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令和３年６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、５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

５/27 日向市育英奨学生選考委員会、日向市教育研究所辞令交付式

５/31 細島小学校学校訪問（黒木委員）

６/１ 市美展審査委員挨拶・審査状況視察

６/２ 美々津小学校学校訪問（林委員）

６/３ 財光寺中学校学校訪問（黒木委員）

６/４ 日向市議会６月定例会招集日（本会議）

６/６ 寺迫幼稚園運動会視察、第 39 回市美展開会式

６/12 第 39 回市美展表彰式・閉会式

６/12～６/13 日向地区中体連夏季大会視察

６/14～６/17 一般質問

６/18 新型コロナ感染症日向市対策本部会議

６/22 スポーツ推進委員九州地区功労者表彰伝達式、日向市学校給食会総会

６/23 日知屋小学校学校訪問（垣内委員）

６/24 坪谷小学校学校訪問（是澤委員）

（２）６月定例市議会について

６/14～６/17 ６月定例市議会一般質問についての報告

開催年月日 令和３年６月 24 日（木） 場 所 教育委員会室

開 催 時 間 13 時 30 分 ～ 15 時 04 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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【是澤委員】

日向高校はこういうことをやっているよということをもっと生徒や保護者に伝えていく努

力をしていかないと、風評被害のような固定観念もあって厳しい部分があるのかなと思う。

議会で黒木議員の一般質問を聞いたときに、風評被害を中学校の先生に払拭してほしいと言

っているように聞こえたが、そういうことではないと思う。

【今村教育長】

結果を見て人は評価するということを伝えたかった。前々回の総合教育会議の際にも、日

向高校が話題として取り上げられたことがあった。

【林委員】

以前、中学校を訪れた際、富島高校の学校新聞が校内に貼ってあったのを見た。日向高校

はなかったので、それぞれの高校の取組について中学校に広めていけば分かっていただける

かなと思う。

【今村教育長】

そういった掲示物は、来る学校は毎月のように来る。それをどのように学校が取り上げる

かは中学校の問題。１校を貼り出すと全ての学校を貼り出さないと平等性に欠けるが、全て

の学校を貼り出すときりがないところもある。

【垣内委員】

日向高校に限らず、市内の高校がある程度の特徴を持つということが大事だろうが、宣伝

なども今の時代には必要になるのだろう。延岡高校に日向の子どもたちが行くのは事実であ

るだろうが、それだけの特徴というか、何らかのメリットをアピールする力も必要ではない

かと感じた。

【黒木委員】

延岡高校は理系に特化しており、医学部や薬学部に進みたい子はどうしても夢をかなえた

いから成績上位者はあちらに行く傾向がある。日向高校のフロンティア科が何をしているの

か少し見えにくいところがある。成績上位なのにあえてフロンティア科を選ばず、普通科を

選ぶ子が結構いる。おかしな現象が起きているのかなと思う。

私立中学校に関しては保護者の意見も変わってきていて、逆に公立を見直す意見が多くな

っているように感じる。私立中に行かせていたが、あえて公立に戻す現象も起きているので、

時代の流れで変わってきているところもある。

【今村教育長】

日向市の小中学校の校長先生方には、選ばれる学校になりなさいと常に言っている。現在

は通学区域が決まっており、学校選択制を取っていないが、行きたいところに自由に行って

もいいよと変わったら、あなたの学校は選ばれる学校になるか、選ばれる学校にするために
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はどういう努力が必要か、という問いをいつも持っておかなければいけないと校長先生方に

