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会 議 日 程 
日 時   平成31年１月11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  

           

５ 報告 

 (1) 鹿屋市議会12月定例会の一般質問について             （Ｐ２） 

 

(2) 平成30年度 第１回鹿屋市文化財保護審議会の審議結果について    （Ｐ12） 

 

(3) 第37回鹿屋市美術展について                   （別紙）                                                                 

  

               

６ 動議の討論等 

 

７ その他 

 

８ 閉会 
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報告(1) 鹿屋市議会12月定例会の一般質問について（教育委員会関係） 

 

１ 小中学校の給食費について 議員名 田辺議員 

【質問の要旨】 
全国の一部の自治体で定住施策として給食費の無料化に取り組んでいるが、本市

も子育て支援策として、ふるさ納税などを活用し無料化できないか。 

【答弁の要旨】 
 学校給食は、児童・生徒の心身の健全な発達に資するものであり、児童・生徒の
食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たしている。 
 
現在の学校給食の保護者負担額については、小学生で年間４万４千円程度、中学

生で年間５万２千円程度となっており、給食費の総額と致しましては４億２千万円
となっている。 
 

 給食費の徴収については、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の
保護者に対して、就学援助制度において、本市では給食の全額を支給しているとこ
ろであり、29年度決算額では2,102名、22.1％の児童・生徒が援助を受け、金額とし
ては年額約8,900万円を支給している。 
 
このようなことから、教育委員会としては、義務教育の円滑な実施という視点か

ら、経済的理由により就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、給食
費を全額支給しており、全ての児童・生徒に対して無料化することについては、現
時点では、財源の如何を問わず考えていない。 

 

２ 市の奨学金制度について 議員名 田辺議員 

【質問の要旨】 

市の奨学資金は無利子で貸与しているが、ふるさと納税などを活用し、勉学やス
ポーツ等に励む生徒・学生については返済不要にできないか。 

【答弁の要旨】 
 本市で行っている奨学金制度は、教育の機会均等を図るため、能力があるにもか
かわらず、経済的理由等により修学が困難な方に対して、奨学金を無利子で貸与す
る制度である。 
 
現在の奨学資金の貸与額につきましては、高校生が月額１万２千円、大学、短大、

専門学校等の奨学生は月額３万円となっている。 
 
次に、平成30年度の奨学資金の利用状況は、高校生が５名、専門学校生が２名、

大学生・短大生が31名、高等専門学校の生徒が１名の計39名に貸与しており、その
年間総額は1,287万円を見込んでいる。 
 
本市の奨学資金制度は奨学金を無利子で貸与する貸与型であるが、奨学金制度に

は、返済不要の給付型や一定の条件を満たせば返済が免除される貸与型などもある。 
 
返済不要の奨学資金については、国では、日本学生支援機構が平成29年度から新

たに一部学生を対象として先行的に導入し、本年度からは、その給付対象が一般の
大学、短期大学、高等専門学校等の学生へ拡大されたところである。 
 
県内の給付型奨学資金の実施状況については、県育英財団が大学等の学生を対象
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に、また、市町村では、薩摩川内市、指宿市の２市において、高校生を対象に運用

されている。 
 
このような状況の中、本市においては、国、県また各地方自治体の実施状況など

を踏まえながら、本市の奨学資金制度が、未来を担う生徒・学生たち一人一人の持
てる可能性を今後も後押ししていけるよう、継続的で安定的な財源確保、支給形態
など今後の研究課題として取り組んでいきたい。 

 

３ 小中学校トイレの洋式化について 議員名 東議員 

【質問の要旨】 
国は小中学校の和式トイレについて関連予算を上積みし、洋式トイレの割合を今

後３年以内に８割まで引き上げる方向で検討しているが、本市の取組はどうか。 

【答弁の要旨】 
小中学校のトイレの洋式化については、各家庭での洋式トイレの普及や、災害時

の避難所としての利用などの観点から、洋式化の取組を進めているところである。 
 
現在の整備率は、鹿屋市は平均36.3％、県平均30.5％、全国平均43.3％となって

おり、全国平均は下回るが、県平均は上回っている。 
 
 このような状況の中、本市においても、大規模改造など施設整備に併せて小・中
学校のトイレの洋式化を、年次的に進めてきており、現在、寿北小、串良中などの
増築・改修においても洋式化を進めている。 
  
