については、文科省調査において、本市では昨年度、小学校203件、

中学校32件、合計235件となっており、その態様については、小中学校ともに全体
の約７割から８割が「冷やかし」、「からかい」、「悪口」、「軽くぶつかる」等とな
っている。次に、不登校については、昨年度、小学校25人、中学校93人、合計118
人となっており、一昨年度の141人に対して、中学校を中心に大きく減少している。 
 

不登校児童生徒への対応としては、各学校において、不登校児童生徒一人一人
に対して、支援チームを作り、個別支援計画をもとに、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、学習の支援等も行
っており、加えて、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、
よりきめ細やかな支援に努めている。 

 
また、学校へ登校できない児童生徒には、市立図書館２階に開設してある、「市

適応指導教室」の活用を促したり、登校はするものの学級で過ごせない児童生徒
のために、各学校で別室等を設け、児童生徒の相談を受けたり、学習支援を行う
など、教室への復帰に向け支援をしている。 
 

不登校については、「人間関係」や「無気力・情緒混乱」、「学業不振」等の原因
が複合的に絡み合っている場合が多く、一度不登校になるとその解決が難しいと
いう特徴がある。したがって、未然防止の取組がとても重要であることから、ゲ
ーム等を通して楽しみながらコミュニケーション能力を高める活動として、構成
的グループエンカウンターを特別活動の時間等を利用して、全ての学校で取り組

んでいるところある。 
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加えて、昨年度は、年間４０回実施したケース会議を通して、臨床心理士や児
童相談所等の関係機関との連携を密にすることで、より専門家のアセスメントや
助言等を支援計画に盛り込むなどして、改善に向けた取組を進めている。 
 

いじめや不登校については、市教育委員会の最重点課題の一つであると捉えて
おり、不登校児童生徒の復帰に向けた支援の充実を図るとともに、未然防止の取
組に全力で取り組んでまいりたい。 
 

 

８ 子どもの教育現状と安全対策について（３） 議員名 中馬議員 

【質問の要旨】 

現在、「ハンセン病問題を正しく理解する週間」であるが、星塚敬愛園のある本
市の学校における具体的な取組状況はどうか。 

【答弁の要旨】 
 本市においては、毎年8月に市人権同和教育担当者研修会を行っており、昨年度
は、実際に星塚敬愛園を会場として、入所者による講話や社会交流会館の見学を行
った。今年度も星塚敬愛園自治会から講師をお招きし、ハンセン病問題について理
解を深めるよう研修をする予定である。各学校における取組としては、 
１ 講師を招聘してハンセン病問題についての校内研修会及び人権学習 
２ ビデオの視聴やリーフレット等を活用しての校内研修及び道徳の授業 
３ 夏季休業中における校内研修として星塚敬愛園の訪問 
 など全ての学校での取組を実施、または計画されているところである。 

 
今後とも、ハンセン病やハンセン病問題についての正しい理解の促進をめざし、

各学校の取組等がより一層充実するよう地域や関係団体等と連携を図りながら、偏
見や差別の解消に向けた取組を推進していきたい。 

 

 

９ 集団フッ化物洗口について 議員名 中馬議員 

【質問の要旨】 
① 学校での説明会では、慎重派の意見も説明するべきである。不安をもっている

保護者や教職員がたくさんいるが、今後の対応はどうか。 
② 平成30年５月１日付け日本歯科新聞の記事にあったミシガン大学の「フッ素が

知的発達に影響」の論文に対する本市としての見解はどうか。 
 
【答弁の要旨】 
① フッ化物洗口については、昨年度は３小学校でスタートし、本年度は新たに14
小学校で導入していくが、これらの全ての小学校で市教委主催の保護者等への説明
会を開催した。説明会については、厚生労働省の「フッ化物洗口ガイドライン」に
示されている「フッ化物洗口を実施する場合には、本人あるいは保護者に対して、
具体的方法、期待される効果、安全性について十分に説明した後、同意を得て行う。」
いわゆるインフォームド・コンセントに基づき、市歯科医師会や薬剤師会、健康増
進課、鹿屋保健所の同席のもと、専門的な意見等をいただきながら丁寧に説明して
いるところである。 

 
 一部にフッ化物洗口に対して様々な意見等があることは承知しているが、学校等



11 

 

