令和３年 10 月定例教育委員会会議録
⒈ 10 月定例教育委員会会議
[1]期

日

令和３年 10 月 29 日（金）

[2]場

所

西都市役所 301 会議室

[3]会議時間

午前 10 時から午前 10 時 30 分まで

[4]出席委員

川井田和人教育長、髙橋博昭教育長職務代理者
篠原剛委員、船橋妃美委員、西村美津委員

[5]参

与

江川教育政策課長、中村社会教育課長、香川スポーツ振興課課長補佐、
髙松教育政策課課長補佐、押川教育政策課課長補佐

[6]議事日程

第１ 会議録の承認

９月定例教育委員会会議録

第２ 行 政 報 告 10 月行政報告について
第３ そ
⒉ 開

会

教

育

の

他 ①その他

長

ただ今より、10 月定例教育委員会を開催いたします。

長

はじめに、９月定例教育委員会会議録の承認を求めます。

⒊ 会議録承認
教

育

会議録については既に原案を配布しておりますが、会議録に記載した内
容について御異議ございませんか。
（異議なし）
教

育

長

御異議ないようですので、９月定例教育委員会会議録を承認することと
いたします。

⒋ 行政報告
教

育

長

教育政策課長

つづいて、10 月の行政報告をお願いします。
（西都児湯地区中学校秋季体育大会（秋中体連）について）
１日から３日まで、『西都児湯地区中学校秋季体育大会（秋中体連）』が
開催されました。新型コロナウイルス感染症の影響で、当初の予定を１週
間程延期しての開催となりました。なお陸上競技については、14 日に行わ
れました。
（就学時健康診断について）
１日、次年度妻南小への入学予定児童を対象に『就学時健康診断』を妻
南小にて行いました。男児 30 名、女児 24 名、合計 54 名が対象でした。
（運動会・体育大会について）
３日は、穂北小、茶臼原小、銀上学園で、それぞれ運動会・体育大会が開

催されました。穂北小学校に西村委員、茶臼原小学校に篠原委員、銀上学
園に船橋委員に御臨場いただきました。
（定例課長会について）
５日、10 月定例課長会が開催され、９月定例市議会における懸案事項等
の報告や各課から連絡事項等について説明がありました。
（就学時健康診断について）
11 日、次年度妻北小への入学予定児童を対象に『就学時健康診断』を妻
北小学校にて行いました。男児 32 名、女児 39 名、合計 71 名が対象でし
た。
（学校支援訪問について）
12 日、三財小中学校において、市単独の『学校支援訪問』を実施しまし
た。教育委員の皆様にも御参加いただきました。
（西都市教頭会及びについて）
13 日、西都市教頭会が議会委員会室で開催され、市教委主催でコンプラ
イアンス研修を行いました。中部教育事務所

福満専門主幹に講義をお願

いしました。
（定期監査について）
同じく 13 日、本課の定期監査が実施されました。
（西都市校長会について）
14 日、西都市校長会が三財小中学校で開催されました。社会教育課から
『図書カード配布について』、教育政策課から『学校図書館パワーアップ事
業におけるブックフェア開催について』、
『新年度予算要望について』、
『「西
都市学力向上担当者会」や「特別支援の新設・増設」について』等々の説明
を行いました。
（就学時健康診断について）
同じく 14 日、次年度三財小、都於郡小及び三納小への入学予定児童を対
象に『就学時健康診断』を三財小中学校において行いました。三財小は男
児 11 名、女児７名、合計 18 名。都於郡小は男児８名、女児６名、合計 14
名。三納小学校は男児４名、女児５名、合計９名が対象でした。
（運動会について）
17 日、妻北小、妻南小において運動会が開催されました。妻北小に高橋
職務代理者、妻南校に西村委員に御臨場いただきました。
（就学時健康診断について）
19 日、次年度穂北小、茶臼原小及び銀上小への入学予定児童を対象に『就
学時健康診断』を、穂北小学校において行いました。穂北小は男児９名、女
児 11 名、合計 20 名。茶臼原小は女児２名。銀上小は女児１名が対象でし
た。
（学校支援訪問について）
20 日、妻中学校で県と合同の『学校支援訪問』を行いました。教育委員

