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●令和３年度 第２回 日南市総合教育会議 会議録 

 

R04/07/28 総務課（総務係）作成 

 

１ 日 時  令和４年７月２５日（月） １３時２８分～１４時０６分 

 

２ 場 所  日南市役所 プレハブ会議室（北３０２号室） 

 

３ 出席者  日南市長   髙 橋  透 

       日南市教育委員会 

          教育長 都 甲 政 文 

          委 員 郷 谷 純 一 

          委 員 黒 木 由 香 

          委 員 別 府 信 一 

          委 員 八 木 真紀子 

       総合政策部長 若 松 敏 郎 

       教育部長   田 中 さゆり 

 

４ 事務局  総務課   課長 仲 衞 正 訓 

        補佐兼総務係長 渡 辺 伸 也 

       学校教育課 

学校教育担当監 藤 岡  博 

補佐兼教育係長 原 村  聡 

管理係長    佐 藤 ますみ 

管理係主査   蛯 原 孝 祥 

       生涯学習課 課長 長 本 公 介 

 

５ 協議事項 (1) 日南市内の高校を考える意見交換会について 

(2) 人幸塾～集まれ！教員を志す生徒たち～について 

 

６ 会議録  別紙のとおり 
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○仲衞課長 

定刻より少し早いですが、皆さんおそろいですので、ただいまから令和４年度第 1回総合教育

会議を開会いたします。私は総務課の仲衞と申します。よろしくお願いします。 

本日は皆様ご多忙中、ご出席いただきましてありがとうございます。お手元にお配りしており

ます、会次第により進めさせていただきます。 

会次第の 2番目になります、市長の挨拶になります。髙橋市長、よろしくお願いします。 

 

○髙橋市長 

本日は、暑い中でのご出席ありがとうございます。コロナの第 7波が、全国で爆発していまし

て、ご案内のように日南市ももう３桁の 120名超ですか。感染者数をみると、びっくりして、

不安もあると思っています。 

ご案内のように、若い世代で感染が広がっていまして、まずそこの感染が家族内でまた広がっ

ていく感じです。 

ワクチン接種がなかなか行き届いてないところで、感染の拡大になっていることでありますの

で、改めまして理解をいただきまして、ワクチン接種をお願いしたいというふうに思っておる

ところであります。 

 

この教育総合会議につきましては、昨年、初めて参加しました。 

日南市の課題というのは、何としても、市外への子供たちの流出だということであります。 

これは、高校進学に限らず中学校からも、流出をしているところでありますので、その色々な

意見をいただきながら、その対策をなんとかと思っているところであります。 

そちら説明もあると思いますが、様々な課題について、委員の皆様方からご意見を賜りながら、

解決をして参りますので、よろしくお願いいたします。 

 

○仲衞課長 

それでは次に、会次第の 3番「協議事項」です。 

総合教育会議につきましては、関係法令の規定によりまして、公開することとされております。 

本日の会議は、市の広報紙で傍聴者の募集いたしましたが、傍聴者はいらっしゃいませんでし

た。 

また、後日、本日の会議録を作成いたしまして、市のホームページで、公開をするということ

になっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

それではここから髙橋市長が座長になりまして、進行していただきます。 

市長よろしくお願いいたします。 

 

○髙橋市長 

それでは私の方で進めて参ります。 

まず協議事項、議題 1、「日南の高校を考える意見交換会について」であります。 

学校教育課の説明をお願いいたします。 
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○原村補佐 

皆さんこんにちは。学校教育課の原村といいます。 

私の方からは、日南市内の高校を考える意見交換会について事業説明をさせていただきます。 

資料は、1ページになります。 

先ほど市長からもお話がありましたように、現状としましては、日南市の子供たちの約 2 割が、

市外の高校に進学している状況でございます。 

特に市内の高校においては、少子化による影響もありまして、入学者数の減少が顕著な状況と

いうことです。 

このような状況を受けまして、高校校長等での意見交換会を行い、市内の高校の課題、市内高

校の考え及びニーズと、様々な視点から意見を伺いながら、市と高校が連携して、高校の魅力

向上を図り、市内高校への進学者を増やしていくような取り組みを行っていくということで、

この事業を昨年度より実施しております。 

 