での説明会においては、厚生労働省や日本歯科医師会などの公的に用いられている
見解やデータ等に基づき、フッ化物洗口の具体的方法、期待される効果、安全性に
ついて、丁寧に説明している。また、フッ化物に対する情報の錯綜等から、一部に
不安をもたれている保護者や教職員がいることは認識しているので、これまでも学
習会や説明会などを行ってきたが、今後も各学校での説明会や市報などで丁寧に説
明し、フッ化物洗口に係る内容や安全性等の正しい理解を図ることができるよう努
めてまいりたい。 
 
② 日本歯科新聞の記事には「水道水や食塩のフッ素化は小児の知的発達を阻害す
る可能性がある。」と記載されているが、このことは水道水や食塩にフッ素を加え
ることにより、母親が毎日、継続的・長期的に多くのフッ化物を体内に飲み込んだ
場合、その母親から生まれた子どもに知的発達に影響する可能性があるとされてい

る。 
このようなフッ化物を水道水や食塩に加え、継続的に体内に取り入れることは日

本では行われていないこと、また本市で実施しているフッ化物洗口は、週一回、少
量の洗口液でぶくぶくうがいを行い、その洗口液を吐き出すことなどから、フッ化
物洗口には全く当てはまらない記事であると考えており、県歯科医師会等からも同
様の見解をいただいている。 
 

フッ化物洗口については、ＷＨＯや厚生労働省など国内外の多くの専門機関が一
致してむし歯予防効果が高く、科学的に安全であることを認め推奨しており、昨年
度から本市３小学校においてもスムーズに実施されているところある。 

今後も保護者や教職員等に丁寧に説明し、子どもたちの生涯にわたる歯と口の健

康及び心身の健康増進のため、フッ化物洗口事業を推進してまいりたい。 
 

 

10 学校行政について 議員名 米永議員 

【質問の要旨】 
学校における集団フッ化物洗口の効果の表れと広報周知内容について示されたい。 

【答弁の要旨】 
昨年９月より３小学校で実施している虫歯予防を目的としたフッ化物洗口の効

果については、日本歯科医師会や先行地域などのデータ等によると、一般的にその
効果が現れるのに少なくとも数年程度はかかるとされているが、現在、文部科学省

や県の虫歯本数等の調査が行われている小学校６年生、中学校1年生の結果で検証
していきたいと考えている。 
 

また、フッ化物洗口の効果を含めた事業そのものの広報周知については、これま
で同様、市教委主催の学校での説明会や学習会、市民や教職員等を対象とした学校
教育実践発表会、また本年５月27日号で紹介したが、市報などにおいて、広報周知
を行ってまいりたい。 

 
 さらに、県保健福祉部及び県歯科医師会主催の「フッ化物洗口推進研修会」が
一昨年はリナシティで開催され、多くの市民や学校職員等が参加し大変参考にな
ったところであり、本年度も県内で行われる予定であることから、こういった研

修会や各地区の歯科医師会による研修会についても、あわせて案内してまいりた
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い。 
 
今後も、フッ化物洗口に係る内容や安全性・その効果等について、保護者や教

職員、市民などの多くの方々に丁寧に説明し、御理解いただきながら、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増進のために、フッ化物洗口事業を推
進してまいりたい。 

 

 

11 学校行政について 議員名 米永議員 

【質問の要旨】 
昨今の夏の異常な暑さの中、文部科学省の学校環境衛生基準が改正された。エア

コンの設置が急がれるが、鹿屋東中、寿北小のエアコン設置計画はどうか。 
 

【答弁の要旨】 
本年４月文部科学省は、昨今の気象状況を踏まえ「学校環境衛生基準」の一部を

改正し、教室の望ましい室温を「10℃以上30℃以下」から「17℃以上28℃以下」と
した。これは、昭和39年の基準策定以来、初めての改正となったところであり、内
閣府や文科省の調査でも、基準ができた昭和39年当時の家庭における空調設備の普
及率は「1.7％」であったものが、現在では「91.1％」となっているなど、子供を
取り巻く環境も変化してきたことや熱中症対策も基準改正の理由となっている。 
 教育委員会としても、近年夏場の気温が上昇しており、児童生徒や教員等の健康
維持や良好な教育環境の確保に向け、早急な整備が必要であると認識している。 

