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令和３年３月定例教育委員会 会議録（概要版）

１ 開会 （13時 30 分）

２ 前回の会議録承認

教育長から、２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

２/25 教育委員会関係課長係長会、宮崎県北法人会日向支部ハンドソープ贈呈式

２/26 第２回３月定例市議会招集日（本会議）

２/28 美々津軒訪問・協議

３/１ ３月小中学校長会、区長公民館長会理事会

３/３、３/４ 高校入学者選抜試験（一般入試）

３/６ 美々津軒訪問・協議

３/８～３/11 一般質問

３/12 日向警察署長退任挨拶

３/13 県教育長・副教育長との協議

３/14 美々津軒訪問・協議

３/16 小中学校個別校長会

３/17 一般教職員内示、高校入試合格発表

３/18 令和２年度第２回要対協代表者会議

３/19 小中学校管理職内示、市議会最終日（本会議）

３/20 美々津軒訪問・協議

３/23 北部教育事務所来訪・協議

開催年月日 令和３年３月 24 日（水） 場 所 教育委員会室

開 催 時 間 13 時 30 分 ～ 14 時 58 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
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（２）教育委員報告

【黒木委員】

今月は特にない。

【垣内委員】

今月は特にない。

【是澤委員】

今月は特にない。

【林委員】

今月は特にない。

４ 議事

●報告第３号 令和２年度一般会計３月補正追加予算の原案

（担当課長が、資料に沿って説明）

【今村教育長】

図書館は、現計予算額が 780 万円から補正後 1,185 万円になるということだが、例年図書

購入費が 900 万円くらい付いていなかったか。

【柏田図書館長】

今年度は 950 万円で、それとは別に、新型コロナ対策で図書購入費が 1,185 万円予算措置

された。

【今村教育長】

合わせると 2,000 万円くらい本が買えるということか。

【柏田図書館長】

はい。学校の本がどうしても古い本をそのまま貸し出さざるを得なかったので、子どもた

ちに新しい本を提供できることになり、司書も喜んでいる。

【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６号 日向市学校運営規則の一部を改正する規則

（堀田学校教育課長が資料に沿って説明）
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【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７号 日向市生徒指導アドバイザー取扱規定

