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７月定例教育委員会会議録【概要版】 

                                                                                   

開催年月日 令和４年７月２７日（水） 場  所  市役所本庁 災害対策本部室 

開 催 時 間 １３時３０分 から １４時５０分まで 

出 席 者 

教育長 澤野 幸司 

教育委員 宮田 靖、久世由美子（※高橋勝栄、甲斐千尋委員は欠席） 

参 与 
長友武彦、瀬之口博行、伊東洋之、黒木幹生、志道里香、山田 聡、 

工藤靖治、吉田 等、吉岡秀晃、井本治久、岡部 点 

◎ 議 事   

  ◆議案第 13号 令和５年度使用小学校用教科用図書の採択について（学校教育課） 

  ◆議案第 14号 令和５年度使用中学校用教科用図書の採択について（学校教育課） 

   ● 学校教育課長より、以下の説明が行われ、質疑の後、異議なく承認された。 

    

    ○教科書については、法令で、基本的に使用期間を４年と定めてある。議案第 13

号について、現在小学校で使用している教科書について、今年度は採択から３年

目となっている。従って、法令で定める使用期間内であるので、来年度、令和５

年度も今年度と同じ教科書を採択していただきたいと考えている。小学校は全部

で 13 種目、教科では 11教科となる。 

○議案第 14 号について、現在中学校で使用している教科書については、今年度  

は採択から２年目となっていることから、小学校と同様、法令で定める使用期間

内となっているので、来年度、令和５年度も今年度と同じ教科書を採択していた

だきたいと考えている。全部で 16種目、教科では 10 教科となる。 

 

        ◎） 特に採択協議会の中でもいろいろ議論になったと思うが、中学校

の社会について、分野が地理・歴史・公民という３つの分野があり、

歴史と公民は同じ教科書会社だが、地理が別会社ということで、同

じ教科の中で教科書会社が異なっているということについての危

惧があった中、やはりいいものはいいということでこれを採択した

という経緯がある。音楽も一般と器楽で違っているが、学校教育課

に、実際これを使って指導している先生方から、やっぱり教科書会

社が違うことによる指導のしにくさとか、またはこれを使って学ぶ

子供たちにとっての学びにくさのような話が上がってきていない

か。 
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        ⇒） そういう声はいただいていない。 

        ◎） ということであるので、若干危惧していたところについては、あ

まり問題はなかったと思っている。 

 

 

◎ 協議 

  ◆地域社会における青少年育成について（社会教育課） 

● 社会教育課長より、下記のとおり説明があったのち、協議を行った。 

 

    〇社会教育課全体について、まず社会教育の業務については、生涯学習の推進、

青少年教育、家庭教育、人権同和教育などの業務を行っている。生涯学習とは乳

幼児期から高齢期まで、生涯のあらゆる時期に行う学習活動で、教育基本法第３

条の中で、「生涯学習の理念として、国民一人一人がその生涯にわたってあらゆ

る機会にあらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすこ

とができる社会の実現が図られなければならない」とされており、教育委員会と

して、市民の皆様が広く学習していただける場所や機会の提供、情報の発信に努

めているところである。 

    ○社会教育とは、広く学校・家庭以外での社会で行われる教育のことで、公的な

講座や民間のカルチャースクール等がこれに該当する。社会教育法第２条の中で

「学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対

して行われる組織的な教育活動」と提示されている。地域の人材と絆を育て、地

域を活性化することが、社会教育の使命であり意義であると考えている。 

○市の様々な計画における青少年教育に関係する部分について、まず第６次長期

総合計画の後期計画の中で、青少年の人間力育成という中に体験活動の充実とい

うものを挙げている。今年度より通年のはらはらわくわくふるさと体験活動にプ

ラスして単発の活動を２回、そして昨年、一昨年はコロナで行えなかったが、カ

ルチャーゾーンフェスタにおいても、人数を多く集めてぜひ体験活動を行いたい

と考えている。体験活動を充実するためには指導者を充実させていかないといけ

ないということで、少年団体指導員の増員、また学校教育との融合ということで、

今年からはらわくの中に、学校に通常の授業の形で参加いただいている。 

○次に、青年活動の活性化ということで、青年講座の開設に向けた取り組み、活

躍の場の創出ということを挙げている。昔、青年大学というものがあっていたが、

平成の最初の頃に人数が縮小したことを受けて、ずっと青年を対象にした講座と

いうのができていなかったので、今年度後期より実施したいと考えている。 

○延岡市教育大綱の基本方針の中に「地域の次代を担う子供たちの育成とすべて

の世代の学習機会の拡充」というものを挙げ、また、わかあゆ教育プランの中の

基本方針には「ふるさと教育体験活動の充実」というものを掲げている。令和４
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年度の社会教育課重点事項には、今話したような青年講座の新設、また、子供の

