
1 
 

 

令和２年 11 月定例教育委員会 会議録（概要版） 

 

開催年月日 令和２年 11月 25日（水） 場 所 教育委員会室 

開 催 時 間 13時 30分 ～14時 22分  

出 席 者 

教 育 長 今村 卓也 

教育委員 黒木 知子、林 留美子、垣内 正俊、是澤 利保 

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、10月の定例教育委員会の会議録の承認について諮られ、全員一致で承認さ

れた。 

 

３ 報告 

（１） 教育長報告 

 10/28 10月定例教育委員会/令和２年度第１回総合教育会議 

 10/29 教育委員会内新年度当初予算ヒアリング 

 10/30 平岩小中学校運動会参観 

     宮崎県都市教育長協議会（宮崎市） 

 11/３ 令和２年度日向市文化賞授賞式 

 11/５ 五ヶ瀬中等教育学校訪問 

     美々津立磐神社修復事業に関する要望（市長応接室） 

 11/12 教育委員会の取組に関する外部評価（宮崎国際大学：河原教授） 

     アレルギー検討委員会レク 

 11/13 日向商工会議所会頭申入れ（サーフィン関連） 

 11/16 11月日向市小中学校校長会 

     美々津の歴史的町並みを守る会からの要望・協議 

 11/18 新規採用職員研修会教育長講話 

 11/19 美々津小学校茶道教室 

 11/25 就学支援委員会会長答申 
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（２）教育委員報告 

【黒木委員】 

今月は特にありません。 

 

【垣内委員】 

 11/３ 日向市文化賞授賞式に出席。技術部門で鍛冶職人の山本榮さんが授賞されたという

ことで、経歴を拝見すると、鍛冶として今年で 74年を迎えられ、その間技術を磨かれてきた

ということで、お話の方も感動した。これまでに経験、体験されたことから出てくる言葉の

重さを非常に感じた。文化賞にふさわしい方だと思った。大変感激した授賞式だった。 

 

【是澤委員】 

 11/３ 日向市文化賞授賞式に出席。教育委員として初めての出席だったので、多少緊張し

ながら式典に参加した。歴代の受賞者の皆さんが出席されており、半分以上が知っている方

だったので、教育委員になりましたとご挨拶をすることができた。 

 12/21 今後の報告だが、県庁で市町村新任教育委員研修会を受講する予定である。 

 

【林委員】 

 大王谷学園初等部運動会に出席。体育参観日（ミニ運動会）という名称で、３、４年生が

11/10、２、５年生が 11/11、１年生が 11/12、６年生が 11/24に行われた。 

４年生では先生が各クラスにそれぞれ賞を渡したり、１年生の行進曲が「鬼滅の刃」の曲

で最近の流行を取り入れたりと、工夫が見られた。コロナに負けるなという気持ちが随所に

見られ、進行は大変スムーズで、徒走やダンスが２回あるなど保護者も何度も見ることがで

き、楽しく、ほほえましい時間だった。６年生は最後の運動会なので、多くの保護者が参観

されていたが、競技最後の「よさこいソーラン」が大変素晴らしかった。しかし、徒走やリ

レーで真剣に走らない子どもが何人かいて、とても残念に思った。それを見て、学習態度は

どうなのか心配に思った。 

11/３ 日向市文化賞授賞式に出席。 

 

４ 議事 

●議案第 49号 公の施設の指定管理者の指定について 

●議案第 50号 公の施設の指定管理者の指定について 

●議案第 51号 公の施設の指定管理者の指定について 

（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。 

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 52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） 
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【今村教育長】 

デジタル複合機は、学校保健特別対策事業費補助金で購入しても問題ないのか。 

 

【堀田学校教育課長】 

この補助金は、学校における感染症対策と子どもたちの学習保障支援に係る経費が対象と

なり、学習保障支援の活用事例としてデジタル複合機が示されているので問題はありません。 

 

【今村教育長】 

学校のコピー機は、今まではリースだったのか。 

 

【堀田学校教育課長】 

はい。 

 

【今村教育長】 

借りていたものは、返すことになるのか。そのまま学校に残るのか。 

 

【堀田学校教育課長】 

各校に希望を取り、引き続き使えるところは使っていこうと思うが、引き続き使用すると

なると、トナーなど消耗品費が余分に出ることになるので、そういったことを前提に、活用

できるものは活用していきたいと考えている。 

 

【垣内委員】 

コピー機について、小学校に 14台、中学校に５台新しく入るということだが、学校数と合

わない理由は何か。 

 

【堀田学校教育課長】 

基本的には１校１台であるが、小中一貫校である平岩小中学校や東郷学園については、規

模が小さいので１台とし、大王谷学園は、規模が大きいので初等部と中等部にそれぞれ１台

ずつ入る。 

 

【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 53号 令和２年度債務負担行為について 

 （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。 
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【林委員】 

スクールバスは何人乗りか。 

 

【堀田学校教育課長】 

３台あり、それぞれ 27人、26人、15人乗りである。 

 

