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令和３年９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、８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

８/26 ２学期始業式、新規拡充事業ヒアリング、日向市新型コロナ対策本部会議

８/27 ９月定例市議会招集日

９月市議会一般質問中止決定

まん延防止等重点措置の適用区域の指定開始

９/１ 臨時部長会（新型コロナ対応）

区長公民館長会理事会（運動会等の来賓案内中止等について）

９/７ タブレット端末利用方針協議

９/９ タブレット端末使用方法研修

９/10 議案質疑（本会議）

９/15 学校訪問（富島中学校）

９/16 学校訪問（財光寺小学校）

９/17 第 72 回牧水祭

９/21 日向市小中学校校長会

９/28 学校訪問（財光寺南小学校）

９/29 日向市新型コロナ対策本部会議

開催年月日 令和３年９月 30 日（木） 場 所 教育委員会室

開 催 時 間 13 時 30 分 ～ 14 時 32 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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（２）教育委員報告

【是澤委員】

９/15 富島中学校学校訪問。今回が４校目の学校訪問となるが、まだまだこれからだと思

っている。いろいろな学びを築いていきたい。これまでに訪問した学校では、学校の現状や

問題点を何点か箇条書きされていて、それに対する対策や具体的な取組について冒頭の１時

間くらいで話を聞かせていただいていたが、富島中学校では、校長先生の方針なのか、丁寧

に現状や問題点が掘り下げて書かれてあり、それを読ませていただいて深く理解することが

できたので、非常に良かった。

具体的な解決に向けた取組の中で良いなと思ったのが、教科メンターの体制を構築して、

メンターの先生を中心に個々の授業力の向上を図っていく取組をしっかりとされていたこと

であった。

また、富島中学校は生徒数が多いので、部活動も種類が多く、集団の力で生徒指導面を良

くしていこうという取組をされていた。今はコロナ禍の影響で部活動もあまり頻繁にはない

ので、先輩から後輩への指導が弱まっているところもあるようだが、そういった部分からも

生徒指導面をしっかりしていくということも良いなと思った。

最後に、地域社会との関わり方として、SDGs について日向市の公認ファシリテーターであ

る難波裕扶子さんを講師として、３年生に対してしっかりとした教育をされていた。この年

代の子どもたちがこれから社会で暮らしていくためには、17ある開発目標をしっかりと理解

してこの時代を生活していただくのが良いと思うので、これからも SDGs の取組を頑張ってい

かれると良いのかなという話をさせていただいた。

【林委員】

今月は特にありません。

【垣内委員】

今月は特にありません。

【黒木委員】

９/16 財光寺小学校学校訪問

９/28 財光寺南小学校学校訪問

同じ財光寺地区の小学校だったので、違いやそれぞれの長所・短所が見えた。特に、６年

生のテストの結果については、分析力に違いを感じる部分があった。地域の協力や連携につ

いては、どちらも財光寺地区なので同じような取組だった。

（３）教育部長報告

９月議会定例会補正予算議案質疑についての報告

４ 議事

●議案第 28 号 令和３年度日向市文化功労者の決定について

（黒木文化・スポーツ振興課長が、資料に沿って説明）
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【今村教育長】

本日の議案である議案第 28号は、令和３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 28 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 28 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】