生きる力を育む体験活動の充実、拡充ということを挙げている。 

○少年教育の取り組みについて、中学生高校生を対象とした延岡市ジュニアリー

ダークラブ、小学４年生から６年生を対象とした延岡こどもインリーダークラブ、

それから九保大と連携した親子体験活動や、九保大の先生による子育て講話を動

画で配信している延岡こどもセンター事業、そして本日のテーマであるはらはら

わくわくふるさと体験隊などの事業を実施している。 

○青年教育の取り組みだが、今なかなか手厚くできていないところでもあるが、

ここに今年度 18～35歳を対象に限定した講座を開設したいと考えており、９月補

正に予算を計上予定としている。10 月から、４回、体験活動と座学をそれぞれ２

回ずつ実施したいと考えている。対象は 30名としているが、いろんな方法で募集

したいと考えている。市職員等にも直接声をかけてぜひ来ていただきたいと考え

ている。 

○青少年育成センターの取り組みについて、青少年指導員が 105 名いるので、街

頭指導や青パトによる巡回、また 15 地区青少協による挨拶運動や意見発表会、家

庭の日の啓発や電話・面接相談などを実施している。 

○はらはらわくわくふるさと体験隊について、これまでの経緯としては、昭和 52

年に子供の数の増加に伴い、子供会活動を始めとする少年教育の機会が増大した

ことを背景として、少年教育に関する指導者確保が必要だということで、昭和 52

年に少年団体指導員を設置している。現在、定員 15名に対して、11 名の指導員の

方に指導に当たっていただいている。高齢化等の課題もあり、新しい指導員を養

成するのが課題となっている。 

○その同じ年に国県の補助制度を活用して、アドベンチャークラブ事業というも

のが開催され、毎年度１中学校を選定して、野外体験活動を実施した経緯がある。

その後、国県補助終了後には活動が縮小していたが、平成 14年度の完全学校週５

日制度導入を契機に、週末の過ごし方も目的の一つに加え、県補助を活用して活

動を再始動した。補助事業は平成 19年度に終了したが、そのまま市単独事業とし

て実施している。この事業の目的は延岡の自然や歴史文化資産、産業資産等を活

用して、子供たちがはらはらわくわく心と体を動かす体験の機会を提供し、ふる

さとを愛する気持ちと逞しく生きる力を育むということを目的としている。令和

４年度の事業予算は 147 万円で、主に報償費。公募した小学１年生から６年生、

各学年大体 10 名ずつで 60 名ということの通年体験活動、年度初めに申し込みの

あった 60 名を対象に通年で８回、終日のプログラムで実施することとしている。 

○令和２、３年度は、コロナでなかなか通常通りの活動ができていなかったので、

今年度は久しぶりの再開になる。８月にまた北川の清流体験を予定しているが、

コロナが増えてきて、清流体験はマスクができないので、今かなり開催について

悩んでいるところである。 
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○今年度から浦城小学校の４年生２名の児童が教育課程の一環として参加して 

