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４月定例教育委員会会議録【概要版】 

                                                                                   

開催年月日 令和４年４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３５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 

参 与 

齋藤章二、長友武彦、瀬之口博行、伊東洋之、黒木幹生、志道里香、 

山田 聡、岡田健一、工藤靖治、吉田 等、吉岡秀晃、井本治久 

◎ 議 事   

 

  ◆議案第１号 「令和４年度 延岡市青少年指導員の表彰」について（社会教育課） 

   ● 社会教育課長より、青少年指導員として８年以上活動し、その功績が特に優良

である者として選考された被表彰者について報告が行われ、異議なく承認され

た。 

 

◆議案第２号 延岡市立学校管理運営規則の一部を改正する規則の制定について 

（学校教育課） 

   ● 学校教育課長より、県費事務職員について新たに再任用職員の職として専門主

事が追加されたことによる規則の改正について説明があり、下記の質疑の後、異

議なく承認された。 

 

◎） 退職後に再任用職員として任用された方たちのこれまでの職名につ

いて伺いたい。 

       ⇒） 今説明した新旧対照表の専門主事を加えたところの下にある主任主

事という職名であった。本来であればこの主任主事というのは、事務

職員のうち、大体 30歳から 38歳ぐらいまでの職になっていた。今回

新たに、そことの区別だろうと思うが、改めて専門主事という職名を

追加したと。そこで、定年 60 歳を過ぎて新たに再任用された職員に

ついては、専門主事という職名を使うということになる。 

       ◎） こういう新しい職名ができることで、その再任用の事務職員の方た

ちの職務内容にはどんな変化があるのか。 

       ⇒） 職務内容には変わりはない。その職務について経験を有するという
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ことで書いてあるが、これまでの経験と知識等を学校運営上で生かし

ていただければと考えている。今年度は、延岡市内には、この専門主

事が５名配置になっている。学校運営等において、校長等々と連携し

ながら、運営等に尽力していただきたいと考えているところである。 

       ◎） ちなみに、学校経営の中で、事務職員をその組織マネジメントにき

ちんと位置付けて、うまく学校運営を行っている校長先生は延岡市内

には多いのか。 

       ⇒） ４月から学校を回らせていただくが、私はそう思っている。 

       ◎） ぜひ、委員の皆さんが学校訪問をしたときには、本当にそうなって

いるのか、皆さんの目で見ていただければと思う。やっぱり事務室の

機能が強化されるということは、学校にとってとても大事な話だと思

うので、ぜひ事務の先生方にも、いろいろまたご質問いただいたり、

お声掛けいただければありがたいと思う。 

       ◎） 任期は何年なのか。 

       ⇒） 再任用職員については毎年選考を行うということになっており、今

年度はやはり 1年と。再び選考されれば更新ということになる。 

 

◎ 協議事項について 

  ◆「令和４年度の協議事項」について（総務課） 

● 総務課長より、事前に各委員・各課より提出された項目をもとに作成した令和

４年度中の定例会における協議事項の案について説明があったのち、協議を行っ

た。 

 

        ◎） 本当は全ての項目について、月を決めて協議したいが、昨年もそ

うだったように、コロナの影響で会議の時間を短くしなければなら

ないということもあるので、これをまずは必ず協議をしたいもの

と、できたらやりたいものということの二つに分けたいと思う。皆

さんから、これはぜひ協議すべきだろうというところについて、ま

ずご意見をいただけるとありがたい。 

        ◎） どれもやっていただきたいような内容ばかりではあるが、特にコ

ミュニティ・スクールについては、先日の小中学校の校長会の中で、

教育長の講話の中で話をされた。民意というところでかなり思いを

述べられた部分があると思うが、スタートしている延岡市の学校教

育の中にあって、このコミュニティ・スクールという部分について

は、やはり地域との連携という部分については非常にウェイトが大

きいのかなという感じがするので、今後、さらにコミュニティ・ス

クールを充実させていくという部分を考えると、やはりこういった
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部分については、いろいろと協議をしていきながら、良いアイディ

