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令和３年８月定例教育委員会 会議録（概要版）

１ 開会 （13時 30 分）

（13時 35 分～14 時 15 分 細島小学校長挨拶・説明、新校舎施設見学）

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、全員一致で承認さ

れた。

３ 報告

（１）教育長報告

７/30 日向市 PTA 協議会役員との協議

８/２ MFE HIMUKA 財光寺中学校・若竹分校への指揮台寄贈贈呈式

教育委員会内新規拡充予算ヒアリング

８/４ 知事と市長村長とのオンライン会議

小中学校長との個別協議

８/５ 国文祭・芸文祭：日向のお国自慢展表彰式

８/６ 新型コロナ対策本部会議

８/８ お船出ものがたり異聞

８/10 学校閉庁期間開始～13 日

文教・福祉常任委員会細島小学校視察

８/11 市長・副市長細島小学校新校舎視察

知事と市町村長とのオンライン会議

県内一斉 緊急事態宣言の発令〈部活動等の中止・施設の閉鎖〉

８/12 教育委員会部課長会議（今後の対応）、新型コロナ感染状況対応

８/13 新型コロナ感染状況対応

８/14 日向市成人式実行委員への証書授与式（撮影）

古澤巌氏へのお礼・挨拶、中学校訪問

開催年月日 令和３年８月 25 日（水） 場 所 細島小学校新校舎

開 催 時 間 13 時 30 分 ～ 15 時 25 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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８/18 県のまん延防止重点措置申請（日向市への適用）