 これらの改修にあたっては、現在、国が改修費の３分の１を負担する文部科学省
の補助事業を活用して洋式化を進めているところである。 
 
新聞記事に掲載された「今後３年以内に８割の整備率を目指すための補助事業」

については、現時点では、具体的な補助事業の内容が明らかになっていないところ

ではあるが、今後、国の動向や情報を注視しながら、有利な補助事業があれば、積
極的に活用して小中学校のトイレの洋式化を進めていきたいと考えている。 

 

４ 上小原小中一貫校の今後の計画について 議員名 今村議員 

【質問の要旨】 
併設型上小原小中学校の今後10年間の施設整備計画はどのように考えているか。 

【答弁の要旨】 
上小原小中学校は、平成27年度から小中一貫教育推進事業の指定を受け、合同運

動会や合同音楽発表会、相互乗り入れ授業等、施設分離型の小中一貫校として様々
な取組を実施してきた。 
 
また、平成29年度からは両校合同の学校運営協議会を立ち上げ、より地域に密着

し、地元住民の声を生かした学校運営を行っている。 
 
このような小中一体で行う学校運営制度については、鹿屋市内全域で導入してい

くこととしており、上小原小中学校は今後も、施設分離型小中一貫教育を行う学校
の先駆的なモデルとして、充実していくものと考えている。 
 
このような中で、両校の施設の整備計画については、上小原小学校は平成12年度



4 

 

に体育館の大規模改造、平成23年度に校舎の耐震補強及び外壁改修等を実施してお

り、また、上小原中学校は平成27年度に体育館の耐震補強及び大規模改造、平成28
年度に校舎の空調化工事等を実施してきたところである。 
 

 本市の小中学校の施設整備については、校舎・体育館等の建物やプール等の施設
について、建設年度の古い順に行うことを基本としつつ、老朽化の度合いや緊急性・
安全性を勘案して、大規模改造等を年次的に実施している。 
 
長期的な施設の整備計画については、平成32年度までに策定する学校施設長寿命

化計画において、上小原小中学校も含め、改めて全ての施設や設備の老朽化調査を
実施し、方針を定めていきたいと考えている。 
 

 

５ 自殺対策について 議員名 原田議員 

【質問の要旨】 
学校教育において、自殺対策をどのように取り組んでいるか。 

【答弁の要旨】 

学校教育における自殺対策に係る教育については、改正自殺対策基本法及び厚生
労働省の自殺総合対策大綱（Ｈ28）を受け、文部科学省は、学校における自殺予防
について 
１ 学校における早期発見に向けた取組 
２ 保護者に対する家庭における見守りの促進 
３ 学校内外における集中的な見守り活動 
４ ネットパトロールの強化、 
の４項目の取組について示している。 
 

これらを受け、本市の学校における具体的な取組例としては、 
・各教科や道徳における生命の尊さや生命尊重に関連する指導の徹底 
・構成的グループエンカウンターや「学校楽しぃーと」の取組 
・自殺が多く見られる２学期開始前の夏季休業中からの課題の見届けや教育相談 
・家庭訪問等を通した支援 
・定期的な教育相談やアンケートの実施等、いつでも悩み相談ができる体制づくり 
・「自殺予防週間（９月10日～16日）」や「いじめ問題を考える週間」（各学校で４月
と９月に各１週間設定） 
等における取組の充実などを行っている。 
 
また、外部の専門機関との連携を図った取組も行っており、 

・ＳＣ、ＳＳＷ、マイフレンド相談員及びマイフレンドルームを介した児童生徒へ
の支援及び保護者との連携 

・情報モラル教育の充実や中高校におけるネットパトロールの実施 
・「24時間子供ＳＯＳダイヤル」等の相談機関の紹介                    
・市関係課と連携を図った、がんの体験者による「命の授業」の講演（本年度は12
校で実施）等に取り組んでいる。 
 
 
いずれにしても、自殺対策については、現在でも自殺者が年間２万人を超えるな
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ど、国の喫緊の課題のひとつであり、学校においても、自殺予防の組織体制を整え、 

