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令和４年１０月定例教育委員会 会議録（概要版）

１ 開会 （13時 00 分）

２ 前回の会議録承認

教育長から、９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

９/30 10 月１日付異動転出職員辞令交付式

10/２ オール日向祭オープニングセレモニー、富島中学校体育大会

10/３ 10 月１日付異動転入職員辞令交付式、

10/４ 教育長・教育委員辞令交付式、退任教育委員感謝状贈呈式、

新規採用職員正式採用辞令交付式、決算議会本会議

10/５ 東郷学園支援訪問

10/７ 現代国際巨匠絵画展オープニングセレモニー

10/９ 運動会視察（財光寺中学校体育大会・坪谷小学校運動会）

10/12 日知屋東小学校計画訪問

10/14 美々津中学校計画訪問、県指定無形文化財指定書伝達式

10/16 運動会視察（冨高小学校、塩見小学校、細島小学校）

10/18 坪谷小学校学校訪問

10/19～10/21 第 34 回九州都市教育長協議会研究大会

10/23 運動会視察（日知屋小学校・東郷学園）

10/24 冨高小学校訪問

開催年月日 令和４年１０月２５日（火） 場 所 教育委員会室

開 催 時 間 13 時 00 分 ～15 時 05 分

出 席 者

教 育 長 今村 卓也

教育委員 垣内 正俊、是澤 利保、黒木 智美、児玉 広美

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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（２）教育委員報告