現在、2回の意見交換会を行いまして、先日、実務者会議を 1回実施しております。 

その状況をご報告いたします。 

まず、この意見交換会のメンバーですけども、市長、副市長、教育長、3校（日南高校、振徳高

校、日南学園）の校長、及び中学校校長会の会長、現在は吾田中学校の末吉校長が会長という

ことで参加をしていただいております。 

 

2ページの方をご覧ください。 

まず、第 1回の昨年度行われました意見交換会の意見等としましては、資料（1）日南高校につ

いてですが、校長先生より、市内進学率 80％以上を目標として進めていただきたいというのが

ありました。 

なぜ 80％以上かというと、日南高校は現在定員が 160名です。 

入学者数が、例年 100名前後を維持しているというような状況です。 

このまま 100名という状況が続くと、現在の日南高校は 1学年で 4クラスですが、この 4クラ

スが維持できないという状況。 

このまま入学者数が 100名程度であると 3クラスになるということですね。 

それに伴いまして、職員数が減ってしまう、職員数が減ると、子供たちへの教育、きめ細かい

指導がなかなかできないということで、できれば目標として 80％以上を目標にしていただきた

いということでした。 

 

次の 2番の高校説明会についてです。 

開催時期等についてですが、通常は高校の説明会というのは、中学校 3年生を対象に行ってお

ります。 

しかしながら中学校 3年生となると、もうすでに進路が決まっているということで、高校の魅

力を発信して、より多くの子供たちに入学してもらうためには、それ以前の学年での説明会等

の実施をした方がいいということで、高校の意見としては、中学校 2年とか、1年生での段階で

説明会を実施した方がいいのではないかということでした。 

また開催方法・伝達の仕方については、高校側もいろいろ努力をしているということですけど

も、なかなかうまくいってない状況というのもありまして、伝達方法については高校でもいろ
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いろ検討をしていきたいということでした。 

 

あと 3番の高校の周知です。 

これ振徳高校から意見があったんですけども、振徳高校は色々な行事等で事業等を行っており

まして、ホームページでその都度、広報をしまして、充実を図っているということでしたけど

も、実際、中学生に対するアンケートをとったところ、ほとんどのお子さんがホームページ等

を見ていないということで、その点も含めて、生徒への伝え方を今後検討していく必要がある

ということでした。 

 

4番の市への要望につきましては、検定試験料の補助を、できればお願いしたいということでし

た。 

この検定試験料というのは、色々な資格試験等がありますが、やはり一番多かったのが、英語

技能検定、英検と言われるものです。 

結局、英検の 2級、3級以上とると、大学入試に有利だということで、そのあたりの補助もお願

いしたいということでした。 

 

新たな市内回覧の活用、現在は、各高校の状況等は広報紙で載せておりますけども、そういっ

たのを十分活用していきたいということでした。 

 

高校に特化した社会人登用、これ日南学園から出た意見ですけども、なかなか技術系の先生が

いないということで、すぐれもん講座というのが日南にはありますので、そのあたりで高校に

特化した形での派遣をお願いできないかということでした。 

 

続きまして、第 2回の意見交換会の報告をさせていただきます。 

こちらの方は、5月に実施しております。 

まずは、各校の、今年度の入学者数の推移等について説明をいただきました。 

まず、日南学園から出たのですが、皆さんご存知だと思いますが、今年度から宮崎市内の私立

学校が日南方面に通学バスを走らせているということがありまして、宮崎市等への流出が顕著

な状況が出ているということでした。 

3校とも入学者数については、今年度も苦戦をしているという状況でございました。 

 