アというか、考えというものを、それぞれの学校にも反映させてい

くということは、委員会としては大切なことかなと個人的には思っ

ている。 

◎） 以前、去年のちょうどこの４月の定例会だったと思うが、社会教

育委員に２年間諮問した内容に対する答申があった。次の２年間と

いうことで、昨年度と本年度、今まとめていただいているのは、実

は、コミュニティ・スクールということになっているので、そうい

った意味では、社会教育委員の皆様方も今議論していただいている

ということなので、この内容について学校教育だけの話ではなく、

社会教育の視点からも、いろいろ議論ができるといいのかなという

ふうには私も思ったところである。これはやっぱり、ちなみにコミ

ュニティ・スクールについて、例えば視察をしてみたいとか、そう

いう先進地あたりに行ってみたい等の希望はないか。そういったこ

とも含めてまたご意見をいただけるとありがたい。ここで協議する

だけでなく、例えばこれについては授業を見てみたいとか、そうい

う意見も今日ここで出していただけると、総務課でまとめて、全部

学校に行けるわけではないが、これは学校で授業を見た上でやりま

しょうかということもできるかと思うので、そういったご意見をい

ただけるとありがたい。 

        ◎） 体力向上という項目は毎年やっていると思う。子供たち、例えば

持久走、何メーター走って何秒、ボール投げしてどのぐらい飛んだ

とかいう数値は出てきていると思う。それは、基本、見る側として

はいいと思うが、今度はそういう運動をするにあたっての、その頑

張る力、また粘る力、そういうものも付随して、一緒に教えていた

だけると、もっと違った体力向上というのが出てくるんじゃないか

なと思う。数値はみんな出てきていると思う。県でどのぐらい、九

州でどのぐらいって、それはもう出ているので分かっていること。

でもそれに対して、ボール投げをするのについて、自分はどういう

ふうに考えてやっているのかとか、もっと中に入って、体力向上に

つなげていってくれるといいなと思う。 

        ◎） そういったデータを基にしながら、もう少し深掘りしていきたい

という話であったかと思う。 

        ◎） 毎日社員が交代で、朝礼の司会をやる。コロナ禍になり、マスク

を着け始めてもう３年。その中で、耳が聞こえなくなる人、自律神

経失調、あともう一つは、あごの骨が悪くなる人がいるらしい。大

人でもそういうものがあって、マスクをするっていうのが子供たち
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にはどういう影響があるのかなといつも思う。小学２年生の孫がお

り、女の子なのだが、学校の話を聞いたりすると、マスク越しに話

すことっていうのが、例えば言葉遣いでも、非常に怒っているよう

に聞こえたり、喜んでいる言葉が少ないらしい。それで、いじめら

れているかなっていう自分自身がそういう思いをするときもある

らしい。１年生の時のクラスは、ちょっとやんちゃな女の子もいて、

なかなか気を遣うクラスだったらしい。２年生になったらその子が

いなくなってすごく学校に行くのが楽しいと言ってくれる。大人で

も、会社にお医者さんがいて、月に 1回来てストレスチェックをし

たりする。社員の悩みを聞いたり、いろいろしている。反対に、経

営者の悩みをもっと聞いて欲しいっていうこともあるが、社員って

いうのは、労働基準法で結構守りに守られている。学校の中でも、

おそらく、先生方が経営者で、子供さんたちが社員っていう立場に

なってくると、学校の先生っていうのは、とても気を遣っていると

思う。そこあたりのその気の遣い方っていうのを、マスクをして表

情が分からないことに対して、学校の先生たちも相当苦労されてい

ると思う。そういう心のケアとか、マスクをしてからの、例えば食

事、今、黙食というえらいな言葉が流行っていると思う。本当は、

ご飯を食べながら楽しくご飯を食べたいということもしたいんだ

ろうと思う。そういうのが、これから先ずっと続いていったら、社

会におけるその子供たちの成長の中で、どれだけ影響するんだろう

と思って。自由奔放に育ってきた自分からすると、とても先行きが

思いやられるなと思うが、ここ辺りの教育の仕方っていうのをもっ

と先生方にも、プライベートでもこんな話を聞かせてあげたい。先

生方も多分井の中の蛙になっているんだろうと思う。どうしていい

か分からないっていうのも正直なところだと思う。そういうのを、

ある面では先生方と一緒に、そして子供たちにもどういう接し方を

したらいいのかっていうのも、何か教えてあげたいなと思う。こう

いう議題も挙げられてもいいんじゃないか。 

◎） 今お話いただいたことは、実は今の小学３年生は、入学の時から、

このコロナでマスクをずっと着けて、黙食というものをしている。

つまり、今の小学３年生・２年生・１年生は、給食は黙って食べる、

前向いて食べる、一言もしゃべってはいけないっていうのが学校給

食となっている。 

◎） そんな現場を、一般の人たちも父兄も、おそらく見ていないんだ

ろうと思う。ＰＴＡ活動っていうのは、いまいち各地区のＰＴＡ活

動、子供会っていうのも活動が今休んでいるような状態で、コミュ
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ニケーション、学校でどういうことをやっているのかというのも、