８/19 日向市小中学校校長会

８/20 定例記者発表（２学期からの対応）

８/22 若山牧水短歌甲子園大会オンライン審査挨拶

８/23 臨時部長会・コロナ感染急拡大への対応

８/24 若山牧水短歌甲子園大会挨拶撮影

８/25 出張定例教育委員会（細島小学校新校舎）

（２）教育委員報告

【垣内委員】

８/８ 国文祭・芸文祭「お船出ものがたり異聞」に参加。美々津の方々の心意気が生き生

きと描かれた演劇で、心打たれるものがあった。立縫地区という地名には、神武東征のお船

出が予定より１日早まったために天皇の衣のほころびを立ちながら縫った、という言い伝え

があると聞き、美々津という地の歴史の深さを改めて知ることができた。また、こういった

演劇のすばらしさも知ることができた。観客の方も多く、それにふさわしい演劇を見せてい

ただき、国文祭・芸文祭の一環であるという誇らしさを感じた。

８/14 日向市成人式実行委員への証書授与式に出席。残念ながら、代表５名の方の参加と

なったが、代表者の方々のりりしさを感じた。コロナ禍ということで実際に参加できなかっ

た方も多くいたが、画面を通して成人者 459 名の方々に向けて発信することができたすばら

しい成人式だった。

【是澤委員】

８/14 日向市成人式実行委員への証書授与式に出席。息子の一つ上の先輩が対象だったの

で、知っている子も多かった。保護者の方からは、こういう形になってしまったことは残念

だという話があったが、最終的にはこういう形で配信していただいて、という声も聞かれた。

実行委員の方々も、季節柄着物ではなく浴衣を着ての出席など面白いなと思いながら見てい

た。来年は自分の息子が控えているので、保護者の立場からの意見も言わせていただければ

と思う。

【林委員】

８/14 日向市成人式実行委員への証書授与式に出席。５名の成人者だったが、実行委員を

されていただけあって、本当に厳かに式典を進めていたと感じた。来年はコロナ禍が収まっ

て、広いところでみんなが顔を合わせて参加できる成人式になれば良いなと思った。

先日、大王谷地区を車で走行していたところ、横断歩道があり前に１台の車が止まってい

た。小学３、４年生くらいの男の子が歩いて渡り、渡った後にしっかりと車を向いて頭を下

げてお辞儀をしていた。私は車を止めて「お利口さんでしたね」と思わず声を掛けた。確か

大王谷学園の児童だと思うが、こういうふうに子どもたちが礼儀正しく育っていることを嬉

しく思った。
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【黒木委員】

８/14 日向市成人式実行委員への証書授与式に出席。いつもは着物だが、浴衣もとても素

敵だった。保護者の中には、新型コロナウイルスの感染拡大を予測して春のうちに着物で前

撮りをした方もいた。美容室も中止は覚悟していたということで、市民の方も受け入れざる

を得なかったのかなと思う。

明日から２学期が始まるが、学校現場での感染や登校拒否の児童生徒が出てくるかを心配

している。幼稚園や保育園での感染者も出ている。親も仕事を休むなど影響がある。小規模

事業者の方も多く、親子が疲弊してくると思う。ここをしっかりと皆さんで乗り越えていか

ないといけないなと思う。

【今村教育長】

成人式の対象者は、住民基本台帳上は 459 名だが、実際に日向市の中学校を卒業した子を

数えていくと 609 名になる。大学に行ったり就職したりで住民票を移している方、転居して

いる方もいる。今回はその方々に何もできなかったので、何かできないかということを考え

てもらっている。

成人式実行委員への証書授与式の模様は市の公式ユーチューブにアップされているので、

ぜひまたご覧いただきたい。牧水短歌甲子園もネット上で見られるので、こちらもぜひご視

聴いただきたい。

４ 議事

●議案第 25 号 令和３年度一般会計９月補正予算の原案について

（担当課長が、資料に沿って説明）

【今村教育長】

送電線の鉄塔は何か所建て替える計画で、うち何か所を試掘するのか。

【大平教育総務課長】

今回、九州電力において美々津・寺迫地区の 28 基を建て替えることになる。試掘について

はある程度終わっているが、そのうち３か所が遺跡の中に建てられるため発掘調査を行うこ

とになる。寺迫と都農の境に位置しており、前ノ原遺跡、向原第三遺跡、柳田遺跡のエリア

の中に入る。

【今村教育長】

成人式の贈物のカタログの中身はどのようなものか。

【児玉生涯学習課長】

肉類など 3,000 円相当の地場産品を、新しく編さんしたカタログの中から選べるようにす

る。
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【今村教育長】

遠距離通学は坪谷小学校が６人から７人に増えたということだが、月にいくら補助が出る

のか。

【若杉学校教育課長】

月に 10,000 円の補助が出る。夏休みを除く 11 か月分になる。

【是澤委員】

タブレット端末の設定業務で会計年度任用職員を雇用するということだが、現在 ICT に関

してサポートする方がいたと思う。その方とは全く別の業務をするのか。

【若杉学校教育課長】

ICT 支援員については学校に常駐する形になっており、夏休み期間は各学校の先生方に講

習会を開催したり設定作業等の業務で学校を回っている。ただ、不具合等が発生したときに

は、学校からは必ず市役所に電話をかけるようになっている。また、パソコンが故障したり

児童生徒の転出・転入があった場合には、市職員が事務所で整理をして学校にパソコンを届

けるという作業も行っている。そういった問合せや対応など、現在市役所の中の職員が対応

している部分を、会計年度任用職員に対応してもらうことを考えている。

【垣内委員】

成人式はコロナ禍により２度の延期から中止となったが、来年度の日取りは決まっている

のか。

【児玉生涯学習課長】

来年度の日程については、年末年始明けての日曜日になると思うが、現在成人式の実行委

員を募集しており、実行委員会の中で今後協議して決めていくことになる。

●議案第 26 号 日向市文化功労者選考審査会委員の委嘱について

●議案第 27 号 令和３年度日向市文化功労者の選考について

【今村教育長】

本日の議案である議案第 26 号及び第 27 号は、令和３年度日向市文化功労者の選考につい

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 26 号

及び第 27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 26号及び第 27 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。

５ 各課事業報告

【大平教育総務課長】

コロナ禍における施設の閉館について報告する。県の緊急事態宣言を受けて、今月 13日か
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ら 31 日までの予定で、新型コロナウイルス感染防止のため教育委員会の主な 15 施設を閉館