次に、2番の地元に生徒が残る取り組みについてです。 

振徳高校から意見が出たのですが、地元に生徒が残るためには、やはり就職先の確保というの

が課題ということでした。 

市長の方から、その会議でご紹介があったのですが、地元の企業で、いろいろ取り組まれてい

るところもありますので、ぜひそういったところで、インターンシップを経験させたいという

ことでございました。 

 

3番の、高校の魅力発信についてです。 

先ほども説明しましたように、できるだけ早い時期に高校を紹介してもらう機会が必要である

ということで、日南高校については、すでに中学生を対象にした学習支援寺子屋というのを行
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っております。 

日南振徳高校につきましても、現在企画中でありますけども、子供たちの夏休みの自由研究の

手伝いを高校生がするような事業を現在企画中ということでございました。 

あと、小学生を対象に、学校紹介のパンフレットを配布するのはどうでしょうかという意見も

今回出ました。 

 

過去 2回の会議でいろいろな意見が出まして、それらが実現可能かどうかを検討していくとい

うことで、7月に実務者レベルの会議を実施しております。 

3ページをご覧ください。 

こちらの実務者会議は、各校から 1名参加をしていただいております。 

主に、教務主任、教頭先生、あとは広報担当の先生が参加されております。 

 

この時に協議した内容は、先ほど高校の意見交換会では、中学校 1、2年生を対象にした高校合

同説明会等を実施するのがいいのではないかということだったのですが、合同説明会を開催す

ると、それぞれの学校が自分たちのメリットを言い合う場になってしまって、生徒の奪い合い

になるのではないかという意見も出ました。 

そしてまた各校のメリットを伝えにくいという意見もありました。 

 

あと教諭の意識改革も必要なため、中学校の教諭を対象にした説明会も実施してはいいのでは

ないかという意見もございました。 

そして小学生に学園祭等に参加してもらって、高校の雰囲気を知ってもらうっていうのも有効

ではないかということでした。 

 

色々な意見が出たのですが、今回の意見を教育委員会の方でまとめまして、今後については、

次回の会議で、教育委員会の方から方向性を提案して、詳細を決定していくという流れで考え

ております。 

意見交換会についての事業説明は以上でございます。 

 

○髙橋市長 

はい、ありがとうございました。 

今の説明に対してご質問なり、ご意見ございましたらお願いいたします。 

 

○黒木委員 

市内進学率 80％ということで、理由として、児童数が減るとクラスが減って、教育の質が落ち

るということだったのですが、理由としてはそれだけですね。 

少子化というのはもう見えていて、わかっていることで、何もしなくても子供が減っていくの

もわかっていることで、クラスが減っていくのも必然的なことで、それに対しても、そういう

状況になったときに、教員数を確保する手だてを考えるとか、そういった補助的な方を確保す

るとか、質が落ちない努力をする方法を考えられたりとかはするのかな、という質問なんです

けど。 
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○原村補佐 

日南高校としては、クラス担任が減るというわけではなくて、先生を確保することによって、

いろんな少人数とか、そういった対応が、今の状況では十分できていると。この水準を維持し

たいというのが一番大きいということでした。 

少子化になって全体数が減っていけば、もうそこは担任の数等は仕方がないと思うのですが、

今現状で見る限りは、やはり 80％というのが譲れない条件ではないかということで意見を出さ

れております。 

 

○髙橋市長 

まだ、（こどもの）全体数から言って確保できる、まだ子供の数があるという前提で言ってら

っしゃるんですよね。 

80％いうのはね、128名。80％で 4クラス確保できるので。 

この 4 クラスが 3 クラスになると、そこに県教育委員会の決まり事が確かあるはずなのですよ。 

例えば、専門教官を置けませんよとか、そして部活も担当してくれる人たちがいなくなるので、

そういったことでまた魅力もっと下がるので、いわゆる拍車をかけている、進学しない。 

なんかそういうことを校長先生がおっしゃっていたと思います。 

絶対数が、がくんと下がっていけば、その対策をどうすればいいのかというので、おっしゃる

ようにこの県教委の方針を変えてもらって、3クラスでも専門教科担任先生が派遣をお願いしま

すと、正職員じゃなくてもいいじゃないですかっていうところです。 

 

