
■　平成30年6月　定例県議会　答弁一覧

NO ｷｰﾜｰﾄﾞ 問　　い 議員名 所属 年 期 答　　弁 担当課

1
特別支援

：施設整備

明星視覚支援学校に、視
覚障がい者が情報取得に
必要な点字ディスプレイ
を更に整備できないか伺
いたい。

重松　幸次郎 公明党 30 6

　
点字ディスプレイにつきましては、点字を使って学習をしている視覚障がい者が、効果的に情報を得たり、活用したりできる

ということから、将来の自立と社会参加に有効な支援ツールの一つであると考えております。
県教育委員会といたしましては、明星視覚支援学校の幼児児童生徒のニーズや実態を考慮しながら、点字ディスプレイを含む

支援機器の整備充実に引き続き努めてまいりたいと考えております。
特別支援教育課

2 読書・図書
県立図書館における障が
い者サービスの取組につ
いて伺いたい。

重松　幸次郎 公明党 30 6

県立図書館では、障がいのある方の読書活動を支援するため、大活字本、音声録音図書などの収集や拡大読書器の設置を行っ
ております。

また、重度の障がいにより図書館への来館が困難な方のために、資料の郵送サービスを行うとともに、視覚障がいのある方
や、高齢や病気など、本を読むのにお困りの方のために、音声録音図書や再生機器の貸出を行っております。
　さらに、県内図書館職員を対象に、障がい者サービスに関する研修を行い、職員の資質向上に取り組んでおります。
　今後とも、県民の皆様のニーズ等を踏まえながら、障がい者サービスの充実に努めてまいりたいと考えております。

生涯学習課

3 読書・図書

知事は「日本一の読書
県」を提唱しておられる
が、その取組について伺
いたい。

重松　幸次郎 公明党 30 6

私は、この読書というものが豊かな人生を生きていく上で欠くことの出来ない大変重要なものであると考えまして、県民の誰
もが読書に親しむ「日本一の読書県」を提唱したところであります。

その取組としまして、例えば県立図書館では、県民の方々が希望する図書を県立図書館から最寄りの図書館に、素早く配送す
るシステムを構築しているところであります。このところ、都城や小林、また延岡市など新しい図書館でありますとか、図書
コーナーなどができて、大変快適でしかも町の賑わいを見て、これはもう読書の気運を高める大変大きなきっかけになるものだ
というふうに考えておりまして、県立図書館とそういった施設との連携を深めることも大変重要であると考えております。

また、学校におきましては、朝の時間を使った一斉読書や、学校図書館を利用した調べ学習、ＰＴＡや地域と連携をした読み
聞かせなどの取組を行っているところであります。このほかにも、広報番組を使いました県民へのおすすめ本の紹介や、読書に
関する県民フォーラム、また、県民のアイディアを生かした読書事業などを行っているところであります。

また、先ほど教育長から紹介がありましたように、障がいのある方が読書を楽しむことができるような環境整備を行うなど、
さまざまなこういった取組で「日本一の読書県」を目指して機運を高めてまいりたいとそういうふうに考えております。

生涯学習課 ★

4 障がい者雇用
障がい者の雇用の現状と
採用試験における対応に
ついて伺いたい。

重松　幸次郎 公明党 30 6

 
県教育委員会におきます平成２９年６月１日現在の障がい者雇用者数は１７０人で、雇用率は法定雇用率を上回ります２．５

５％となっております。教職員の採用試験におきましても、障がいのある者を対象とした特別選考試験の実施や、受験者の要請
に応じて、手話通訳の準備や点字問題の作成など、障がいのある方が受験しやすい環境づくりに努めているところでございま
す。
   今後とも、教育現場における障がいのある方の雇用促進に努めてまいりたいと考えております。

教職員課

5 医師育成

宮崎大学医学部医学科の
本県出身者が昨年度より
減少していることについ
て、教育長の見解を伺い
たい。

田口　雄二
県民連
合宮崎 30 6

　
本県出身の宮崎大学医学部医学科への入学者につきましては、年度によって増減がありますけれども、医師の確保というのは

県政の緊急かつ重要な課題であり、そのためにも地元宮崎大学への進学者を増やすことが必要であると考えております。
このため、各学校におきまして、進路説明会や三者面談等を通じまして高校生が県内の医療について知る機会をより一層増や

