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令和４年５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、４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

４/28 日向市区長公民館長会理事会

５/８ 春の図書館まつり

５/９ ひょっとこマラソン大会実行委員会

５/11 全国都市教育長会議（～１３日まで山口市：日向市欠席）

成人式関係協議

５/13 臨時市議会開会 全員協議会説明（新電力関係） コロナ対応（校長会退席）

５/15 日向中学校体育大会

５/19 叙勲伝達式

５/20 日向市ＰＴＡ協議会定期総会

５/23 学校経営ビジョンヒアリング

５/24 日向市美術展覧会審査委員表敬挨拶 学校経営ビジョンヒアリング

（２）教育委員報告

【是澤委員】

今月は特にない。

【林委員】

今月は特にない。

開催年月日 令和４年５月２５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、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、

那須教育総務課総務企画係主事
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【黒木委員】

5/8 春の図書館祭りに参加した。お話会やスタンプラリーのなどの催しがあり、大変楽し

く過ごすことができた。特にスタンプラリーは、図書館の方とじゃんけんをしたり、クイズ

の答えを職員の方に伝えたりと、職員の方々とふれあえるような内容となっており、子ども

たちも楽しそうにチャレンジしていた。１日子ども図書館員の体験をされている子どもたち

も、職員の方の後について一生懸命取り組んでおり、本人にも大変良い経験になるとともに、

その姿を見る周りの子どもたちにも良い刺激となる素晴らしい取組だと感じた。

【垣内委員】

今月は特にない。

４ 議事

●報告第 14 号 日向市社会教育委員の補欠委員の委嘱について

（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。（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 15 号 日向市学校給食センター運営審議会委員の委嘱・任命について

（北住学校給食センター所長が資料に沿って説明）

【今村教育長】

何か質問はないか（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 16 号 日向市学校給食費に関する条例の原案

（北住学校給食センター所長が資料に沿って説明）

【今村教育長】

何か質問はないか。（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）

追加議案

●報告第 2号 令和３年度一般会計３月 31日付専決補正予算の原案

（大平教育総務課長、若杉学校教育課長、児玉生涯学習課長、黒木スポーツ・文化振興課長、

北住学校給食センター所長が資料に沿って説明）



3

【教育長】

何か質問はないか

【林委員】

要・準要保護児童の援助に要する経費が減少しているが、コロナ禍で大変家庭的にも苦し

い家庭が多くなっているはずだが、援助が少なくなっているのはなぜか。

【若杉教育課長】

要・準要保護児童の援助に要する経費については、様々な項目が設定されており、例えば

修学旅行費、学校の文具などの単価設定の段階で、増額を見込んで計上したが、最終的に想

定額よりも低く基準額が設定されたため、過大になってしまった。

要・準要保護の児童生徒数に関しては、実際の人数で言うと、令和３年度の日向市の認定

者数が 839 人、認定率が 16.7％、令和２年度は、854 人で、認定率が 16.7％となっており。

認定率自体は大きく変化していないが、認定した子どもの数は若干減少している。、コロナ禍

の影響による、所得収入に基づき新たに該当するケースはそこまでなかったと認識している。

【教育長】

要・準要保護児童の数については若干減っているが、児童生徒数も減少しているため、割

合はほぼ変わらない。説明としては、修学旅行で関西に行く予定が県内になったりしたため、

援助する経費が一人あたり１～２万円ほど抑えられたとしたほうが分かりやすいのではない

かと思う。

【是澤委員】

美々津軒の管理運営費について、令和３年度、美々津軒は開いていたのか。委託手数料

４４万円は必要だったのか確認したい。

【大平教育総務課長】

美々津軒については、土地の賃貸借の問題があり、１年間は閉館していた。施設を維持す

る経費、電話代、電気代等、基本料金的な支出をしている。

● 議案第 17 号 令和 4年度一般会計６月補正予算の原案

（大平教育総務課長、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（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】

５/30 令和４年度日向市育英奨学生選考委員会開催。学識経験者を含め、９名の委員で開

催される。4月 28 日が締切りだったが、10名の方が申込みをしている。内訳としては、大学
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生等が５名、高校生等が５名となっている。

