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令和４年 6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、５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

５/26 日向市教育研究所辞令交付式

５/27 大王谷学園初等部体育参観日（学年別運動会）

５/30 日向市人権同和教育推進協議会総会 日向市育英奨学生選考委員会

５/31 県議会商工建設常任委員会視察（伝建地区視察）

成人式関係協議

６/４ 県民総合スポーツ祭総合開会式 日向市美術展表彰式

６/５ 県民総合スポーツ祭バスケット競技日向市チーム応援

６/11 日向木挽唄全国大会予選会開行事 中体連日向大会

６/12 日向木挽唄全国大会決勝会開行事 中体連日向大会

６/13～６/16 一般質問

（２）６月定例市議会について

６/13～16 ６月定例市議会一般質問についての報告

（３）教育委員報告

【林委員】

５/29 第 42 回市美展開会式、６/４に閉会式に出席した。独創的な素晴らしい多くの作品

が展示されており、コロナ禍の中来場された方たちも、ひととき安らげたのではないかと
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感じた。

５/29 子どもの夢サポート事業選考会に出席。富島中学校２名、日向中学校２名、大王谷

学園２名、財光寺中学校１名、平岩小中学校１名、８名の応募でした。

陸上オリンピック選手になりたい日向中学校の生徒、世界の人々の支援をし、多くの人に

笑顔になってもらいたいという平岩小中学校の生徒、世界で活躍するバレリーナになりた

い富島中学校の生徒が選ばれた。全員素晴らしいプレゼンテーションで選考がとても大変

だった。惜しくも、もれた方も自分の夢に向かってこれからも頑張ってほしいと思った。

【黒木委員】

５/29 日向市美術展覧会に出席。本年度は一般の部に加えて学生部門が新設され、学生の

作品もたくさんあり大変楽しませてもらった。絵画デザイン部門の上杉審査委員の言葉で

「応募された行動力もまた一つの才能だと思います」ということが書かれていたが、本当

にその通りだと思った。これからも多くの方に応募していただきたいと思った。冊子に記

載されている講評のコメントが改善点しか記載されていないものがいくつかあったので、

可能であれば良い点と改善点両方あれば次回の創作意欲や応募に繋がるのではないかと感

じた。開会式では、コーラスの方たちが花を添えてくれた。コロナ禍で自粛が続いていた

文化活動も再開できるようになったことを本当にうれしく思った。

【垣内委員】

５/29 日向市美術展覧会に参加した。毎年のことだか作品の大きさ繊細さに圧倒された。

特に書道においては、気持ちの表れた作品が多く見られた。開会式イベントでは、コーラ

スの方々の素晴らしい歌声を聞くことができた。市内に限らず近辺の市町村の団体の方々

も来られており、日向地区は一つだなと思った。このようなイベントができるようになり、

参加でき大変嬉しく思った。

６/４ 閉会式に参加した。学生部門ができたことで作品が多くなり、大変喜ばしいと感じ

た。１週間の開催でどのくらいの方が参加されたか、昨年度と比べどうだったのかが、今後

の新しい指標になるのではないかと思った。後日にでも教えていただくとありがたい。

【是澤委員】

５/29 日向市美術展覧会に参加した。素晴らしい作品が多々ある中で無鑑査の方の作品は

すごいと感じた。昨年は無鑑査の方は個別の別会場で行っていたが、併設でいろいろある

と相乗効果ですごく盛り上がり、良いのではないかと思った。素晴らしいコーラスを聞け

た。日向市民が集まった時には日向市歌を歌うなど、そういう土壌ができると、もっと日

向を愛する気持ちを育んでもらえるのではないかと感じた。児童生徒にも日向市歌を歌え

るようになってもらいたい。

６/１ 財光寺中学校の学校訪問。校長先生は、生徒たちが高校・社会人になった時に必要

とされる人になるためにはどうしていけばよいのかということを考えながら、学習指導内

で生徒指導なりを考えているところが共感できた。生徒がしっかり学習や行事に向き合っ

ているなと思い見ていた。教頭先生とは、ＩＣＴやＳＤＧｓの話などキャリア教育の面を

充実させていったらどうだろうかという話をした。
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４ 議事