命の大切さを実感できる教育や様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるた
めの教育（いわゆる、ＳＯＳの出し方に関する教育）の推進を進めるとともに、関
係機関と連携を図り、自殺対策の充実を図っていきたい。 

 

６ 子どもの教育の現状と安全対策について ① 議員名 中馬議員 

【質問の要旨】 
来年度の市教育委員会主催の行事で、児童・生徒が参加する行事の精選・見直し

がなされたか。 

【答弁の要旨】 
市教育委員会では、児童生徒の健やかな成長はもとより、地域の活性化等を目的

とした様々な行事を実施しているが、各行事のねらいを大事にしつつ、児童生徒の
負担軽減の視点から、これまで、例えばカヌー大会（大隅湖で実施）や小・中・高

等学校音楽発表会など、大きな行事等の廃止を始め、様々な行事の精選や見直し等
を実施してきている。 
 
本年度は、子どもサミットを隔年の実施にしたり、終日開催していた英語暗唱弁

論大会を半日開催にしたりするなど、計画的に見直しや改善を図ってきているとこ
ろであるが、これまでの取組により、一定の改善が図られてきていることや２０２
０年度からの新学習指導要領への移行等も勘案し、来年度は、本年度同様の計画で
実施したいと考えている。 
 
いずれにしても、教育委員会としては、児童生徒の加重負担にならないよう、ま

た、教職員の働き方についても配慮しつつ、今後も改善に努めていきたいと考えて
いる。 

 

７ 子どもの教育の現状と安全対策について ② 議員名 中馬議員 

【質問の要旨】 
災害時に、はしご車等の大型車が学校内へ入ることも考えられるが、どの学校も

大型車が入ることは可能か。 

【答弁の要旨】 
鹿屋市の各小中学校は、建築基準法に規定されている接道義務に基づき、全て幅

員４ｍ以上の道路に接した敷地に建設されており、はしご車等の大型車を含め、緊
急車両の進入や通行、災害時のはしご車による救助活動は可能となっている。 
 
一方、修学旅行や校外学習等で大型バス等を利用する際は、門周辺の広さや、離

合等の問題を考えると、複数の大型車両が同時に通行することが困難である学校も

あり、このような場合は、集合場所を、学校近隣の公共施設など、別に指定するな
ど、対応をお願いしている。 
 
今後も各学校において様々な災害等に対する危機管理を徹底し、地域の方々の御

理解と御協力をいただきながら、防災活動に努めていきたいと考えている。 
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８ 学校における働き方改革について ① 議員名 中馬議員 

【質問の要旨】 
学校における教職員の長時間労働について、持ち帰りの仕事についても勤務時間

として実態調査をしているが、その状況はどうか。 

【答弁の要旨】 
本市の勤務時間の実態については、平成28年の10月に文部科学省が実施した「教

職員実態調査」との整合性を図り、持ち帰り業務等も含め、勤務実態を正確に把握
するため、それまで出退時刻のみの記録であった「出退時刻記録カード」から、本
年３月に出退時刻に加え、土曜日や日曜日等の部活動時間、ＰＴＡ業務を含む持ち
帰り業務等が把握できる「健康管理のための勤務記録カード」を導入した。 
 
これによる本年10月１か月間の勤務時間の実態は、小学校では、教職員380人のう

ち、月60時間以下の時間外勤務者は232人（61.1％）、月60～80時間が84人（22.1％）

であり、月80時間以上の時間外勤務者は国の平均33.5％に対して、本市は16.8％、
（管理職18人を含む）64人となっている。 
 
また、１か月の平均超過勤務時間は、国の98時間に対し、本市は約53時間で、そ

のうち、持ち帰り業務は４時間22分となっている。 
 
次に中学校では、教職員215人のうち、月60時間以下の時間外勤務者は108人

（50.2％）、月60～80時間が49人（22.7％）であり、月80時間以上の時間外勤務者は、
国の57.7％に対して、本市は26.9％、（管理職11人を含む）58人であった。 
 
また、１か月の平均超過勤務時間は、国の118時間44分に対して本市では61時間47

分、このうち持ち帰り業務は２時間13分、部活動に従事する時間は７時間24分とな
っている。 
 
市教育委員会としては、本市の今回の実態調査を国と比較してみると、平均超過

勤務時間が、国の約２分の１程度であり、本市における働き方改革についての工夫・
改善は、一定程度適正に進められているものと考えている。 
 
一方、個々の教職員に目を向けると、超過勤務時間が長い教職員もいることから、

今後も適切な実態の把握と指導に努めていきたい。 

 