の皆様にも御参加いただきました。
（定例課長・補佐会について）
22 日、教育委員会の定例課長・補佐会を開催しました。本日の定例教育
委員会に向けての議案の確認、各課の懸案事項等についての協議等を行い
ました。
（西都市新中学校設立推進委員会について）
26 日、第１回目となる『西都市新中学校設立推進委員会』を議会委員会
室で開催しました。教育長より委員 36 名への委嘱状等交付の後、正･副会
長の選出、西都市中学校再編計画についての説明等を行った後、７部会に
分かれて部会ごとの協議が行われました。
また今後、再編の調査・検討と併せ、再編調査検討委員会や設立推進委
員会の意見に対する検討、事務の調整を行う『西都市中学校再編庁内検討
委員会』の第１回目を 11 月４日に開催予定としております。
（定例教育委員会について）
本日 29 日に行っております。
（教育功労賞授賞式について）
本委員会終了後に、先月の教育委員会で御承認をいただきましたが、長
期に渡り子ども会活動の基盤育成等を中心に御尽力されました
氏

濵砂澄子

の教育功労賞授賞式を庁議室において行うこととなっております。委

員の皆様の御臨席方よろしくお願いいたします。
教

育

長

社会教育課長

つづいて社会教育課お願いします。
（宮崎県立考古博物館国際交流展『イノシシと人間』開会式について）
１日、西都原考古博物館において「宮崎県立考古博物館国際交流展『イ
ノシシと人間』開会式」が開催されました。今回の内容は、国民文化祭、障
害者芸術・文化祭のキャッチフレーズの「山の幸

海の幸

いざ神話の源

流へ」にありますように、人間は、古来より自然の恵みを得ながら生活し
てきており、山の幸イノシシをテーマに、同時代の野生動物とそれらに関
連する人間の営みについて、考古資料、民俗資料を通じて紹介されます。
12 月５日まで開催しております。
（宮崎県公民館連合会功労者選考委員会について）
５日、県庁防災庁舎において「宮崎県公民館連合会功労者選考委員会」
が開催されました。宮崎県の公民館振興に寄与し、その業績著しく人格識
見に優れたものを表彰する「功労者表彰」、また、自治公民館の広報におい
て特にその企画・編集等について優れた作品を優良自治公民館報として表
彰する「優良自治公民館報表彰」について、令和３年度の表彰者の選考を
行いました。西都市は令和３年度副会長館として参加させていただきまし
た。
（西都市総合文化フェスティバル障がい者アート展について）
７日から 10 日までの間、市民会館において国民文化祭、障害者芸術・文

化祭、
「西都市総合文化フェスティバル」の一環としまして、障がい者アー
ト展を開催しました。期間中の来場者数は 121 名でした。
（宮崎県市立図書館長会について）
８日に開催予定でしたが、中止となりました
（九州国立博物館特別展『海幸山幸－祈りと恵みの風景－について）
９日から 12 月５日まで、九州国立博物館にて開催されます特別展「海幸
山幸－祈りと恵みの風景」に、日向国分寺跡の木喰五智館に展示されてい
ます。木喰上人が作製しました県の有形文化財に指定されています五智如
来のうちの一つ、阿弥陀如来座像が展示されています。
（西都まっぼす神楽関連事業「寒川神楽の帰還」について）
９日、市文化ホールにおいて『西都まっぼす神楽関連事業「寒川神楽の
帰還」
』が開催されました。内容は、映画「寒川(Ver.2021)」の上映、尾八
重神社から寒川神社へ神面の返還を行う迎の儀、小川神楽、尾八重神楽、
高屋神楽保存会による神楽奉納（天神様、山の神、鬼人）が行われました。
来場者数は寒川集落の関係者を中心に 90 名でした。
（第２回西都市社会教育委員会について）
12 日、市公民館において「第２回西都市社会教育委員会」を開催しまし
た。第１回会議での協議事項である西都市青少年研修施設「まがたま館」
の今後の活用について、現地視察及び協議を行いました。
「まがたま館」に
つきましては、10 年前の事業仕分けで「廃止」の判定を受けていましたが、
利用基準の見直し等を行いこれまで運営を継続してきました。しかしなが
ら施設の老朽化や施設利用者が市外の方が中心であり、その利用もスポー
ツ関係の合宿で利用される等本来の目的以外での利用となっていました。
協議の結果、出席委員全会一致で「廃止」が妥当との結論となりました。
（日向国府跡整備基本計画策定委員会について）
13 日、市公民館において「日向国府跡整備基本計画策定委員会」が開催
されました。日向国府跡のこれまでの調査成果を総括報告書としてまとめ
るため、第３回の日向国府跡整備検討委員会を開催、専門の先生方の意見
をいただきました。なお、今回より委員として参加いただく西都市観光協
会

