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令和３年５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、４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

５/３ 日向市新型コロナ対策本部会議

５/６ 第１回生徒指導主事研修会

５/９ 日向市新型コロナ対策本部会議

５/12 ５月校長会（４月の学校の対応や今後の対応等）

５/13 日向市議会臨時議会、日向市小中学校ＩＣＴ研修会

５/14 日向市役所新規採用職員研修会教育長講話

５/18 社会教育指導員部会研修会講話

５/24 学校経営ビジョンヒアリング（Ⅰ）

５/25 学校経営ビジョンヒアリング（Ⅱ）

市ＰＴＡ連絡協議会役員市長・教育長訪問・協議

（２）教育委員報告

【是澤委員】

今月は特にない。

【林委員】

開催年月日 令和３年５月 26 日（水） 場 所 教育委員会室

開 催 時 間 13 時 30 分 ～ 14 時 35 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、大平教育総務課長、若杉学校教育課長、黒木

スポーツ・文化振興課長、児玉生涯学習課長、星野図書館長、

北住学校給食センター所長、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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今月は特にない。

【黒木委員】

今月は特にない。

【垣内委員】

ＧＩＧＡスクール関係の先生方の研修会を拝見させていただきありがとうございました。

４ 議事

●報告第６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の変更について

（大平教育総務課長が、資料に沿って説明）

【今村教育長】

質問はないか。（質問なし）

●報告第７号 令和２年度一般会計３月 31日付補正予算の原案

（担当課長が、資料に沿って説明）

【今村教育長】

資料５ページの３段目について、コロナ禍で一部検診が中止となり委託料が減額となった

ということだが、この一部検診というのは、健康づくり協会に委託して行う脊椎検査か。

【若杉学校教育課長】

その検査だと聞いている。

【今村教育長】

光熱水費の電気代の減額について、昨年度エアコンを小中学校に導入したことにより予算

が足りなくなるのではないかと心配していたが、途中で予算を増額していたのか。

【小林教育部長】

入札で金額が落ち電気代が下がったため、上積みをしないまま元の予算で足りた。

【今村教育長】

電気が自由化になり、予算の上積みをしないまま電気代がさらに減額となっているのがす

ごいなと思った。

ほかに質問はないか。（質問なし）

●議案第 17 号 令和３年度一般会計６月補正予算の原案

（若杉学校教育課長が、資料に沿って説明）
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【今村教育長】

回線をつないで、子どもたちがクラウド上で勉強をしたらお金がかかるということだが、

納得がなかなかできていない。子どもたちは計算ドリルや漢字ドリルをやめて、契約をして

一人年間数千円を払ってクラウド上で問題を引っ張り出して個人の進度に応じて家庭からで

も学校からでもできるようになっている。そうすると、学校でそれをやればお金がかかると

いうことだが、家からするときでもお金がかかるという話になるのか。

【若杉学校教育課長】

詳しい現状は把握していないが、他市についてもこういった手続を進めていると聞いてい

る。

【今村教育長】

小学校だと年間一人 120 円かかるということだが、なぜ支払う必要があるのかもう少し担

当の方で調べてほしい。

【若杉学校教育課長】

もう少し根拠を調べたいと思う。

【是澤委員】

これはどこに支払うのか。

【若杉学校教育課長】

取り扱っているところは、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会となっている。

【今村教育長】

著作権というが、著作権に引っかかるようなことがあるのかよく分からない。

ほかに質問はないか。（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 18 号 日向市社会教育委員の委嘱・任命について

（児玉生涯学習課長が、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 19 号 日向市立学校職員の服務に関する条例の一部を改正する条例の原案

