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令和４年４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、３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

３/24 小学校卒業式

３/25 中島育英奨学会第 2回理事会 日向青年会議所読売子ども新聞贈呈式

小中学校修了式

３/27 美々津伝建地区視察挨拶「美々津建設置 150 年記念資料展」

３/29 日向市教委管理職等辞令交付式 生コン協会防犯ブザー贈呈式

３/30 トラック協会交通安全定規贈呈式 離任式

３/31 永年勤続者表彰式 市教委退職者等辞令交付式

令和３年度市教委離任式

４/１ 名誉市民顕彰 新規採用教職員辞令交付式・第１回初期研修

４/４ 日向市小中学校校長会

４/５ 日向市小中学校教頭会 新赴任管理職等研修会

４/６ 新型コロナウイルス感染症対策本部会議 市内関係機関挨拶

西の丸・交通安全協会ランドセルカバー贈呈式

４/７ 県教育委員会関係各課・関係機関等新年度挨拶訪問

４/８ 市内中学校入学式 市内関係機関挨拶

４/12 市内小学校入学式 県教委特別支援教育課長来訪

４/14 社会教育指導員第２回研修会（細島小）

開催年月日 令和４年４月２７日（水） 場 所 教育委員会室

開 催 時 間 13 時 30 分 ～14 時 56 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、

事 務 局

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、那須教育総務

課総務企画係主事
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４/19 全国学力学習状況調査 小学校６年生 中学校３年生

４/20 県教委教育次長来訪・挨拶

４/21 市町村教育委員・教育長・県教委会議

４/22 知事とのＷＥＢ会議

４/23 子ども読書週間 日向小児ワクチン接種状況確認

４/25 日向市学校教育課指導主事等研修会

（２）教育委員報告

【垣内委員】

３/29 日向市教委管理職等辞令交付式に参加した。退職される校長先生方の重く積み重な

った教育への思いを聞かせていただき、感謝するとともに大変深く感激した。

４/１ 新規採用教職員辞令交付式に参加した。27 名の先生方の初心を聞き、大変頼もし

く思った。

４/８ 財光寺中学校入学式に出席した。120 名入学してきた。

４/12 大王谷学園初等部第 50 回入学式に参加した。子どもたちも静かで厳粛な中で思い

を込めた式になったと思う。第 50回という半世紀にわたる学園の重さを知りながら、新校

長の話を聞き大変感激した。1年生は幼稚園、保育園から上がってきた子どもたちだが、

静かに校長先生、来賓の方の話を聞いている姿が頼もしく思った。

入学式を迎えた喜び、式ができることの重さを改めて感じた。

【是沢委員】

３/24 東郷学園の小学校卒業式に出席した。卒業証書をもらった後、自作の短歌を披露す

るという式で、一人一人それまでの６年間の思い出等を歌に込めて詠んでいるのを聞き、

とても感動した式だった。前回のときも感じたが、来賓として出席し横から児童生徒を見

て、子どもたちの思いや決意、感謝の気持ちがいろいろな局面でとても伝わり、この場に

参加できてとても良かったと感じた。

３/29 日向市教委管理職等辞令交付式に出席した。３名の校長先生がご退職になり、お世

話になった先生もいらして寂しさを感じた。日向を誇れるような子どもたちになってもら

えるよう今後も教育に力添えいただけたらありがたいと思いながら見送った。

４/１ 新規採用教職員辞令交付式に出席した。先生方の挨拶を聞き、今後の日向の教育に

すごく期待を持てると感じ、頑張ってほしいと思った。

４/８ 富島中学校の入学式に出席した。コロナ禍にあって皆出席しており、力強い返事を

聞けて良かった。

４/12 日知屋東小学校の入学式に参加した。初めて対面式の入学式だったが、とても良か

ったと思う。子どもたちは素直で、かわいらしく明るい入学式だった。

【林委員】

３/24 日知屋東小学校卒業式に出席した。保護者との対面の卒業式だった。卒業証書は校

長先生が各クラスに移動しながら渡すという 102 名の生徒の多い学校ならではの効率的な

式だった。卒業生は堂々としており、良い卒業式だった。
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３/29 小中学校新規採用教職員辞令交付式に出席した。初心を忘れることなく、地域や保

