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令和４年９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、８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

８/25 富島中学校ラグビー部全国大会出場市長表敬訪問 学校運営協議会委員研修会

８/26 市内小中学校２学期始業式 第 4回日向市議会定例会開会

８/27 おきよ祭り

８/30 一般質問勉強会（～9/2）

９/５ 一般質問（～８日）

９/９ 議案質疑

９/11 ひまわり書道展表彰式

９/16 第４回日向市議会定例会最終日 台風 14 号対策本部会議

９/17 第 72 回牧水祭

９/18 台風 14 号対応（～19 日）

９/21 台風 14 号対策本部会議 知事との Web 会義

９/22 すくすくひなた保育園園長来訪

９/23 日向市青年会議所 60 周年記念式典

９/24 日向地区中体連秋季大会（新人戦）

９/28 日向市小中学校長会

（２）９月定例市議会について

９月定例市議会一般質問についての報告

開催年月日 令和４年９月３０日（水） 場 所 教育委員会室

開 催 時 間 13 時 30 分 ～15 時 05 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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（３）教育委員報告

【是澤委員】

特に教育委員の活動はなかった。

９/12 キャリア教育の一環で、財光寺小学校に｢よのなか先生｣として、観光パンフレッ

トの作り方を教えに行った。６年生が修学旅行で宮崎市、日南市を訪れることになってい

る。事前に日向の魅力を自分たちで調べて観光パンフレットを作り、それをお店に持って

行き置いてもらい、日向に来てもらう活動をするということで、パンフレットの種類や作

り方の話をした。オリジナリティを生かしたパンフレットを作る話をしたが、自ら進んで

調べて形を作る探求活動を、小学校時代から多くの学校で取り入れていくと、自主的な活

動が身に付くのではないかと考えながら、今回携わらせてもらった。

【黒木委員】

８/25 学校運営協議会委員研修会。制度が始まって以来、初めての研修会ということだ

が、市内の委員全員が目的について共通認識を持つことができる重要な会議であり、今後

も継続して研修会を行ってほしいと感じた。学校運営協議会の導入率が全国平均 37.3％、

宮崎県全体では 51.5％のところ、日向市は 100％の導入率で本当に素晴らしいと感じた。

一方で各地域の取組状況については、かなり差があるように感じたので、今後は市内全域

でより一層取組を推進していけたらと感じた。

【垣内委員】

８/27 おきよ祭り。美々津地区のみならず、日向市全体の伝統行事であるといわれてい

るおきよ祭りに参加した。小学生と保護者が朝早くから来ていたが、３年ぶりの開催という

ことで、校長先生はじめ先生方など、たくさんの方々が来ていた。とても素晴らしいことだ

と思った。昔ながらの地域の伝統行事の重さを知った。

【林委員】

報告はないが、滋賀県で学校の先生による生徒のいじめというニュースがあり、この学

校では２件目だということで大変胸が痛む事案だ。日向市では絶対起こらないように、こ

のいじめについては先生方も感じることがあってほしいと思った。

４ 議事

●議案第 24 号 日向市教職員住宅管理規則の一部を改正する規則

（大平教育総務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 25 号 日向市学校給食共同調理場建設推進室設置規定を廃止する訓令

（北住学校給食センター所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。

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 27 号 令和４年度一般会計９月補正（追加）予算の原案