 
平成30年４月１日現在の本市における小中学校の空調整備率は、全体で78％の整

備率となっており、全国平均の42％、県平均の36％を大きく上回る状況である。 
 
 一方、寿北小学校、鹿屋東中学校の普通教室の空調整備率は、寿北小で10％、鹿
屋東中15％（臨時校舎４教室）と空調整備率が低い状況にある。 
 このような中、今年度末には空調設備を備えた寿北小学校の教室棟が完成予定で

あり、また、鹿屋東中においても、同様に不足教室の解消に伴う教室棟増築に係る
設計費を、この６月議会に上程しているところである。 
 加えて、寿北小学校、鹿屋東中学校の既存の校舎をはじめ、まだ未整備となって
いる一部の学校の校舎についても、全体の調整を図りながら、普通教室の空調整備

について、引き続き、年次的な取組を進めていきたい。 
 

 

12 給食センターの整備について（１） 議員名 梶原議員 

【質問の要旨】 
平成32年９月供用開始の北部学校給食センターの設置場所及び事業者選定の方

針はどうか。また施設従事者の配置などの考え方を示されたい。 
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【答弁の要旨】 
北部学校給食センターについては、平成32年９月の供用開始を目標として、これ

までの議会における御質問等にお答えしてきたところであるが、 
 

・整備に係る諸手続きや、関係機関との調整等をできるだけ丁寧にかつ確実に進め
ていく必要があること 

・平成32年度までは鹿屋女子高をはじめ他の大型事業の整備時期と重なり、建設工
事に係る財政負担の平準化を考慮する必要があることや、大規模工事が集中し、
受注業者への影響が懸念されること 

・また、平成30年４月に、合併特例債の発行期限を平成37年度まで５年間延長する
合併特例債延長法が成立し、供用開始を延期した場合でも、合併特例債を活用し
た、施設整備を実施することが可能となったこと 

などから、平成32年９月を予定し、御説明申し上げていた供用開始については、
一年延期して、33年９月を目途に作業スケジュールの見直しを協議しているところ
であり、今後、早い段階で、建設予定地も含め、改めて皆様に御説明させていただ
く予定である。 
 なお、その間、継続して運営することとなる、各給食センターや、単独の調理施
設は、一年程度の延長であれば、児童生徒に提供する給食への影響や、現状の運営
の中で、大規模な修繕等の大きな財政負担を伴うことなく、対応できるものと考え
ている。 

また、事業者の選定については、大手メーカーしか取り扱いのない調理器具につ
いては難しいところであるが、建設工事をはじめ、運営にあたっての調理、配送業
務の委託など、多くの地元企業が参画できるよう最大限に配慮し、整備を進めてい

きたい。 
 

北部学校給食センター供用開始後における正規職員の給食調理員の配置につい
ては、本人の意向等を十分に尊重した上で、他センターへの配置など、適切な人員
配置をしたいと考えている。 

 

 

13 給食センターの整備について（２） 議員名 梶原議員 

【質問の要旨】 
① 地場産品の活用についての取組策を示されたい。 

② 南部学校給食センターの供用開始以降の現状と課題を示されたい。特に、台風
など緊急時の対応について示されたい。 
 

【答弁の要旨】 
① 地場産品の割合を高めるために、南部給食センターを中心に取り組んでいる主
な内容は、まず、納入事業者の指定要件として、市内に営業所等を有することを原
則として、地元業者からの調達を優先している。 
 

具体的にたとえば、野菜については、納入業者に対し、入札の際に地元産の入荷
状況を確認し、可能な限り、まずは鹿屋産、なければ大隅産、そして県内産と徐々
に拡げるようにし、鹿屋産の野菜を可能な限り納めていただくよう取り組んでお
り、米については、現在、一部県内産を納入する時期もあることから、生産や納入

に関係する業者の御協力を頂きながら、これまで以上に鹿屋産の米を学校給食に取
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り入れられるよう、検討を進めているところである。 
 

今後も本市で生産されるものについては、可能な限り地元産の利用率が高められ
るよう努力するとともに、北部学校給食センターが開設する際には、これらの仕組
みがしっかりと活かされるよう取り組んでいきたい。 
 
