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令和３年 10 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、９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

10/１ 新規採用職員正式採用辞令交付式（教育委員会３名）

教育委員辞令交付式・感謝状贈呈式

10/２ 平岩小中学校体育大会

10/３ ひむかの国子ども落語全国大会

10/４ 学校訪問（塩見小学校）

10/５ 本会議（決算議会採決）、体育館使用協議（選挙）

10/７ 刀匠松葉國正刀剣展オープニングセレモニー

牧水短歌甲子園宮日教育賞受賞インタビュー

10/９ 富島中学校体育大会、フードバンク日向・子ども食堂絆訪問

10/10 美々津中学校体育大会・坪谷小学校運動会

刀匠松葉國正トークショー（漫画家・日本刀文化振興協会評議員）

10/13 学校訪問（東郷学園若竹分校）

10/15 財光寺南小学校運動会

10/17 国民文化祭・芸術文化祭総合閉会式（メディキット県民文化センター）

10/20 学校訪問（大王谷学園初等部）

椎葉村柚木教育長就任挨拶

10/22 宮崎日日新聞賞（「教育部門：牧水短歌甲子園」）授賞式

10/23 財光寺中学校吹奏楽部定期演奏会

開催年月日 令和３年 10月 27 日（水） 場 所 教育委員会室

開 催 時 間 13 時 30 分 ～ 15 時 01 分

出 席 者

教 育 長 今村 卓也

教育委員 林 留美子、垣内 正俊、是澤 利保、黒木 智美

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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10/24 東郷学園運動会・体育大会

10/26 学校訪問（大王谷学園中等部）

（２）教育委員報告

【是澤委員】

10/20 大王谷学園初等部学校訪問。目指す児童像を「自立貢献できる児童生徒」というこ

とで掲げて、先生方が熱心に学校運営等に取り組んでいた。中でも「学力向上」、「働き方改

革・授業力向上」、「コミュニティスクールの推進」という３つの重点項目を掲げて頑張られ

ていた。当日はパワーポイントを使って丁寧に説明をしていただき大変分かりやすかった。

学力向上については、高学年については教科担任制を取っており、英語、理科、算数につ

いてはすごく効果があるのではないかと思った。ただし、学級担任の存在感がどうしても薄

らいでしまうというデメリットもあるということで、今後の課題だと感じた。

働き方改革につながるのかもしれないが、水曜日は１限目から５限目までを午前中に、６

限目を午後にスケジューリングしており、先生方はその後に学年メンターを講師として研修

を行ったりしているということだった。そういったところが働き方改革や授業力向上に役立

つところがあるのではないかと感じた。

メンター制度については、ベテランの先生が若手の先生に教える面もあるが、ICT に関す

る部分では逆に若手の先生がベテランの先生をサポートするなどのやり取りがあるようで、

お互いに支え合っているのが良いところだと感じた。

最後に、生徒指導の中身について、児童が主体的に何か良いことをしたときは、先生方が

積極的に褒めるという取組をされていた。自尊感情を高める取組で、成功体験を積み重ねる

ことで子どもたちの学内での成長が見込めるのではないかと感じた。良い取組をされている

と感じた。

コミュニティスクールの推進についてはコロナ禍の状況もあるので今後の課題なのかなと

感じた。大規模校の小学校は初めて訪問したが大変勉強になった。

10/８ 財光寺小学校で２年ぶりによのなか先生をしてきた。日向の観光地を紹介するパン

フレットを作成して、修学旅行先である日南市のいろいろなお店にパンフレットを置いても

らうという活動をした。子どもたちが日向のいろいろな魅力を発見するということが重要だ

と思っていて、この取組を通して郷土を愛する子どもたちに育つのではないかと思った。

【林委員】

10/４ 塩見小学校学校訪問。朝の挨拶は良くできていた。学校の経営説明の中で、地域で

は実は挨拶ができていないという説明があったが、地域へ発信する機会が何かあるのであれ

ば、挨拶を待つのではなく、指導する気持ちで大人の方からぜひとも挨拶をしてほしいとい

うことをお願いしてはどうかと提案した。３、４年生の授業参観の中で感じたことは、小さ

な机の上に教科書や筆箱、タブレットが置いてあり、タブレットが落ちないか心配をした。

学校で取扱いについて再度注意してはいかがかなと感じた。

10/13 東郷学園若竹分校学校訪問。先生方は学習指導や情緒安定指導など一段一段丁寧に

積み上げているように感じた。給食をいただいたが、家庭的で大変おいしかった。給食参観

を先生と一緒にさせていただいたが、以前来たことを子どもが覚えていてくれて、声を掛け
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てくれたことをとてもうれしく思った。