は伝えている。今高校は通学区域がないので、競争に勝たないと選ばれない。勝つためには

どうしたらいいのかを考えなければいけない。

（３）教育委員報告

【林委員】

５/30 子どもの夢サポート事業選考会出席。今回は７名の中学生から応募があり、５分程

度のプレゼンテーションをしていただいた。プレゼンも大変素晴らしいが、その後の 15分ほ

どの選考委員からの質問にもしっかりと答えていて、夢に向かっての意欲を感じたところだ。

結果は、バドミントンの実業団選手になりたいという日向中学校の生徒、同じくバドミント

ンでオリンピック選手になりたいという東郷学園の生徒、本の編集の仕事に携わりたいとい

う富島中学校の生徒の３名が選ばれた。コロナが収束して、夢へつなげる体験ができたらと

願っている。

６/２ 美々津小学校学校訪問。運動会には出席したことがあったが、初めて校舎の中に入

った。驚いたのは、廊下がオープンスペースになっていて、窓際に廊下の長さの腰掛け椅子

があったこと。その椅子で児童は本を読んだり、時には先生とのコミュニケーションの場に

なっていると聞き、大変素晴らしいなと感じた。取組としては無言清掃の前の黙想と、冬に

は持久走のぽかぽかタイムやなわとびのぴょんぴょんタイムなどを取り入れ体力的なことも

実践していた。児童数は 59名と少なく、来年は２、３年生が複式学級になるのではないかと

話されていた。

６/６、６/12 市美展開会式及び閉会式に出席。どの作品も素晴らしく、コロナ禍におい

て開催できたことは出品された方の大きな励みになったのではないかと思った。

地域の中で自分が班長をしているが、班長会に大王谷学園の先生がコミュニティスクール

の説明に来られていた。学校から地域の発信や、地域で困っていることがあればお手伝いし

ましょう、という話をされていて、学校もこういった場で積極的に学校の発信をしているん

だなと感じた。

【黒木委員】

５/31 細島小学校学校訪問。サーフィンの授業をするという話を以前聞いていたので、ど

ういう理由か興味があったが、日向市の人口増の一助となることまでお考えがあるというこ

とだったので、これはいいなと思った。最近、細島小学校がよく新聞記事に掲載されている

が、訪問した次の日も海上保安庁と一緒にごみ拾いをしたという記事が載っており、校長先

生の発信力や地域と保護者を巻き込むことがうまいと感じた。１年生の立腰指導が足りてい

ないと思った。一番大事なところだと思う。校長先生にお伝えし忘れたので、機会があれば

お伝えしてほしい。

６/３ 財光寺中学校学校訪問。新しい校長先生は精神論と理論的なことのバランスが非常

に良い先生だと感じた。これから中学校が変わっていくのではないかなと期待を持った。個

人的には、音楽の授業が力不足だと感じた。また、女子の不登校がかなり多いと聞いた。中

学生になったら女子の人間関係は出来上がっている状態なので、小学校との連携や、もっと

深めて幼稚園、保育園までそういった話を下ろして、みんなで子どもたちを救っていかない
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といけないのではないか、という意見を話した。数学のクラス分けをどうしているか尋ねた