いただいて、学校の先生方にも一緒に来ていただいて非常に助かっている。 

○今年度より新たに単発の体験活動として、９月から 11月の間に２回、シュノ ー

ケリング体験、それからカヌー体験を実施したいと思っている。これも全学年の

小学生を対象に 20人ぐらいを２回実施したいと考えている。 

○はらわくの応募者数について、１年生が大変多くなっており、10 名に対して３

倍以上の申し込みで、どうしても高学年になってくると、やはりスポーツ活動等

が忙しくなり減ってきているような状況。どうしても低学年が参加できない児童

がいる。60 名に対して 121 名ということになっているので、これを何とかしたい

ということで、少年団体指導員の増員ということを今考えているところである。 

○次に実際のはらわくの活動の写真について、６月に開校式と田植え体験という

ことで、班の中に各学年の子供たちが入りまじっているような形になるが、大抵

積極的に班長や副班長に手を挙げていただいて、割とスムーズに決まっていたと

思う。今年は残念ながら雨で田植えができなかったが、田植えをした様子等を見

ていただけるように、ビデオで撮った田植えの様子を、前回の７月の林業体験の

時に皆さんにお見せした。 

○７月には、林業見学と木工ということで、この写真の時にはコースターを作成

した。今年度は椅子を作った。県から材料代の補助があり、木青会の方たちが来

て補助をしてもらっている。 

○８月は清流体験。溺れている人に対してスローロープを川の上手側に投げた 

り、そういう危険予知トレーニングや、いかだは数年前にジュニアリーダーの方

が作ってくれたものだが、今も利用して子供たちが楽しんでいるところである。 

○９月に城山探訪。そして 10月に、自分たちで植えた田んぼの稲刈りをする体 験

をしており、ドローンによる薬剤（中身は水）散布の実演等もしている。 

○11 月は海の教室ということで、これ自体一番子供たちの感想がすごくリアルだ

ったというか、すごく興奮していたような感じだったが、牡蠣の殻に大きい虫が

入っているということなどがあり、かなり子供たちが興味を持って、宮大の先生

と一緒に実施した事業である。12 月にはその藁を使ってしめ縄作りをした。 

○１月にむかばき青少年自然の家で宿泊体験と行縢登山と閉校式という形で終了

となる。 

 

       ◎） はらはらわくわくふるさと体験隊の事業は、私はとてもすばらしい

事業だと思う。やっぱり行縢の事業でもそうだが、４年生とか５年生

６年生のこういった体験活動への参加率っていうのは、この延岡市は

非常に低いのかなあっていうのを一番気にはなっているところであ

る。日向とか門川の小学校は結構多いが、延岡の高学年は非常に少な

い。低学年はこの数字にあらわれているように、非常に興味関心が高
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くて多い。スポーツ少年団等の関係もあるかもしれないが、もう少し

こう４・５・６年生あたりを積極的にやってくれるといいのかなって

いう気がした。先日のインリーダー研修の時には、若干人数が少ない

んだなあっていうことをちょっと気になったところで、もう少しそう

いったところで意識が上がっていくと良いのかなあとはいつも思っ

ているところである。 

       ⇒） 確かにそれが課題。各学年 10 名ずつということで、本当はもっと

増やしていきたいが、指導員も必要。ただそうしたときに、低学年の

子たちばっかりということになるとちょっとバランスが崩れて活動

が大変になってくるという部分もある。日向・門川は高学年も参加さ

れているというような状況を知らなかったのでちょっと驚いたとこ

ろである。やはりクラブ活動とかも盛ん、スポーツ少年団とかも盛ん

なのかなと思うが、ぜひ高学年の方、ちょっとメニューを低学年と高

学年と分けようかという話もあるが、どの辺に焦点を絞るかっていう

のが難しいところもあり、また、異学年に対する思いやりとかそうい

う交流ということで今一斉に行っているが、人数を増やしていく上で

はその辺も考えていかないといけないのかなとも思っているところ

である。インリーダーについても、最初大変少なくて、10名以下でど

うしようっていうところだったが、途中で随時募集をしており、やっ

と 20 人にまではなってないが増えているところなので、まだ随時募

集を続けていきたいと考えている。 

       ◎） 単純に考えて、こんな良い計画をされているのにもったいないなっ

て気がする。だから、単純に、例えば、学校遠足をこの中に入れ込む

とかはできないのかなとか思ったり。今説明を聞いていて、こういう

ことをやっているんだと思って恥ずかしいくらいなのだが、こういう

ものに、もう少し子供たちが興味を持ってたくさん参加されるといい

なと思って。そのときに、例えば遠足をこういう中に入れ込むとか、

何かの学校の中の行事を入れ込んでそこでやるとか、これは低学年で

やろうとか、高学年でやろうとかいうふうなことがやれたらもったい

なくないんじゃないかなっていう気がしたので。簡単に言って、もっ

たいないからじゃなくて、こういう素晴らしいものをもっと生かすよ

うな、努力はされているが、もっともっと参加して欲しいと思う。そ

ういうので、増えるといいなと思う。 

       ◎） A 委員に伺いたいが、社会教育にいろいろ関わってこられた経緯が

あるし、学校教育の中で、学校、経営という視点もお持ちだと思うが、

今の子供たちにとって、このはらわくが持っているとても良い、いわ

ゆる教育プログラムとして大事だと。これは学校教育ではなくて、社
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会教育の中でやっているこの教育プログラムなのだが、学校教育では