（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。

【垣内委員】

生徒指導アドバイザーの方が勤務時間内で各学校に赴いて指導するということもあるのか。

【堀田学校教育課長】

学校を回っていただいたり、研修活動であったり、そういったことも想定している。何が

起こるか分からないので、起こったことに応じていろいろと考えていく場面が出てくるので

はないかと思う。

【今村教育長】

対処的な対応も必要だし、防止的な対応も必要となる。特に今はＳＮＳの問題もたくさん

あるので、そういったところでも教職員に対して、保護者に対して、子どもに対して、指導

をしていただきたいと思っている。

【是澤委員】

今までにこういった立場の方はいなかったのか。

【堀田学校教育課長】

はい。初めての配置になる。

【林委員】

今までは、ひまわりラウンジにおられる適応指導教室教育相談指導員の方が、このような

仕事をされていたのではないか。

【今村教育長】

はい。このようなこともしていただいていた。しかし本務は適応指導教室で学ぶ子どもた

ちの指導である。ひまわりラウンジはこれまで同様残るが、生徒指導の専任という形で今回

新たに配置する。

【是澤委員】

１週間に 29 時間という勤務時間の制限が設けられているが、それ以上は働くことはできな



4

いと考えてよいのか。

【堀田学校教育課長】

できないことはないと思うが、そういった細かいルールがあまり定められていないのが現

状だ。時間をオーバーするようなことがあれば、後日勤務時間の調整をすることが一般的に

行われている。勤務時間がオーバーすることが続いたときに、時間外の対応にするのかどう

かは、その都度協議をしながら決めていくということになると思う。調整できる範囲であれ

ば調整をしていくということが原則になってくると思う。

【林委員】

ひまわりラウンジに不登校対応の先生がいらっしゃって、やはり、いじめや不登校、そう

いったことの相談を受けながら、青少年育成センターへつなぐということもあったと思うが、

ここでも対応する、あちらでも対応する、という形になるのか。

【今村教育長】

基本的にはひまわりラウンジは不登校傾向の子どもたちを学校へ復帰させることを目的と

して指導を行う場所で、そういった子どもたちの相談に乗っている。

生徒指導アドバイザーは、不登校もあるが生徒指導全般について、特に重篤なものや喫緊

の課題について取り組んでいただく立場である。ひまわりラウンジの状況も踏まえて対応し

ていただくことが必要だと考えている。

【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８号 日向市特別支援教育支援員取扱規定

（堀田学校教育課長が資料に沿って説明）

【今村教育長】

今何名おられるのか。

【堀田学校教育課長】

22 名の方が勤務している。

【垣内委員】

基本的には 1日の勤務時間は６時間平均ということか。

【堀田学校教育課長】

最大で６時間という考え方となる。支援が必要な子どもの状況によって必ずしも６時間の

必要はないため、一律ではない。週 30 時間の中で、支援員さんと学校とで調整をしながら、
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その範囲の中で勤務することになると思う。何時から何時までという風に勤務時間をきっち

りと定めてはいない。

【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９号 教育委員会事務局組織の変更に伴う関係規則の整理に関する規則

●議案第 10 号 教育委員会事務局組織の変更に伴う関係規定の整理に関する訓令

（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。（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 11 号 日向市教育大綱に基づく令和３年度教育施策の策定について

（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。（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 日向市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画

（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。

【林委員】

係長以上の女性職員の割合の目標が年々上がっていく計画になっている。女性の管理職を

増やすというのは分かるが、目標達成のために女性を登用することで能力の高い男性を登用

できないということにはならないのか。こういう目標値を設定するのではなく、もともと男

女関係なく能力の高い人を平等に登用するべきだったのではないかと考える。

【小林教育部長】

能力のある人を抜擢することが基本であると思う。今までがどうだったのか、というとこ

ろもあるとは思うが、今は採用される女性職員が昔と比べると大分多くなってきていて、男

女の人数比も変わらなくなってきている。その中で、女性でも同じ能力を持っているのに、

女性の管理職の登用率が低かったということで、それを改善するためのものだと思う。基本

的には能力が一番だと思うが、その上の計画で、ということでご理解いただければと思う。
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【今村教育長】

学校でも管理職は男性の先生ばかりで、意識してこういう取組をしていかないとなかなか

増えないと感じたりもする。おっしゃるように能力がベースになくてはならないと思う。

【林委員】

一時期、学校も女性を校長に、ということでたくさん女性の校長が増えたことがあった。

無理をして女性を登用するのかなと思ったりはする。やっぱり、男女平等であれば、男性が

優秀であればしょうがないし、女性が優秀であれば増えていくだろうし、目標をもってやっ

ていくことなのか、と思う。世の中の流れがこういう風になっているから、こういう風にや

らなければならないのだと思うし、女性には頑張ってほしいと思うが、基本的なことから考

えればなんとなく違和感を感じる。

【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 12 号 日向市立図書館規則の一部を改正する規則

（柏田図書館長が資料に沿って説明）

【今村教育長】

今、日向市の人口が６万人を切っているが、図書館利用カードを持っている人が４万 5,000

人くらいいて、毎年 5,000 人くらいしか利用していない。その中に日向市民がどれくらいい

るかもよく分からない。有効期限を５年とすることによって、これからきちんと登録をして

いくことになるのか。

【柏田図書館長】

現在、カードの登録者数が４万数千人いるが、過去５年の間に使用していない人の登録デ

ータを精査し、不必要なものについては、個人情報保護条例等の観点から保有してはいけな

い情報と考えられるので、早急に廃棄することを法務係と協議中である。

【今村教育長】

利用者が９/30 を過ぎて来られた場合、カードの更新ができていないから貸しません、と

いうことはないのか。

【柏田図書館長】

利用の際に免許証を確認させていただいて、その日から５年間の有効期限を設定し、利用

していただくことになる。
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【是澤委員】

4/１に僕が本を借りたいとカードを持っていくと、カード自体が変わるのか。

【柏田図書館長】

カード自体は変わらない。図書館の方で利用者の情報を管理する際に、５年の有効期限を

設定する。カード自体は変わらないが、カウンターで混乱をさけるために確認済みの方には

シールを貼ることを考えている。先々は、更新者には違うカードを渡すことも考えている。

【垣内委員】

館長の権限に属するものを教育委員会に変えたということだったが、例えば、資料の写し

を申請するときに館長の許可が必要だったが、教育委員会になることで申請の手続が煩雑に

なることはないのか。その場ですぐに写しをもらえるのか。

【柏田図書館長】

もともと教育委員会事務決裁規程において図書館長の専決事項を規定していたが、図書館

規則ではまだ「館長」と記載していたため変更した。手続の流れ自体は変わらない。

【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 13 号 日向市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