父兄の人も分からないと思う。この辺りの対策の仕方、それをやっ

ぱり考えてあげるのが大事じゃないかなと思う。 

         ◎） 今本当に時代というものが非常に変わり、このコロナ禍の中にあ

って、もう何か違う社会になってしまっていっているような状況も

ある。そんな中で子供たちの教育っていうような部分については学

校も地域も家庭もなかなか難しいところに来ているのかなと思っ

ている。３番目のところに道徳教育の推進ということで括弧書きが

あるが、やはり今のような時代でこそ、そういった子供たちの心の

教育っていうのか、そういったようなものを、大人も含めて、しっ

かりと考える時期には来ているのかなという感じがする。学校教育

のところで、豊かな心と書いてあるが、これはやっぱり社会教育も

含めて、地域社会における青少年育成という部分についても関わっ

てくるのかなと思う。今こういうふうに考えないといけない時代に

来ているのかなと思っている。今委員が言われたのを、本当にそう

だよねって納得するところが多くて、改めて考えさせられたところ

があった。 

         ◎） 先ほど委員が言われたように、やはり学校の先生もそういうコミ

ュニケーションがなかなか取りづらい。飲みに行って憂さ晴らしと

かもできない。うちにダイビングに来ている先生でも、この２年間、

まともに来られていない方もいる。それはきっと多分、子供にうつ

さないようにとか、そういう自粛という、その認識の表れなんだと

思う。結局その悩みだったり、そういうストレス解消する場ってい

うのもないんじゃないのかなっていうふうに、やっぱり自分も携わ

りながら思うので、先生方に対するそういうケアというか、それと

も延岡ならではというものではないが、何かそういう、延岡に勤め

ると、先生方に対するそういうケアもちゃんと学校教育のプログラ

ムの中で入れてくれるよっていうふうなものがちょっとでき上が

ると、延岡に配属されたいっていう人が、この間の教育長の話では

ないが、起きてくるのかなというふうに思っている。 

         ◎） 今の話を聞くと、やっぱりコロナ禍における子供たちへの対応だ

とか、または現状も含めてちょっと協議をしたいというのと、先生

方、子供に接している先生方への影響とその手当の仕方、またはそ

の過程という、そういったところの視点、これも必要だということ

なので、非常に多岐にわたるが、この辺りについて少し整理をしな

がら議論をしていくということは必要だろうなと思う。そこをどう

いうふうにテーマを決めるかについてはちょっと事務局の方にお



6 

 