し、本県の医師不足の現状をしっかりと捉えられるように、努めてまいりたいと考えております。
高校教育課

6 医師育成

宮崎大学医学部医学科の
本県出身者の増加に向け
て、県教育委員会として
はどのように取り組んで
いるのか伺いたい。

田口　雄二
県民連
合宮崎 30 6

　
宮崎大学医学部医学科の本県出身者の増加に向けた取組としまして、平成１８年度入試からの地域枠推薦入試、平成２１年度

入試からの地域特別枠推薦入試の導入を受けまして、県といたしましては、制度の理解を促し、積極的な利用を進めてまいりま
した。

例えば、推薦入試制度の趣旨や目的につきまして、宮崎大学医学部の実施するオープンキャンパスに職員を派遣し、生徒や保
護者に向けて説明を行っております。

さらに、平成２３年度から延岡高校の理数科をメディカル・サイエンス科に改編するなど、医師確保という地域課題の解決
や、より質の高い学びを提供する体制を整えたところでございます。
　今後も、宮崎大学や関係機関と連携を図りながら、本県医療を担う人材の育成に取り組んでまいりたいと考えております。

高校教育課

★…知事答弁、◆…副知事答弁、◎…総合政策部長
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7 教員採用

教員採用選考試験の競争
倍率が低下しているよう
だが、その推移及び要因
について伺いたい。ま
た、受験者を確保するた
めにどのような取組を
行っているのか伺いた
い。

田口　雄二
県民連
合宮崎 30 6

　
教員採用選考試験の競争倍率につきましては、平成２５年度は１０．６倍でありましたが、２９年度が４．７倍となっており

まして、５．９ポイント下がっております。
これは、ここ数年の退職者の大幅な増加に伴い、採用予定者数が増えていること、これに加えまして、応募者数が少しずつ

減っているためと捉えております。
県教育委員会では、人材を確保するため、本年度から、受験年齢の制限を実質的に撤廃するとともに、他県の現職教員などを

対象とした特別選考試験の出願要件を緩和するなど、より受験しやすい環境を整えたところであります。
また、本年度からは、大学生などを対象としたガイダンスを県内外で実施することとしており、引き続き、優秀な人材の確保

に努めてまいりたいと考えております。

教職員課

8 教員採用
教職員の再任用の状況に
ついて伺いたい。

田口　雄二
県民連
合宮崎 30 6

平成２９年度末、退職者における、本年度の再任用の状況につきましては、小学校は、退職者１４６人に対しまして、再任用
者６０人、率にして、４１．１％。中学校は、退職者６８人に対しまして、再任用者２６人、率にして、３８．２％。

県立学校は、退職者６４人に対しまして、再任用者３８人、率にして、５９．４％であり、合計いたしますと、退職者２７８
人に対しまして、再任用者１２４人、率にして、４４．６％となっております。

教職員課

9 教員採用
本県の臨時免許状の校種
別授与件数について伺い
たい。

田口　雄二
県民連
合宮崎 30 6

本県における、平成２８年度の臨時免許状授与件数は、小学校６１件、中学校１６６件、高等学校１２３件、特別支援学校２
０件、その他幼稚園等３件の、合計３７３件となっております。 教職員課

10 教員採用

正規の免許状でない、臨
時免許状で授業を行うこ
とは、本来好ましくない
ことだと考えるが、教育
長の見解を伺いたい。

田口　雄二
県民連
合宮崎 30 6

　
　臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用できない場合にやむを得ず授与される免許状であります。

近年、学校の小規模化や特別支援学級の増加等により、当該校種や特定教科の免許状を有する者を、十分に確保できない状況
にあります。

県教育委員会といたしましては、計画的な正規職員の採用に努めるとともに、臨時免許状で教える者への普通免許状の取得促
進や、小規模校における兼務の推進など、普通免許状を有する教員の確保に努めてまいりたいと考えております。

