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令和２年５月定例教育委員会 会議録（概要版） 

 

開催年月日 令和２年５月 27日（水） 場 所 第２～３委員会室 

開 催 時 間 13時 30分 ～14時 57分  

出 席 者 

教 育 長 今村 卓也 

教育委員 安藤 公一、林 留美子、黒木 知子、垣内 正俊 

事 務 局 

小林教育部長、堀田学校教育課長、北住スポーツ振興課長、

黒木文化生涯学習課長、児玉中央公民館長、柏田図書館長、

石谷学校給食センター所長、大平教育総務課長補佐、金丸教

育総務課総務企画係長、川越教育総務課総務企画係主任主事 

  

１ 開会 （13時 30分） 

 

２ 前回の会議録承認 

  教育長から、４月の定例教育委員会の会議録の承認について諮られ、指摘部分を修正す

ることで承認された。 

 

３ 報告  

（１） 教育長報告 

 ４/23 今後の学校給食に関する協議（徴収状況調査） 

     養護教諭部会（定期健康診断打ち合わせ）、フードバンク日向堀代表との協議 

 ４/24 臨時休業期間中の生徒指導に関する協議 

     日向市人権同和教育研究協議会第１回実行委員会（市大会中止） 

 ４/28 日向市総合計画策定会議・政策会議（コロナ経済対策等） 

     日向市議会全員協議会 

 ４/29 今後の臨時休業の延長についての資料作成 

 ５/１ 児童生徒登校日（臨時休業５/10まで延長）、臨時記者会見（経済対策第２弾発表） 

 ５/２～５/３ 臨時市議会（５/７）のための勉強 

 ５/５ ５/11からの学校の対応についての協議 

 ５/７ 臨時校長会（今後の対応について・中大規模校の分散登校） 

     臨時市議会（新型コロナ対策補正予算等審議） 

 ５/８ 教育委員会部課長会議（今後の対応について） 

 ５/12 島原・木村県教育委員来訪・協議 

 ５/13 県教育委員会との学校再開についての協議・日程調整 

 ５/18 日向市内小中学校の毎日登校開始（授業・給食再開） 

 ５/20 臨時議会対応/夕刊デイリーインタビュー 
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 ５/21 日向市教育研究所辞令交付式 

 ５/22 臨時議会（特別職期末手当 20％カット、部課長職 10％カット） 

 ５/25 コロナ対応委員会内協議（今後の対応について） 

 ５/26 市 PTA連絡協議会新年度挨拶・協議 

 ５/27 市校長会代表者との協議 

   

（２）教育委員報告 

 

【安藤委員】 

 通常に戻ってほっとしている状況である。よく言われるように、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大の第２波が起こると怖いなというところはもちろんあるが、子どもたちの２か

月間の遅れをどう取り戻すか、というところが今後の一番の課題なのかなと思う。それに対

する対応策を今後お聞きしたいと思っている。 

 

【林委員】 

朝、子どもたちの声が聞こえるのは気持ちの良いものだと感じている。何事もなく、新型

コロナウイルス感染症が終息に向かい、子どもたちが普段どおりに運動や活動ができるとい

いなと思う。 

 

【垣内委員】 

教育委員会の職員の方々、本当にご苦労様です。 

朝、通勤途中に子どもたちの姿を見ないことは寂しい感じがしていたが、先週からは通常

の登校をするようになり、子どもたちがマスクを着けて一緒に登校している姿や、声が聞こ

えるのはいいなと思う。この期間、会合がなかったが、人が語り合うとか、話し合うという

ことは、本当に必要だと改めて感じた。未だ予断を許さないところではあるが、日常の、普

通の生活の有り難さをとても感じた期間だった。 

 

【黒木委員】 

「新しい生活様式」という書類を学校から子どもが持って帰ってきて、詳細が書かれてい

たが、１つ、鹿児島の小学校でうがい、手洗い、顔洗いをすると聞いた。子どもたちもずっ

とマスクを着けていられないと思うし、外すときもあると思うが、そうすると顔に飛沫する

ので、顔洗いを取り入れたらいいのではと思った。 

また、大王谷小学校は子どもが多いクラスがあり、密の状態だと思うが、そういった教室

での新型コロナウイルス感染症対策はどうしているのか。 

最後に、休校中の臨時の先生方の給料は出ているのか。 

 

【今村教育長】 

安藤委員から、授業の遅れを取り戻す方策について話があったが、今、校長先生方に申し

上げているのは、とにかく授業を取り戻さないといけないということで、必死にならないで

ください、まず、今週１週間は子どもたちをあたたかく迎えることを優先してください、と
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伝えている。学校に行けない子、行きたくない子、リズムが戻らない子がおり、中学校でも