なくて社会教育の中でこういうことをやることの意義みたいなこと。

これは学校の中にもどう生かされていくのか、子供たちの成長にとっ

てどう重要なのか、そのあたりは両方からいつも見られている委員か

らどう感じられるか。 

       ◎） 学校教育の大切なところはあるが、やっぱりこういった青少年を自

立させていくっていうのは、家庭とか地域の大人がやっぱり導いてあ

げないとできないことじゃないかなあと思う。子供たちだけがそれを

やっていくっていうのは難しいので、やっぱりそれを支えていく家庭

であったり地域の大人がしっかりとやっていかないといけないのか

なと思う。その一つは、子供会の活性化だと思う。多分子供会は多分

もう数的にはかなり沈んでいる状況だと思うが、例えば私がいた岡富

小学校なんかはＰＴＡの組織の中に子供会の組織を入れ込んでいる。

やっぱりそういう学校と家庭、地域が一体となってそういう地域で子

供たちを育てていくっていうような機運をやっぱり作っていかない

と、もうますます子供たちの体験活動は減る一方じゃないかなあと思

っている。 

       ◎） 実際、はらわくの中で、異学年の中で、いつも一緒に生活をしてい

ない、いわゆる学校も一緒ではない子供たちが一堂に会して、グルー

ピングした時にも異学年の子供たちが一緒に活動するわけだが、その

子供達はどんなふうに、会を重ねる中で成長していくのか。 

       ⇒） 通年事業でやるという意味。本来だと毎回募集すると、体験活動全

体の人数は増やせるが、やはり子供たちは回を追うごとに成長してく

れて、やはり失敗の中から学ぶ。少年団体指導員の方もかなり厳しく、

やはり危険が伴うようなこともあるので、時には厳しい指導されるこ

ともあるが、その中でもやはり、この低学年の子に対する思いやりと

か。感想をずっと見せていただいても、最初の頃書いている感想と最

後の感想を見ると、やはり大分成長してくれたなということで、それ

がやはり私たちにとっても喜びであり、少年団体指導員の方もその成

長を見られるのが一番うれしいということで話をいつも聞いている。 

       ◎） 私も先日、今年の開校式に行ったが、今年、先ほど説明があったよ

うに浦城小の子供たちが２名、教育課程として参加しているのだが、

校長先生や担任の先生に聞いたら、はらわくの活動を見ていたら、イ

ライラすると言う。なぜかといったら、学校教育の中では、子供たち

が列を離れたりとか、そういったことは駄目だと。集団生活の中では、

きちっと並べって言ったらきちんと並びなさいっていうようなもの

だから、はらわくの中で子供たちが非常に緩やかな時間の流れの中
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で、ある意味自由に行動したりするのは、何かもうイライラするなあ