② 南部学校給食センターの現状と課題等について、平成22年９月の稼動以降、概
ね順調に運営されてきているが、働きやすい環境を維持するため、調理・配送の業
務に従事している委託業者等からの改善要望等を確認しながら、随時対応している
ところである。 
 例えば、異物の混入があった場合に発見につながるよう煮炊き調理室の照明を更
に明るいものに変更したり、会議等の使用予定のない場合は、昼食時の休憩場所に

開放する等、安全面や衛生面をはじめ、労務環境の改善にも取り組んでいるところ
である。 
 今後は南部学校給食センターでの経験を北部学校給食センターの運営にも活か
せるよう十分配慮してまいりたい。また、台風など緊急時の対応については「学校
給食における緊急時対応マニュアル」を平成29年４月に改定し、自然災害や食中毒、
異物混入等が生じた場合への対応等について具体的に手順や連絡体制を定め、関係
する職員で共通理解を図っているところである。 
 

 

14 鹿屋女子高等学校の建設状況について 議員名 花牟礼議員 

【質問の要旨】 
① 新校舎建設の進捗状況について示されたい。 
② 新女子高の経営内容を官・民・議会も真剣に検討すべき。経営方針を示された
い。 

 
【答弁の要旨】 
① 鹿屋女子高等学校の新校舎建設に係る進捗状況は、これまで基本設計と地質調

査が終了し、実施設計についても７月末までに完了する予定となっている。 
また、新校舎の本体工事費については、本６月議会に予算計上しているところで

あり、今後、議会の議決、入札・仮契約を経て、平成30年12月議会に契約議案を上
程し、工期は平成31年１月から平成32年２月までの予定で、新校舎の供用開始は平

成32年４月となる。 
 
② 新女子高の経営方針について、鹿屋女子高等学校は、平成23年度に県教育委員
会主催による「大隅地域における公立高校の在り方検討委員会」において、「大隅
地域における唯一の市立高校であり、設置者である鹿屋市と十分連携を図りなが
ら、更なる充実に努めるべきである。」という方向性が示された。 

これらを基に、本市では、平成28年度に外部委員からなる鹿屋女子高活性化検討
委員会を設置し、活性化策をとりまとめ、教育委員による協議や議会全員協議会等
での説明を経て、「鹿屋女子高等学校みらい創造プラン～活性化基本方針～」を策
定した。 
 
 この基本方針では、鹿屋女子高等学校を「大隅地域を担う女性人材を育成する高

校」と位置付け、新校舎建設のハード面はもとより、 



15 

 

・多様な進路への可能性を広げる総合選択制の導入や、 
・地域人材を活用した地域と密着したキャリア教育の実施、 
・グローバル化への対応に向けた英語教育の強化 
・電子黒板やタブレットの導入など、県内の高校では、トップクラスのＩＣＴ教育
環境の整備、 

など、市立高校ならではの特色と魅力ある学校づくりの推進や定員充足率向上に向
けた事業を実施している。 
 

また、設置する学科についても、市内の中学生やその保護者等へのアンケート調
査等をもとに、現在の３学科を含め、看護・医療系や保育系、体育・スポーツ系を
はじめ、可能性のあるあらゆる学科について、そのニーズや財政負担、教員確保等、
様々な観点から検討委員会で総合的に検討いただき、それらをもとに、普通科系、

商業科系、家庭科系の３学科を設置することとした。 
 

鹿屋女子高が、活性化基本方針の基本理念である「大隅地域に貢献でき、地域を
支える女性人材の育成」という役割を全うしていくためには、今後も同方針に基づ
く取組を確実に実施していくことが重要であると考えているが、一方で、魅力ある
学校として更なる飛躍と発展を遂げていくためには、時代潮流や社会経済情勢、地
域の課題・ニーズの変化に適切に対応し、改革を続けていくことが必要であると考
えている。そのようなことから、昨年度は保護者や卒業生、関係機関、学校職員等
からなる活性化推進委員会を３回開催し、一応の役割を終了した。 

 
今後も、多様な視点から、現在実施している取組に関する検証や、新たな活性化

策を検討するため、より多くの皆さんのご意見等をいただけるような場を設けてま
いりたいと考えております。 

 

 