護者に愛され、そして何より子どもたちに信頼されるような教師になっていただきたいと

思った。

４/８ 東郷学園若竹分校入学式に出席した。一人の入学式だった。保護者の方は新型コロ

ナ感染対策のため出席を遠慮していだだいたため出席されていなかった。小中学校の在校

生が出席し、新入生も心強く感じたのではないかと思った。

４/12 財光寺南小学校の入学式に出席した。雨だったが新入生は緊張しながらも元気に入

場し式典の間もしっかりと話を聞いていた。毎日楽しく通学してほしいと思った。

４ 議事

●報告第１号 日向市細島地区コミュにてティセンター条例施行規則を廃止する規則

（児玉生涯学習課長が資料に沿って説明）

【今村教育長】

何か質問はないか。

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 12 号 令和 4年度日向市文化スポーツ振興基金事業推進委員会委員について

（スポーツ・文化振興課長が資料に沿って説明）

【今村教育長】

何か質問はないか

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 13 号 日向市就学支援委員会委員の委嘱・任命について

（若杉学校教育課長が資料に沿って説明）

【今村教育長】

何か質問はないか。

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】

５/30 令和４年度日向市育英奨学生選考員会を開催予定。学識経験者を含め９名の委員で

選考。昨年度は２名だったが、本年度は現在７名の方が申込みをしており、まだ問合せが

続いているので、増える可能性はある。

新型コロナウイルス感染対策について資料に沿って報告。

（県内の新規感染者数の推移、各圏域別の感染状況、市内の新規感染者数の推移・各年代

別の感染状況、医療緊急警報、ワクチン接種のチラシ）
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【今村教育長】

何か質問はないか

【林委員】

日向市では予約を取らないとワクチン接種ができないが、他県では２回接種証明等を持っ

ていれば制限なく受け入れている対応をしているが、本市もワクチン接種に行きやすいよう

な対策をとると皆行きやすいと思う。

【大平課長】

担当部署につないでいきたいと思う。

【今村教育長】

50 代以下の接種率が低いといわれていて、接種時間を 18 時半までに延長する取組はして

いるようだが、予約に関してはまだそのままのようだ。

【垣内委員】

仕事柄、低年齢の子どもの接種率が非常に気になっている。強制もできない。保護者の意

向もある。

【若杉学校教育課長】

小中学校に対しては、ワクチン接種の日程などは案内している。

【今村教育長】

最終的には、接種をするかどうかの判断は保護者と本人に判断を委ねている。

【若杉学校教育課長】

５/10 子どものための音楽会がメディキット県民文化ホールで開催され、小学校 13 校か

ら 6年生 77 名、引率の先生 13 名 合計 90 名が参加する。

５/12 第 1 回日向市生徒指導主事研修会

５/15 日向中学校体育大会

５/18 校長会

５/19 第 1 回日向地区生徒指導連絡協議会

５/20 日南市役所行政視察 （キャリア教育センター設立経緯や活動状況の取組）

令和４年度日向市ＰＴＡ協議会定期総会

５/23～５/24 学校経営ビジョンヒアリング 学力向上や、心や体を育てる重点目標、人

材育成など具体的な取組について説明を受ける予定

５/26 教育研究所辞令交付式

５/27・31 三位一体研修（教職員管理職対象）

中学校の部活動の取組については、県内や日向・東臼杵圏域の感染状況をはじめ、日向

市新型コロナ対策本部会議の方針や他の圏域における部活動の実施状況などを踏まえなが
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ら、活動範囲について、その都度判断をしている。４/25～５/15 までの期間は県北エリア