（若杉学校教育課長が、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）

５ 各課事業報告

【大平教育総務課長】

５/27 令和３年度日向市育英奨学生選考委員会開催。学識経験者を含む９名の委員で選考

する。

２点報告がある。まず１点目は細島小学校改築事業についてである。平成 24 年度から地元

との新校舎整備について協議が始まり、基本設計、実施設計を経て、昨年度より小学校と公

民館の複合施設として整備工事を実施している。４月中にコンクリート駆体の工事が予定ど

おり完了したことから、現在は内装工事、外装塗装工事、照明器具、空調設備などの仕上げ

の工程に進んでいる。６月下旬には外部足場を撤去し、外部の全容が見えてくる予定である。

８月初旬には新校舎部分の工事が全て終わるということで、その後引っ越しという運びとな

っている。本来であれば実際に現場の状況を確認していただきたいが、コロナ禍の影響で１

日でも早く児童に使っていただきたいという施行者の熱意もあることから、現場内での見学

会は実施していない。しかし、施行状況は現場の外からでも確認することができるようにな

っている。新校舎周辺に安全上設置されている鉄板、仮囲いに透明の板を設置し、子どもた

ちも現場の中の状況が見れるように工夫をしている。また、敷地外だがプールの上の方に道

路があり、そちらからも建物の施工状況を見ることができる。また、学校のホームページで

も定期的に校長先生や教頭先生が建設の状況をアップしているのでまたご覧いただきたい。

新聞等でもご覧になっていると思うが、卒業生有志から、既存校舎とのお別れのカウント

ダウンボードが校門前に設置され、いよいよ２学期から新校舎での授業が開始できるように、

学校、地域も準備を進めている。今後、新校舎の内覧を兼ねて定例教育委員会を開催したい

と考えているので、また最新の校舎をご覧いただければと思う。

２点目は、中学生平和交流事業についてである。８月に沖縄県の南風原、浦添、宜野湾へ

中学生を派遣することを予定していたが、本年度については見合わせることとし、次年度に

延期する方向で進めている。理由としては新型コロナウイルス感染症の影響によるものであ

る。全国的に医療関係者や高齢者へのワクチン接種が始まっているが、参加する本市中学生

や同行職員の感染リスクを払拭できていない。本事業は２年に１回の隔年事業であるため、

仮に今回事業を中止した場合、次年度に予算が確保できるのか関係課と協議を進めていきた

い。

【若杉学校教育課長】

５月末から学校訪問が始まる。

５/31 細島小学校

６/２ 美々津小学校

６/３ 財光寺中学校

６/23 日知屋小学校
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６/24 坪谷小学校

６/28 平岩小中学校

６/30 寺迫小学校

委員の皆さんには、お忙しい中大変だと思うがご協力をお願いしたい。

５/31 要保護児童対策地域協議会（大王谷学園校区）

６/24 要保護児童対策地域協議会（東郷学園校区）

６/30 要保護児童対策地域協議会（平岩美々津中校区）

６/７ キャリア教育支援センター会議

６/21 キャリア教育支援センター会議

５/28 養護教諭部会

６/29 教務主任会

【黒木スポーツ・文化振興課長】

６/６ 日向市美術展覧会開会。期間は７日間で、６/12 が表彰式で閉会となる。

【児玉生涯学習課長】

６/３ 北部社会教育委員連絡協議会第１回理事会

子どもの夢サポート事業の申請者が７名となった。内訳としては中学１年生が２名、２年

生が２名、３年生が３名である。５/30 に子どもの夢サポート事業の選考会を開催する。子

どもたちのプレゼンテーションによって決定をすることになる。選考委員は教育部長や教育

委員を含めた５名となっている。

子どもの夢サポート事業初年度に陸上競技の福島千里選手から指導を受けた河内瀬桜さん

が、大王谷学園を卒業され、現在東大阪大学敬愛高等学校で陸上に取り組んでおり、昨年度

の全国大会で４×400m リレー及び 800m リレーで２冠を達成し、月刊陸上という雑誌で大き

く取り上げられた。サポート事業をとおして活躍していただけた一つの事例かと思う。

【星野図書館長】

６/25 図書館見学。５月に予定していた塩見小学校３年生の図書館見学が延期になってい

たのでこの日に実施する予定である。

６/24～７/４ 男女共同参画週間に係る啓発事業として展示が行われる。

「図書館だより」６月号を配布している。コロナ禍により図書館の来館者も減少している

が、おはなし会や上映会を人数制限をかけながら実施する予定である。

【北住学校給食センター所長】

主な行事はない。観測史上２番目に早い梅雨入りということで、現在給食センターでは職

員一同、食中毒に気を付けようということで啓発を行っている。

【是澤委員】

河内さんの件について、子どもの夢サポート事業をとおしてこういった方が活躍されてい

るというのはすごく良いことだと思った。もっと広くアナウンスできると、活性化できるの
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かなと思うが、これまで広報紙などで広報したことはあるのか。現在活躍されていることを

広報紙等で発信し、サポート事業について周知すると良いのではと感じた。

【林委員】

河内さんはとても印象に残っている。プレゼンテーションが非常に良かった。自分のやり

たいことが確実に見えており、本当に素晴らしいお子さんだった。夢サポート事業での子ど

もたちのプレゼンテーションは、私たちが聞いていても素晴らしいものがある。以前は、体

験したことを中央公民館で報告しており、そのときはたくさんの方が来て、素晴らしい事業

だという声が多く聞かれたが、最近はコロナの関係でできないでいた。

【今村教育長】

これだけ大きく取り上げられるのは初めてのこと。高校に入ってめきめき力を付けている。

頑張ってくれたら良いなと思う。

【垣内委員】

中学校の総合体育大会は予定どおりあるのか。

【今村教育長】

６/12、６/13 で開催される予定である。

６ その他

（１）６月定例教育委員会の日程について

日時：令和３年６月 24 日（木）13時 30 分から

（２）６月定例市議会日程

６月４日（金） 招集日

６月 14 日（月）～17 日（木） 一般質問

６月 18 日（金） 議案質疑

６月 21 日（月）～23 日（水） 常任委員会審査

６月 25 日（金） 13 時～本会議（最終日）

（３）その他

７ 閉会 （14時 35 分）