教職員課

11
再編整備・

高校教育整備計
画

今後の県立高等学校再編
整備に対する知事の考え
を伺いたい。

武田　浩一
自由民
主党く
しま

30 6

　
今後の県立高等学校の再編整備におきましては、少子化が進行し、生徒数の減少が見込まれる中、地域の実態等も踏まえなが

ら、保護者・生徒の多様なニーズに適切に配慮しまして、魅力と活力のある教育環境を提供する必要があると考えております。
次の整備計画の策定にあたりましては、本県の高校生に、より良い教育環境を提供するという観点から保護者や教育関係者、

学識経験者など、県民の皆様の幅広い御意見をいただきながら、教育委員会において、適切に検討されるものと考えておりま
す。

高校教育課

12
再編整備・

高校教育整備計
画

地域における県立高等学
校の在り方について、教
育長の考えを伺いたい。

武田　浩一
自由民
主党く
しま

30 6

　
このたび策定いたしました県立高等学校教育整備計画後期実施計画におきましては、高等学校の魅力づくりを実現する観点か

ら、「地域との連携による教育の推進」を掲げております。
そのためには、学校が、地元自治体と連携体制を構築し、地域の抱える課題や将来への展望等を認識・共有しながら、地域の

人材や資源等を生かした教育活動を行う必要があると考えております。
今後とも、地域や保護者の学校運営への参画など、地域と学校をつなぐ仕組みづくりに、取り組んでまいりたいと考えており

ます。

高校教育課

13 給食・食育

学校給食における地場産
物の活用を促進すべきと
思うが、活用状況と教育
長の考えを伺いたい。

武田　浩一
自由民
主党く
しま

30 6

学校給食における地場産物につきましては、文部科学省の「平成２８年度学校給食栄養報告」によりますと、本県では、全食
材数の２９．９％で活用されており、全国平均の２５．８％を上回っている状況にございます。

学校給食におきまして、地場産物を活用するということは、児童生徒が地域の食文化への理解を深めたり、生産者に対する感
謝の気持ちを育んだりする上で意義深いと考えております。

現在、市町村や各学校に対して、地場産物を活用した献立を紹介するとともに、栄養教諭等を対象とした研修会で啓発をして
いるところでありまして、今後とも、学校給食における地場産物の活用に、努めてまいりたいと考えております。

スポーツ振興課
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14 医師育成

過去５年間において、本
県の高校生が医学部医学
科へ合格している人数
と、そのうち宮崎大学医
学部医学科に合格してい
る人数を伺いたい。

丸山裕次郎
自由

民主党 30 6

　
最初に、医学部医学科の状況についてであります。平成２６年度入試から平成３０年度入試において、全国の医学部医学科に

合格した本県の高校生の延べ人数は、過年度卒業生も含めまして、平成２６年度から順に、１０２名、１０７名、１１５名、１
２６名、１０７名となっておりまして、５年間の平均は、約１１１名となっております。

また、同じく平成２６年度入試から平成３０年度入試において宮崎大学医学部医学科に合格した本県の高校生の人数は、過年
度卒業生も含めまして、平成２６年度から順に、３８名、３８名、３７名、３４名、３１名となっておりまして、５年間の平均
は、約３６名となっております。
　

高校教育課

15 医師育成

地域枠推薦入試・地域特
別枠推薦入試の導入前と
後の合格者数の傾向を伺
いたい。

丸山裕次郎
自由

民主党 30 6

地域枠推薦入試は平成１８年度入試から、地域特別枠推薦入試は平成２１年度入試から導入されまして、定員数の増加もあり
まして比較が難しい面もございますが、制度導入前の平成１４年度入試から１７年度入試におきまして、合格した本県の高校生
の人数の平均は、過年度卒業生も含めまして１２名であります。

一方、制度導入後の平成１８年度入試から３０年度入試におきまして、合格した本県の高校生の人数の平均は、過年度卒業生
も含めまして約３４名であります。
　比較しますと、このように、制度導入前と導入後の合格者数は、約２．８倍に増加しております。