【今村教育長】 

東郷学園の３路線の３台分になる。 

 

【林委員】 

子どもが少なくなっているが、３台のバスが満員になることはないんですよね。 

 

【堀田学校教育課長】 

 はい。 

 

【今村教育長】 

子どもたちだけではなく、地域の住民の方も一緒に乗せている。 

 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） 

 

●報告第８号 令和元年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等報告書

について 

 （小林教育部長が、資料に沿って説明） 

 

【今村教育長】 

質問はないか。 

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 54号 令和２年度一般会計補正（追加）予算の原案について 

（小林教育部長が、資料に沿って説明） 

 

【今村教育長】 

質問はないか。 

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） 

 

５ 各課事業報告 

 

【小林教育部長】 

 今月は特にありません。 
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【堀田学校教育課長】 

 11/26 日知屋東小学校運動会 

 12/１、12/２ みやざき小中学校学習状況調査。４月に実施予定だったが、新型コロナウ

イルス感染症による学校休業により延期となっていた。 

 12/７ キャリア教育支援センター会議 

 12/15～12/25 人権作品審査会。人権同和教育の推進を目的に、児童生徒から人権尊重を

訴える作文、標語、ポスター等を募集している。これらの作品の審査を行うため、審査員の

皆さんに 25日までの期間で出席していただき、審査をしていただく予定としている。 

 12/17～12/25 日向市立中学校美術部作品展。コロナ禍において作品発表の機会がなかっ

た美術部の生徒の皆さんの作品を展示するもの。 

 12/17 新財市教育集会所で学習している子どもたちの解放文化祭を開催する。新型コロナ

ウイルス感染症の状況を見ながら、参加人数、取組内容、発表内容を工夫していきたい。 

 12/24 ２学期終業式 

 

【北住スポーツ振興課長】 

 11/26 宮崎日大高校サッカー部関係者が市長を表敬訪問する予定。全国高校サッカー選手

権大会では、宮崎県代表として宮崎日大高校が出場することになったが、日向市から現在 11

名がサッカー部に在籍しているということで、全国大会でも複数名がベンチ入りすることを

聞いている。 

 12/４ 琴恵光関市長表敬訪問。延岡市出身ではあるが、日向市にも後援会があるというこ

とで、急遽表敬訪問をすることになった。 

  

【黒木文化生涯学習課長】 

 第 10回青の国若山牧水短歌大会入賞作品が決定した。応募総数は 4,050首で、昨年度より

も 350 首ほど多かった。作品については、冊子にまとめたものを後日配布する。表彰式につ

いては、コロナウイルス感染症対策として行わないことになっている。 

 

【児玉中央公民館長】 

 今月は特にありません。 

 

【柏田図書館長】 

 12月には図書館内を利用しての展示が３件ある。 

12/２～土呂久公害の教訓を次世代に引き継ぐための環境教育パネル展 

12/２～女性に対する暴力をなくす運動展示 

12/10～明るい選挙啓発ポスター・書道入選作品展示  

 12/２～雑誌ふろく抽選会。今回が３回目となる。本を借りていただいた方に応募していた

だき、雑誌に付いている付録を抽選でプレゼントする。 

 12/19 クリスマスおたのしみ会。通常であれば、クリスマスおはなし会を実施するが、人

数制限等を実施する必要があるので、感染防止を図りながら、５組を対象に絵本の読み聞か

せとクリスマスの記念品を作る場を設ける。 
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【石谷学校給食センター所長】 

 11/26 第２回アレルギー対応検討委員会。第１回を７月に開催したが、そのときの提案事

項について、再検討の指示を受けていたので、再度アレルギー対応の見直し等の提案をする。 

 12/23 ２学期給食最終日。 

 １/７ ３学期給食開始日。 

 コロナ禍の影響を受けた県産農畜水産物の応援消費の取組として、県産農畜水産物応援消

費推進事業という県の事業があり、農業畜産課及び林業水産課が予算化して給食の食材を提

供していただいている。９月から 11月までは農業畜産課から宮崎牛が提供され、11/24が最

終提供日であった。地頭鶏は９月から来年１月まで継続して行われる。林業水産課からは、

11月から来年３月まで、マダイ、マグロ、カンパチ、ブリ、うなぎなどの養殖魚類の提供が

行われる。12月から来年１月までは、農業畜産課から宮崎ブランドポークの提供をしていた

だけることになっている。 

 

６ その他 

   

（１）12 月定例教育委員会の日程について 

    日時：12 月 23 日（水）13 時 30 分から 

 

（２）12月定例市議会日程 

    11月 27日（金）召集日 

    12月 ７日（月）～10日（木）一般質問 

       11日（金）議案質疑 

         14日（月）～16日（水） 常任委員会審査 

         18日（金）13時～本会議（最終日） 

 

（３）教育委員研修 

    市町村新任教育委員研修会 

     日 時：12月 21日（月）13：10～15：40 

     場 所：宮崎県庁４号館 

     出席者：是澤委員 

 

（４）その他 

 

７ 閉会 （14時 22分） 

 