９ 学校における働き方改革について ② 議員名 中馬議員 

【質問の要旨】 
来年度の教職員関係の部会・研修会などの行事について、精選・見直しがなされ

たか。出張の際の休憩時間は確保されているか。 

【答弁の要旨】 
部会や研修会の精選・見直しについては、働き方改革の視点から平成29年度は、

フレッシュ研修担当者説明会等の削減や、マイフレンド相談員研修会、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
に努めてきた。 
 
さらに、本年は市研究協力校連絡会等２つの研修会を削減したり、毎年実施して

いた体力・運動能力調査を隔年に変更したりするなど、市主催の事業や会議、調査
物等を見直し、業務の改善に取り組んできたところである。 
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平成31年度については、道徳教育研修会や特別支援学級担当者研修会など３つの

研修会について開催回数の縮減や会議等への出席について学校規模を勘案するな
ど、教職員が落ち着いて教育活動に精励できるように計画しているところである。 
 
また、就学時健診においても、学校単独で行っている学校健診について、学校の

負担を軽減するため集合健診へ移行してきており、来年は新たに２校を集合健診で
実施する予定である。 
 
出張の際の休憩時間の確保は、各学校から会場までの移動時間等の違いがあるた

め、それぞれの学校ごとの適切な勤務管理についても、改めて指導する。 
 
市教育委員会としては、今後とも、新学習指導要領への対応を含め、教育の質を

高める環境の整備や、児童生徒と向き合う教職員としての特性等も考慮しながら、
適正な行事の精選・見直しを進めていきたいと考えている。 
 

 

10 教育予算について ① 議員名 中馬議員 

【質問の要旨】 
教育実習に係る実習経費についてどのように取り扱っているか。また、実習生の

人数、金額、管理者及び使途について示されたい。 

【答弁の要旨】 
教育実習については、将来、教員を目指す学生等が学校現場において教育活動を

実際に経験し、教員免許の取得を目指すことなどを目的としており、教員養成にお
ける教員免許取得のための必須の位置付けとなっている。 
 
各学校においては、このような教育実習の目的等を踏まえ、実習生を受け入れて

いるが、その際、実習生の所属する大学及び実習生等から、一般的に一人当たり約
5,000円～10,000円程度の教育実習に係る経費が支払われている。 
 
平成29年度の市内全小・中学校で受け入れた実習生は102名であり、学校に支払わ

れた実習経費は約84万円である。 
 
実習経費は、全ての学校で校長の責任において管理されているが、運用面等で教

頭や事務職員などが担当しているところもあり、その使途については、授業等で使
用する教材や教具、用紙やコピー代など、教育実習で必要なものや、その他、学校
で必要な消耗品や緑化に使う植物の苗や肥料などが主なものである。 
 
教育委員会としては、各学校に対して、教育実習の目的を達成し、より一層の充

実を図るよう指導していくとともに、実習経費の取扱いについては、校長の責任に
おいて、適切な管理がなされるよう改めて指導したところである。 
 
今後は、教育実習に係る大学等からの実習経費の受け入れ等を含め、適切な取扱

について検討していきたい。 
 

 

11 教育予算について ② 議員名 中馬議員 

【質問の要旨】 
耳鼻科検診における、器具(鼻鏡、耳鏡、舌圧子)のディスポ化について、今後、

予定はあるか示されたい。 
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【答弁の要旨】 

児童生徒の健康診断については、学校教育法および学校保健安全法に基づき行わ
れるものであり、耳鼻科検診もその一つとして、各学校において毎年１回、大規模
校では２～４日間程度かけて、行っている。 
  
その際、鹿屋市内の小・中学校では、ステンレス製の検診器具(耳鏡・鼻鏡・舌圧

子)を人数分、検診前後で煮沸消毒を行い、使用している。 
 
検診器具の煮沸消毒については、特に、大規模校では１回当たり２～３時間程度

の時間がかかったり、重量があり運搬が大変だったりすることなどから、県内のい
くつかの市町村においては、使い捨て器具の導入、いわゆるディスポ化が図られて
いることは承知している。 
  
