
令和３年第７回姶良市教育委員会定例会 

 

令和３年７月 13日（火） 

開会 午前 10時 00分 

閉会 午前 10時 37分 

加治木総合支所南庁舎３階大会議室 

 

１ 出席者 

  小倉教育長 川畑委員 中間委員 岩元委員 藤谷委員 

 

２ 教育委員会事務局の出席者 

 塚田教育部長  北野次長兼教育総務課長  前田次長兼学校教育課長  

 井上社会教育課長兼図書館事務局長  留野保健体育課長兼国体推進課長 

 

３ 議事 

 

 

 

 

 

議案等番号 件   名 結果 

報告第９号 
姶良市総合運動公園及び公園内施設のネーミングライツス

ポンサーの決定に関する件 
承認 

報告第10号 新型コロナウイルスワクチンの指定集団接種に関する件 承認 

議案第23号 姶良市教育委員会外部評価委員の委嘱に関する件 可決 

   

   

   

   



４ 議事録 

 

おはようございます。 

それでは、ただいまから令和３年第７回姶良市教育委員会定例会を開催いた

します。本日の議案は、報告２件、議案１件となっておりますので、委員の

皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。 

これ以降の議事進行につきましては、小倉教育長にお願いいたします。 

 

それでは会議に入ります。本会議は、公開を原則としておりますが、本日の

会議を公開することにご異議ございませんでしょうか。 

 

はい。 

 

異議なしと認めます。よって、本日の会議は公開することとします。 

まず日程第１「議事録の承認・署名」についてでありますけれども、皆さん

前回会議の議事録の承認・署名は、お済みでしょうか。 

 

はい。 

 

それでは、前回議事録は承認されたものと認めます。 

次に日程第２「委員及び教育長の報告」についてでございますけれども、委

員の皆様方から、何かご報告はございますか。 

 

来週から夏休みに入ります。コロナ下でありますけれども、昨年と違ってス

ポーツとかその他のイベント等も計画されているようです。コロナだけでな

くて、熱中症等にも気をつけて、事故なく夏休みが終わることを願っている

ところです。 

あと一つ、自転車の通学についてですけれども、自転車で歩道を通っている

ところもあって、歩行者との危ない場面を目にしたこともあります。狭い歩

道を自転車が通ってもいいのかと疑問に思っているところです。以上です。 

 

ほかにございませんか。 

 

ロータリーからのご連絡になります。 

例年実施しておりました台湾員林の児童・生徒の派遣交換について、国際ロ

ータリーの事務局から、今年度の方針として、世界レベルで青少年交換事業

は来年の６月まで行ってはいけないという達示が来ました。例年１月か２月

に児童・生徒の派遣や受入れをしておりましたが、今年度は国際交流できな
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いという形になりました。 

例年だいたい８月の校長会で、その事業の説明をさせていただいていたので

すけれども、それも出来ないという形になりましたので一応ご報告申し上げ

ておきます。 

 

ほかにございませんか。 

なければ、ちょうど１週間前の火曜日が６月議会の最終本会議でした。 

野球教室の予算が当初予算から外れていたのですが、今回、その補正予算が

通過しました。 

意図としては、子どもたちの心を少しでも晴れやかなものにという思いがあ

るのですが、なかなかうまく理解していただけない部分もあったように思い

ます。子どもたちが鬱積した状態の中で、12 月のどこかで少しは心が晴れ

るようなイベントができたらと思っています。 

300万円の総予算に対して、県の補助が 150万円ございまして、一般財源が

150万円で済むということでございます。亜細亜大学出身の現役のプロ野球

選手 17 名ですが、いろいろな球団に入っていまして、これから交渉に入っ

て行くわけですけれども、誰に来ていただけるかわかりません。 

それから来週から夏休みに入って行くわけですけれども、本来なら 19 日が

海の日でありましたが、それが 22日になり、22日から４連休です。 

オリンピックも来週から始まるわけですが、一向に盛り上がりの気配なしと

いうところです。全体としてはテレビ観戦しかないのかなと思います。 

それが一番安全ですが、沈静化するというのは、なかなか難しいようです。 

イギリスなどは、サッカーのヨーロッパ選手権を試験的にマスクも付けない

で６万人で観戦しているようですが、どう転がるかリスキーなところもあり

ます。 

それでは、次に日程第３に入って行きます。報告第９号「姶良市総合運動公

園及び公園内施設のネーミングライツスポンサーの決定に関する件」を議題

とします。事務局の説明をお願いします。 

 

（保健体育課長）報告第９号「姶良市総合運動公園及び公園内施設のネーミ

ングライツスポンサー決定に関する件」について報告します。 

資料の１ページをご覧ください。 

このたび、姶良市総合運動公園のネーミングライツスポンサーが株式会社セ

レクションに決定しました。 

株式会社セレクションは、2013 年４月に姶良市で創業され、「ビーライン」

のフランチャイズ契約により県内に９店舗を展開する、タイヤや車の部品の

販売などを行う企業です。 

創業当時から「社会に貢献できる企業」として地域に密着した取組に力を注
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いでおられ、スポーツチームやスポーツイベントの支援・協賛などに積極的

