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令和２年９月日向市教育委員会定例会/会議録（概要） 

令和２年９月定例教育委員会 会議録（概要版） 

 

開催年月日 令和２年９月 28日（月） 場 所 教育委員会室 

開 催 時 間 15時 00分 ～16時 40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 （15時 00分） 

 

２ 前回の会議録承認 

  教育長から、７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 

 ７/21 日向市文化連盟挨拶・芸術文化賞授賞式説明 

 ７/22 細島まちづくり協議会・ＰＴＡ・学校との協議 

 ７/25～7/26 中体連総合体育大会視察 

 ７/26 日向市１例目の感染者への市教委の対応について協議 

７/27 臨時校長会 

 ７/30 １学期終了決定（夏休みを１日前倒し：翌日から急遽夏休み） 

 ７/31 日向市区長公民館長会理事会説明（今後の市教委・学校の対応等） 

 ８/４ 臨時記者発表（交付金措置：各学校 100万円～200万円等） 

 ８/11 学校閉庁週間開始 

 ８/21 臨時校長会（今後の学校におけるコロナ対応他） 

 ８/23 （若山牧水短歌甲子園紙上審査会：ＺＯＯＭ活用） 

 ８/24 日向市小中学校２学期始業式 

     令和２年度第１回日向東臼杵いじめ問題対策専門家委員会 

 ８/25 若山牧水短歌甲子園講評録画撮り 

 ８/28 ９月市議会招集日（本会議：議案提案：教育委員人事案件） 

 ８/31 日向ライオンズクラブ読売子ども新聞贈呈（９月～全小へ７か月分） 

 ９/１ コロナ関係飲食店一斉点検の日 
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 ９/２ 台風９号接近による臨時休業/日向市文化連盟芸術文化賞授賞式 

 ９/３ 臨時部長会（台風 10号関連） 

 ９/７ 小中学校臨時休業/市議会一般質問延期 

 ９/11 追加補正に関する記者発表 

 ９/12 日向中学校体育大会 

 ９/16 日向市９月校長会 

 ９/17 美々津おきよ祭り/第 70回若山牧水祭 

     大上敏男画伯作品展（若山牧水記念文学館） 

 ９/23 第一印刷からの交通安全資料贈呈式 

 ９/25 北部教育事務所主催市町村教育長会議（人事異動方針説明会） 

 ９/26～９/27 中体連秋季大会視察 

 

（２）９月定例市議会について 

９月定例市議会一般質問についての報告 

  

（３）教育委員報告 

【黒木委員】 

 子どもたちは新しい生活様式にも大分慣れて、心強く毎日を送っている。保護者の中には、

まだ仕事にいっていない方もいると聞くので、今度は保護者の方への心のケアが必要だと感

じる。担任の先生から毎週配布されるプリントの中に、「保護者の皆様お元気ですか」、とい

った一言があると嬉しいのではないかと思った。子どもたちのことについては、いつも先生

方には気を遣っていただいているが、保護者の方の心のことについては、なかなか行き届い

ていないのかなと思うので、皆で支え合えたらと思う。 

 

【安藤委員】 

娘が給食で宮崎牛のサイコロステーキを食べたと非常に喜んでいた。 

 

【石谷学校給食センター所長】 

100 グラム 910 円の宮崎牛を、一人当たり小学生に 40 グラム、中学生に 48 グラム、給食

で提供させていただいた。 

 

【林委員】 

黒木委員がおっしゃったように、コロナ禍で感染防止のことに目が行きがちだが、先生た

ちから子どもたちへの細やかな配慮と、保護者の方への連絡などもあるといいかなと思った。

やはり密にならないようにと言うからこそ、孤立化してしまうのではないかと考える。 

10/10 に少年サポーターとして支援活動をする。先日、福岡で少年院を出所した少年が殺

人容疑で逮捕されたが、そういうことが宮崎県や日向市で起こらないように、支援事業にき

っちり取り組みたいと思う。 
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【垣内委員】 

日々、通常の生活の有り難さを改めて感じるこの頃である。新型コロナウイルス感染症の

感染者が 13日間連続で県内で出ておらず、日向市でも１か月ほど出ていない。気の緩みが出

てくる頃ではないかと思うので、改めて意識を高めることが大切だと思う。 

先ほど黒木委員からありましたが、保護者の方への啓発、支援は非常に大切なことだと思

う。子どもたちを支えるのは保護者の方だと思うので、必要なことだと思う。 

10月、11月には各小中学校で運動会、体育大会が開催される。子どもたちの通常登校の様

子を見ると、普段の生活に戻りつつあるのかなと感じている。今後もご支援とご協力をよろ

しくお願いしたい。 

 

４ 議事 

●報告第６号 令和２年度一般会計９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】 

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７号 財産の取得について 

 （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。 

 

【垣内委員】 

 プロポーザル方式というのはどういうものか。 

 

【堀田学校教育課長】 

 行政が業者を選定する場合、入札によって価格の安いところを選定する方式が一般的だと

思うが、今回のタブレット型端末については、国が１台当たり 45,000円という非常に安価な

価格を提示したため、これ以上安い価格を提示する価格競争は起こらないだろうと予想した。

このため、どういう提案がなされるのかというところを審査して業者を決定するプロポーザ

ル方式を採択した。 

 

【今村教育長】 

 ハードやソフトの中身などで競争入札をするような形で実施したが、結果的には 1 社しか

来なかったため、競争が働かなかった。 

 

 ●議案第 43号 日向市立幼稚園条例施行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 44 号 伝統的建造物群保存地区における現状変更行為及び日向市美々津伝統的

建造物群保存地区保存計画の一部変更について 

 （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） 

 

