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令和３年 11 月定例教育委員会 会議録（概要版）

１ 開会 （13時 15 分）

２ 前回の会議録承認

教育長から、10 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

10/27 市民栄誉賞について

10/28 山陰百姓一揆 DVD 贈呈、市長表敬訪問（東郷まちづくり協議会）

学校医部会長家村先生来訪・協議

10/31 日知屋小学校・日知屋東小学校運動会、秋の図書館まつり

11/１ 日向市公立小中学校 11 月校長会

11/３ 日向市文化賞授賞式

11/７ 秋の図書館まつり、学校訪問（財光寺中学校）

11/10 河原教授による外部評価

11/16 総合教育会議関連協議

11/17 学校訪問（日知屋東小学校）

11/19 大王谷学園初等部４・５・６年運動会

11/20 日向市制 70周年記念式典

牧水遺墨寄贈者 三浦京子さんご家族来市挨拶

11/21 三浦京子さんご家族 牧水記念文学館訪問・企画展鑑賞

11/22 （文教福祉常任委員会プログラミング教育視察：大王谷小・財南小）

11/24 就学支援委員会答申書手交式

開催年月日 令和３年 11月 24 日（水） 場 所 教育委員会室

開 催 時 間 13 時 15 分 ～ 14 時 14 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、

川越主任主事 那須主事
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（２）教育委員報告

【黒木委員】

10/31 日知屋小学校体育発表会に保護者として参加。今年も感染対策のために学年ごとに

行われていた。その分各学年のカラーが現れており、どの学年もいきいきと練習の成果を見

せてくれていた。一生懸命取り組む姿を見て感動して涙を流す保護者もおり、無事に開催で

きて良かったと感じた。

11/３ 日向市文化賞授賞式出席。非常に厳粛なすばらしい式だった

11/20 日向市制 70 周年記念式典出席。来賓の皆様のお言葉それぞれに日向への愛や熱い

思い今後の展望が聞かれ大変胸が熱くなった。

それらの言葉を聞き、今後ますます日向市のために新たに頑張っていこうと決意した。

【垣内委員】

10/31 日知屋東小学校体育発表会参加。奇数学年と偶数学年に分かれての発表ではあった

が、それぞれが徒走やダンスに一生懸命取り組んでいた。保護者もたくさん参加されていた。

11/２ 図書館から司書が幼稚園に来園し、出張お話会をしていただいた。コロナ禍で大変

な中だったが、お二人から、新しい視点で季節の話題を盛り込みながら読み聞かせをしてい

ただき、子どもたちも大変感動していた。

11/３ 日向市文化賞授賞式出席。いつもだが、厳粛な雰囲気の中で 受賞者の方への敬意

の表し方がすごいなと思って見ていた。市が一体となってこの賞を盛り上げていただいてい

るんだなと感じた。

11/17 日知屋東小学校学校訪問。学力向上に向けて足並みのそろった指導と継続的な指導

を積み重ねていると感じた。学力と学習状況調査において、それぞれ県の平均を大きく上回

っており非常に驚きを感じた。

11/20 日向市制 70 周年記念式典出席。表彰等いろいろ行われたが、新成人二人の方が、

日向市未来宣言を話され改めて元気をいただいた。

【是澤委員】

11/３ 日向市文化賞授賞式出席。自分が役員をしている商工会議所の会頭が名誉な賞をい

ただき私もうれしく感じた。後日、一部役員で祝賀会を開いたところだ。

11/20 日向市制 70 周年記念式典出席。メディキット中島会長をはじめたくさんの方が表

彰を受けていた。先人の行動があって今の日向の発展があるのだと実感した。有意義な一日

だった。自分も少しでも日向に貢献できるよう想いを新たにしたところだ。

【林委員】

11/３ 日向市文化賞授賞式出席。多方面のご功績の受賞で本当におめでとうございました。

受賞後のユーモアのあふれた謝辞に和やかな雰囲気となり、とてもよい式典だったと思った。

11/19 大王谷学園運動会出席。２年生を 10 時から 11 時半まで見学した。長いと感じたが、

保護者の方たちは、コロナ禍の関係で学校に出向くことが少なかったと思うので、長い時間

参観することができ、とても良かったのではないかと感じた。

11/20 日向市制 70 周年記念式典出席。当日受賞された方々や、先人の皆様のご尽力で７
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０周年を迎えられたと感じた。厳粛な式典に出席でき大変うれしく思った。