【黒木委員】

10/８ 美々津中学校体育大会

10/16 美々津小学校、細島小学校

10/23 日知屋小学校の運動会

どの学校も子どもたちが元気良く最後まで一生懸命取り組んでおり、大変嬉しく思った。

地域の方々が多く来られており、拍手や声援を贈って非常に温かい雰囲気に包まれていた。

どの学校でも上級生が下級生に優しく接する姿や、下級生が上級生を見本として一生懸命

について行く姿が見られ、運動会が上級生の責任感や集団としての連帯感、達成感など子

どもたちの様々な成長につながっている行事であることを、改めて感じた。コロナの感染

状況が心配されていたが、どの学校も無事に開催できて良かった。

10/12 日知屋東小学校学校訪問。学力向上や不登校など様々な課題に、先生方は粘り強

く取り組んでいると感じ、改めて感謝の気持ちを持った。自己肯定感を高める取組では、

児童への言葉のかけ方を見直し意識しているということだった。子どもたちにとって家族

以外の大人から自分を認めてもらえるという経験は非常に大きな励みになると思うので、

今後も継続して取り組んでもらいたいと思った。

10/14 美々津中学校学校訪問。登校の様子から見たが、元気な挨拶が交わされ先生方も

子どもたちの様子をよく見て声をかけていた。学力面では３年生の学習状況や学力がとて

も良く、なぜ良いのかという話になったが、読書量が多く、忙しい中でも本を借りて帰る

生徒が多いということだった。読書をする習慣は幼少期から育まれてきたのではないかと

いうことで、小学校との連携や就学前から本に親しむということが大切だと改めて感じた。

図書室の取組として、朝に図書だよりを配布したり、新刊入荷のポスターを廊下に掲示し

たりなど、図書室への誘導の仕方を工夫していた。図書だよりは通常他の配布物と一緒に

配布する学校がほとんどだが、朝に配布するので休み時間に本を借りて帰る子が多いとい

うことだった。本の帯をつけたまま陳列されていることが他校ではあまり見られない取組

だと感じた。著名人のコメントや印象的なキャッチコピーなど思わず手に取りたくなるよ

うな文言が書かれているので読むきっかけ作りに役立っており、帯を見る生徒も多いとい

うことで、非常に面白い取組だと感じた。メディアコントロールは、「爆睡プロジェクト」

として 10 時 30 分までには寝ようという取組をしており、生徒が作ったポスターなども掲

示していた。日記に毎日ゲームのことしか書いていなかった生徒がプロジェクトを始めて

からは、少しゲームの時間を短くしたいと思ったと書いており、自覚が芽生えてきている

のではないかと先生方も喜んでいた。大人の押しつけではなく、生徒と一緒になりユニー

クなネーミングで楽しく主体的に取り組むという点が効果をもたらしたのではないかと感

じた。

松葉景正さんの県指定無形文化財指定書伝達式に出席。松葉さんが文化財に指定される

ことを一つの目標としてきたという話を聞き、素晴らしい節目に立ち会うことができ嬉し

く思い、素晴らしい技術を持つ方が日向にいることを広く知ってもらいたいと感じた。

10/21 に牧水短歌甲子園のドキュメンタリー番組を見て、大会の裏側にある様々なドラマ

や子どもたちの熱い思いを目にし、本当に胸が熱くなった。多感な 10 代の子どもたちの心

に深く刻まれる素晴らしい大会を運営してくれた方々に深く感謝したい。番組を機に短歌
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のまち日向として、大会の知名度がもっと上がってほしいと思う。