15 少子化対策・子育て支援施策について 議員名 福田議員 

【質問の要旨】 
多子世帯の経済的負担の軽減を目的として、学校給食費の助成は考えられないか。 

 
【答弁の要旨】 
「義務教育の円滑な実施」を目的とする就学援助費制度において、経済的に困窮し

ている世帯を対象に、学校給食費の全額援助を実施している。 
 

本市においては、小中学校の全児童生徒の約20％、５人に１人は本制度を利用し、
学校給食費の全額援助を受けており、昨年度は、本制度の認定基準を一部緩和した
ことで、より多くの世帯が本制度を利用することが可能となった。 
 このことにより、18歳未満の子供が３人以上いる、いわゆる多子世帯のうち、428
世帯、1,022人の児童生徒が本制度を利用しているところであり、就学援助費全体
の認定者数の約半数が多子世帯の児童生徒となる。 
  

多子世帯に対する新たな支援施策については、財政的課題もあることから、教育
委員会としては、関係各課と連携を図り、本制度の充実を図りながら、引き続き多
子世帯については十分な支援が出来るよう配慮したい。 
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16 笑顔あふれる安心・安全なまちづくりについて 議員名 児玉議員 

【質問の要旨】 
教育現場での熱中症対策はどのようになっているか。 

 
【答弁の要旨】 

予防策や対応策については、文部科学省通知等を活用して、注意喚起の通知文を
配布するとともに、管理職研修や養護教諭等の研修機会を活用して指導を行ってい
るところであり、具体的な予防策としては、市内全ての小中学校において、児童生
徒に自宅から水筒を持参させ、体育や部活動に入る前の水分補給や途中の水分補給
をこまめにさせている。 
 

室内では、室温の上昇を防ぐために空調設備や天井扇風機を使用しており、直射

日光を防ぐためにグリーンカーテンを行っている学校もある。 
また、屋外の活動の際は、直射日光を防ぐためにプールや校庭にテントを設置し、

日陰で休めるようにしたり、一部の学校では、体温の上昇を防ぐミストシャワーを
使用したりしている。 
 
 救急対応については、初期対応ができるよう保健室等には、体温を下げるための
製氷や保冷剤、スポーツドリンクや経口補水液を準備し必要に応じて使用してい
る。 

各学校においては、適切な対処法や緊急を要する場合を想定して作成した学校対
応マニュアルや、環境省が示している熱中症に関する環境保健マニュアル等を活用
し、教職員がスムーズに役割分担を行い、確実に児童生徒の大切な命を守ることが

できるよう、職員研修や職員会議で共通理解を図るよう取り組んでいる。 
 
熱中症の発生は、近くに職員がいない場合など様々な場面が想定されるので、児

童生徒に対しても、学級活動の時間等を通じて、脇の下を冷やしたり、服をゆるめ
たりして体温を下げる等の具体的な措置を学ばせたり、教職員等への連絡の仕方に
ついて指導したりしている。 

 

これから熱中症が想定される時期に入ってくるので、様々な場面を想定して対応
ができるよう、教職員への研修や児童生徒への指導を行いながら、安全に学校での
活動ができるよう取組を進めてまいりたい。 

 

 

17 教育行政について（１） 議員名 西薗議員 

【質問の要旨】 
① 中学校における特別支援学級の現状と課題について示されたい。   
② 通級指導教室（きこえとことばの教室）の現状と課題は何か。また中学校進学
後についてはどうか。 

③ 発達障がいについて、教職員への理解を深めるための研修の状況はどうか。 
 



17 

 

【答弁の要旨】 
① 本市の中学校における特別支援学級の現状は、12校全ての中学校に特別支援学
級が設置され、その障害種の内訳としては、知的障がいが11校12学級36名、自閉症・
情緒障がいが8校8学級31名、肢体不自由は1校1学級1名となっており、合計６８名
の生徒が特別支援学級に在籍している。 
 

中学校における特別支援学級の課題については、 
・支援を必要とする生徒の増加に伴う一人一人の特性に応じたきめ細かな指導 
・特別支援教育に係る専門性の高い教職員の確保 
・継続的な支援を引き継ぐための学校間連携 
等があり、このような課題については、市教委主催の管理職研修会や特別支援教育
研修会等でも重点課題として指導しているところである。 

 
② 通級指導とは、それぞれの障がい種の専門性の高い教員を配置する学校へ児童
生徒が通い、それぞれの障がい種に応じた適切な指導を受けるために制度であり、
「きこえとことば」の通級指導教室は、肝属地区の通級指導教室として鹿屋小学校
に設置されている。 