１つの学校で 30名程度の欠席がある。そういった子どもたちを迎え入れる、日常に戻すとこ

ろから始めないといけない。いきなりマックスで始めると、このまま戻れない子が出てくる

かもしれないので、徐々にギアチェンジをしてくださいと伝えている。このまま登校できな

いままでいると、不登校の数がせっかく今年減っているのに、また増えるのではないかと心

配している。 

学校での新型コロナウイルス感染症対策については、保護者の方も敏感になっている。マ

スクをしないで授業をしている先生がいると、やめさせてくださいといった指摘がすぐに入

る。できるだけきちんとしてくださいとお願いはしているところである。 

新しい生活様式というのはなかなか難しくて困っている。たとえば、日向は、歯のフッ化

物洗口をしていないが、以前からフッ化物洗口は、虫歯にならないために、ぜひしてくださ

いと歯科医師会などから要望がある。日向はまだ歯磨きに力を入れておりフッ化物洗口はし

ていないのだが、最近はフッ化物洗口はやめさせるべきだ、マスクをして飛沫感染をしない

ようにしているのに、うがいをすると飛沫が飛ぶじゃないかという声がある。難しいなと思

っている。 

また、これはいいなと思って、こういう風にしますと言ったら、すいません、それはやめ

てくださいということがあった。日向市に酸性電解水を生成できる機械があるので、学校の

技術員さんに週２回取りに来ていただいて、学校で手を洗う消毒をさせていたが、最近の研

究であまり効果がないという話になった。 

石鹸と流水で 30秒くらいきちんと手を洗うのが一番良いと言われているので、給食前はそ

うしてくださいとお願いをしたところである。いろいろなことを確かめながら進めていきた

いし、顔洗いの効果についても確かめながら、必要があれば取り入れていきたい。うがいと

いうのは、今は全く言わなくなった。飛沫が飛び散ることにつながるからかなあと思う。 

大王谷小学校の生徒数が多い教室の対策についてだが、今一番クラスの人数が多いのは、

富高小学校の６年生で、１クラスに 40名ほど入っている。次が日知屋小学校の３年生で、１

クラスに 39名となっている。特に６年生は体格も大きく、ぎちぎち感があるが、なかなか改

善ができていない。広い部屋に移動してくださいとお願いしてはいるが、なかなかそういう

部屋がたくさんないので学校も困っている状況である。廊下の窓を全て開け放って、隣との

距離をできるだけ取って配置をしているところだ。 

これまでは、グループ活動はやめてください、給食を対面で食べるのもやめてください、

音楽室の合唱指導はやめてくださいなどとなっていたが、緊急事態宣言が解除されて、方向

が変わった。宮崎県は感染者がずっと出ていないので、レベル３のうちレベル１になり、感

染対策をしっかりとすれば合唱や、グループ活動も長時間にわたらなければしてもいい、と

いうことになった。刻一刻と変わっていく状況にある。感染を心配して学校に出ていけない

子どももたくさんいるので、きちんとした配慮、対応をしたいと思っている。 

学校の臨時の先生方の給与については、常勤、非常勤、どこが採用している先生かによっ

て違うところがある。 

 

【黒木委員】 

臨時の非常勤の先生で、子どもが小学生で家でみなければならず、仕事に出たくても出ら
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れなかったと聞いた。 

 

【今村教育長】 

子どもが小さくて、子どもの面倒をみないといけない先生たちについては、有給の特別休

暇が取得できるようになっているので、その申請をされていないのだと思う。ぜひ行ってほ

しい。 

 

４ 議事 

●報告第２号 令和元年度一般会計３月 24日付専決補正予算の原案について 

（担当課長が、資料に沿って説明） 

  

【今村教育長】 

質問はないか。（質問なし） 

では、この件については承認するということでよろしいか。（異議なし） 

 

 ●報告第３号 令和元年度一般会計３月 31日付専決補正予算の原案について 

 （担当課長が、資料に沿って説明） 

 

【今村教育長】 

質問はないか。（質問なし） 

では、この件については承認するということでよろしいか。（異議なし） 

  

●報告第４号 令和元年度一般会計５月補正予算の原案 

 （担当課長が、資料に沿って説明） 

 

【今村教育長】 

質問はないか。（質問なし） 

では、この件については承認するということでよろしいか。（異議なし） 

 

 ●議案第 24号 令和２年度一般会計補正予算の原案 

（担当課長が、資料に沿って説明） 

 

【今村教育長】 

質問はないか。 

 

【垣内委員】 

長期休業中に５つの放課後子ども教室が未実施であった理由は何か。 

 

【黒木文化生涯学習課長】 

 未実施の区は、細島小校区、塩見小校区、平岩小校区、美々津小校区、寺迫小校区である。
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東郷学園校区のみ実施したが、この地区は、放課後児童クラブから放課後子ども教室に変わ