●報告第３号 訴えの提起について

※係争中であるため非公開

●報告第４号 令和４年度一般会計６月追加補正予算の原案

（若杉学校教育課長、星野図書館長、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）

【教育長】

移動図書館の車はどういったものなのか。

【星野図書館長】

外側の扉が上に上がるような感じで外側から自由に選べる形になっている。

【教育長】

家や幼稚園等に来てほしいと言われたら来てくれるのか。

【星野館長】

要望があれば、幼稚園などに読み聞かせで伺った際に、本を貸し出しすることはできる。

図書館に来ることができない方が対象になるので、子どもや高齢者が対象になると考えてい

る。

【今村教育長】

給食費補助金について、どのように１年分を積算したのか

【北住給食センター所長】

玉ねぎは、現在 2.11 倍、食用油は 1.8 倍になっており、年間使用量などで計算した。パン

と牛乳合わせ、昨年度と比べ３円は値上がりしている。子育て世帯の負担にならないような

対応対策を考えていかなければならないと考えている。

【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）

●報告第５号 日向市特別支援教育支援員取扱規程の一部を改正する訓令

（若杉学校教育課長が資料に沿って説明）
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【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）

●報告第６号 日向市特別支援教育相談員取扱規程の一部を改正する訓令

（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）

●議案第 18 号 日向市図書館協議会委員の委嘱・任命について

（星野図書館長が資料に沿って説明）

【教育長】

何か質問はないか

【是澤委員】

今回、新規の方が多く継続の方が２名しかいないが、基本的に、会長や校長先生が異動等

で代わられて新規という判断でよろしいか。

【星野図書館長】

小学校、中学校の校長会にそれぞれ推薦依頼を出し、その中から選んでいただいた。今回

校長先生方がかなり代わられているので、新規ということになっている。公民館連合会の方

も新たな方を推薦されており、図書館ボランティアの会長も交代したので新規とういことに

なっている。音訳点訳ひゅうが虹の会の方も会長が代わり、新たな方を推薦していただいた。

社会教育指導員もメンバーで交代があり新たな方を推薦している。学識経験者ということで

社会教育指導員の橋本先生にお願いをした。

【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】

７/７ 18 時 30 分から中学生平和交流団の結団式を開催。昨年度はコロナ禍により事業を中

止したが、本年度は開催する方向で現在進めている。結団式は、総務課が主催している長崎

ピースフォーラムの結団式と合同開催で、中学生と保護者、市の関係者で実施したいと考え

ている。終了後には、事前説明会を開催し、沖縄交流の留意事項、出発までの事前研修会等
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について説明したいと思っている。事前研修会は、訪問までに２回実施し、市内の戦跡巡り