高校教育課

16 医師育成

宮崎大学医学部医学科の
進学希望者を増やすため
の県教育委員会の取組に
ついて伺いたい。

丸山裕次郎
自由

民主党 30 6

　
宮崎大学医学部医学科への本県出身の進学者を増やすということは、本県医療の充実を図るうえで重要な取組であると考えて

おります。先ほど御説明しましたとおり、平成１８年度入試からの地域枠推薦入試、加えて、平成２１年度入試からの、地域特
別枠推薦入試の導入を受け、県といたしましては、制度の利用を促してまいりました。

また、医学部医学科を志望する生徒の志を高めるため全県下の高校３年生対象の学習会におきまして、医学部等を目指すコー
スを開設したり、高校２年生対象の学習会の中で、宮崎大学医学部の教授による講義を実施したりしております。

さらに、宮崎大学医学部との入試連絡協議会や情報交換会などを実施しまして、情報の共有を図っているところであります。
今後も、県内高校の医学部進学希望者が本県の医療に関心をもてるような環境づくりに努めてまいりたいと考えております。

高校教育課

17
特別支援

：通級指導

高校における「通級によ
る指導」について、今年
度、中学校や生徒・保護
者への周知をどのように
行っているのか伺いた
い。

新見　昌安 公明党 30 6

本年度から制度化されました高等学校における「通級による指導」につきましては、お話がありましたように県内８つの拠点
校において取組を開始したところであります。
　その周知につきましては、本年４月の公立校長会で、県内全ての校長に対して説明を行いました。
　また、市町村の担当者会におきまして各学校や生徒、保護者に対しての周知を依頼したところであります。

さらに、具体的な「通級による指導」の取組につきましては、直接、各拠点校の担当者が中学校に出向くなどして周知に努め
ているところであります。

特別支援教育課

18
特別支援

：通級指導

通級による指導」を希望
する生徒が在籍する中学
校との連携をどのように
図っていくのか伺いた
い。

新見　昌安 公明党 30 6

中学校と高等学校の連携につきましては、入学前に、配慮を要する生徒に関する情報交換会を実施するとともに、各拠点校に
おきましては、中学校に在籍する生徒・保護者の希望に応じた教育相談や、中学校への訪問を実施しているところであります。

また、新学習指導要領において、「通級による指導」を受ける生徒には、個別の指導計画等の作成が義務付けられております
ことから、今後、中学校で作成された個別の指導計画等が重要な連携の基礎資料として活用されるよう指導してまいりたいと考
えております。

特別支援教育課

19
特別支援

：通級指導

「通級による指導」の担
当者に必要な免許がある
のか。また、担当者の専
門性をどのように高めて
いくのか伺いたい。

新見　昌安 公明党 30 6

「通級による指導」の担当者の条件といたしましては、高等学校の教諭免許状を有する者とされていることに加えまして、特
別支援教育に関する知識や経験が必要とされております。

また、専門性を高めるための取組として、本県では文部科学省の委託事業を活用した各拠点校間の情報交換会を開催するとと
もに、担当者による県外の先進校等への視察も予定しているところであります。

特別支援教育課
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20
特別支援

：通級指導

「通級による指導」を実
施するために、どのよう
な措置や取組を行ってい
くのか伺いたい。

新見　昌安 公明党 30 6

小・中学校と同様に、高等学校におきましても「通級による指導」を行う各拠点校に対して、国により教員を加配する措置が
講じられております。

また、各拠点校におきましては、担当者の専門性を高めるための取組に加え、全ての生徒を対象とした授業においても学習活
動の流れを視覚的に提示したり、黒板の周りの掲示物を除いたりするなど、授業に集中しやすい環境づくりに努めているところ
であります。

これらの取組によりまして各拠点校における校内体制を構築し、「通級による指導」を充実させていきたいと考えておりま
す。

特別支援教育課

21 ヘルプマーク

ヘルプマークの普及につ
いて、学校現場でも周知
してもらいたいと考える
が教育長の見解を伺いた
い。

新見　昌安 公明党 30 6

今年度、県教育委員会におきましては、重点施策の一つとして「いのちの教育」の推進に取り組んでいるところであります。
この「ヘルプマーク」導入の趣旨につきましては、「いのちの教育」の軸となる「自他ともに尊重し合うための啓発」に合致
し、「いのち」を大切にする学びにつながるものであります。