細島小学校改築事業の経過を報告する。旧校舎は全て壊して更地になっている。細島小学

校のホームページを見ていただければ分かるが、これから運動場の整備に入るため、現在工

事の準備を進めているところだ。避難通路も年度内で完成する予定である。進捗状況につい

ては、またホームページ等で確認していただければと思う。

【若杉学校教育課長】

10/４ 塩見小学校学校訪問

10/５ 就学時健康診断（平岩小中学校）

10/７ 就学時健康診断（日知屋小学校）

10/８ 通知表（前期分）配布

10/13 東郷学園若竹分校学校訪問

10/14 就学時健康診断（細島小学校）

10/15 就学時健康診断（東郷学園）坪谷小学校入学予定児も含む。

10/20 大王谷学園初等部学校訪問

10/22 就学時健康診断（財光寺南小学校）

10/26 大王谷学園中等部学校訪問

運動会・体育大会については、コロナ禍の影響もあり市内小中学校のほとんどが 10 月中に

開催する予定となっている。一部、大王谷学園初等部と財光寺中学校については 11 月に開催

予定である。今年度の運動会・体育大会の来賓については、感染拡大防止等の観点から来賓

の皆様への案内を控えている。

当初９月末に予定されていた日向地区中学校秋季大会、いわゆる中体連については、宮崎

県の緊急事態宣言が延長され、その日程が開催期間と重なったことから、日程を変更して

10/16、10/17 に開催する予定としている。

12 歳から 15 歳に係る新型コロナウイルスワクチン接種が日向市役所に設置される大規模

集団接種会場で 10 月に予定されている。

【黒木スポーツ・文化振興課長】

10/３ 国文祭・芸文祭「日向日向（ひなた）散歩」。東郷、美々津、日向岬にある牧水の

歌碑を巡るバスツアーとなっており、現在 15 名の方が参加予定となっている。

10/３ 国文祭・芸文祭「こども落語チャンピオン大会」
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10/７～10/13 国文祭・芸文祭「刀匠松葉國正刀剣展」。10/10 には漫画家かまたきみこさ

んと刀剣研究家のポール・マーティンさんを招いてのトークショーも開催予定。

10/９～10/16 国文祭・芸文祭「九州ウミガメサミット in 日向」。10/16 には文化交流セ

ンターにおいてトークショー等を開催予定。

10/17 国文祭・芸文祭閉会式

10/26 国民スポーツ大会中央競技団体正規視察（ソフトボール）

10/31 ふれあいフェスタスポーツ祭ミニバレーボール大会

【児玉生涯学習課長】

10/14、10/19、10/26、11/４ 日向市人権講座。10/19 の講座では、LGBT と人権について

レインボービュー宮崎の代表山田健二さんを講師として招き講演していただく。ご都合が合

えばぜひ皆さんにもご参加いただきたい。

【星野図書館長】

10/５ 県立図書館定期訪問。さくら館の図書室を案内する予定。

10/９ 読書サポーター養成講座 in 美郷。県の教育委員会が主催となるが、日向市立図書

館の司書１名が美郷町と日向市での講座の講師を務めることになっている。

10/29 図書館見学。財光寺小学校２年生 88 名が参加予定。密にならないように３つのグ

ループに分けて交代制で行う予定。

10/30 秋のとしょかんまつり

11/26 読書サポ－ター養成講座 in日向

「秋のとしょかんまつり」は、例年であれば１日ですべてのイベントを開催するところだ

が、密を避けるため、10/31 を子ども向けの日、11/７を一般の方向けの日として分けて開催

する。子ども向け、一般の方向けのどちらも先着で人数制限を設ける。手作りコーナーやお

はなし会、ブックリサイクルも子ども向けと一般の方向けで分けて行う。今回は、初めての

取組として一般の方向けの上映会を計画しており、綾小路きみまろさんのエキサイトライブ

を上映する予定である。図書館には 16mm フィルムの古い時代劇や懐かしい作品もあるので、

今後皆さんのご希望やご意見を伺いながら、また一般の方向けの上映会を開催したいと思っ

ている。

【北住学校給食センター所長】

主なイベントはない。

市内小中学校の運動会・体育大会が無事晴天の下行われることを願っている。

【垣内委員】

12 歳以上 15 歳以下の新型コロナウイルスワクチン接種について、12 歳以上ということは

小学校６年生の 12 歳になった子どもから対象になるということか。境目はどこになるのか。

【若杉学校教育課長】

12 歳に到達する時点で接種資格が発生するということで、担当課から 12 歳になるお子さ
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んにその都度、接種の案内通知を出すことになっているようだ。

【垣内委員】

小学校６年生で打てる子どもと打てない子どもが出てくるということか。

【若杉学校教育課長】

９/８に１回目の文書が送付されており、その時点までで 12 歳に到達している人には一斉

に送付している。その後は随時、12 歳になったお子さんに発送すると聞いている。

６ その他

（１）10月定例教育委員会の日程について

日時：令和３年 10 月 27 日（水）13 時 30 分から

（２）11月定例教育委員会の日程について

日時：令和３年 11 月 24 日（水）13 時 30 分から

（３）その他

７ 閉会 （14時 32 分）