に取り組まれているほか、昨年の新型コロナウイルス感染症の発生・拡大に

際しては、鹿児島県や県内各市にサージカルマスクを寄附され、特に、姶良

市には一早く３万８千枚のマスクをいただきました。 

株式会社セレクションとは、昨日７月 12 日に契約調印式を行い、契約金額

は年間 132万円で、契約期間は本年９月１日からの３年間になります。 

また、施設の愛称につきましては、姶良市総合運動公園全体が「ビーライン

スポーツパーク姶良」、フットボールセンターが「ビーラインフットボール

センター姶良」になります。 

このネーミングライツスポンサー契約により、姶良市総合運動公園がさらに

多くの市民・県民等に親しみを持って利用され、併せて市内企業、市内経済

の発展に寄与することを期待するものでございます。本日机上配付いたしま

したカラー刷りの写真が、昨日ネーミングライツの契約締結式の模様の写真

になります。裏面がセレクションの会社概要になりますので、ご覧いただけ

ればと思います。以上で説明を終わります。 

 

ただ今、事務局からの説明が終わりました。これから質疑を行います。 

質疑はございませんでしょうか。 

 

このセレクションさんのほかにも申込みがあったのでしょうか。 

 

(保健体育課長)申込みは、セレクション１社しかございませんでした。 

最低価格を年間月々10 万円の 120 万円プラス消費税という形で提示させて

いただいたところ、最低価格で応募されて、審査会で内容を審査した結果、

適当であるというところで今回契約に至ったところでございます。以上です。 

 

わかりました。ありがとうございます。 

 

ほかにございませんか。 

もう今鹿児島市内は、多くの施設で企業の名前が付いていますね。 

ほかになければ質疑なしと認めます。 

お諮りします。報告第９号「姶良市総合運動公園及び公園内施設のネーミン

グライツスポンサーの決定に関する件」は、事務局の報告のとおりご了承い

ただけますでしょうか。 

 

はい。 

 

異議なしと認めます。よって報告第９号については承認されました。 
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次に日程第４、報告第 10 号「新型コロナウイルスワクチンの指定集団接種

に関する件」を議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

（保健体育課長）報告第 10 号「新型コロナウイルスワクチンの指定集団接

種に関する件」について報告します。 

資料の２ページをご覧ください。 

新型コロナウイルスワクチン接種につきまして、「子どもたちを守る」とい

う姶良市の方針の下、専門家等の意見を総合的に判断し、小中学校、幼稚園

のクラスターを防ぐため、小中学校及び幼稚園に勤務する者や小中学校の同

居家族にワクチンの先行接種を行い、子どもたちを取り巻く環境整備を行う

ことになりました。 

資料の３ページをご覧ください。 

新型コロナウイルスワクチンの指定集団接種について概要を説明します。 

ワクチンの接種対象者として、小中学校・幼稚園に勤務する者、給食センタ

ー、給食室に勤務する者、ＳＳＷ、適応指導教室指導員、ＡＥＡなど子ども

たちに接する者を対象に、姶良市独自の取組として指定集団接種を行うこと

になりました。 

指定集団接種につきましては、松原なぎさ小学校を会場として夏休み期間中

に、Ａ日程からＣ日程までの３つの日程を用意し、ワクチン接種を行います。 

ワクチンの接種希望調査では、７月１日時点で 478名の接種希望がありまし

たので、希望者には７月 21日から順次接種を行います。 

なお、ワクチンの供給不足が報道されておりますが、指定集団接種について

は、ワクチンの確保をして実施できる見込みでございます。 

以上で説明を終わります。 

 

事務局からの説明がありましたけれども、これから質疑を行います。 

質疑はございませんでしょうか。 

 

副反応のことが取り沙汰されておりますけれども、一つの学校内で受ける日

にちを分けたりといったことは計画されていらっしゃるのですか。 

 

(保健体育課長)Ａ日程からⅭ日程まで３つの日程がございます。その中で 

学校内で偏りがないようにできるだけ三等分にしてくださいとお願いして

います。 

学校行事がある場合、３つでなくて２つの日程で分ける場合がございますけ

れども、こちらとしましては、できるだけ３つに分けて副反応等に備えてい

ただけるようにお願いしているところでございます。以上です。 
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はい、わかりました。 

 

７月は 29日に水泳記録会があったりするので、調整が必要になります。 

問題は、全ての教職員が姶良市内に居住しているわけではなくて、鹿児島市

も霧島市も結構いるわけです。姶良市の場合、対象者としてすぐ接種券を発

行できるわけですが、鹿児島市とか霧島市とかは、そういうわけにいきませ

ん。接種券がなければ受けられない。その辺の課題もあります。 

 

この３つの日程のうち、諸事情で受けることができなかった場合は、姶良市

以外の方々は、自分の市で、どこかで受けてもらうしかないわけですね。 

 

(保健体育課長)おっしゃるとおり、受けられなかった場合は、鹿児島市なら

ば鹿児島市の病院等で受けていただくという形になります。以上です。 

 