に制限していた交流範囲を５月 16日以降は感染状況を踏まえ、対策を十分講じた上で、宿

泊を伴わない県内他校との交流活動まで可能とする。ただし県内チーム数が少なく、十分

な経験を積むことができない等の理由から特別な配慮を要する競技や強化指定を受けてい

る部活動については、生徒・保護者の理解と承諾を得た上で、校内で慎重に協議し、校長

先生の判断の下、宿泊を伴わない県外他校との交流、合同練習や試合を行うことができる

ものとし事前に市教育委員会に相談することを条件としている。また県外の大会に参加す

る場合は、宿泊の有無にかかわらず教育委員会へ相談することとし、保護者に対する大会

出欠の意思確認にあたっては、感染への不安や意思を表明しにくい状況や、雰囲気となる

ことがないよう十分に配慮するようお願いをしている。

【黒木スポーツ・文化振興課長 】

５/14・５/28 キッズ体力向上プロジェクト

５/20 バリアフリースポーツ教室

５/29～６/４ 日向市美術展覧会（文化交流センター）開会式 13：00～

６/４・６/５ 県民スポーツ祭

７/19 若山牧水賞記念講演会（日向中央公民館）15：00～

８/20～８/21 牧水・短歌甲子園

【児玉生涯学習課長】

５/10 自主学級説明会（中央公民館） 家庭教育学級 10：00～ 自主学級 14：00～

５/11 自主学級開設説明会（東郷地区さくら館）

５/12 日向市子ども会育成連絡協議会総会（中央公民館）生涯学習課のみ出席

５/29 子どもの夢サポート事業選考会（中央公民館）

３月 20日に開いた事業報告会の様子が、広報ひゅうがの５月号街の話題のコーナーに掲載

されている。各家庭でも話題になって応募者が増えてくれることを期待している。

【星野図書館長】

５/８ 春のとしょかんまつり

昨年、一昨年はコロナ禍で中止していたため、３年ぶりの開催となる。

５/20 塩見小学校図書館見学 ３年生

５/27 塩見小学校図書館見学 ２年生

５/10～５/24 「みやざき食品ロス削減パネル展」（県環境社会推進課）

【北住学校給食センター所長】

４/28 給食主任会（中学校）

５/16 宮崎県共同調理場担当者会義 宮崎県共同調理場連絡協議会総会（書面決議）

５/31 学校給食管理システム導入業務委託プレゼンテーションヒアリング

日向市学校給食会総会は開催する予定で、現在日時を調整している。

新型コロナウイルス感染症対策に係る欠席に伴う学校給食費の取扱いについてである。
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新型コロナウイルス感染症に関しては、1日目からでも給食費を減額する対処をしてきてお

り、令和３年度においては、約延べ 4,800 人、450 万円ほど還付を行った。令和４年度は、

国の指針が緩和され、待機日数が短くなってきたこともあり、取扱いを以前に戻し、学校

給食を止めることができるのは連続した５日以上の欠席についてのみということを、保護

者あてに文書で伝えた。

新型コロナウイルスをはじめ、食材費の高騰等、ここ数年経験したことのないような厳

しい状況であるが、栄養士の先生を中心に決して栄養価の下がるようなことはなく、子ど

もたちがきっちりと給食と食べ、午後からの活動につなげていけるような献立を工夫しな

がら取り組んでいるところである。

【今村教育長】

何か質問はないか。

【林委員】

日向市育英奨学生の人数の制限はあるのか

【大平教育総務課長】

募集要項には、25 名程度で募集をかけている。

【今村教育長】

これまで入学式、卒業式は、全て来賓案内しないということだったが、解禁することにな

っていく。案内する場合は感染対策をしっかりと講じたいと思う。

６ その他

（１） ４月定例教育委員会の日程について

令和４年５月２５日（水曜日）13 時 30 分～

《参考：５月第 4水曜日・27 日》

（２） 令和４年度行事日程について

（３） その他

７ 閉会 （14 時 56 分）