【垣内委員】

10/14 県指定無形文化財指定書伝達式に出席。後継者の育成や若手刀工の育成に尽力し、

日州刀と呼ばれる日向の国ゆかりのある刀工の作品など、特に海外で日本刀の魅力を伝え

る世界的な活躍を聞いたり見たりでき、誇らしく思った。

10/16 富高小学校スポーツ、塩見小学校スポーツ大会。富高小学校では奇数学年の徒走、

団技を見て、参加種目は少なかったが規律正しい印象を受けた。開会式、閉会式に臨んで

いる姿がとても素晴らしく、学校の様子を知ることができた。塩見小学校では、保護者も

役員として参加し地域で学校を盛り上げていると感じた。最終種目の全校リレーは非常に

盛り上がっていた。子どもたちには、学力、運動の得意な子それぞれ個性があるが、走力

のある子にとっては華やかな場面だったのではないかと感じた。

10/18 坪谷小学校学校訪問。複式指導が行われていたが、学習指導の充実、間接指導に

ついの在り方、ＩＣＴを活用していくことで、子どもたちの創意工夫や授業内容の構成等

はできるのではないかと思った。より効果的な学習意欲の向上や小規模特認校としての学

校生活の充実につなげていくといいのではないかと思った。

10/24 富高小学校学校訪問。全国学力学習状況調査やＣＲＴの学力分析、ＩＣＴの活用

と授業改善に取り組む姿を見ることができた。授業の振り返りカード等を活用した見届け

を先生方が大切にされていることが分かった。今後もＩＣＴを活用して個別の学力向上に

取り組んでいってもらえるのではないかと感じた。

【是澤委員】

10/5 東郷学園学校訪問。初めて小中一貫校の学校訪問をし、小中学校を通して授業が

見れ、とても勉強になった。生徒数は約 120 名という規模の中で創意工夫された授業の進

め方や取組が多く見受けられた。先生方は参観授業を確認し合いながら、それぞれの内容

を知ることができ、小中学校トータルの学力向上につなげる情報共有をしっかりされてい

る部分もあった。小学５、６年生は中学生と共に過ごす時間を増やしているということで、

相乗効果が発揮されて、小中学校のメリットが生かされる努力をしていると思った。23 日

にあった運動会では、子どもの体力向上を考えて１日実施したと聞いた。保護者がたくさ

ん来て見てもらえるという部分も、他の学校には無い、すごく有意義な取組をしていると

感じた。ＩＣＴ活用の充実を掲げているが、120 人という規模で、ある程度スムーズな学

習運営ができ、小中一貫校ということもありＩＣＴ教育を大変期待している。そこで培っ

たものや課題を他校にもフィードバックして、今後日向市全体のＩＣＴ教育の向上に頑張

っていただきたいということを話した。

10/２富島中学校の運動会、10/９財光寺中学校の体育大会、10/16 財光寺小学校、財光寺

南小学校の運動会に出席したが、各学校でいろいろな伝統文化があり、やり方が違うこと

が分かり楽しかった。午前中までという限られた時間で、どの学校も創意工夫して実施し

ており、予定よりも早く終わっているイメージがある。限られた時間の中で自己表現だと

か、成功する、頑張ろうという取組が見られ、時間の節約、使い方の工夫を体育でも学べ

るようになっていると思う。
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【児玉委員】

10/９ 坪谷小学校運動会。来賓として初めて出席したが、他の小学校を見ることがなか

ったので、すごく新鮮な気持ちになった。坪谷小学校は人数が少ないが、地域とのつなが

りがすごく細島と似ていて親密だなと思った。最後の白団団長の挨拶は、自分の言葉で一

生懸命挨拶をしている姿がとても感動した。

10/16 寺迫小学校運動会。校長先生が子どもたちの競技にも大きな拍手を一生懸命して

いて素晴らしいと感じた｡良い天気に恵まれ汗だくで応援した。細島小学校は複合施設にな

って初めての運動会で、公民館で社会教育指導員をしているので見学した。杉の葉を取っ

てきて校門に飾るが、地域の方々が一生懸命前日準備から後片付けまでする姿を見て、す

ごいなと思わず感じた。

10/23 東郷学園運動会。119 人の生徒たちで道具係がすごく動き、アナウンスもとても

上手で、テキパキしていて元気をもらえるような運動会だった。

（３）令和３年度決算の主な内容に関する報告

（小林教育部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）

４ 議事

●議案第 28 号 令和３年度教育に関する事務の管理及び執行の状況点検及び評価等報告書

の作成について

（小林教育部長が資料に沿って説明）

【今村教育長】

何か質問はないか。

【是澤委員】

請願、陳情、訴訟には、電気の件での訴訟は当てはまらないということか。

【今村教育長】

令和３年度なので、ここには当てはまらない。

【是澤委員】

所管施設で定例会の外部開催を開催とあるが、これは細島小学校と思って良いか。また、

教育委員は各種市教委主催事業等への参加を通じて、所管施設を訪問しているとあるが、

これは、例えば中央公民館など、学校以外というとことで、回数的には１、２回でおおむ
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ね達成という評価でよろしいか。

【教育長】

ご理解のとおりでよい。

【垣内委員】

教育員会の傍聴者の状況が１名で「Ｂ」ということだが、本来どうあるべきなのかがは

っきりしないところだが、毎回来られたほうがいいのか。

【小林教育部長】

評定は「Ｂ」となっているが、「Ｃ」というのも違うという部分もある。どなたでも来ら

れて構わないが、結果として来られなかった。数としては少ないが、「Ａ」とは言い切れな

いので「Ｂ」とういう形で整理をした。

【黒木委員】

文化財を解除することの評価が「Ｂ」となっている。特定物件をルールに基づいている

解除しているがなぜ「Ｂ」なのか。

【大平教育総務課長】

文化財は本来であれば、適正に管理していくのだが、それができなかった。このことに

関しては、文化庁からも指導を受けたので、今回Ｂにした。

【今村教育長】

誰も住まないと劣化が進み、文化財として維持するのが難しい。現実的に解除して壊す

しかない。そうすると地区の中に一つ欠けた部分ができる。非常に難しい。

●議案第 29 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の選任につい

て

（黒木スポーツ・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）

５ 各課事業報告案

【大平教育総務課長】

10/31～11/１ 市町村教育委員会研究協議会

11/16 教育委員会執行状況の点検・評価
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【若杉学校教育課長】