と、学校の先生方は仰る。子供たちには、両方必要だと思う。でも、

だからこの社会教育の中でのプログラムで子供たちが成長する部分

と学校教育の中で集団としての規律を学ぶ部分と、この両方がやっぱ

り必要。以前は、A 委員が仰るように、家庭とか地域が、子供会が機

能していて、子供たちはその地域に戻ればそういった受け皿の中で、

そういう今のはらわくのようなことをやっていた。ところが今、なか

なかそれが担保できない中で、こういった活動の場が与えられるとい

うのは、とても大事な話なんだろうなあと思って、今年たまたまその

浦城小学校は参加しているが、今年のこの２人にとってどういう影響

があるかということによっては、また次の展開があるかなあというふ

うにも思っているところである。社会教育と学校教育のプログラムを

どういうふうに融合させていくかということ辺り、とても大事な話だ

と思う。三北の室長にも聞きたいが、自然豊かな、例えば小川あたり

でいろいろ子供たちが体験をすると。北川の子供たちとか北浦の子供

たち、北方の子供たち、非常に自然豊かな中で生活しているが、その

地域でこういった子供たちが異学年の中で、そういった活動などして

いるのか。 

       ⇒） 自分たちが小さいころは子供の数も多かったということもあり、兄

ちゃん姉ちゃんが小さい子供たちに、例えばえびの取り方だとか、い

ろんな遊びの中から、そういった体験だとかいうものをそれぞれでや

ってきたということがあったかと思う。しかし、今はあまりにも子供

の数が少なくなっており、北川の場合、１学年が小学校で 10 名ちょ

っとしかいない。従って北川は 17 地区あるが、子供がいない、小中

学生が 1人もいないという地区が、もう５、６つぐらい出てきている

ような中である。はらはらわくわく体験教室についても、10 年ほど前

は北川でもやっており、夏場には市内の子供たちがおよそ 40 名ぐら

い来て、それこそ北川なのでホタルかごを作ってもらったりとか、さ

っきのえび取りの仕掛けを作ってもらったり、それを仕掛けたり、そ

ういったこともやっていた。その代わりに今度は北川の子たちは、今

度は北川町外の方に連れていくということをやっていたが、もうそれ

もできなくなったという状況である。 

       ⇒） 北浦には私は令和２年度から来たが、ちょうどコロナの時期と重な

ったせいもあるかもしれないが、学校が終わって帰宅する場面とか、

街中で一緒に子供たちがいるっていうのはあんまり見かけない。図書

館には寄ってくれたりして、学年の違うご兄弟とかもいるとは思う

が、学年の違う子たちが一緒に行動しているのは、ちょっと見かけた
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りすることはあるが、このはらわくのようなみんなで仲良くやってた

ような、昔の我々のような、帰ってみんなで遊ぶとかそういうことは

あまり見かけない。 

       ⇒） 私は今北方分室２年目だが、異学年での交流といえば、スポーツ少

年団と、あとは北方の場合は放課後子供教室というのをやっている

が、その中に限定されるような感じで、先ほど委員から子供会の話と

かも出たが、私の小さい頃と比較すると、やっぱりこう手を出してく

れる大人の割合が非常に、北方あたりでもちょっと少ないのかなと感

じるところが多々ある。なかなか地域学校協働活動事業等もボランテ

ィアの確保等もすごく難しくて、もっと大人が自分の時間を削って、

何か携わっていただけるといいのになという思いを強く持っている

ような状況である。 

       ◎） 自然はたくさんあるが本当に子供の数が少なくなってきて、なかな

かそういった友達と異学年とか、同学年でもそうだが、非常にそうい

った体験というものが少なくなってきている。また、先ほど室長も言

われたが、それを見守る大人も忙しくてなかなか難しいと。そう考え

ていくと、こういったはらわくのような社会教育のプログラムと学校

教育のプログラムをどのようにしてこう融合させていくかっていう

ことは、非常に大事な話なのかなというふうには思っている。なので、

今回の浦城小の取り組みも含めて、我々は注目していきたいなという

ふうに思っている。ちょっと別の視点で、先ほど課長の話から、青年

教育の取り組みがなかなかできなかったということについて、今年取

り組もうということだが、何かそのことについて、こういったことを

やったらどうかとかいう話、意見等はないか。 

       ◎） むかばき青少年自然の家は元々少年自然の家だった。これが指定管

理になって青少年自然の家、どんな年代でも利用できるというように

なっているが、実際には子供たちの活動がほとんどである。私たちも

青年層の利用であったり活動であったりというのを今までサポート

していなかったんじゃないかっていうところに行き着いていて、本年

度は、初めての試みなのだが、青年交流事業というのを主催事業とし

て立ち上げようではないかということで、最初から宿泊付きだとちょ

っとハードルが高いので日帰りで、青年交流事業という形で、婚活も

含めて、そういう機会を青年に与えることによって、そういった体験

の活動をしてもらうということも含めて、延岡のよさも知ってもら

う、またそういうような活動に興味を持ってもらって、子供たちへの

指導につなげてもらうというようなことを今ちょっと企んでいると

ころである。 
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       ◎） やっぱり情報交換しながら何かコラボレーションしながらやってい