現在、鹿屋小学校の「ことばの教室」には42名、「きこえの教室」には2名の合計
44名が在籍しており、そのうち37名は（4名：肝付・錦江・東串良町）他の小学校
から通っている。 
 
 本教室の課題としては、きこえとことばの担任教諭と他校から通級している児童
の担任との連携がとりにくいことや、通級指導教室に他校児童が通うために要する

時間やその方法等がある。 
これらについては、「きこえとことばの教室」担当者と学級担任との連絡会や保

護者との連絡会等を実施し、子どもの状況や指導方法を話し合ったり、運営上の工
夫を行うなどして、円滑な実施に努めているところである。 

 
なお、小学校で通級指導を受けていた児童は、中学校ではほとんどの生徒が通常

学級に在籍しており、これは、鹿屋小学校でのきめ細かな指導により、改善された
結果もあるが、中には引き続き中学校での通級指導が必要な生徒もいる。 

そのような児童生徒については、各学校での個別指導対応となっているが、今年
度新たに設置した「鹿屋市教育支援委員会」において、一人一人の実態等をしっか
り把握・検討し、年間を通して継続した支援がなされるよう指導したい。 

 

 

18 教育行政について（２） 議員名 西薗議員 

【質問の要旨】 
2020年度から実施される新小学校学習指導要領において「プログラミング教育」

が必修化されるが、現在の準備状況と課題について示されたい。 
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【答弁の要旨】 
 今回、必修化される「プログラミング教育」は、「プログラミング的思考」を育
むこと、プログラミングのよさ等への気付きやコンピューター等を上手に活用しよ
うとする態度を育むこと、各教科等での学びをより確実なものにすること、の３つ
を目的として各学校で実施されることになる。 
 

したがって、単にプログラミングの言語や技能を習得したりすること自体がねら
いではなく、生きる力としての論理的思考力などを育むために、特定の教科として
ではなく、あらゆる教科・学年において学習することとなる。 

現在、２年後の必修化に向けて、各小学校では、文部科学省が３月に配布した「小
学校プログラミング教育の手引き」や国と企業が連携し、WEB等で公開されている
先行的な実践等を参考にして、準備を進めている。 

 
また、市教育委員会としては、効果的なプログラミング教育の実践につなげるた

めに、アクティブ・ラーニングにより、各教科等の中で、思考力育成を重視して、
授業改善を進めるとともに、「かのやICT教育推進事業」により、昨年度から各教室
へのICT機器の整備と、ICT支援員の派遣を行ってきている。 
 

一方、課題としては、筋道立てて考え、説明する力である論理的思考力などを、
より効果的に育むという、小学校プログラミング教育のねらいに沿った、各教科等
での実践と、その実践の蓄積及び共有があげられる。 

市教育委員会としては、ICT機器の整備を進めつつ、小学校プログラミング教育
のねらいに即した先行的な実践例を集め、市内のICT推進校での実践や教職員対象

の研修会などを通して、2020年度に向けた準備を進めたい。 
 

 

19 鹿屋女子高等学校の活性化について 議員名 繁昌議員 

【質問の要旨】 
 鹿屋女子高の入学者の確保が危ぶまれる。看護や保育の学科設置や奨学金制度の
創設を望む多くの保護者の声がある。議論し検討し直すべきだと思うがどうか。 

 
【答弁の要旨】 

鹿屋女子高等学校は、平成28年度に策定した「活性化基本方針」に基づき、多様

な進路の実現のための「総合選択制」やＩＣＴ教育、地域と連携した教育活動など、
魅力ある学校づくりを推進しているところである。 
 学科設置については、看護科や保育科も含め、活性化検討委員会において様々な
視点から議論を重ねてきたが、進学・就職のいずれにも対応しやすく、また、中学
生やその保護者からのニーズが高い、普通科系、商業科系、家庭科系の３つの学科
に、どの学科からでも選択でき、多様な進路選択を可能にする「総合選択制」を導
入し、地域から講師を招くなどしながら地域に密着した教育を推進しているところ
である。 
  

今後、地域のニーズや時代の要請に応えられる、魅力ある鹿屋女子校を目指して、
多能な視点から、取組に関する検証や、新たな活性化策を検討するため、より多く
の皆さんのご意見等をいただけるような場を設定していきたいと考えている。 
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また、奨学金制度については、現行制度を有効に活用していただけるよう周知を
図りつつ、国や県等の動向にも注視しながら、今後どのような奨学金制度が望まし
いのか等、多角的な視点から検討してまいりたい。 