県教育委員会といたしましては、今後、福祉保健部等とも連携を図りながら、「ヘルプマーク」の周知に努めてまいりたいと
考えております。

高校教育課

22
人権教育
ＬＧＢＴ

高校生の制服について、
スカート及びスラックス
など、自由に選択できる
ようにならないか伺いた
い。

前屋敷恵美
日本

共産党 30 6

県立高校の制服については、各学校で指定しているわけでありますが、全国的に見ると、スカート又はスラックスを自由に選
択できる制服を導入している学校もあることから、今後、健康上の理由やＬＧＢＴ等の性的マイノリティの生徒に配慮した制服
の在り方について、研修会などを通して各県立高校に対し、情報提供を行ってまいりたいと考えております。

なお、現在におきましても、生徒や保護者から健康上の相談等があれば、制服の代わりに体操服の着用を認めるなど、学校ご
とに、柔軟に対応しているところであります。

人権同和教育課

23
人権教育
ＬＧＢＴ

県立高校における、ＬＧ
ＢＴ等の生徒に配慮した
トイレの設置状況につい
て伺いたい。

前屋敷恵美
日本

共産党 30 6

県立高校におきましては、ＬＧＢＴ等の生徒だけを念頭に置いた整備ではありませんが、バリアフリーなどの考え方に基づ
き、生徒や職員はもとより、避難所としての対応もできるよう高齢者や障がい者など、多様な利用者に配慮した多目的トイレを
整備しております。

財務福利課

24
人権教育
ＬＧＢＴ

ＬＧＢＴ等の生徒に配慮
したトイレの設置等につ
いて、今後どのように取
り組んでいくのか伺いた
い。

前屋敷恵美
日本

共産党 30 6

各学校におきましては、健康上の理由やＬＧＢＴ等の性的マイノリティの生徒への配慮から多目的トイレあるいは職員トイレ
の使用を認めているところであります。

しかしながら、多感な時期である高校生は、トイレへの行きづらさを感じていることも考えられますので、生徒の心に寄り
添った相談しやすい環境づくりあるいは他者を思いやる心の醸成に努め、全ての生徒が安心してトイレを使用できるようきめ細
かな対応について、啓発を図ってまいります。

人権同和教育課

25
人権教育
ＬＧＢＴ

学校における男女混合名
簿の使用状況について伺
いたい。

前屋敷恵美
日本

共産党 30 6

平成３０年度におきます、男女混合名簿、いわゆる「性で分けない名簿」の使用状況であります。小学校から申し上げます
と、小学校で２３５校中１４６校、率にして６２．１％、中学校で１２６校中５１校、率にして４０．５％、県立高等学校及び
中等教育学校におきましては３９校中２４校、率にして６１．５％ということになっております。

前回調査の平成２８年度と比較をいたしますと、小学校で５１．５ポイント、中学校で３５．９ポイント、県立高等学校及び
中等教育学校で１７．９ポイント上回っているところでございます。

人権同和教育課

26
奨学金・
就学支援

本県の高校生等奨学給付
金の受給者数は、私立高
校等と県立高校等ではど
のくらいか、総合政策部
長と教育長に伺いたい。

前屋敷恵美
日本

共産党 30 6

　同じく県立高校等における受給者数は、４，２７３名でございます。

高校教育課
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27
奨学金・
就学支援

小・中学校で就学援助を
受給していた方の中に
は、高校生等奨学給付金
を受給できない方がいる
と聞いているが、所得制
限の緩和について考えを
伺いたい。

前屋敷恵美
日本

共産党 30 6

高校生等奨学給付金は、生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するために、高等学校などに
在学する生徒がいる生活保護世帯や非課税世帯に対して、給付をされております。

しかしながら、高校生等奨学給付金と小・中学校の就学援助の支給要件は異なるため、小・中学校で就学援助を受給していた
方でも高校生等奨学給付金が受給できない場合もあります。