（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。（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）

５ 各課事業報告

【小林教育部長】

最後に行事の確認をするが、それ以外については今月は特にない。

【堀田学校教育課長】

３/25 小学校卒業式

３/26 小中学校修了式

３/27 寺迫幼稚園卒園式

３/29 令和３年４月１日人事異動辞令交付式

４月から校長会、教頭会のほか、研修会、説明会等をそれぞれ行っていく。

４/７ 令和３年度始業式

４/９ 中学校入学式、寺迫幼稚園入園式
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４/12 小学校入学式

４/22 日向市人権・同和教育研究大会 第１回実行委員会

【北住スポーツ振興課長】

今月は特にない。

【黒木文化生涯学習課長】

４/７ 東郷公民館「高森文夫コーナー」開設式

４/11 若山牧水記念文学館 三浦家寄贈資料公開展「繁と敏夫」（～６/27）

来年度の目玉企画として実施する。若山牧水と生前親交のあった三浦敏夫さんの遺族の方

から、平成 30年に若山牧水に関する様々な資料について、約 400 点ほど寄贈を受けた。一度

に展示できないので、別紙資料のとおり、３回に分けて再来年度まで大規模に展示を行うこ

ととしている。その第１回目のオープニングセレモニーが４/11 に行われる。

生涯学習課生涯学習係執務室については、４/１から中央公民館旧団体室に移転を予定して

いる。

来年度開催される国文祭・芸文祭のプログラムを配布した。ようやく全体像がお知らせで

きることになった。全市町村の行事を含めるとかなりの規模になっているので、またご覧い

ただきたいと思う。日向市で行われる分野別フェスティバルは９事業となっている。

【児玉中央公民館長】

今月は特にない。４月は各団体の総会等での貸し借りが主になってくると思う。

【柏田図書館長】

４/26 図書館ボランティア「友の会」総会

４月は館内おはなし会等はあるが、その他の講座等はない。

４/23～５/12 こどもの読書週間。例年なら５月の第２土曜日辺りに図書館まつりを開催

し、ブックリサイクル市を行っていたが、今年度は大掛かりに古本を集めたりといったこと

はせずに、定期的に行っている館内おはなし会のボリュームを上げたり上映会の回数を増や

したりすることで、特別感を出して運営していく予定である。

【石谷学校給食センター所長】

３/25 ３学期給食最終日

４/８ 給食開始に向けて事前の調理室・調理器具の洗浄・清掃作業や点検を行い、滞りな

く給食の提供ができるよう準備をすることになっている。

６ その他

（１）４月定例教育委員会の日程について

日時：令和３年４月 28 日（水）13時 30 分から
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（２）日向市小・中学校辞令交付式

日時：令和３年３月 29 日（月）10時 00 分から 11 時 00 分まで

会場：委員会室

（３）新規採用教職員辞令交付式

日時：令和３年４月１日（木）10 時 00 分から 11時 15 分まで

会場：大王谷コミュニティセンター

（４）東臼杵地方教育委員会連絡協議会総会

日時：令和３年４月 20 日（火）14時 00 分から 15 時 00 分まで

会場：延岡市総合庁舎

（５）令和３年度市町村教育委員・教育長会議

日時：令和３年４月 23 日（金）13時 30 分から 15 時 40 分まで

会場：宮崎市教育情報研修センター

（６）その他

【黒木文化生涯学習課長】

延期となっていた成人式は、５/２（日）の 11 時から文化交流センターで開催する予定

である。新型コロナウイルス感染症対策として、マスク着用、検温、消毒を行っていただ

き、参加者は氏名と連絡先を提示してもらう。保護者の入場はお断りし、主催者や来賓の

方は新成人の方と接触しないようなルートで会場に入っていただくことを考えている。

７ 閉会 （14時 58 分）