った地区で、放課後児童クラブのときには夏休みや休業中も実施をしていたため、今まで利

用していた児童、保護者のことを考え、休業中も実施を継続することとなった。 

 

【垣内委員】 

指導者の問題ということではなかったということか。 

 

【今村教育長】 

放課後児童クラブから放課後子ども教室に変わるときに、夏休みや休業中に子どもを預か

れないとなると、今までできていたのになぜできないのかと問題となるので、特例として継

続した。他の地区でも整備してほしいという声がずっとあり、放課後子ども教室のままで、

夏休みに子どもを見られるように予算化をお願いしたものだ。 

実際のところ、子どもを見てくれる人が集まるか、というところも、とても心配している

ところである。 

 

【今村教育長】 

赤外線式の体温計の価格はどのくらいか。 

 

【堀田学校教育課長】 

１台 29,040円となっている。 

 

【今村教育長】 

 他に質問はないか。（質問なし） 

 では、この件については承認するということでよろしいか。（異議なし） 

 

 ●議案第 25号 日向市就学支援委員会委員の委嘱・任命について 

 （堀田学校教育課長が、資料に沿って説明） 

 

【今村教育長】 

質問はないか。（質問なし） 

では、この件については承認するということでよろしいか。（異議なし） 

 

 ●議案第 26号 日向市社会教育委員の補欠委員の委嘱・任命について 

 （黒木文化生涯学習課長が、資料に沿って説明） 

 

【今村教育長】 

質問はないか。（質問なし） 

では、この件については承認するということでよろしいか。（異議なし） 

 

 ●議案第 27号 日向市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例 
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 ●議案第 28号 日向市歴史民俗資料館管理運営規則の一部を改正する規則 

●議案第 29号 日向市伝統的建造物群保存地区施設条例の一部を改正する条例 

 ●議案第 30号 日向市伝統的建造物群保存地区施設管理運営規則の一部を改正する規則  

（黒木文化生涯学習課長が、資料に沿って説明） 

 

【今村教育長】 

質問はないか。 

 

【林委員】 

資料館等の開館時間について、条例では８時 30 分から 17 時までとなっていたのを、実際

の運用実態にあわせて９時から 16 時 30 分までにするということだが、16 時 30 分という時

間は夏時間だとまだかなり明るい。観光に来られた方にはちょっと不自由な感じがする。夏

時間は９時から 17時までなど、時間の変更はできないか。 

 

【黒木文化生涯学習課長】 

そういった意見も出たことがあるので参考にしたいと思うが、変更には財政的な理由も必

要になると思うので、今後協議を行い、変更する場合には報告したいと思う。 

 

【今村教育長】 

職員を働かせる時間を考えた時に、８時 30 分から勤務させて準備し、９時に開けて、16

時 30 分に閉めて 17 時に終わらせるということにしないと、８時間の労働時間を超えてしま

うということがある。 

 

【林委員】 

美々津をこれから発信していくことを考えれば、観光に来られた方にも配慮していただい

た時間設定も良いのではないかなと感じた。 

 

【今村教育長】 

今回は９時から 16 時 30 分までの提案ということである。今後、夏時間もあるので再度検

討していただく、ということで承認するということでよろしいか。（異議なし） 

  

 ●議案第 31号 伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の選任について 

 （黒木文化生涯学習課長が、資料に沿って説明） 

 

【今村教育長】 

質問はないか。 

  

【安藤委員】 

日向市伝統的建造物群保存地区保存審議会について、審議会はどれくらいの頻度で行われ

ているのか。 
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【黒木文化生涯学習課長】 

 建物の改修工事、形が変わるような工事を行うときには、審議会の審議を経なければなら

ないことになっており、通常年１回審議会を開催している。 

 

【安藤委員】 

建物の保存に関して審議をされているということだが、この中には観光協会の会長がメン

バーに入っており、美々津の建造物を観光に供するものとして活用していくことについても

審議がされているのかなと思うが、何か今検討しているような新しい施策はあるのか。 

 

【黒木文化生涯学習課長】 

今のところ、伝建地区の建物を活かした新しい施策というものはないが、美々津の歴史的

町並みを守る会と連携し、今後の美々津のまちづくりをどうしたらいいかという協議は定期

的に行っている。 

その中で、新型コロナウイルス感染症の影響で中止となってしまったが、美々津の歴史的

町並みを守る会が主催で、おひなさん祭りなどを計画したところである。 

 

【安藤委員】 

新型コロナウイルス感染症の影響で、飲食店が非常に大変な思いをされていると思うが、

日向市の観光も非常に打撃を受けていると思う。美々津の伝建地区も大切な観光資源である

ので、そういった観点からもこれから協議されるといいのかなと思う。 

 