している。学校の体育館や運動場の施設開放についても、市内の運動施設と同様に利用を見

合わせている。今後については、まん延防止重点措置の対象区域となる予定のため、閉鎖期

間について対策本部等と協議を重ねながら慎重に対応を決めたい。

【若杉学校教育課長】

８/26 始業式

９/６ キャリア教育支援センター会議

９/15 富島中学校計画訪問

９/16 財光寺小学校計画訪問

９/21 キャリア教育支援センター会議

日向入郷英語暗唱弁論大会

９/22 要保護児童地域協議会

歯科保健推進協議会

９/25～９/26 日向地区中学校秋季体育大会

９/28 財光寺南小学校計画訪問

９/30 人事異動方針説明会

【黒木スポーツ・文化振興課長】

９/１～10/15 国文祭・芸文祭「日向の高校学習成果展」。日向市駅の展示スペースを活用

し、前期と後期に分けて展示予定。希望者は駅員に言えば無料で展示スペースに入れる。

９/17 第 71 回牧水祭。今年度もコロナ禍の影響で日向市主催は取りやめ、日向若山牧水

顕彰会主催で規模を縮小して実施する。

９/18 国文祭・芸文祭「囲碁サミット 2021in ひゅうが」。今のところ中止の方向で協議を

進めている。

キッズ体力向上プロジェクト及びバリアフリースポーツ教室については、新型コロナウイ

ルスの感染状況等を見ながら可能なら開催していく。

８/８に開催した国文祭・芸文祭「お船出ものがたり異聞」は、入場者が 600 名だった。定

員が約 1,200 名だったのでほぼ２分の１という状況であった。

国文祭・芸文祭「牧水・短歌甲子園」は、審査の結果、優勝は東京都の渋谷教育学園渋谷

高等学校、準優勝は宮崎西高等学校、第３位は埼玉県の星野高等学校及び宮崎商業高等学校

となった。８/26 にユーチューブ「牧水短歌甲子園チャンネル」で審査の模様を公開する。

８月末に予定していた国文祭・芸文祭「刀匠松葉國正刀剣展」は、コロナ禍の影響で 10/

７から 10/13 に延期した。トークショーは 10/10 に行う予定である。

【児玉生涯学習課長】

９/３ 社会教育委員会議はコロナ禍により延期となった。

９/26 放送大学第１学期卒業証書・学位記授与式・第２学期入学者の集い

令和３年度日向市成人証書授与式の動画の公開をしている。日向市公式ユーチューブチャ

ンネルで、12/28 まで公開する。市の HP からアクセスできるのでぜひご覧いただきたい。
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【星野図書館長】

９/６ 県公共図書館協議会アドバイザー派遣事業。県立図書館からアドバイザーの方をお

呼びして司書と共に研修を受ける。

９/１～９/16 教育実習生受入れ。日向市出身の九州龍谷短期大学の２年生を受け入れる。

現在図書館は閉館中で、まん延防止措置で 12 日まで閉館期間が延びると思うが、本人に事前

に相談したところ、それでも良いということだったので、図書の整理の仕方や修理の仕方な

ど内部でできることを研修したい。

図書館だよりには、先月開催した夏休み子ども学習会の様子を掲載している。７/26 に防

災について学ぼう、ということで市の防災推進課から東日本大震災のときに各地で起こった

災害時の貴重な映像を見せていただいたり、そのときにどういう行動で命を守ったかという

事例を紹介していただいた。また、日向市の状況報告や、図書館の位置やそれぞれの自宅の

位置を防災マップと合わせながらどうやって逃げれば良いか、どういうことに気を付けたら

良いかということを学んだ。その後、消防本部から来ていただき、図書館の２階から避難は

しごをつかって避難をするという体験を行った。貴重な体験ができた。

【北住学校給食センター所長】

先月の定例教育委員会で２学期の学校給食は８/26 から始まると報告していたが、正しく

は８/27 からとなるので訂正をお願いしたい。

２学期から使用する食器が全て新しくなる。これまでのメラニン食器からペン食器となる。

ペン食器の「ペン」とは、ポリエチレンナフタレートの略で、従来のメラニン食器に比べて

より軽量でより強度があり、なおかつ耐熱性や洗浄性に優れた食器となっている。

９/13～９/17 教育実習生受入れ。日向市在住の南九州大学管理栄養学科の３年生を受け

入れる。給食現場における実習として、給食管理、調理技術及び管理栄養士として必要な知

識や技能の習得に努めていただく予定となっている。

【小林教育部長】

議会関連について報告する。８/27 が招集日で 10/５が最終日となる。約 40 日間となるが、

前年度の決算についても審議が行われるので会期が長く取られている。県がまん延防止重点

措置適用の申請をしており、適用された場合は、市役所でも通常業務に加えてコロナ関連の

業務も出てくるため、市から議会に対し一般質問の中止をしてもらえないか申し入れをした

ところだ。本日午前中に議会運営委員会が行われ、今回の定例会では一般質問は行わないこ

とになった。

コロナ関連について報告する。市役所福祉部で職員２名の感染が確認されている。濃厚接

触者及び接触者は 20 数名おり、関係する課の職員が欠席している。しかしながら業務は進め

ないといけないので、今日と明日の２日間だが、過去に経験のある職員を派遣し協力しなが

ら対応している。教育委員会からは２名協力している。

教育委員会ではコロナ対策として席替えを実施している。通常、一つの課は同じスペース

で業務を行っているが、一人が感染した場合には同じ係の者が全員出勤できなくなるため、

それを防ぐために係員の配置をシャッフルしていろいろな課の職員が一緒に座って、係全体
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がストップしないように取り組んでいる。

【林委員】

成人式実行委員への証書授与式の模様がユーチューブで公開されるということだが、新成

人にはどういう形で案内をしているのか。地場産品のカタログを送るときに案内するのか。

【児玉生涯学習課長】

ユーチューブに関しては市の HP やマスコミ等の報道でお知らせするので、そこから広がっ

ていくことを期待している。

【今村教育長】

地場産品を送るときに案内しても良い。

６ その他

（１）９月定例教育委員会の日程について

日時：令和３年９月 30 日（木）13時 30 分から

（２）その他

７ 閉会 （15時 25 分）