本県といたしましては、就学援助受給者が高校生等奨学給付金を受給できるように、毎年、国に対して、所得制限の緩和をお
願いしておりまして、今後も引き続き、要望を行ってまいりたいと考えております。

高校教育課

28
スポーツ振興
競技力向上

選手の発掘や競技力向上
に 、 ど の よ う な 支 援 を
行 っ て い る の か 伺 い た
い。

日髙　博之
自由

民主党 30 6

県では、本県選手の競技力向上に向け、県体育協会や競技団体、学校体育団体と連携をし、ジュニアから成年までの選手発掘
や育成、強化など、一貫した対策を推進しております。

具体的には、小学生段階から２巡目国体や世界で活躍できる有望選手の発掘・育成を目指す「宮崎ワールドアスリート発掘・
育成プロジェクト」に取り組んでおります。

また、少年の競技力向上のため、高い競技力を有する中学校・高校の強化指定校や優秀選手を集めた合同合宿への支援を行っ
ております。

このような取組の結果、平成２４年度には、全国高等学校サッカー選手権大会において鵬翔高校が悲願の全国優勝を果たし、
その中心選手であった北村知也(きたむら ともや)選手がＵ-１７(アンダーじゅうなな)日本代表に選出をされております。

さらには、Ｊリーグで活躍する興梠慎三(こおろき しんぞう)選手が、リオデジャネイロオリンピックに出場するなど、本県か
ら、多くの優れた選手を輩出しているところであります。

スポーツ振興課

29
特別支援

医療的ケア

今年度、特別支援学校に
おいて医療的ケアを受け
ている児童生徒数や看護
師配置数など、現状につ
いて伺いたい。

後藤　哲朗
自由

民主党 30 6

医療的ケアの現状といたしましては、特別支援学校８校に医療的ケアを受けている児童生徒が５０名在籍をしており、安全・
安心に学校生活を送ることができますように、看護師を２５名配置しているところであります。

また、看護師や教員のための研修会や関係機関との連携を深める医療的ケア連絡協議会を年２回開催し、特別支援学校におけ
る医療的ケアの充実に努めているところでございます。

特別支援教育課

30
特別支援

医療的ケア

昨年度から実施している
「学校における医療的ケ
ア実施体制充実事業」の
取組状況を伺いたい。

後藤　哲朗
自由

民主党 30 6

本事業におきましては、医療・福祉や学校の関係者、保護者を委員とします。医療的ケア運営協議会を年５回開催をし、専門
的な意見を伺いながら緊急時に対応するためのフローチャートや人工呼吸器に特化したガイドラインの作成などより高度な医療
的ケアの体制の強化を図ってきたところでございます。

また、今年度から、医療・福祉や学校の関係者を委員とする医療的ケアガイドライン作成委員会を開催し、医療的ケアの全般
的なガイドラインについても検討を進めているところであります。
　今後とも、医療、福祉との連携によりまして、学校における医療的ケア実施体制の充実を図ってまいります。

特別支援教育課

31
職場環境

多忙化解消

教職員の勤務状況につい
て、どのように把握し、
どのような対策をとって
いるのか、教育長に伺い
たい。

高橋　透
県民連
合宮崎 30 6

　教職員の勤務状況につきましては、全ての県立学校で、出退勤時刻をパソコン入力することにより、把握しております。
　また、市町村立学校におきましても、多くの学校で、同様の把握が進んできております。

長時間勤務に関する対策につきましては、「働きやすい環境づくりプログラム」を改訂し、学校全体で取り組む「ワン・アク
ション運動」、あるいは教職員一人一人が取り組む「ワン・トライ運動」を推進いたしますとともに、部活動の休養日や週１
回、定時退庁を促すリフレッシュデイを設定するなど働きやすい職場環境づくりの支援等にも取り組んでいるところでありま
す。

教職員課

32
職場環境

多忙化解消

県教育委員会として、市
町村立学校におきまして
も、学校長が教職員の勤
務状況の把握を行ってい
るか、再度お伺いした
い。

高橋　透
県民連
合宮崎 30 6

市町村立学校の勤務状況の把握につきましては、服務監督権者であります市町村教育委員会が行うということになっているわ
けですが、県教育委員会の調査によりますと、多くの市町村で、勤務状況の把握が進んでいる状況にございます。