一方、検診器具の煮沸消毒や運搬などにおいては、職員が協力して組織的に取り

組み、効率的に運用している学校があることや、仮にディスポ化した場合、毎年、
約150万円程度の費用がかかることなどから、現段階では、直ちに検診器具をディス
ポ化していくことについては考えていない。 
 
今後も、児童生徒の健康診断については、その健康の保持増進を図る極めて大切

なことであることから、各学校の実態の把握により一層努めるとともに、職員全体
で組織的に取り組み、一部の担当職員に大きな負担がかかることがなく、円滑な実
施ができるよう指導していきたい。 
 

 

12 外国人との共存・共生について 議員名 米永議員 

【質問の要旨】 

入管法改正により、外国人労働者が本市に就労し、家族で居住した場合、その子
どもへの教育的支援をどのように考えているのか。 

【答弁の要旨】 

今回の臨時国会において、外国人労働者の受入れを拡大する改正入管法が成立し、
また、昨今のグローバル化の中、外国人労働者や日本語を話せない子どもたちが、
さらに増えていくことが予想されている。 
 
それに伴い、小・中学校では日本語を十分に理解できない児童生徒への対応が重

要な課題となってくると考える。 
 
本市内の小中学校には、転入学時に日本語指導が必要であると判断した児童生徒

は、本年度、７名在籍しており、保護者とも連携を密にしながら、担任が通常の授
業の中で本人に適した課題等を課したり、特別支援学級の担任や教頭などが補助し
たりして学習を進めてきている。 
 
現在、これらの児童生徒については、程度の差はあるが、既に日本語に馴染み、

学習を含め、通常の学校生活を送っているところである。 
 
一方、県教育委員会におきましては、鹿児島市内の１小学校に日本語指導の専任

教員を複数配置し、対象となる児童はこの学校に通って指導を受けている。 
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教育委員会としては、今後も日本語指導が必要な児童生徒が在籍する場合は、こ

れまで同様丁寧に対応するが、対象児童等が多くなるような場合には、県教育委員
会と協議し、本市にも専門的な教員が配置され、望ましい教育環境となるよう努め
ていきたい。 
 

 

13 教育行政について ① 議員名 岩松議員 

【質問の要旨】 
地域の子ども会は、加入率が低下している。問題点等の把握及び対策は行ってい

るか。また、子ども会の活動に対する支援は充実しているか。 

【答弁の要旨】 
子ども会は、子どもたちが異年齢集団での様々な体験活動などを通して、社会性

や協調性、他者への思いやりを持つことの大切さについて学ぶなど、青少年の健全
育成における重要な役割を担っている。 
 
現在、市内には136の単位子ども会があり、棒踊りなどの伝統芸能の伝承や廃品回

収、十五夜等の地域活動などを行っている。 
 
子ども会には、市内全小・中学生の45.3％にあたる4,316人が加入しており、その

加入率は、小学生が59.5％、中学生が14.8％で、３年前と比較すると、全体で6.3
ポイントの減となっている。 
 
子ども会の加入率が減少している原因としては、住民同士の人間関係の希薄化等

に伴い、子ども会活動や地域活動の意義などへの理解が得られにくくなってきてい
ること、また、保護者で構成する育成会の役員になることへの負担感などが考えら
れる。 
 
このようなことから、市教育委員会としては、子ども会活動を充実させるための

取組と併せて、加入率を向上させるための取組を行っているが、まず、子ども会活
動を充実させるための取組としては、 
 

① 屋久島での縄文杉登山やキャンプ活動等を通して子どもたちの豊かで強い心を
養う「アドベンチャー事業」や 

② 行事の企画の立て方や鹿児島弁を使ったレクリエーションなど 
の研修により、次期リーダーを育成する「子ども会大会」などの行事を実施し、

子ども会活動の活性化を支援している。 
 
また、加入率を向上させるための取組としては、 
 

① 会員の減少により、単独では活動が難しくなった単位子ども会に直接出向いて一
緒に課題の解決を図ったり、 

② 年度始めに、市内の全小学校の保護者に、子ども会活動の意義などを掲載した加
入促進のためのチラシを配布したりする他、 

③ 管理職研修においても、児童・生徒への加入の呼びかけを依頼している。 
 
一方、子ども会の保護者で構成する鹿屋市子ども会育成連絡協議会、いわゆる市

子連では、 
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①単位子ども会の運営方法について、アドバイス等を行う「市子連ジャー」を派遣