○黒木委員 

やっぱり高校になると専門性がでてくるので、スポーツに特化した子であったり、自分のその

先を見据えた進学を考えると思うんですよ。 

なので、やっぱりそういう学科がある高校を選ぶってなると、市外流出は否めない。 

どうかなっていう気は、私も息子が中 3の受験生でいるのですが、学校を選ぶときに、周りの

こういった情報を見ると、その将来を考えた上でいう進学するということ。 

 

○髙橋市長 

先の選択になるので・・・ 

 

○黒木委員 

なかなか現状、このままで、というと、留めるのは難しいじゃないかなと思う。 

いろんな取組をしてもやっぱりそれを上回る、ちゃんとした評価だったり、いろんな学科があ

る学校が実際に宮崎市内だったり、そういう取組をすれば、知らせればどうにかなるとかいう

ことでもない気がするのと、あとやっぱり実際自分の先輩ですかね、私も実際、今年、高校説

明会を市内の高校と市外の高校と受けたんですけど、日南高校だったかな、卒業生のビデオレ

ターみたいな、楽しいよっていう、自分は細田中なんですけど、細田中を卒業した先輩方は、

楽しいよっていうメッセージを子供たちに投げかけた時に子供たちが一番食いついて見ていた

し、私たち保護者もやっぱり知ってる子たちの声だったり姿だったりするのを見て楽しそうな

なんだなとか、卒業生の声を聞かせるとか、そういう方法の方が、子供とか保護者に伝わりや

すいのかなっという気はしました。 
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○髙橋市長 

いい意見をいただきました。 

 

○原村補佐 

次の実務者会議がありますので、そこでもいろいろ意見を、こちらの方から提供していきたい

と思っております。 

ありがとうございます。 

 

○郷谷委員 

関連してですが、3校の高等学校に在籍している子供たちが、日々の学校生活で、今はネットが

普及していますので、小学校も中学校も、総合的な学習の時間がありますよね。 

ですから、適宜、進路学習と銘打って、その 3高校の、いわゆる学校の内容とか、学科の紹介

とか、部活動の紹介も含めてですね、そういうふうなやつを、適宜、年間通してされると、子

供たちも、学校の内容を知ることができるし、さっき意見で出ましたように、学校説明会は、

各学校ごとの PRをしなければいけないもんだから、3校合同での説明会というのは、なかなか

厳しいかなというふうな印象を持ちました。 

ですので、そういったようなことで、3高校の魅力が、子供たちが選ぶときには、満足度とか魅

力がある学科とか、そういうものを多分見るだろうと思うんですよね、部活動とかですね。 

なので、そういうふうなことを含めて、適宜、小学校・中学校の子供たちに、3校の内容を知っ

てもらい、そういう時間を年間通して、各学校で工夫されているというのもひとつの方法では

ないかと思います。 

 

それから私も、県立高校の再編の問題の会議で出たことがあるんですけれども、これだけ少子

化が進んでくると、いずれは、こちらの県南地区、それから西諸県あたりもかなり厳しい状況

になっていますよね。 

それなのにまた市外に出ていくわけですからね、残った生徒で、日南、振徳高校、日南学園に

進学していくということですから、もう厳しいことはもう目に見えているわけですが、そうい

ったことも含めてですね、子供たちは、いわゆる高校を選ぶ時、何をもって選んだかというこ

とを、アンケートなりしてみてはどうだろうか。 

 