ところ、成績順でクラスを分けているとのことだった。

【垣内委員】

６/６、６/12 市美展の開会式及び閉会式に出席。初めての体験だったが、会場で作品を

見せていただき、各出品者の方々の思いを非常に感じ、改めて素晴らしさを感じた。知人が

いたので聞いたところ１年がかりの作品ということで、並大抵の努力ではない、芸術の奥の

深さを知った。今後もまた参加させていただきたい。

６/23 日知屋小学校学校訪問。様々な方策が立てられており、新たな出発を子どもたちの

ために、という意欲を感じながら、先生方がそれぞれ努力されている様子を垣間見ることが

できた。高学年は落ち着いた授業をしており、中学年、低学年については、それぞれ頑張っ

ている様子を見せていただいた。３年生の理科でタブレットが使われていたが、タイミング

が合わず使うところまで見ることはできなかった。児童は机上にタブレットを置き、先生が

スクリーンを見ながら指導されていた。一台一台個人名が入っていて、大切に使われている

んだと感じた。机の上にタブレットを置いて、その下にノートを置いて書いていたので、ス

ペース的にタブレットとノートを両方使いながら作業するにはスペースが足りていないよう

に見えた。タブレットの活用に関しては、パソコン室の方も今後の活用についていろいろな

方策があるんだろうなと思いながら見させていただいた。先生方が一生懸命頑張っている様

子を拝見させていただいた。

【是澤委員】

６/６、６/12 市美展の開会式及び閉会式に出席。本当に素晴らしい作品ばかりで、市が

主催するイベントがなかなかない中で本当に久々に開催されたということで、貴重なイベン

トだった。心動かされる素晴らしい作品ばかりだった。同時開催でやっていた無鑑査の４人

展、こちらも本当に素晴らしく、個人としても企業人としても影響、刺激を受けた。最後に、

表彰式の式典のときに、受賞者の方の動線や向きがばらばらだったのが気になった。

６/24 坪谷小学校学校訪問。初めての学校訪問だった。意外と朝から重たい話もするんだ

なあとびっくりしながら見させていただいたが、一番最初に小規模校に行かせていただいて

良かった。先生たちが一人一人細かく個別指導をされているが、その中に複式学級もあり、

初めて複式学級の様子も見たが、なかなか学級・学年の維持がすごく難しいと感じた。もち

ろん、学校の先生のスキルによるところもあると思うが、いろんなものを感じて、考えさせ

られたなと思った。すごく良いなと思ったのは、体験活動を通して子どもたちが豊かな心を

育んでいる点。米作り活動で、植えるところから収穫するところまでやるということで、い

ろんな事業を地域の方を巻き込んですごく元気よくやられているし、若山牧水の顕彰活動と

して、短歌朗詠も昭和 57 年から脈々と引き継がれてきて、児童たちも歌の意味を心に刻みな

がら豊かな心を育んでいるのではないかと感じた。また、米作り体験としてお米を売ったお

金で漢字検定を全児童が受けていると聞いた。自分たちが頑張って得た対価で自分たちが受

ける試験の資金を賄う、ということは、子どもたちにとっては良い経験、学びの場になって

いるのではないかと思った。初めて学校訪問を体験させていただき、思うところが多くあっ

た。次の学校訪問でももっともっと学んでいきたいと思う。
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【今村教育長】

市美展の動線については、毎年意見が出ていることで、細かな配慮をきちんとした方が良

いと思うので、スポーツ・文化振興課で財団と協議をしていただきたい。

４ 議事

●議案第 20 号 日向市図書館協議会補欠委員の委嘱について

（星野図書館長が、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 21 号 日向市学校給食センター運営審議会委員の委嘱・任命について

（北住学校給食センター所長が、資料に沿って説明）

【今村教育長】

質問はないか。

【垣内委員】

図書館の委員の任期は７/１から、給食センターは６/１からとなっているが、それぞれの

組織の中の動きの違いで任期の開始日が違うのか。

【星野図書館長】

以前は年度に合わせて４/１からにしていたが、こちらが推薦をお願いしている関係で、団

体が総会を開いて代表を決めたり会長を決めたりが終わってから推薦を出していただくとこ

ろにタイムラグがあり、時期が遅れがちだった。このため、他市町村の様子を聞いたところ、

７月からの任期にされていたので合わせて７月からとした。

【北住学校給食センター所長】

図書館の状況と同じで、委員の中には医師会や薬剤師会など専門的な知識を有する方もお

り、役員改選が５、６月頃になるため、６月まで名簿が確定しないという状況がある。

【今村教育長】

６/１からだと現実的に間に合っていないのではないか。

【北住学校給食センター所長】

コロナ禍の状況もあり医師会その他の会議がずれ込んでいるところがあるとも聞いている。
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【今村教育長】

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 22 号 日向市学校給食費公会計導入検討委員会設置規程

（北住学校給食センター所長が、資料に沿って説明）

【今村教育長】

失効日が令和５年３月 31 日になっている。令和５年４月１日から完全実施であればそれで

もいいと思うが、試行的な意味合いを令和５年度まで残して完全実施を令和６年４月 1日に

するとするならば、この失効日で良いのか。

【北住学校給食センター所長】

この訓令は令和５年３月 31日限りでその効力を失うという失効規定を入れている。これを

更に１年延ばすなら、附則に追加するだけでずっと効力を持たせることができるということ

で、法務係から強くお願いされて失効規定を入れている。最後に１行追加するだけで訓令の

改正手続も非常に省略化できるというメリットもある。

【今村教育長】

始めから５年にしておく意味は何か。

【北住学校給食センター所長】

これについては目標と言いますか、行財政改革では令和５年度から試行的な意味も含めて

やるというふうに書いてあって、令和６年度から完全実施とあるが、検討時間を長くすれば

それでより良いものができるとも限らないし、他市の状況を伺っているが、できることは前

倒ししながら取り組む方がより成功する事例が多いと聞いているので、学校給食センターや

今回委員になっていただく皆様の意気込みと感じていただければと思う。

【今村教育長】

でも実際に集め始めるのは５年の４月からだ。それまでに不足点が少し改善されて、この

会に何も諮るものがなければ良いが、５年４月１日からスタートして、２、３か月すると不

測の事態も出てきて、もう一度この委員会で検討することもあるのではないかと思う。完全

実施が６年４月からであれば、最初から５年３月に終わらせることはないのではないかと思

った。初めてやるときには検討することがいろいろとあると思うので、６年３月まで延ばし

た方が良いのでは、と思い尋ねた。

【北住学校給食センター所長】

この検討委員会ではないが、市内各学校の学校事務の先生方と詰めて、このスケジュール

でいけるような協議はしているが、難しい場合は更に１年延ばすことを検討したい。
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【今村教育長】