【今村教育長】 

去年、幼稚園の設計図について議論した。去年は１回ではなく、何回か審議会を開催され

ているのではないか。 

 

【黒木文化生涯学習課長】 

５月に１回だけとなっている。 

 

【今村教育長】 

日向市伝統的建造物群保存地区保存条例によると、審議会は教育委員会の諮問に応じて保

存地区の重要事項について審査できるということなので、建物だけでなく、運営やソフト面

など今後のことも入れ込んで諮問をして、協議して答申していただくといいのではないか。

先ほどの林委員から指摘のあった施設の開館時間を含め、観光という点でも、大事なことだ

と思うので、意見として聞いていただき協議していただければと思う。 

 

【今村教育長】 

他に、質問はないか。（質問なし） 

では、この件については承認するということでよろしいか。（異議なし） 
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５ 各課事業報告 

 

【小林教育部長】 

 ６/４ 日向市育英奨学金奨学生選考委員会開催 

 ６/５ ６月定例市議会/招集日 

 ６/15 ６月定例市議会/一般質問（～18日） 

 ６/19 ６月定例市議会/議案質疑 

 ６/22 ６月定例市議会/常任委員会（～24日） 

 ６/26 ６月定例市議会/採決 

 

【堀田学校教育課長】 

６/１ キャリア教育支援センター会議 

 ６/19 よのなか挑戦協力事業所の会（東郷学園、大王谷学園の８年生の職場体験学習） 

 ６/24 宮崎大学との連携協定調印式 

宮崎大学、商工会議所およびキャリア教育支援センターが共同で、日向市の社会体験学習

の充実を図るために協定調印を行う。調印は宮崎大学学長と商工会議所会頭が行い、教育長

は立会人として出席予定となっている。 

 

【黒木文化生涯学習課長】 

 ５/31 子どもの夢サポート事業審査会 

今年度は６名の応募があった。昨年は 12名だったので、かなり減った。中学校の校長先生

に聞き取りをしたところ、応募者は他にもいたが、新型コロナウイルス感染症の関係で辞退

した生徒もいたということだった。 

  

【北住スポーツ振興課長】 

 ６/10 日向市スポーツ推進委員定例会 

 

【柏田図書館長】 

 今月は特に行事はない。 

 ６月は蔵書点検で１週間ほど休館する予定だったが、日程を１月以降に変更し、引き続き

開館する。開館はしているが、停止しているサービスもあるため、図書館だよりの中でお知

らせしている。 

 

【児玉中央公民館長】 

今月は行事は特にない。 

現在、公立公民館の利用について、一部制限がかかっているが、段階的に制限を解除して、

利用できるように検討していきたいと思っている。 

 

 

【石谷学校給食センター所長】 
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６/15～６/19 栄養摂取状況調査を実施する。残食調査。食べ残しの量を図り、必要とす

る栄養素が取れているかどうか調査する。６月と 11月の年２回実施する。 

６/19 学校給食会令和元年度後期監査をしていただく。 

総会は６月末を予定していたが、コロナの情勢がまだ安定していない為、書面決議を行い

たいと考えている。 

学校給食センター運営審議会、アレルギー対応検討委員会各委員の委嘱・任命の議案の提

出については、一部団体の役員の選任が決まっておらず６月に提案する。それを受けて７月

に審議会、委員会を開催したい。 

 

【今村教育長】 

子どもの夢サポート事業に応募された６名の方について、どんな方か紹介をお願いしたい。 

 

【黒木文化生涯学習課長】 

フルートの演奏技術を学びたいので演奏者に会いたい方、女子ソフトボールの技術を学び

たい方、農業を学びたい方、世界自然保護基金（WWF）で働きたいという方、キャビンアテン

ダントになりたい方、ゲームプログラマーになりたい方、の６名となっている。 

 

【林委員】 

昨年、富島中学校に学校訪問に行ったときに、校長先生に子どもの夢サポート事業にぜひ

応募してくださいとお願いをしたら、今年は富島中学校から２名の応募があった。前年度か

ら校長先生にお願いしたらいいのかなと思った。 

 

【安藤委員】 

最終的に何名が選ばれるのか。 

 

【今村教育長】 

３名が選ばれる。新型コロナウイルス感染症の影響で、行きたいところへ行けるのか不安

ではある。ぜひ一流の方に会えるとよいのだが。 

 

６ その他 

  

○６月定例教育委員会の日程について 

  日時：６月 25 日（木）13 時 30 分から 

  

７ 閉会 （14時 57分） 
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【 署 名 】 

 

教 育 長                     

 

教 育 委 員                                      