10/26 大王谷学園中等部学校訪問。大王谷グランドデザインについて書かれたリーフレッ

トを使って説明がなされた。内容については是澤委員が報告されたとおりであった。朝の登

校の様子をいつも見せていただくが、挨拶をとても丁寧にする生徒や、登校中にごみを拾っ

てくる生徒が数名おり、気持ちの良いすがすがしい朝だった。

10/26 日向市人権講座受講。「子どもたちが笑顔で生きるために」という演題で講座が開

催された。多くの学びがあったので、周りの人にぜひ話をしようと思う。

【垣内委員】

10/３ ひむかの国子ども落語全国大会出席。過去に最優秀賞を受賞した OB・OG の方々が

参加していた。「落語が地球を救うかもしれない」というメインテーマで、５名の方々が一生

懸命落語を演じられており、とても素敵だった。先日、宮崎日日新聞賞を受賞した牧水・短

歌甲子園と同じく、日向市は大変言葉を重んじている、大切にしていると改めて感じ、良い

取組だと思った。参加者もある程度来られていた。

10/26 日向市人権講座受講。物事を多方面から見ていくことの大切さ、必要性を大変感じ

た。一方向から見ると正しいことも、別の方向から見るとそうでもないことがある。いろい

ろな見方があることを考えていかないといけないと痛感した。今後また機会があれば受講さ

せていただきたい。

富島中学校、富高小学校、細島小学校の運動会に短い時間であったが参加させていただい

た。子どもたちが一生懸命取り組んでいる姿が良かった。早く新型コロナウイルス感染症が

終息し、保護者の皆さんが一緒に参加できるようになれば良いと思う。

【黒木委員】

10/１ 教育委員辞令交付式出席。終了後、前任の黒木知子委員とお話しをさせていただき、

知子委員の想いを聞かせていただいた。改めて、教育委員としての活動をしっかり行ってい

きたいと身の引き締まる思いだった。

10/20 大王谷学園初等部学校訪問。初めての学校訪問だった。登校時の様子も拝見したが、

みんな元気良く挨拶をしてくれた。特に、朝の奉仕活動として草抜きをしていた５年生が自

ら立ち止まって元気の良い挨拶をしてくれ、とても気持ちが良かった。学校経営説明では様々

な取組について紹介をしていただいたが、みんなのために自ら進んで良い行いをしている児

童を意識的に職員が見付けてその場で賞賛し、また、全校集会などでも紹介するという取組

が非常に良いなと思った。全職員が児童の良い行動を積極的に見付けて褒め、自尊感情を高

めること、また自己指導ができる子どもの育成に努めているということで、本当に素晴らし

い取組だと感じた。

いじめや不登校対策としては、３日連続で欠席の場合は家庭訪問を行ったりスクールカウ

ンセラーを活用するなど早め早めの対応で未然に防いでいこうという意識があり、中学部や

外部との連携を上手に取っている印象を受けた。

授業については、この日はほとんどのクラスでタブレットが使用されており、タブレット

の積極的な活用にとても力を入れているように感じた。動画や写真、図などで視覚的に学習

ができるという点については理解が深まりとても良いと感じた。一方で、接続そのものがう
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まくいかずに時間のロスがあったケースや、操作に慣れている子どもと慣れていない子ども

の差が大きく、タブレットの画面に指で文字などを書くことに非常に時間が掛かり、書いて

は消しを繰り返して、結局答えに行き着いていない子どもも何人か見受けられた。タブレッ

トの活用については、まずネット環境が安定すること、そして学年や教科によって活用方法

を少し検討する必要があることを感じた。

10/27 日向市人権講座受講。本当にためになる講座であっという間に時間が過ぎた。人権

がテーマだったが、子どもたちへの接し方というところで、大人も精神的ゆとりを持って励

ます声掛けをすることや、子どもたちがカミングアウトするときの受け止め方など、子育て

をしている私たちにもその日から使える内容の話がたくさんあり、子育てをしている保護者

の方にもぜひ受講していただきたいと感じた。

（３）教育部長報告

令和２年度決算の主な内容に関する報告（小林教育部長が、資料に沿って説明）

【垣内委員】

キャリア教育推進事業は今年度まで補助金があったと思うが、令和３年度はどうなるのか。

【若杉学校教育課長】

令和２年度まで補助金があったが、今年度は補助金が無くなったため、全て市の一般財源

での対応となる。

【是澤委員】

学校 ICT 環境整備事業に関する部分で、目的の部分に校務支援システムを全小中学校で運

用し、教職員の負担を減らしながら、児童生徒と関われる時間を確保したとあるが、この辺

りの運用状況について、新しいシステムになってどう変わったのかお聞きしたい。

【若杉学校教育課長】

基本的に昨年度整備した子どもたちのタブレット関係は、ICT 環境整備事業で市内の小中

学校に整備したが、校務支援システムに関しては別の事業で先生たちのパソコンを整備して

いる。日向市は県内自治体に先駆けて独自で校務支援システムを導入して先生方の通知表作

成などの業務支援を実施してきたが、県が県下統一で校務支援システムを立ち上げるという

ことになり、令和３年度から日向市以外の市町村では県内一斉に稼動している状況である。

日向市は単独で入れていたので、来年度４月から県の校務支援システムに切り替えることに

なっている。

【今村教育長】

出席簿や通知表などこれまで手書きで対応していたものについて、校務支援システムを導

入することで自動的に出力できるようになるため、日向市では４、５年前から取り組んでい

たところ、県も予算を出すので県下一斉にやりましょうという話になり、今年度から県下全

てに導入されることになった。しかし、日向市が以前から導入していたシステムとは違うも
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のが入札された。日向市は今のシステムが５年契約となっているため今年度まではこれまで