【今村教育長】 

 本日の議案である議案第 45号、令和２年度日向市文化功労者の決定についてだが、人事に

関する案件であるので、日向市教育委員会会議規則第 14 条により、第 45 号議案の審議につ

いては、非公開としたいが良いか。（異議なし） 

それでは、議案第 45号については非公開とし、審議の際は、傍聴者及び関係課以外の職員

には退出していただく。 

 

 ●議案第 45号 令和２年度日向市文化功労者の決定について 

  

 ●議案第 46号 委託契約の締結について 

 （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。 

 

【安藤委員】 

共同企業体について、応募は他にあったのか。 

 

【堀田学校教育課長】 

応募は１企業体のみだった。 

 

【安藤委員】 

工事はいつ頃終わる予定か。 

 

【堀田学校教育課長】 

来年の３月中に工事を終えるように調整している。 
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【安藤委員】 

タブレット型端末は２月に納品されるということだが、新年度から使い始めるというイメ

ージか。 

 

【堀田学校教育課長】 

はい。 

 

【今村教育長】 

 細島小学校は、後で単独でＬＡＮを引くのか。 

 

【堀田学校教育課長】 

細島小学校は、校舎の建て替えを見越した工事のスケジュールが組まれている。 

 

【安藤委員】 

校舎が完成するまでタブレット型端末は使えないということか。 

 

【堀田学校教育課長】 

端末は使えるが、インターネットがつながらないのでインターネットの活用はできない。 

 

【今村教育長】 

アプリケーションソフトは入っているので単体としては使える。 

 

【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） 

 

５ 各課事業報告 

 

【小林教育部長】 

 10/１ 教育委員会委員の感謝状贈呈式・辞令交付式が行われる。 

 

【堀田学校教育課長】 

 10/１ 学校長を対象に、令和３年度に向けた人事異動説明会を実施する。 

 10/１～10/23 学校訪問（外国語加配・少人数学級）。 

 10/３ 若竹分校運動会。 

この日以降、10/30まで、各小中学校で運動会、体育大会が開催される。 

10/13～10/15 富高小学校運動会。低学年、中学年、高学年で３日間に分ける。密を避け

る工夫を行っての運動会となっている。 

10/6 義務教育の充実を図る研修会 

10/15、10/22、10/30 要保護児童対策地域協議会 
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10/19 新任指導主事等人権教育研修会 

10/23 令和３年度宮崎県立高等学校入学者選抜に係る説明会 

10/16～11/27 令和２年度就学時健診。対象者 541 名。細島小学校を除き、各学校を会場

として内科・歯科・眼科などの検査を行う予定である。 

 

【北住スポーツ振興課長】 

10月からスポーツの秋ということで、各種スポーツ教室、ミニバレー大会等を企画し、広

報紙で案内していたが、広報紙での案内が２か月前ということで、その間に日向市でも新型

コロナウイルス感染症の感染者が出たことも影響したのか、申込状況が著しく悪かった。ミ

ニバレー大会については、申込みが１団体しかなく、試合ができない状況となったため、残

念ながら中止とした。 

 

【黒木文化生涯学習課長】 

 「第 35回国民文化祭みやざき 2020 第 20回全国障害者芸術・文化祭」は、新型コロナウ

イルス感染症の影響により来年度に延期されることが既に決まっている。日程は来年 7/3 か

ら 10/17 までとなっており、その後続けて和歌山県で開催されるということで、年度内に２

つの県で実施されることになっている。日向市の分野別フェスティバルでは、当初 12の事業

を予定していたが、そのまま来年度に延期するものや、中止するもの、また、来年度の開催

時期が決まっていないことから未定となっているものがある。今年度は分野別フェスティバ

ルの期間外であった若山牧水短歌甲子園が、来年は期間中に入るので、改めて申請し、新規

で登録されたところである。 

全国には高校生を対象とした短歌大会が３つあるが、それぞれの優勝校と、宮崎県内の高

校３校を合わせた６校で、グランドチャンピオンを決めようということで、「全国高校生短歌

オンライン甲子園」が県主催で開催される。当初は国文祭の中で開催する予定だったが、国

文祭が延期になっても単独で実施することになった。11/７、11/８にオンラインで実施し、

ＹＯＵＴＵＢＥで配信するということで企画が進められている。来年度の国文祭でも、再度、

優勝校や県内学校を集めて、同じような形で全国のチャンピオンを決める計画が進められて

いるようである。 

 

【児玉中央公民館長】 

10月から後期主催講座が始まる。生涯学習便り等で募集をしていたが、早いところは今週

末から開講する。運営に関しては引き続き３密を避け、国のガイドラインに沿って感染拡大

防止に努めて実施したいと考えている。 

 

【柏田図書館長】 

９月まではイベント等は見合わせるということだったので、図書館でも館内イベントやお

話会を中止していたが、10月から展示やお話会、上映会を少しずつ再開する予定である。 

例年、11月に図書館祭りで古本を配布するイベントを実施していたが、やはり混雑するこ

とでリスクが高まるということで、期間を長く設け、落ち着いて本を選んでいただけるよう

なものを実施しようということで準備中である。 
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【石谷学校給食センター所長】 

10/５～10/９ 南九州大学実習生２名受入れ。栄養士と栄養教諭の資格取得のための校外

実習ということで、給食センターと塩見小学校で資格取得のための実習を行う予定である。 

10/９ 令和２年度学校給食会前期監査。監事である平岩小中学校の校長先生と財光寺南小

学校のＰＴＡ会長に監査をお願いする予定である。 

 

６ その他 

  

 ○10 月臨時教育委員会の日程について 

  日時：10 月２日（水）18 時 00 分から 

   

 ○10 月定例教育委員会の日程について 

  日時：10 月 28 日（水）13 時 30 分から 

 

７ 閉会 （16時 40分） 

 