例えばですよ、日南高校は、今普通科だけですね、探求科学コースと普通コースと分けてある

と思うんですが、4クラス 160名でしょ。ところが、計数は 160名あるのに、100名ぐらいしか

入学してないということは、多分、今現時点で、中学校の卒業生の数と、3 高校の学科の定員は、

高校の定員の方が多いのではないですかね、実際は。 

それに 2割、市外の方に行ったら、これはもう大変ですよね。 

 

だからそういうふうなことも相対的に考えながら、どうして 3高校の魅力ある学校づくりをす

るかということは、大きなテーマじゃないかというふうに思うんですが、例えば、日南高校の

普通科だけしかないので、その学科だけでいいのか、普通科しかないですよね。 

振徳高校は、三つの高校が統合したもんだから、2学科ずつ集まってきましたね。だから、6学
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科ですよねと 240名定員で、今何名在籍してるかもしれませんが、いろんな学科が置いてある

と思うんですけど。 

日南学園を色々な学科が多くあるんですけども、そういう学科もですね、さっき言いましたよ

うに、高校の一つの魅力ではないかなというふうに思うんですよね。 

いわゆる専門性を高めるというか、即就職に繋がっていくとかですね、いろんな資格がとれる

とかですね、そういうふうな全体のことを考えられ、何とかこの魅力のある 3高校にする努力

を、すでにされているとは思うんですけど、そういうことも必要じゃないかなというふうに思

います。 

 

○髙橋市長 

学校教育課、絶対数、いわゆる定員と入学者数はカツカツだと思うんだけど、高校再編で、県

教委が動き出すからかもしれない。 

 

○原村補佐 

それぞれの定員と入学者数の関係はちょっとまたこちらの方でも、詳細の確認をさせていただ

きたいと思います。 

あと郷谷委員が言われました各校の総合の時間を使って、高校の魅力を伝えるっていう話なの

ですけども、実際、実務者会議でも、高校の先生の方からぜひ高校に各学校ごとでも来て欲し

いという意見もありましたので、そのあたりも、今後魅力発信ということで、こちらの方でも

考えていきたいと思っております。 

ありがとうございます。 

 

○髙橋市長 

映像配信はいいかもしれん。 

合同では、なかなかやりにくいかもしれないが、映像配信はいいと思う。 

そして、今、オープンキャンパスじゃないけど、そんなのやるんでしょ。 

高校に行ってもらう。 

 

○原村補佐 

案内とかは学校には出しているってことだったんでそこも含めて映像で、ていうのをちょっと

考えています。 

 

○八木委員 

私は 4人こどもがいまして、3人は市内、ひとりは外に出たんですけど、これ日南の子供たちの

特徴として、とても技術が学べるとか、資格が取れるっていう、そういうのを望む子がたいへ

ん多いと言われるかなと思ってます。 

 

私は日南高校だったんですけど、やっぱり、市外の普通科に行く子も多いと思うんですよね。 

その時の日南高校の校長（県の黒木教育長）にお願いしたのは、120人生徒がいて、その時に、

国公立に約半分受かったんです。 

でもそういうことを地元の中学生は知らないので、垂れ幕つくってくださいとお願いしたら、
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わかりましたと言っていただいたんです。 

 

あと、宮崎市内の高校では、すごく先生と生徒の仲が良い。 

それは職員室の前に机を並べて、放課後に何か勉強するとか教えるスペース作って、それがす

ごく人気があるんですよと。市が作ってくださったようです。 

そういう、小さい学校って、先生とすごく仲がいいんです。 

子供たちが大好きな先生の教室に、例えば家庭科室の先生のところに行ったりとか、物理の先

生とか、好きな先生がいて、アットホームっていうのが、うちの子たちは日南高校を出たんで

すけど、小さい学校のそういう良さみたいなことを、もっと言ったらいいのかな。 

やっぱり市外にっていうのは、外に羽ばたきたい子とかが多いので、そういう子供たちは、な

かなか地元に帰る子は少ないっていうのが経験ですので、地元の高校に行っていた子とかは、

何か夢がある子とか、地元に帰ってきているんですね。 

もう不思議なんですが、日南市内に次男とか三男とかの子供たち、結構いるんですよ。 

医師だったりとか、公務員ですとか、幹部さんとか、学校の先生とかがたくさんいるんですけ

ど、そのやっぱり地元に通うってことは、地元のそのいろんな分布とか仕事が、繋がりとかそ

ういうものをはぐくむことは大事だと思うので、そういうところで私はやっぱり地元の高校も

通っていますよと、良いことだと。個々の友達とかですね。友達の友達とかですね。 

 