しており、これまでに休止を撤回し、活動を継続する子ども会もあるなどの成果を
あげているほか、 
 

②子どもたちが自ら企画・運営する活動に対して、資金を補助する「わくわくチャ
レンジお助け金」制度などにより、「子どもが主役の子ども会活動」を目指した独
自の支援を行っている。 
 
子ども会活動は、子どもの健全育成や調和的な発達に極めて意義があることから、

今後とも、鹿屋市子ども会育成連絡協議会をはじめ、町内会やＰＴＡなどの関係団
体と連携しながら、子ども会活動の充実や活性化に努めていきたい。 
 

 

14 教育行政について ② 議員名 岩松議員 

【質問の要旨】 

県では、毎月第３土曜日を青少年育成の日、毎月第３日曜日を家庭の日と定めて
いるが、本市ではどのような取組を行っているか。 

【答弁の要旨】 
「青少年育成の日」は、昭和57年に、家庭・学校及び地域社会の三者が一体とな

って青少年の育成活動及び非行防止活動を盛り上げ、青少年関係施策の実行を期す
るための契機となるよう毎月第３土曜日を「青少年育成の日」として県が定めたも
のである。 
 
同様に、「家庭の日」は、昭和40年に、すべての家庭が円満で明るい家庭をつくる

ように、広く県民の自覚と意識の高揚を図ることを目的として毎月第３日曜日を定
めたものである。 
 

現在、市内では、第３土曜日の「青少年育成の日」に、 
 

① 町内会の子どもたちを対象にして、田植えや稲刈りなどの体験活動を土曜学級と
して実施している町内会や 

② 地元の子ども会を対象にして伝統芸能の伝承活動を行っている郷土芸能保存会 
③ 子ども会活動のひとつとして、早朝に道路の空き缶やごみ拾いなどの清掃活動を
実施している子ども会 
など、各地域で家庭・学校・地域が連携した青少年育成活動が行われている。 
 
また、「家庭の日」については、各家庭で充実した活動をすることが本来の目的で

あることから、市教育委員会としては、家族団らんの機会をつくるよう呼びかける
ための「家庭教育ガイド」を作成し、小・中学校を通じて全家庭に配布していると
ころである。 
 
さらに、県が行う「家庭の日」のポスター、絵画、標語作品の募集には、積極的

な参加を促しており、毎年、多くの小・中学生が作品制作に取り組んでいる。 
 
また、市内の小・中学校やＰＴＡなど、多くの関係機関・団体等と連携し、「青少

年育成の日」と「家庭の日」の意義について周知し、積極的な取組をお願いすると
ともに、スポーツ少年団等には、この両日に意義ある活動が支障なくできるよう、
行事や練習等について配慮をお願いしているところである。 



11 

 

 

一方、高度情報化に伴って経済や生活の仕組み等が変わり、便利な生活の中で子
どもたちは、地域や他の人のために活動するよりも、個人の思いを優先して行動す
る傾向が見られるようになってきている面もある。 
 
また、地域活動の減少や少子高齢化、価値観の多様化等が進展し、社会との関わ

りや生活体験の少ない子どもたちも増えてきている。 
 
このような中、「地域の子どもは、地域で育てる」という理念の下、地域のさまざ

まな機関や各種社会教育関係団体等に理解・協力を得ながら「青少年育成の日」や
「家庭の日」の取組を推進するなどして、鹿屋の子どもたちの健やかな成長を図っ
ていきたい。 
 
 

 

15 学習・文化施設について ② 議員名 繁昌議員 

【質問の要旨】 
学習センターや学校については、老朽化による各施設の修繕等の要望への対応が

思うように実施されていない。安全・安心を優先し十分な予算を確保できないか。 

【答弁の要旨】 
学校や学習センターを含む教育・文化施設の修繕については、老朽化への対応や

大規模な改修の中で、年次的・計画的に実施しており、軽微な修繕については、毎
年、一定の予算を確保して対応している。また、学校においては直営の営繕作業員
による対応も行っているところである。 
 