任せいただくとして、そのような視点が必要だということでよろし

いか。 

ではそれ以外のところで、こういった視点も大事じゃないかって

いうご意見があればお願いしたい。 

        ◎） 自分自身もそうだが、外に出てマスクを忘れた時に、すごく罪悪

感を持つときがある。このまま出ていってはいけないんじゃないか

と、マスクを取りに帰ったりするようなこともあるが、それほど、

このマスクというのがすごく自分にも、皆さんの中にも、もうしみ

ついていると思う。そこで、いつになったら外せるのかなっていつ

も考えていたが、これがまたコロナがすごく増えてきている。ただ、

まだまだこれが続くんだなと思ったら、このマスクをしていろいろ

行動を起こすのに別のいろんなことを考えないと、また同じような

年を過ごして、1年間前を向いてご飯を食べて、しゃべらずにしてと

かいうふうなのがまた起こるような感じがするので、もう少しこの

マスクっていうのを中心に、いろんなことをコロナ禍の中考えると

いう。難しいと思うんだけど、いろんな意見を出しながらいくとい

いなと思う。このマスクはいつ外せるのかなっていうのは、自分の

中でもいつも葛藤があるが、みんながどんなふうに思っているのか、

ちょっと聞きたいなと思う。 

        ◎） 保健体育課長が先日、市民の、ある団体の方たちが来られ、前任

の学校教育課長と２人で対応していただいたが、マスクを着けない、

必要ないという考えの人達も一定数増えてきつつある。学校の中で

は、校長たちはそういう価値観と、やっぱり感染防止、感染拡大防

止という視点でのこのマスクの効用は国も言っている。そういった

中で非常に困っているということもあるので、そういったことも含

めて先ほど言ったように、この新型コロナウイルスの影響をどうい

うふうに最小限、最小化していって、本来、学校が持つ機能を子供

や先生や保護者も含めて高めていくかといったことについて議論し

ていくということでよろしいか。（各委員同意） 

私から一つ。今度、野口遵記念館ができ上がる。延岡城・内藤記

念博物館も、今のところ９月オープンで進んでいる。こういう大き

な、何十年ぶりという市の建物ができて、そこでは、市民も含めて、

観光という視点も当然あるんだと思うが、以前ここで協議をさせて

いただいたように、これを市長部局に移すということについては、

我々としては、付帯事項として、これは、一つは教育の施設でもあ

るということを付帯事項としてつけさせていただいた。そう考えた

ときに、この二つの建物について、学校にどのように活用して欲し
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いかとかいったことは、我々としては、一旦、中を見たりしながら

議論をする必要があるのではないかなと思うが、いかがか。 

        ◎） 観光畑の人間として、この二つの施設というのはすごく楽しみに

というか、特に自分たちはアウトドアの人間だが、海が荒天であっ

たりだとか、そういう時の行く場所の一つとしても期待をしている。

自分たちが行ってもいないのに、勧めるっていうことはできないと

思うので、やはり学校に、授業であるとか、子供たちの教育に使う

っていうことであれば、やっぱり視察をして、何かの教育で使うの

に何かこういうのがあったらいいよねっていうものがあったら提案

させてもらう機会とかもあれば、提案させてもらうといいのかなと

思う。 

        ◎） やはり私もこの内藤記念博物館については非常に期待を持ってい

るが、特に学校の子供たちに、そこに行って見るっていうことだけ

ではなくて、そこに行って何らかの体験をする、何かを作るとか、

実際に自分たちが心と体を動かしながら、そこに行って学習ができ

るっていうような部分がやっぱり非常に大切なのかなと。見るだけ

っていうよりも、やはりそういった動きの中で学ぶっていうような

施設っていうか、そういったものを発揮していただけるといいのか

なと。その使い方、そういった部分については非常に共有していく

価値が大きいのかなと思う。 

        ◎） 自分も中学校の時に野口記念館の舞台に立って歌ったことがあ

る。中学校３年間。だから、やっぱり野口記念館っていうと、自分

がその経験したことっていうのが思い出されて、そして誇りに思っ

ている。皆さんの前で何かっていうことは、このコロナ禍の中でそ

んな大げさなことはできないかもしれないが、例えば、中学校の文

化祭にそれを使うとか、そこで舞台に立って舞台の感触を感じると、

人前に出ても物怖じしなくていい、そういう気持ちになる。みんな

同じなんだっていう感じが。今でもそのように思う。だから、子供

たちにもそんな経験をさせるとおもしろいかもしれない。それとや

っぱり郷土、延岡生まれの人が内藤記念館に行って自分たちのルー

ツ、そういうのを見るのも非常にいいと思う。県外からお客さんが

よくお見えになるので、そこに連れて行くことっていうのを楽しみ

にしている。延岡ってこんなところだと紹介できる。ある面では延

岡の人たちはＰＲが下手だなって思う。役所の人たちにしてもそう。

例えば、ここから宇目町を通って大分まで行くが、普通の道を通る

と、トトロの森とか、そんなふうにこうパッとこう書いてある。あ

あいうテーマがパッとこう出てくるもの、印象付けていくものって
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いうのが大事だと思う。それから、会社でお客さんが相当来られる