○髙橋市長 

他にご意見等ありましたら。 

別府委員どうぞ。 

 

○別府委員 

すいません先ほどの八木委員の意見と重なる部分があるんですけど、長男が日南高校に入学し

た時に、その校長先生から伺ったのが、大学進学率というところに関しては、市外に行く私立

高校と比べて、逆にメリットの方が大きいという意見を直接聞くことができました。 

特に、その移動時間のところの、リスクとかそういったところも考えると、市内の日南高校で

十分大学が目指しているということで聞いたので、そういったそのメリットの部分っていうの

を、うまくいかに発信していくことが必要なのか、また、それを全然知らない保護者さんの方

もいらっしゃるのかなと思いましたんで、そこら辺をうまく PRされるといいのかなと思ったの

がひとつ。 

 

あとひとつお伺いしたいのが、1番の 1ページの「市内の 2割の子供が市外の高校に進学してい

る」というのは、それは、今現在、中学生から高校に行く生徒が 2割なのか、それとも小学生

から中学校に行くも含めてということなんですか。 

 

○原村補佐 

この数値は、中学校の卒業生、市内の中学校を卒業した子供たちが、市外に出るか市内残るか

という率になります。 

 

○別府委員 
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ありがとうございます。 

 

○髙橋市長 

他ございませんか。 

市内の高校の魅力、そこのことを子供たちにまだまだ知ってもらわないといけないという課題

があるなということを、別府委員の意見からもわかりました。ありがとうございました。 

いろんな対話が必要ということでしょうかね。 

お父さん、お母さん方に知ってもらう、退職された山田校長が「日南高校だから、レベルの高

い大学からの推薦が取れるんだよ」と言われたこととか。 

これが宮崎の学校だったら取れないらしいですね、評価点が必要なんですよね。 

だから、みすみす、そういう大学に行くチャンスを逃している子いるんだよってことで、過去

に校長が言っていた記憶があります。 

そこら辺が、保護者や子供たちに伝わると、いいですね。 

はい、ありがとうございます。 

 

 

○髙橋市長 

次の、議題の 2に入りたいと思います。 

「人幸塾～集まれ！教員を志す生徒たち～」についてであります。 

学校教育課の説明をお願いします。 

 

○藤岡担当監 

日南市教育委員会の藤岡でございます。 

私の方からは、「人幸塾～集まれ！教員を志す生徒たち～」についての事業説明をさせていた

だきます。 

資料の 4ページをご覧ください。 

対象者を市内の高校に在籍し、小中学校の教員を志望する生徒といたしました。 

事業目的をキャリアも教育の一環として、南那珂地区で教員になることの魅力を伝え、生徒の

進路選択に繋がる機会を設けることといたしました。 

 

5ページをご覧ください。 

期日は令和 4年 8月 4日月曜日、場所はまなびピア。 

内容は、まずは教育委員会から、教員採用試験や教職員異動の概略について説明をいたします。 

その次に、先輩教員から、教員になったきっかけ、教員としての業務内容、やりがいや喜び。 

南那珂地区で勤務するメリットについて、小学校、中学校、各 1名の教員から説明をいただき

ます。 

現在のところ、1年生 5 名、2 年生 4名、3 年生 9名の 18 名の高校生が参加を予定しております。 

以上です。 

 