一方、台風災害や本年度のブロック事故等、緊急かつ安全・安心の確保を要する

ものは、既定予算はもとより、必要に応じて、予備費の充当や補正予算等で確実な
対応に努めている。 
 
現在、学校施設やその他の教育・文化施設には、老朽化しているものが多く見受

けられ、今後も、改修・整備に多額の予算が必要となることが見込まれる。 
 
このようなことから、今後、教育委員会の所管する施設の長寿命化計画を策定す

ることとしており、この計画において、安全・安心、緊急性を最優先に、計画的に
改修を進め、安定した施設の維持・管理に努めていきたい。 
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報告(２) 平成 30年度 第１回鹿屋市文化財保護審議会の審議結果について 

 

 

１ 開催日時 平成 30年 12月 14日（金） 午後２時 30分から 

 

２ 開催場所 鹿屋市串良総合支所別館 第２会議室 

 

３ 出席者  鹿屋市文化財保護審議会委員 ９名（別紙名簿のとおり） 

 

４ 審議結果及び建議の内容 
 

(1) 岡崎古墳群の国指定に向けた取組について 

    岡崎古墳群は、その重要性・貴重性からこれまでも報告案件として、事務局より報 

告を受けその都度審議会の中で協議してきた案件である。今回新たな委員が４名加わ

り再度岡崎古墳群の価値を確認し、次のとおり全会一致で議決した。 

「岡崎古墳群は、本市はもとより鹿児島県を代表する古墳群であることから、今後

も引続き国指定史跡を目指した取組を実施されたい。また、そのために必要な諸手続

や調査等を随時進めその都度報告されたい。」 

 

(2) 事代主神社樟の現状変更の件について 

    安全面を考慮し許可する。ただし、樹勢を傷める伐採をしないように条件を付す。 

 

(3) いぬまき（新生町）支柱取替の現状変更の件について 

      安全面を考慮し許可する。ただし、樹勢を傷めることがないように慎重に工事着手 

するように条件を付す。 

 

 (4) 海軍航空隊串良基地 地下壕電信司令室跡手すり設置に伴う現状 

      変更の件について見学者等の安全確保が必須であることから、手すりの設置につい

ては申請のとおり許可する。また、施工に際し、必要以上に文化財の破損･汚損の無い

ように十分に配慮して行うように条件を付す。  
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鹿屋市 文化財保護審議会委員名簿 

 

委員任期（平成30年５月19日から平成33年５月18日） 

  氏  名 発令年月日（初回） 職業・役職など 専門分野 備考 

1 隈元 信一 昭和 62年 7 月 1日 

郵便局長 

県文化財保護指導員 

大隅史談会会長 

南九州石塔研究会理事 

郷土史・古石塔 
会長 

鹿屋地区 

2 田畑 博司 平成 22年 8 月 1日 
保護司 

串良町土地改良区副理事長 
文化財保護啓発 

副会長 

串良地区 

3 海老原 寛業 平成 12年 10月 1日   
郷土史 

中近世 
吾平地区 

4 竹之内 勲 平成 21年 5月 19日 

吾平中学校学校評議委員 

吾平地域道徳教育振興会

地域教育部長 

教育行政 吾平地区 

5 伊地知 一郎 平成 7 年 11 月 6日   天然記念物 輝北地区 

6 松永 利治 平成 21年 5月 19日 

元高等学校教諭 

町内会長 

串良猟友会会長 

動物・植物 

 
串良地区 

7 山口俊博 平成 30年 5月 19日 鹿児島県考古学会会員 
考古学 

文化財行政 
鹿屋地区 

8 林 匡 平成 30年 5月 19日 鹿屋女子高校長 

近世史・学芸員 

（薩摩藩政史・文

書管理史） 

鹿屋地区 

9 迫 睦子 平成 30年 5月 19日 
元小学校教諭 

鹿屋市戦跡ガイド  
鹿屋地区 

10 井上 康代 平成 30年 5月 19日 

団体職員 

鹿屋市戦跡ガイド 

NHK テレホンレポーター 
 

鹿屋地区 

      ※ 鹿屋地区５名 吾平地区 ２名 輝北地区２名 串良地区２名 

○ 隈元委員は、都合により欠席 

 

 