（各担当課長が資料に沿って説明）

【垣内委員】

学校の倒木についてはどうなっているのか。

【大平教育総務課長】

学校の倒木については、伐採の経費として今回７０万円計上している。斜めになってい

る木を引き倒しチェーンソーで伐採し、学校技術員がリサイクルセンターに持って行く。

【林委員】

県外で倒木が原因で亡くなられた校長先生がおられたが、倒木する木は根が弱っていた

り、木の中が痛んでいたから倒れたと思う。今後、学校にある樹木に関しては、樹木医に

見てもらう必要があるのではないかと思う。

【大平教育総務課長】

先月から、延岡の樹木医に話を聞いている。学校の樹木が結構古く、大きくても空洞が

あるということで、心配している。見積りを取り、全学校を見てもらう予算を来年度計上

したいと考えている。

【是澤委員】

建設工事費は、時間がない中で積算されたと思うが、概算で計算されるとしたら、まだ

必要な工事が出てくると思うが足りるのか。また補正前の予算額が千円となっているがな

ぜか。

【大平教育総務課長】

建設工事費の見積りは、あくまでも概算で計算している。職員が補修工事をしているこ

ともあり、ノウハウや実績等を考慮し見積りをしている。現在、業者から見積りが上がっ

て来ているが、だいたい同じくらいの金額になっている。予算が足りない時は、財政課と

協議していきたい。当初予算の千円は、予算費目を作成するために千円だけ計上している

ものである。

【黒木委員】

児童の学習を支援するための教材及び学用品を支給する費用について、学用品を流され

たという話を聞いたが、支給対象児童は１人となっている。被害の状況や、他に子どもが
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いたらどうなるのか教えてほしい。

【若杉学校教育課長】

床上浸水に加え、屋根が飛ばされたりガラスにひびが入った家屋が２軒、床上浸水のみ

が４件、柵やアンテナ、車庫等の軽微な被害のものが９件の合計１５件について、児童生

徒の家屋等で被害があった。その中で、学用品の被害を受けたのは１世帯１人と聞いてい

る。

【今村教育長】

他に質問はないか。（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）

５ 各課事業報告

【大平教育総務課長】

今月は、報告事項は特にありません。

【若杉学校教育課長】

10 月から学校訪問が再開され、東郷学園、日知屋東小学校、美々津中学校、坪谷小学校、

富高小学校、若竹分校、平岩小学校で行われる。

体育大会は、日向中学校、大王谷学園が終了している。１日の若竹分校スポーツフェス

タをはじめ、小、中学校 15 校が体育大会を予定している。今年も午前中のみの開催が多い。

就学時健診を 10 月６日から 11月 25 日までの期間に、小学校 11 校を会場に実施する。

【黒木スポーツ文化振興課長】

10/10 ファミリー体力測定。６歳から高齢者までそれぞれ年代ごと種目に応じて体力を

測定する。100 名ほど予定しているが、申込みに余裕があるので希望する場合は、申込み

をお願いする。秋の健康スポーツ教室、キッズ体力向上プロジェクト、バリアフリースポ

ーツ教室を今月も開催する。

12/18 第 12 回青の国短歌大会表彰式を開催する。

【児玉生涯学習課長】

第 47回日向市人権講座を 10 月６日、11 日、20 日、27 日に開催する。

【星野図書館長】

10/４～10/16 展示｢もっとよく知りたい再生可能エネルギーのこと｣

10/15 富島高校生ボランティア

10/17 日向市読み聞かせグループ連絡会・「友の会」研修会

10/23 推し絵本座談会

10/26～10/28 図書館建設に向けた先進地視察 大阪市・塩尻市・富山市・野々市市

10/28 塩見小学校図書館見学
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11/13 秋のとしょかんまつり

【北住給食センター所長】

今月は、報告事項は特にありません。

【小林教育部長】

（｢市長と語るまちづくり座談会｣、｢令和４年度９月議会 令和３年度決算に係る議案質

疑について｣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）

●議案第 26 号 令和４年度日向市文化功労者の決定について

【今村教育長】

本日の議案である議案第 26号は、人事に関する案件であるので、日向市教育委員会会議規

則第 14 条により、議案の審議は非公開としたいが良いか。（異議なし）

それでは、議案第 26 号については非公開とし、審議の際は、傍聴者及び関係課以外の職員

には退出していただく。

６ その他

（１）10 月定例教育委員会の日程について

令和４年 10月 25 日（金）13 時 00 分～

（２）総合教育会議について

令和４年 10月 25 日（火）15 時 30 分～

（３）11 月定例教育委員会の日程について

令和４年 11月 24 日（火）13 時 30 分～

７ 閉会 （15時 05 分）