○髙橋市長 

ありがとうございました。 
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説明に対して、皆様方からご質問ありませんでしょうか。 

 

○郷谷委員 

今、担当課の方から説明がありましたが、この人幸塾についてです。 

最近、教員になる子供さん、大学生の方が少ないですよね。他のところに行って、数が少ない

んではないんですか。 

それを考えられてというか、この人幸塾を立ち上げた経緯は、何かあったのですか。 

教員志望が少ないからということですか。 

 

○都甲教育長 

私がやってみようかという話をしたんですけど、実を言うと、今、平成 30年以降の採用は、エ

リア指定で、できるのですよ。南那珂指定とかですね。これは南那珂地区、日南・串間、宮崎、

北諸あたりが、本拠地として動けるという採用なんですよ。 

ていうのは、教育が、宮崎とかに集中しまったからなのですよ。 

それもあったものですから、それを端にして、やっぱり地元で地元の子供たちを教えるってい

うのは、みんなということで、始めました。 

 

これをきっかけに、例えばこの高校 1年の子が、来年はまた友達を連れて来たりですね、もっ

ともっと深い話をしていってたから、教員に対する魅力をどんどん探っていきながら、気持ち

の準備をしていきながら、学校の先生になってほしいというところです。 

ちなみに、そのエリア指定で、現在、小学校に 27名入ってます。中学校に 11名入ってます。 

だんだん多くなってですね、この南那珂エリアを希望する、受験する人が増えてですね、そう

いう状況なので、だんだん、こういう地元の講師の人たちが教えるっていうのが、定着すれば

いいなと思っています。 

ここで基礎的な気、心構えっていうスタートをしてもらって、大学の 4年間を頑張ってもらっ

て、採用試験を受けるということで、何かしらの反応の数が、そういうのがあればなと思って、

今回初めてやるとですね。 

 

○髙橋市長 

全体の志望者は減っていることも事実ですね。 

やっぱり学校現場にいろいろ気にすることもあるんですよ。 

それ今、改善されつつある働き方改革で。 

 

○都甲教育長 

そうですね、職場の環境を変えていきながら、 

 

○髙橋市長 

ここは同時並行でやっていかないとやっぱり、例えば介護職場がそうじゃないですけど、最初

にできたころはみんなこう、振徳の学科なんか皆、競争していますよ。 

もう、今、定員割れも大変なんですけど・・・これを今度始めるのですね。 
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他、今の件に関してよろしいでしょうか。 

何かご意見とかありませんか。 

 

それではですね、本日準備しました協議事項は以上であります。 

それでは進行の方ですね事務局の方にお返しします。 

 

○仲衞課長 

それはで、次、会次第のその他になりますが、委員各位より何かございませんでしょうか。 

 

○髙橋市長 

放課後（こども教室）の教室、あそこ普通教室を使ってるんじゃないんですね。 

たまたま、気が付いたんだけど、冷房がないというふうになっているので。 

 

○長本課長 

放課後こども教室につきましては、普通教室以外のところを使っています。 

今年度、設置のための予算はいただいたのですが、昨今の部品調達の問題で、なかなか冷房は 1

学期中には設置ができませんでした。 

出来れば 2学期が始まる前には付けたいなと思ってます。 

 

○髙橋市長 

教育長の責任（権限管轄）だから、普通教室を使用するなど、臨機応変に対応できるのかなと

思って、 

 

○都甲教育長 

幸い、放課後こども教室は夏休みやらないので、ただ、学期中でも、暑いときは、時期的には

子供たちがもう入った教室に移動してやってるとこもあります。 

 

○髙橋市長 

そういう臨機応変内対応をやっていただいてるんですね。 

 

○都甲教育長 

何とかそこのところは、うまくやりくりしてもらってます。 

 

○仲衞課長 

その他、委員の方から何かご意見等ございませんでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

以上をもちまして令和 4年度第 1回日南市総合教育会議を終了させていただきます。 

ありがとうございました。 