なお、ふるさと納税の活用については、関係部署と協議、調整の上、様々な活性
化策や小中学校の個別の施設整備など幅広い活用を考えているところである。 

 

 

20 特別支援教育推進事業について 議員名 繁昌議員 

【質問の要旨】 
小中学校における特別支援教育支援員については、適正な賃金と十分な支援員の

確保が必要だと思うがどうか。 
 

【答弁の要旨】 
教育委員会では、児童生徒個々への支援を充実するため、授業中の教師の支援、

移動の際の補助、衣類の着脱や排泄の手伝いなどを行う特別支援教育支援員を配置
している。 

支援員の配置数としては、本市では、平成28・29年度は33人を配置し、本年度は
小・中合計で36人計画しているが現在34人を配置している。一方、特別な支援を要
する子どもの数は年々増加し、各学校からの配置希望も増え、今後も増員の必要が
あると認識している。 
 賃金については、現在、本市の賃金体系に基づいて設定されているものであるが、
今後、他自治体の状況等も確認しながら支援員の確保に繋がるよう調査研究してま

いりたい。 
  

特別支援教育は、人権教育の面からも極めて重要な教育であり、市教育委員会と
しては、各学校の状況等をつぶさに把握しながら、特別支援教育のより一層の充実
を目指して、環境整備や学校への指導に努めてまいりたい。 
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報告(2)  平成30年度鹿屋市立吾平学校給食センター運営委員会委員の変更につ

いて  

番号 氏　名 役　職　名 委嘱根拠(施行規則)

1 深川　光久 鹿屋市立吾平小学校長 第12条第１項第１号

2 折田　明世 鹿屋市立鶴峰小学校長 第12条第１項第１号

3 下尾　孝幸 鹿屋市立下名小学校長 第12条第１項第１号

4 藏薗　孝一 鹿屋市立吾平中学校長 第12条第１項第１号

5 東　留里 鹿屋市立吾平小学校ＰＴＡ副会長 第12条第１項第２号

6 川野　直樹 鹿屋市立下名小学校ＰＴＡ会長 第12条第１項第２号

7 木浦　道春 鹿屋市立鶴峰小学校ＰＴＡ会長 第12条第１項第２号

8 江口　まり子 鹿屋市立吾平中学校ＰＴＡ副会長 第12条第１項第２号

9 藤原　真琴 鹿屋市立鶴峰小学校給食担当者 第12条第１項第３号

10
　大小田　裕子

（旧　大牟禮　梨恵）
鹿屋市立下名小学校給食担当者 第12条第１項第３号

11 白山　照美 鹿屋市立吾平中学校給食担当者 第12条第１項第３号

12 井料　忠久 学校薬剤師 第12条第１項第３号

13 田野邉　淳子 吾平地区民生委員児童委員協議会会長 第12条第１項第３号

任期期間：平成30年7月１日から平成31年6月30日まで

１号委員･･･学校長　　２号委員･･･ＰＴＡ代表者が推薦　　３号委員･･･学識経験者等
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報告（４）かのや明治維新 150周年記念事業について 

 

 今年は、明治維新 150周年の節目を迎えるとともに、「篤姫」以来 10年ぶりとなる

ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」の放送が始まった。 

 県では、「明治維新 150周年」は鹿児島をより元気にする大きなチャンスと捉え、大

河ドラマ「西郷どん」にちなんだキャンペーン等を行うほか、次世代の鹿児島をリード

する人材を育成する「かごしま青年塾」の実施、国際的な伝統工芸品の見本市「メゾン

エ・オブジェ」への出展、西郷どんゆかりの地等の整備・ガイドブック等の作成などを

展開することとしている。 

 そこで本市においては、大隅半島の存在感をしっかりと出せるような重厚な企画を用

い、一過性のブームでなく「舞台芸術の街・かのや」を定着させることを目的に、芝居、

歌、踊りがちりばめられた鹿屋発の新たな舞台芸術を公演する。 

 また、京都にある幕末維新ミュージアム「霊山歴史館」副館長 木村幸比古氏の講演

会及び市民を巻き込んだシンポジウムを開催し、鹿屋市独自の明治維新 150周年事業を

開催し、文化のまち鹿屋の魅力を広く内外に発信することを目的とする。 

 