のシステムを使用し、来年度から導入することになった。これまでより費用は安くなるが、

新しいシステムに変わるので最初は先生方が若干苦労すると思う。しかし、他の市町村とも

共通のシステムになるので、異動先でも同じシステムが使えることや、情報共有が可能とな

るなど様々なメリットがある。今まで時間がかかっていた業務が少し軽減され、子どもたち

に向き合う時間をつくることができるのではないかと思っている。

４ 議事

●議案第 29 号 令和３年度日向市文化スポーツ振興基金事業推進委員会委員の選任につい

て

（黒木スポーツ・文化振興課長が、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 30 号 令和２年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等報告

書の作成について

（小林教育部長が、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）

５ 各課事業報告

【大平教育総務課長】

10/28 日向市伝統的建造物群保存地区保存審議会。審議会の会議内容については、令和２

年度事業の報告、今年度事業の経過報告及び次年度以降の伝建地区の事業計画などであり、

委員の皆さんに意見を求めるものである。この審議会については会議室での机上会議だけで

はなく、実際に伝建地区内で工事が終わった建物や次年度に工事を予定している建物等を見

に行く予定となっている。

11/25 文化庁調査官が美々津の現地指導に来られる。美々津の伝建地区については昭和

61年度以降、35年にわたり文化庁の指導を受けながら建物の保存に務めてきた。今回は担当

調査官が初めて宮崎県の担当になったということで、県内の伝建地区に指定されている日南

市飫肥、日向市美々津及び椎葉村十根川の３地区を回り指導するものである。

【若杉学校教育課長】

11/１ 市内小中学校校長会

11/１～11/２ 学力向上ヒアリング

11/２ 運動会（財光寺中学校、大王谷学園中等部）
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就学時健康診断（塩見小学校）

11/４ 就学時健康診断（美々津小学校）

11/５ 就学時健康診断（財光寺小学校）

11/６～11/７ 第 45回宮崎県中学校秋季大会

11/11 就学時健康診断（大王谷学園初等部）

11/12 小中一貫教育全国サミット in 北広島（オンライン）

11/16 運動会（大王谷学園初等部１、３、５年生）

第２回日向市幼保小連携連絡協議会（Zoom）

11/17 学校訪問（日知屋東小学校）

11/18 就学時健康診断（富高小学校）

11/19 運動会（大王谷学園初等部２、４、６年生）

地域学校協働活動推進研修会

11/25 就学時健康診断（日知屋東小学校）

【黒木スポーツ・文化振興課長】

11/３ 日向市文化賞授賞式

コロナ禍により９、10 月はほとんどの総合文化祭の行事が中止となったが、11月からは本

格的に実施するということで、11 月中に合計６つの行事を実施する予定である。

また、秋の健康とスポーツ教室、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

教室については随時開催していく。

【児玉生涯学習課長】

11/４ 日向市人権講座「わたしの、あなたの、みんなの人権」

11/13 子ども土曜教室「インスタント料理」

11/20 子ども土曜教室「スマホ安全教室」

【星野図書館長】

10/29 図書館見学（財光寺小学校２年生）

10/31 秋のとしょかんまつり（子ども向け）

11/７ 秋のとしょかんまつり（一般向け）

11/８ 図書館見学（富高小学校３年生）

11/９ 図書館見学（塩見小学校２年生）

11/11～11/17 展示「中学生税の作文」（延岡税務署）

11/25～12/２ 展示「女性に対する暴力をなくす運動啓発」（日向市男女共同参画推進室）

11/27 読書サポーター養成講座 in日向

読書サポーター養成講座については、県の生涯学習課が主催であるが、日向市から講師と

して司書が参加する。絵本の選び方や読み聞かせの方法などを話す予定となっており、市内

の小中学校、幼稚園、保育園や市内の読み聞かせグループにも案内をする。

ブックバトンを館内に展示している。お気に入りの本を他の人に勧めるのに、それぞれ工

夫した文章やイラスト等で表現したポップを展示している。印象に残った言葉や場面のイラ
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ストなどカラフルに色付けされたものもあって、とても楽しい作品がたくさん展示されてい

る。市内の小学校８校及び中学校１校から 627 点、一般の方８名及び図書館職員とで 43 点、

合計 670 点が展示されているので、ぜひご覧いただきたい。

市内の高校生と図書館で連携して何かできないかを検討しており、高校の図書担当の先生

と協議の場を持とうということで話を進めている。現在、日向工業高校と富島高校の先生が

参加していただけるということで、若い人のアイデアを読書推進に生かせないか考えていき

たい。

【北住学校給食センター所長】

運動会、遠足等の学校行事が新型コロナウイルス感染症の影響なく、無事実施されること

を日々願っている。

６ その他

（１）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 15 分から

（２）総合教育会議について

日時：令和３年 11 月 24 日（水）15 時 30 分から

（３）その他

７ 閉会 （15時 01 分）