5/31 宮崎県議会商工建設常任委員会の議員８名と随行職員が美々津の伝建地区に視察に

来られる。今回の視察は昨年度、美しい宮崎づくり大賞を受賞した美々津歴史的町並みを守

る会と意見交換会をしたいとの申出があり、実施するものである。当日は、美々津公民館会

議室で常任委員会委員長で日向市選挙区の西村議員の進行で行われる。守る会が実施してい

る町並み保存や文化伝承をはじめ、地域の活性化、観光振興について意見を交わす予定であ

る。また、意見交換会後は、実際に美々津の町並みを歩いて伝建地区を感じていただく。

【若杉学校教育課長】

5/26 日向市教育研究所辞令交付式が開催される。今年度の研究主題は、タブレット端末

を有効に活用しながら共同的な学習の実践事例を広く周知し主体的対話で深い学びの実現を

目指すこととしている。

５/27 第 1 回三位一体研修（教職員管理職対象）

５/31 第 2 回三位一体研修（教職員対象）

６/１ 学校訪問 財光寺中学校

６/27 学校訪問 大王谷学園中等部

６/29 学校訪問 寺迫小学校

６/２ 日向市学校人権・同和問題啓発推進協議会総会

６/11・12 日向地区中学校総合体育大会 市内及び門川町で開催予定

６/23 地域コーディネータ連絡協議会

６/24 日向市教育研究所 研究会

７/５ キャリア教育推進懇話会

７/21 第 1 学期終業式

７/22～８/25 夏季休業

７/28 日向市人権同和研究大会を開催予定。感染症対策として、市文化交流センター、中

央公民館の２施設４会場を使用し、オンライン等で半日に短縮、分散方式で行う。

【黒木スポーツ・文化振興課長】

５/28・29 第 42 会日向市美術展覧会が開会する。審査が昨日行われ、各賞については日

向市ホームページにて発表している。

６/４ 県民スポーツ祭 日向市美術展覧会表彰式

７/18 若山牧水賞授賞式・祝賀会 ニューウェルシティ宮崎

７/19 若山牧水賞記念講演会 日向市中央公民館

８/20～21 牧水短歌甲子園 締切りが今週金曜日だが、毎年ぎりぎりになることが多い。

今日現在、申込みは少ない状況である。

【児玉生涯学習課長】

５/29 子どもの夢サポート事業選考会を中央公民館で行う。中学生によるプレゼンテーシ

ョンで決定するが、通常は第１次審査で書類審査、２次審査とうい選考方法だが、今回応募

者が８名ということで、全員を第２次審査の対象とすることになった。
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生涯学習便りで主催講座や高齢者学級等の募集をしている。前期の申込みは終了したが、

申込者が少数の講座があるので引き続き案内していく。10 月以降の開校となるものについて

は、今後市民の方からの申込みを行う。気になる講座があれば、ぜひ受講していただきたい。

成人式の名称の件は、仮称で、「二十歳の集い」という名称が案として上がってきている。

選考については、市長の意向も確認したが、大規模な募集はせずに、いくつか案を絞り、８

月に立ち上がる実行委員会で最終的に決定するという方向で進める予定である。

【星野図書館長】

５/27 財光寺小学校図書館見学 ２年生 88 名

６/17 美々津小学校図書館見学 ４年生 19 名

６/18 富島高校生ボランティアデー。富島高校家庭クラブ活動の一環として、６月から

12月までの８月を除く毎月１回、３名程度をボランティアとして受け入れるものである。

６/28・29・30 財光寺中学校職場体験 昨年は２名だったが、今年も２、３名だと思われ

る。

６/７～７/３ 「生命を守る～語り継がれる災禍の記憶～」県立図書館巡回展

６/30～７/７ 「男女共同参画週間に係る啓発事業展示」

５/８に開催した春の図書館まつりは、昨年、一昨年、コロナ禍によって中止となっており、

３年ぶりの開催となった。昨年秋の図書館まつりは、コロナ禍ということで、大々的に広報

しておらず非常に静かな寂しい図書館まつりになっていたが、今回は天気にも恵まれ、たく

さんの方が来られた。イベントもそれぞれの担当者が新たな取組をしてくれた。午前中、友

の会の方がお話会や紙芝居をしてくれたが、たくさんの方が来られたので密になるのではな

いかと思い、午後からの富島高校生の人形劇等や、エンターティメントサークルひむかさん

の紙芝居と読み聞かせは、急遽車庫にマットを敷き屋外で開催した。いろんな方が集り賑や

かに開催でき、とても良かったと思う。

【北住学校給食センター所長】

５/31 学校給食費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。時間は調

整中だが、午後開催する予定である。

学校給食費の公会計化に向け、各銀行に出向き、細かい設定等を確認している。

【今村教育長】

何か質問はないか

６ その他

（１） ６月定例教育委員会の日程について

令和４年６月２２日（水曜日）13 時 30 分～

（２） その他

７ 閉会 （14 時 56 分）