Ⅰ 記念講演会・市民シンポジウム 

 

１ 目 的  幕末維新史研究の第一人者である木村幸比古先生を招いて、記念講演

会を開催するとともに、市民を巻き込んだイベントとして、歴史を語る上で 6

禁物と言われている「･･･たら、･･･れば」を敢えて取り入れた歴史空想物語を地

元高校生や市民に意見発表していただき、発表後、木村幸比古先生、地元歴史家

の東川隆太郎先生と楽しく意見交換してもらうシンポジウムを開催し、今後の本

市の芸術・文化振興に寄与する。 

 

   

 ２ 日 時  平成 30年９月 24日（月・休）（西郷どんの命日）午後１時～５時 

 

 ３ 場 所  鹿屋市文化会館 

 

 ４ 内 容 

   【記念講演会】 

   （１）講 師：木村 幸比古 氏 

      ・京都幕末ミュージアム「霊山歴史館」副館長 

      ・ＮＨＫ大河ドラマ「新選組！」（H16）、「龍馬伝」（H22）、「西郷どん」（H30）

等で展示委員を務める。産経新聞にコラム「幕末維新伝 日本から世界へ」

を連載中 

      ・1991年文部科学大臣表彰、2001 年京都市教育功労表彰 

   （２）演 題：「大河ドラマを 10倍楽しむ ～西郷どんの実像～ 」 

 

   【市民シンポジウム】 

   （１）意見発表者：鹿屋高校、鹿屋工業高校、鹿屋農業高校、串良商業高校、 

            鹿屋女子高、鹿屋中央高校、鹿屋体育大学からの推薦者 

            計８人 
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   （２）発 表 内 容：幕末、明治維新期の史実をテーマに、「･･･たら、･･･れば」を取

り入れた独自の空想歴史物語を自由に意見発表する。 
            ※ 400字詰め原稿用紙５枚以内。（≒６分 30秒） 
   （３）コーディネーター：東川 隆太郎 氏（NPO法人かごしま探検の会代表理事） 
   （４）講   師：木村 幸比古 氏 

 
 

Ⅱ 創作市民歌舞劇「西郷どんと大久保どん」 
 
１ 公演日時 平成 30年 12月２日（日）  

１回目 12:30 開場／13:00開演（予定） 
２回目 17:30 開場／18:00開演（予定） 

 
２ 公演場所 鹿屋市文化会館（鹿屋市北田町１１１０７番地） 
 
３ 運  営 鹿屋市文化協会に委託 
 
４ 出演者について 
  ※６月３日（日）、４日（月）にオーディションを開催し、キャストを決定した。 
（１）公募によるキャスト：38人（小学４年生～70歳） 

※サポーター３人（高校生１人、一般２人） 
構 成：小学生２人、中学生８人、高校生 12人、～20代６人、 

30代１人、40代３人、50 代４人、60代以上２人 

 男女比：男 11、女 27    居住地：市内 29、市外 9 
（２）市内文化芸術団体関係者  
 
５ 歌舞劇のあらすじ 

  西郷隆盛と大久保利通。郷土を代表する偉人として、私たちが認識している二人だ
が、力を合わせ薩摩藩を切り盛りし明治維新のきっかけを作ったにも関わらず、最後は
相対する立場となった。しかしその歴史の裏側には、二人しか知ることのない“密約”

があった。涙を呑んで、二人が敵味方を演じたその目的は。 
 最後のサムライ西郷隆盛が、友・大久保利通に託した日本の未来とは。私利私欲を捨
て、国のため、未来を生きる者たちのために。あの時代を駆け抜けた、郷土の先人たち
の想いを描く新作舞台。 

 
６ 今後のスケジュール 

練習は、毎週月、金 19時～21時を基本とする。（場所：鹿屋市文化会館他） 
 
・ ７月 ・中旬 ポスター、チラシ、チケット案作成 
・10月 ・ポスター・チラシ配布、チケット販売開始 
・11月 ・11月 13日 広報かのや掲載（公演案内） 
・12月 ・12月 1日 リハーサル 
  ・12月 2日 公演（鹿屋市文化会館） 

 