小八重 英 氏に委嘱状を交付しました。

（西都市自公連役員会について）
18 日に市公民館で開催され、本年度の主要行事、市への要望事項等につ
いての協議が行われました。
（ハロウィンイベントについて）
24 日、市立図書館で「ハロウィンイベント」が開催されました。今回は、
樹脂粘土とペットボトルのキャップを使いミニチュアケーキを作りまし
た。
（宮崎県公共図書館連絡協議会研修会について）
25 日、
「宮崎県公共図書館連絡協議会研修会」が開催されました。専門研

修として、今回は、埼玉県立久喜図書館から佐藤誠一氏を講師に招き、障
がい者サービスに関する研修を行いました。県立図書館での開催予定でし
たが、オンラインでの開催となりました。
（市民会館自主文化事業“米良美一の読み聞かせコンサートについて）
27 日、茶臼原小学校及び都於郡小学校において「市民会館自主文化事業
“米良美一の読み聞かせコンサート」が開催されました。コロナ禍におい
て市民会館から文化芸術が発信できない状況の中で、指定管理者自らが外
に出て文化芸術を次世代に伝えようと、本年度の自主事業の中で小中学校
等を対象に米良美一館長による読み聞かせコンサートを開催しました。
（市民会館自主文化事業“西部航空音楽会オータムコンサートについて）
31 日、市民会館において「市民会館自主文化事業“西部航空音楽会オー
タムコンサート」を開催します。これは西都市民会館の自主文化事業です。
入場料は無料で、整理券は完売となっております。
教

育

長

香 川 ス ポー ツ
振興課課長補佐

つづいてスポーツ振興課お願いします。
（西都市スポーツ少年団秋季大会（ミニバスケットボール競技）について）
３日、妻北小体育館、妻南小体育館において開催されました。
（第 17 回西都原このはなマラソン大会大会会長及び大会実行委員長協議
について）
４日、市長室において開催されました。協議の結果、３月に開催予定で
あった本大会につきましては、共催団体の意向、来年１月から３月までの
開催予定の県内大会の多くが中止の決定をしていること等総合的に考慮し
た結果、やむなく中止の決定をしました。
（西都市スポーツ少年団秋季大会（剣道競技）について）
７日、市武道場において開催されました。
（プロ野球秋季教育リーグ（フェニックスリーグ）について）
11 日から 11 月１日まで、プロ野球教育リーグ（みやざきフェニックスリ
ーグ）が、西都原運動公園ほか県内７球場で開催されております。西都原
運動公園が大規模改修されて以降初の当該開催となりますが、今回も昨年
度に引き続き無観客での実施となります。
（第 12 回市町村対抗駅伝競走大会第 1 回主催者・共催者合同実行委員会に
ついて）
19 日、宮崎市中央公民館において開催されました。本大会につきまして
は、来年１月 10 日開催予定ですが、12 月 17 日時点で県内の新型コロナ警
戒レベルが３以上であれば中止することが決定しております。また、開催
となった場合においても、沿道での観戦や応援は不可となります。
（西都市スポーツ少年団秋季大会（柔道競技）について
31 日、市武道場で開催予定です。

教

育

長

10 月の行政報告について、何か御質問はありませんか。
（意見なし）

教

育

長

ないようであれば、スポーツ振興課長補佐はここで退席をさせていただ
きます。

⒌そ の 他
[1] 新型コロナウイルス感染症対策図書カード配布事業について
社会教育課長
教

育

長

社 会 教 育課 長
⒍閉
教

（資料により説明）
配布対象者はどのように調べ、対象世帯はどのくらいですか。
住民基本台帳で確認します。対象世帯は 2000 世帯強です。

会
育

長

以上で本日の会議を終わります。

⒎次回教育委員会開催日程
令和３年 11 月 25 日（木） 午前10時から
令和３年 12 月 22 日（水） 午後４時から