４ 議事

●報告第８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

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）

●議案第 31 号 日向市公民館条例の一部を改正する条例の原案

（児玉生涯学習課長が、資料に沿って説明）

●議案第 32 号 日向市立細島小学校施設の目的外使用に関する条例の原案

（若杉学校教育課長が、資料に沿って説明）

【今村教育長】

質問はないか。

【今村教育長】

「その他の公民館の使用料は、細島公民館については適用しない」とあるが、施設の使用

料と冷暖房使用料については、他の公民館と金額的にはどのようになっているのか。

【児玉生涯学習課長】

類似する部屋は同じ金額にしている。中会議室は他の公民館にはないので、同じ大きさの

部屋と同じ金額にしている。

【林委員】

例えば中会議室を午前９時から正午まで使用する際は、1,320 円の使用料がかかり、更に

冷暖房を使う場合は 770 円が追加でかかると考えれば良いのか。

【児玉生涯学習課長】

はい。

【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 33 号 令和３年度一般会計 12 月補正予算の原案

（担当課長が、資料に沿って説明）
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【今村教育長】

質問はないか。

【是澤委員】

日向かぼちゃ会からの寄附金は毎年いただいているものなのか。

【児玉生涯学習課長】

コロナ禍で事業が実施できなかったことにより、頂いた寄附金である。

【小林教育部長】

日向かぼちゃ会では毎年砂の造形大会を開催しているが、昨年度からコロナ禍により開催

できなかったために、青少年の健全育成に役立ててくださいとのことで寄附金をいただいた。

【今村教育長】

19日の区長公民館長会で何名かの区長の方から、交通安全監視員用のベストと帽子を補充し

てほしい、新しく立っていただいている方たちに渡らないと言われた。今年度は少しだが、

補充してお配りする予定であることを伝えた。今後も継続して補充してほしいと言われた。

【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 34 号 令和３年度債務負担行為について

（若杉学校教育課長が、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）

５ 各課事業報告

【大平教育総務課長】

11/25 伝建地区文化庁調査官指導。担当調査官が本日より県内の伝建地区を回り指導をす

る。美々津地区は明日指導を受ける。今年度補助事業の確認と次年度以降の補助事業につい

て協議と助言を受ける予定である。

12/26～12/28 浦添市平和交流学習。中学生 10 名と随行者 2名の計 12 名が学童疎開先で

ある本市へ平和交流学習で来られる予定。戦時中、富高小学校、塩見小学校、平岩小学校で

130 名の浦添市の児童を学童疎開として受け入れていた。日程については今現在検討中だが、

２日目には日向中学校の生徒と交流する予定。令和元年度の交流時にはグループワークを実

施し中学生間の交流を行っている。今年度の日向市の交流事業についてはコロナ渦で中止と



5

していたが、来年度は実施予定である。

【若杉学校教育課長】

11/25 就学時健康診断

11/26 新型コロナウイルス感染症対策特別委員会 学校関係審議

11/30 幼保小連携・接続研修（日向市取組ＺＯＯＭ発表）

12/１～12/２ みやざき小中学力調査

12/５ 牧水ヶ丘祭り

12/７ 日向地区生徒指導連絡協議会

12/10 14 歳よのなか挑戦協力事業所の会

12/14 日向教育研究所研究会

12/16 小中学校校長会

【黒木スポーツ・文化振興課長】

11/27 キッズ体力向上プロジェクト

12/５ 総合文化祭「Dance Collaboration 2021」（ダンス）

12/11 キッズ体力向上プロジェクト

総合文化祭「市民吹奏楽団演奏会」

12/19 第 11 回青の國短歌大会表彰式

1/10 市町村対抗駅伝競走大会

【児玉生涯学習課長】

１/９ 日向市成人式

【星野図書館長】

11/27 読書サポーター養成講座 in日向

11/29 細島小学校出張おはなし会

12/18 クリスマスおたのしみ会

12/28～１/３ 年末年始の休館

１/４～ 本の貸出福袋

【北住学校給食センター所長】

12/23 学校給食２学期最終日

１/27～２/９ 学校給食作品展。学校給食は 120 年以上前の 12/24 に盛岡市の敬愛小学校

で、お弁当を持って来られない児童に提供したのが始まりといわれる。、戦後アメリカの協力

を得て、東京、神奈川、千葉で学校給食が始まったことを記念して、1/24 が給食記念日とな

り、全国学校給食週間が設定されている。それに合わせて、日向市では１/27～２/9 まで市

役所市民ホールで幼稚園児、児童生徒から募集した絵画、書道の展示をする。
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６ その他

（１）12月定例教育委員会の日程について

日時：令和３年 12 月 22 日（水）13 時 30 分から

（２）12月定例市議会日程

11 月 26 日（金） 招集日

12 月６日（月）～９日（木） 一般質問

10日（金） 議案質疑

13日（月）～15日（水） 常任委員会審査

17日（金） 13時～本会議（最終日）

（２）教育委員研修

市町村新任教育委員研修会

日 時：12 月 14 日（火）13：30～15：40

場 所：教育委員会室（オンライン）

（４）その他

７ 閉会 （14時 14 分）