や学童疎開について学習したいと考えている。また、訪問先での資料作成、交流会の練習な

ども同時に行いたい。

８/８～８/10 中学生平和交流事業として、市内各中学校７名の生徒を派遣する。沖縄での

研修場所は親交のある南風原町と浦添市を訪れ、地元中学生と交流。また、宜野湾市での普

天間基地の学習に加え、ひめゆり平和記念資料館と対馬丸記念館の見学を行い、直接触れて

感じて平和について学びたいと考えている。研修後には、経験を発表してもらう機会を設け

市内中学生が共有できるものにしたい。

７/13 市町村教育長連絡協議会

７/22 市町村教育委員会連合会総会

【若杉学校教育課長】

６/27～学校訪問 1学期中に小学校６校、中学校２校を予定。

６/28 校長会

６/30 教頭会

７/５ キャリア教育推進懇話会

７/７ コンプライアンス研修会（中学校長）

７/８ 第 1回日向市就学支援委員会 現時点で 120 名超の対象者がいる。

７/12 ＩＣＴ推進研修（富島中学校）

７/21～８/５ 夏季休業（８/10～８/16 学校閉庁）

７/23～７/24 第 73 回宮崎県中学校総合体育大会

７/28 日向市人権・同和教育研究大会 文化交流センター

８/５ 授業力アップセミナーを開催。小学校の算数、国語、中学校の社会、外国語の４科

目について、県内の先生を講師として招き実施する。

８/19～９/２ いのちの大切さを考える期間として、各学校でそれぞれ取組を行う。

８/23 第 47 回牧水かるた大会を３年ぶりに開催する。

【黒木スポーツ・文化振興課長】

７/18 若山牧水賞授賞式・祝賀会がニューウェルシティ宮崎で開催される。

７/19 若山牧水賞記念講演会を中央公民館で開催。黒瀬珂瀾氏、谷岡亜紀氏が講演される。

先日開催した日向市美術展覧会の来場者数は約 1,300 名だった。昨年が 1,200 名で 100 名

ほど増えている。今回初めて高校生部門を開催したが、時期的に年度当初ということもあり、

告知から制作出品までのスケジュールが間に合わなかった。今後継続していけば、年間を通

して制作活動、出品の予定が立ち、来年はもう少し増えるのではないかと考えている。

第１２回牧水・短歌甲子園は前回定例教育委員会の際はほぼ応募がなかったが、予想通り

締切直前で殺到した。全国から３０校６０チームになり、チーム数については過去最多とな

っている。学校数については昨年度が３１校だったのが１校減少して３０校となった。伊藤

一彦先生に審査をお願いし、１２校が決定している。県内からは富島高校を含む４校、県外

からは、初出場含む８校となっている。第１２回大会についてはＮＨＫから取材申し込みが

あり、番組を制作し１０月頃にＥテレで４０分番組を放送することになっている。すでに４
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校に先行取材していると聞いている。

【児玉生涯学習課長】

今月の行事予定は特にない。

日向市子どもの夢サポート事業の補助対象者については３名の中学生が決定し、今後打合

せ等をし、内容を決めてきめ細やかな支援をしていきたいと考えている。状況等については、

都度報告をしていく。

【星野図書館長】

６/28～６/30 財光寺中学校職場体験 （生徒３名）

７/９ 富島高校生ボランティアデー （生徒２名）

７/26 第 1 回図書館協議会

７/31 夏休み子ども学習会 日向の海の生き物について学ぶということで、細島の漁業をさ

れている方と日向市林業水産課に講師をお願いしている。実際の海の生き物を持ってきても

らえるのので、子どもたちに喜んでもらえるのではないかと思う。

８/９～８/14 平和のための戦争展が図書館２階多目的室で開催される。これに合わせ映画

上映会に戦争関係の映画を一つ加えることにしている。

【北住学校給食センター所長】

６/28 門川町学校給食センター視察研修

６/29 学校給食会総会 中央公民館

７/22 学校給食試作会を開催。学校給食センターで地元の食材を使用した新たな給食の食材

開発を行う。市内でイタリア料理店を経営するシェフにお越しいただき、地元の食材をアレ

ンジして学校給食に合うようにできるか、教えていただくよう計画している。８時から１２

時頃までの予定で、１１時３０分に料理ができあがるだろうということである。学校給食用

という事で 100 人分つくるので、時間のある方は来てご試食いただければと思う。

【小林教育部長】

７/19～８/10 市長と語るまち作り座談会が市内７会場で開催される。市長、副市長、各

部長が各会場に赴き、市民の方からご意見、ご質問を受けることになっている。

【今村教育長】

何か質問はないか

６ その他

（１） ７月定例教育委員会の日程について

令和４年７月２7日（水曜日）13 時 30 分～

（２） その他

７ 閉会 （15時 00 分）