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 23 号 令和３年度一般会計６月補正（追加）予算の原案

（若杉学校教育課長が、資料に沿って説明）

【今村教育長】

消耗品は具体的に何を買うのか。

【若杉学校教育課長】

主にコピー用紙やトナーとなっている。

【今村教育長】

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）

５ 各課事業報告

【大平教育総務課長】

７/15 宮崎県市町村教育委員会連合会総会（オンライン会議）

例年であれば宮崎市で開催されるが、今年度はオンラインでの開催となっている。

７/21 交通遺児育英協議会総会

令和３年度日向市育英奨学生選考委員会について、本年度は２名の申請があり、審査の結

果２名が選考された。２名とも大学生である。

【若杉学校教育課長】

６/28 平岩小中学校学校支援訪問

６/30 寺迫小学校支援訪問

７/１ 富高小学校計画訪問

７/２ 第１回就学支援委員会

７/６ キャリア教育推進懇話会

７/13 東郷学園計画訪問

７/14 日向中学校計画訪問

７/15 美々津中学校支援訪問

７/17～７/18 第 72 回県中学総合体育大会（24～26 日別競技あり）

７/21 第１学期終業式

７月は命について考える週間の取組が計画されている。

８/４ スーパーティーチャーを招聘した授業力向上研修



8

【黒木スポーツ・文化振興課長】

７/３ 「国民文化祭」「全国障害者芸術文化祭」開会式

７/７～７/25 国文祭・芸文祭「日向のお国自慢大集合展」

７/16 バリアフリースポーツ教室

７/23 夏休み親子スポーツ教室

７/24 キッズ体力向上プロジェクト

日向市美術展覧会について、ご指摘いただいた点を文化事業振興団と協議をしながら改善

していきたい。

８/８ 国文祭・芸文祭の分野別フェスティバルの一つである演劇、「お船出物語異聞」が

実施される。知人等にご紹介いただき、多くの皆様に観劇いただきたいと思っている。

８/21、８/22 短歌甲子園大会。今年度に限っては国文祭・芸文祭の分野別フェスティバ

ルとして開催することになっている。開催方法については、これまでと同じような形で、12

校の学校に日向市に来ていただいて対戦する形式を考えている。今回は 32 校 59 チームとい

うことで、これまでで過去最多の申込みとなっている。

【児玉生涯学習課長】

８/14 令和３年成人式開催。市内の対象者は 459 名である。

【星野図書館長】

６/25 図書館見学。塩見小学校の３年生 18 名と引率の先生３名がぷらっとバスで見学に

来られる。

７/26 防災研修・夏休み子ども学習会。月曜なので休館日だが、10 名いる司書の中で４

名が新人なので、図書館で災害が発生したときにどういうことに気を付けたら良いか、防災

推進課と消防本部に来ていただいて、職員全員と学びたいと思う。また、毎年夏休み子ども

学習会を開催しているが、今年は防災をテーマにし、子どもたちも一緒に学びたいと思う。

７/29 日向市図書館協議会

健康増進課の事業だが、AED が新しく更新された。

男女共同参画推進室が生理の貧困の対策として、生理用品の配布と寄贈の受付をするとい

うことで図書館も協力をすることになった。配布は今準備をしているところだが、寄贈は明

日から受付を始める。

男女共同参画推進室の男女共同参画週間の啓発展示に合わせて関連本を紹介する。

【北住学校給食センター所長】

７/20 １学期学校給食最終日

６/９、６/10 に宮崎県産の地鶏、６/18 にカンパチの提供を行った。今後は、６/27 にカ

ンパチ、７/８、７/９に地鶏、７/12、７/13 に真鯛の提供を行う予定である。

【垣内委員】

明日の図書館見学について、児童と先生がぷらっとバスで来られるということだが、利用

推進を兼ねてのことか。
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【星野図書館長】

バスの乗り方やお金の払い方などの社会学習ということだと思う。

６ その他

（１）７月定例教育委員会の日程について

日時：令和３年７月 28 日（水）13時 30 分から

（２）その他

７ 閉会 （15時 04 分）