くっていうのが効果的なんだろうなと思うが、実際、先ほど青年とい

う固まりが、どのあたりにいるのか。さきほどから市役所っていう話

が出てくるが、青年は市役所にしかいないのか。 

       ◎） いるとは思う。いろんな募集をするが、それがみんなに行き渡って

いるのかなと。絶対みんなに行き渡るようなことはないと思うが、伝

わり方、連絡の仕方、そういうのがみんなに渡って、行ってみようか

なって気もそそるような文章、言葉なのかなとかいうのもあるし、絶

対市役所だけじゃないと思う。いっぱい、たくさんいるので、そうい

う人たちが行こう、行こうっていうふうになるような募集の仕方って

いうのをもう少し考えるのもいいのかなと。子供たちに代えて見る

と、縦社会と横社会がある。やっぱり大体、人数がいれば横社会でい

って、全体をまとめていく人たちもいるが、スポーツになると縦社会

も横社会もない。一生懸命頑張って勝って、先輩に勝ったり、後輩に

勝ったり負けたりとか言いながらやっていって、いろんな組み合わせ

ができていくと思うが、そういうふうな交わり方も絶対必要だと思う

ので、自分たちだけじゃなくて、やっぱり、地域の人も丸め、じいち

ゃん、ばあちゃんも丸めて、そして、お子さんを持ってるお母さん、

お父さんも丸めてっていうふうなのになっていくといいなと。自分た

ちだけで、ここだけでっていうのはないとは思うが、そういうふうな

ことになっていないかなっていうことも振り返りながら、みんなをま

とめていってくれるといいなと。なかなか私もこういうのがあるんだ

って思って、ここに座っていて恥ずかしい話なのだが、もっと募集の

仕方とか、こういうのは全部広報とかしていると思うが、ただ連絡し

ました、こういうのを募集しましたっていうだけじゃなくて、こうい

うのがありますよっていうふうに、選挙の話じゃないが、言って歩く

っていうのを、連絡の仕方っていうのも、もっとあったらいいのかな

っていうことを思った。 

       ◎） 青年はいるんだけど、どうやったらそこに、その人たちのニーズを

掴んで、その人たちが何か食べたいなというプログラムを作れるかっ

ていったところは、非常に社会教育課でも悩んでいるところだと思

う。今回、チャレンジングな取り組みをしていただけるということな

ので、その成果を見ながらまた考えていきたいと。多分、以前の青年

教育に関しては、受け皿となる団体がたくさんあった。なので、先ほ

ど市役所と言ったが、そこに投げると広がって、募集、別に募集しな

くてもそこに投げれば次誰が行けばいいわというふうな時代があっ

たんだろうなと思うが、それぞれが自分の趣味嗜好でいろんな動きを
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しており、結構エンクロスあたりでやっている活動の中に若い方が集

まって、いろいろワークショップを開いたりとかいうことは行われて

いる。ところが、それを、いや公がこうやろうとするときに、じゃど

うなんだといったところ。何だったら食べてくれるのか、興味を持っ

てもらえるか、集ってくれるのかといったところは、もう少しやりな

がら考えないといけないんだろうなというふうに思っているところ

なので、今後の社会教育課の取り組みに期待をしたいというふうに思

っている。社会教育に関しては、これから先ものすごく大事になって

くる部分だと思うので、やっぱり我々としては、今、社会教育委員さ

んたちが学校と地域の関係について提言をまとめていただいている

ので、また、来年度の初めあたりには、そのことで答申をまとめたも

のを聞きながら、意見交換をする場を設けさせていただきたいと思っ

ている。 

 

 

◎ その他 

  ◆野口遵記念館開館記念式典について（野口遵記念館建設室） 

●12 月 18日に予定されている野口遵記念館開館記念式典について説明があった。 

 

  ◆第 33回延岡市郷土芸能大会について（文化財・市史編さん課） 

   ●８月 21 日開催予定の第 33回延岡市郷土芸能大会について説明があった。 

 

  ◆教育委員会による先進地視察について（総務課） 

   ●ICT 教育や教育 ICT を活用した不登校支援など、先進的な取組を行っている自治

体の視察について説明があった。 

 

  ◆８月定例教育委員会の日程について（総務課） 

   ●８月定例教育委員会については、８月２４日（水）の１３時３０分から、災害対

策本部室で開催する。 

 

 

◎ 閉 会 

    澤野教育長が閉会を宣し、終了した。 （１４：５０） 

 

 

 