10/27 東郷学園若竹分校学校訪問。11 月にかけて小中学校５校の学校訪問が計画されて

いる。

10/30 日知屋東小学校運動会

11/13 平岩小中学校運動会

10 月から就学時健診を行っている。本日も美々津小学校で行っているが、残り７会場で健

診を予定している。

11/15 第２回就学支援委員会

11/17 宮崎県学校体育研究発表大会日向・東臼杵地区大会。学校体育に関する研究成果

の発表と指導上の諸問題について研究協議を行い、学習指導法の改善充実に務め、本県の

学校体育の進展を図ることを目的に開催される。小中高の教員をはじめ教育委員会や学校

体育関係者などが参加する予定となっている。

11/21 ICT モデル授業公開研究会。今年度県のモデル校に選定されている日向中学校で

開催される。

12/１～12/２ 宮崎小中学校学力状況調査

12/３ 第 64 回宮崎県 PTA 研究大会日向東臼杵郡大会

【黒木スポーツ文化振興課長】

毎月開催しているスポーツ教室をそれぞれ実施する。

第 27 回若山牧水賞は、今年度は「花」という歌集で奥田亡羊氏が授賞した。来年の 2/21

宮崎観光ホテルで授賞式が開催予定となっている。

12/18 青の國短歌大会表彰式

来年３月に開催予定のひょっとこマラソンは、４年ぶりの開催になる。11/1 から募集を

開始する。参加者は、例年の７割ぐらいを見込んでいる。

【児玉生涯学習課長】

10/27 人権講座（児童虐待防止）講師として日本プレミアム協会の代表理事の富井真紀

氏を招き、「今あなたができることを考える」というテーマで講演をしてもらう。

11/15 はたちの集い実行委員会。成人式の名称が正式に「はたちの集い」に決定した。

毎年、実行委員会で副題を付けることになり、令和５年は「新たなる門出」に決定した。

アトラクション等の内容はほぼ例年どおりとなる。1/8 文化交流センターで実施を予定し

ており、詳細は後日報告する。

令和４年度の日向市子どもの夢サポート事業の進捗状況について、今年度選ばれた３名

のうち２名は事業を実施したが、残り１名の日向中学校の生徒については、以前から憧れ

ていた陸上短距離走の多田修平選手が鹿児島県出水市で合宿を行うということで、練習参

加の提案を受け、急遽、29 日、30日にかけて直接指導をしてもらえることになった。

【星野図書館長】

10/28 塩見小図書館見学

11/５ 富島高校生ボランティアデー
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11/３ 秋のとしょかんまつり。翻訳や点訳をされているボランティア団体の虹の会や、

図書館ボランティア友の会、エンターテイメントサークルひむかなど、ボランティアの方々

と一緒に催し物を計画している。今回試験的にキッチンカーを呼んでいる。昼食をとりに

帰ると、その後来なくなり人の流れが途切れることが問題視されていたため、試験的に今

年行うことになった。

10/26～10/28 図書館建設に向けた先進地視察（長野県、愛知県、石川県）

11/２～11/30 ブックバトン展示

11/11～11/18 税の作文展示

11/25～12/２ 女性に対する暴力をなくす運動啓発パネル展

今年度から図書館雑誌のスポンサー制度を取り入れており、雑誌のカバー表面にスポン

サーの団体名やお店の名前などを記入し、裏面は広告を載せるという条件で雑誌を購入し

て提供してもらうということになっている。今年度下半期は、山本メガネさんがスポンサ

ー第１号ということで雑誌を提供されており、本棚に並べている。

【北住学校給食センター所長】

東郷町のイタリアンレストランオーナーシェフが学校給食にアレンジしたソースを使い、

市内の児童生徒に 11/14、15 にヒラメにソースをかけた学校給食が提供される。14日は、

東郷学園６年生の児童に、松木シェフが子どもたちに職業や夢などの自己紹介を行うこと

にしている。

【小林教育部長】

12 月の定例市議会は、11/25 に招集される。一般質問は 12/5 から４日間の日程で行われ

る予定である。

【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）

６ その他

（１）11 月定例教育委員会の日程について

令和４年 11月 24 日（金）13 時 30 分～

７ 閉会 （15時 05 分）