が、そこで会社の自慢話はしないようにしている。なぜかって言っ

たら、自分たちの役目はそういうものを、ものづくりをやっていて、

そういうものを作るのは当たり前なんだっていうこと。当たり前の

ことを自慢げに言ったらいけない。それよりも違う観点で、会社の

中で、印象深く残るもの、例えばこの内藤記念博物館とか、愛宕山

を見たら、あそこは何とか山って言って、人との出会いの山ですよ

とか、遠見の山を見たら、あれは延岡のダイヤモンドヘッドですっ

て言ったら、意外とお客さんってすごく印象づく。だから、延岡っ

てこういう田舎っていうことじゃなくて、この印象付けることをテ

ーマにしたことも大事だと思う。内藤記念館とか野口記念館とかい

っても、その中で、何か印象づけるもの、延岡では野口記念館で小

学校中学校は毎年文化祭をあそこで 12ヶ月間やりますよとか、そん

な人に誇れるもの、前にポッとこう言えるもの、そういうものを何

か考えて欲しい。 

        ◎） 内藤記念館とか野口記念館が良くなりましたよって言っても、敷

居が高かったりしたら、なかなか行こうという気にもならないし、

みんなが入れるように、そしてここに行ったら、こういう勉強がで

きるんだ、こういうものが分かったとかいうふうなことを、今言わ

れたように、何かポイントになるわけじゃないけど、そういうもの、

子供たちが飛びつくような会館にして欲しいなって思う。今までも

内藤記念館もあった、野口記念館もあったって言っても、なかなか

そこに行くのに、あそこ借りると高いしねとか、なかなか敬遠して

行かなかったというのもあるので、もう少しみんなが飛びつくよう

なポイントになればいい。こういうことを今月はやりますよ、こう

いうことをやりますよっていうふうな、皆がもっと飛びついてくれ

るような会館になるといいなあと思う。我々のときは内藤記念館イ

コール結婚式しかなかった。内藤記念館はそういうふうにしか考え

ていなかった。だから、今日雨が降ったからちょっと内藤記念館に

行ってみようとかいうふうになるといいなって思う。 

        ◎） 今のような議論をするためにも、どういうふうにこの活用を、学

校教育、社会教育あたりで図っていくかということを議論すること

を今度やるということでよろしいか。（各委員同意） 

        ◎） 今ベンベルグ工場のところに旭化成の展示場があるが、旭化成の

世界シェアを取っている話であるとか、過去のオリンピック選手の

紹介であるとか、あれが一つの観光になっていて、そういう内容が、

野口遵記念館が新しくなって、こっちに移るのか伺いたい。 
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⇒） 野口遵記念館に作る予定のギャラリーというのは、野口遵氏の顕彰

ギャラリーということなので、旭化成の展示場は旭化成の歴史等の展

示ということになるので、全く別物である。 

       ◎） ２ヶ所に増えるということになるかと思う。今のことも含め、どう

いうふうにして活用していくか。二つのことだけではなく、他にも延

岡にはたくさんの学ぶべきものが、例えば西郷隆盛の宿陣跡の記念館

等もあるので、そういったところも含めてどう使っていくかというこ

とを幅広く検討していくという時間を取りたいということでよろしい

か。（各委員同意） 

大体マストなものが見えてきたような気がするので、1 回で終わら

ないものもあるかもしれないので、それを今から事務局で整理をして

計画を立てるということで、ここにある内容を全部できるとは限らな

いが、今お話いただいたことについては、計画的にやっていきたいと

思う。ちなみに授業とか、先ほど言った、以前、伊形小でＩＣＴ活用

の授業を見て、そのあと議論しましょうということにしていたら、コ

ロナの影響で出来なくなった。例えば、こういったところは学校でや

って、学校の授業を見たりとか、先生方の意見を聞きながらやろうか

という、そういうご意見はないか。 

       ◎） 授業っていうことになると、やっぱりこのＩＣＴ教育。ハード面に

ついては非常にこう厚く各学校になされているので、それをいかに使

って子供たちの学力を上げている授業がなされているのかっていう部

分については見たいなという感じがする。 

       ◎） ここは皆さん一緒ということでよろしいか。（各委員同意）では、

前回できなかったことについては引き続き、どこの学校になるか、ま

た学校教育課に調整していただくが、ＩＣＴを活用した授業を 1 回見

て、それについて議論をしたいと。そのついでではないが、今回はわ

かあゆ教育プランで目指す子供の姿というものを出したので、それと

ＩＣＴとの絡みみたいなところについても一緒に議論できるといいの

かなと思う。 

       ◎） 今後の中学校の部活動、それをどのように考えているのか。新聞紙

上では、来年 2023年に、もう何か変わるような話になっていた気がす

る。延岡としてはどういうふうに考えているのか伺いたい。 

       ◎） この部活動のことについても、できるだけ議論をする。それを、先

ほどの体力向上等と絡めるかどうかもあるが、本当は別物だと思うが、

そういったことも含めて、また事務局の方で整理をしていきたいと思

うがよろしいか。（各委員同意） 

それでは大体、本年度協議する内容が見えてきたかと思うので、こ
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れらの案件を事務局の方でまとめて協議をしていきたいと思う。また、

協議すべき新しい案件が出てくる可能性もある。そういったことにつ

いてはその都度、事務局から提案をさせていただきたいと思う。委員

の方からも、やっぱりこれはやるべきじゃないかっていうことがあれ

ば、随時ご要望いただければと思う。 

 

◎ その他     

  ◆５月定例教育委員会の日程について（総務課） 

   ● ５月定例教育委員会については、５月２５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。 （１４：３５） 

 

 

 