どうしても業務で受けられなかった場合には、予備日がないわけではないの

ですが、どっちが早いかという問題ですね。霧島市や鹿児島市の方が早けれ

ばそちらで接種していただくこともできます。 

それからワクチンの量ですが、市町村で足りないというところが出てきたよ

うです。昨日、国の方から調整枠を設けて、県単位でワクチンを配付すると

いうことです。 

 

ワクチン保管のことですが、よくコンセントが抜けていて結局保管状態が悪

くて廃棄したとか、なかにはワクチンを担当する者を決めていないとかいっ

た情報があります。資料では家庭科準備室にワクチン保管とありますけれど

も、教育部の人員は配置されていませんが、どなたかはいらっしゃるわけで

すよね。 

 

(保健体育課長)家庭科準備室に冷蔵庫があるということで、その冷蔵庫を活

用するためにワクチンの保管場所になったところでございます。 

こちらの準備室で注射器にワクチンを入れていきます。冷蔵庫から注射器に

入れて準備するところまでは、健康増進課の対応となります。お手伝いとい

う立場で、教育部は人員の配置をしております。 

 

はい、わかりました。 

 

ほかにはございませんでしょうか。 

質疑なしと認めます。お諮りします。「新型コロナウイルスワクチンの指定

集団接種に関する件」は、事務局の報告のとおりご了承いただけますでしょ
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うか。 

 

はい。 

 

異議なしと認めます。よって報告第 10号は承認されました。 

次に日程第５、議案第 23 号「姶良市教育委員会外部評価委員の委嘱に関す

る件」を議題とします。事務局の説明をお願いします 

 

（教育総務課長）資料５ページ 議案第 23 号「姶良市教育委員会外部評価

委員の委嘱に関する件」についてご説明いたします。 

外部評価につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づ

きまして、教育委員会はその事務について毎年点検及び評価を行い、その結

果を公表することとされています。 

委員の皆様におかれましても７月６日を期限に、昨年度の教育委員会の事業

につきまして、各課の重点施策に沿って、それぞれ評価シートの記入提出を

していただいたところでございます。 

非常に多くのコメントをいただきありがとうございました。その結果を教育

に関し学識経験を有する方に評価していただくこととなります。 

６ページの名簿をご覧ください。 

こちらの５名の方々に外部評価委員として委嘱いたしまして、評価をお願い

することになります。 

今回、３番の和田幸一郎さんにつきまして、これまで務めて頂いた永田葉子

さんに代わりまして、新たにお願いすることになっております。 

和田先生は、本年の２月 23 日に志布志市の教育長を任期満了により勇退さ

れております。また、平成 23年度から 25年度に、本市、建昌幼稚園の園長

としまして勤めて頂いており、新たな目線で本市の業務を評価いただけるも

のと考えております。その他の４名の方々につきましては昨年に引き続きお

願いするものです。 

任期につきましては、委嘱日から令和５年３月 31日までとなっております。

この任期は、昨年までは１年間としておりましたが、今回から２年間として

おります。これにつきましては、本年３月の定例教育委員会でご承認いただ

いたところでございますが、外部評価の性質上１年ではなかなか業務を把握

しづらく、評価が難しいということから、より充実した評価が得られること

を目的に２年に改正させて頂いたところでございます。 

今後の予定としましては、７月 21日と８月 24日に外部評価委員会を開催し

まして、９月の定例教育委員会で教育委員の皆様にご承認をいただきまして、

９月末に議会に報告、10 月にホームページで市民の皆様に公表の予定とし

ております。以上、説明を終わります。 
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事務局からの説明が終わりました。これから質疑を行います。 

質疑はございませんでしょうか。 

また委員の皆様には、お仕事をお願いすることになります。 

それでは異議なしと認めます。 

お諮りします。議案第 23 号は事務局提案のとおり可決することにご異議ご

ざいませんでしょうか。 

 

はい。 

 

議案第 23 号「姶良市教育委員会外部評価委員の委嘱に関する件」は可決さ

れました。 

次に日程第６、事務連絡になります。委員の皆様から何か事務連絡はござい

ますか。なければ事務局からお願いします。 

 

(学校教育課長)明日７月 14 日、県議会の文教観光委員会の学校訪問がござ

います。 

姶良小学校に午後２時から３時まで１時間、文教観光委員会の議員の先生方

が来られます。 

対応としまして、小倉教育長と堀田校長が道徳教育、モラリティ・インプル

ーブメント推進事業についてご説明いたします。 

 

ほかにございませんか。 

なければ最後に行事予定の確認をお願いします。 

 

（各課より順次説明） 

 

行事予定の説明がございましたが、皆様方からご質問ございませんでしょう

か。 

 

なければ、以上で本日の議事を全て終了したいと思います。 

お諮りします。本日の議事録の字句の軽微な訂正等は、事務局に一任してい

ただきたいと思います。ご異議ございませんでしょうか。 

 

はい。 

 

異議なしと認めます。よって、議事録の字句の軽微な訂正等は、事務局にご

一任いただきました。以上で、令和３年第７回教育委員会定例会を終了いた
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します。皆さまご苦労様でした。 

 

ありがとうございました。 
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