県教育委員会といたしましても、今後、学校長が所属職員の勤務状況につきましても、正確に把握できるように、更に市町村
教育委員会との連携を図ってまいりたいと考えております。

教職員課

33
職場環境

多忙化解消
タイムカードの導入は考
えられないのか。

高橋　透
県民連
合宮崎 30 6

　現在のところ、県立学校では教員がパソコンに入力するという方法でやっております。
　また、市町村におきましても同様の方法をとっているところが多いというふうに認識をしております。

昨年度の９月からこれを始めたわけでして、今後、この方法が良い方法なのか、的確に勤務状況の把握ができるのかどうかと
いうことを検証して、お話にありましたようなタイムカード活用ということも検討してまいりたいと考えたいと思います。

教職員課
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34
外国語活動
英語教育

２０２０年度より、小学
校で外国語教育が本格的
に導入されるが、教員の
不安感や負担感を解消す
るために、県教育委員会
としてどのような取組を
進めていくのか伺いた
い。

高橋　透
県民連
合宮崎 30 6

議員御指摘のとおり、小学校における外国語教育の早期化・教科化に伴いまして、教員が、その授業の進め方や、指導方法
に、不安を感じているということは認識しております。

そのため、県教育委員会といたしましては、昨年度から、県内８校のモデル校において、研究を実施いたしまして、その成果
や課題をもとに、何をどのように教えればよいかということについて、全ての小学校の教員に対して研修を行うなど、不安感の
解消に努めているところでございます。

また、授業時間数の増加に伴う負担感を減らすために、会議の効率化や、報告書の簡略化など、授業以外の業務の軽減にも努
めているところでございます。

義務教育課

35
外国語活動
英語教育

授業時間数の増加による
教員の負担軽減を図るた
め、加配教員を増やす必
要があると考えるが、県
教育委員会としてどのよ
うに取り組むのか伺いた
い。

高橋　透
県民連
合宮崎 30 6

現在、本県では、国からの加配措置によりまして、英語を専門的に指導する「専科教員」を９名配置をいたしまして、１８校
で指導を行っております。

しかしながら、この数の配置では、教員の負担軽減を図る上で十分とは言えず、本県独自で「専科教員」を配置するというに
も、多額の財政措置が必要でございまして、厳しい状況にあります。

このため、国に対し、全国都道府県教育長協議会を通じまして、「専科教員」の増員について要望いたしますとともに、今年
５月には、私も知事とともに文部科学省に行きまして、直接お願いしてきたところでございます。

今後とも、引き続き国へ強く要望し、本県教員が、自信をもって指導にあたるということができますように、環境整備に努め
てまいりたいと考えております。

義務教育課

36 臨時的任用講師

学校において、臨時的任
用講師等の非正規職員の
業務は、どのように割り
振られているのか伺いた
い。

二見　康之
自由

民主党 30 6

学校におきまして臨時的任用講師等を配置する状況は、学級数の増減への対応や育児休業等の代替職員としての任用など、
様々でございます。

任用の際には、校長が面接等におきまして、本人の希望や経験等を把握した上で学校の実情や任用の時期などを、総合的に判
断して、業務の割り振りを行っているところであります。

今後、学校における働き方改革を進めていきます上でも、臨時的任用講師をはじめ、特定の職員に、過度の負担を強いるとい
うことがないよう、適切に業務の割り振りを行うことが、重要であると考えております。

教職員課

37 入試
高校入試を行う目的につ
いて伺いたい。

二見　康之
自由

民主党 30 6

本県におきます県立高等学校の入学者の選抜は、学力検査及び作文、面接、調査書等により、各高等学校の学科やコースの特
性に配慮しつつ、その教育を受けるにふさわしい力が身に付いているかどうかを、総合的に判定することを目的に行っておりま
す。

なお、学力検査では、中学校までの基礎学力の定着や、当該高等学校における学習への適応力をみることとしておりますが、
それだけではなく、作文、面接、調査書等で、生徒の能力や適性等を多面的に評価をすることとしております。

高校教育課

38
学習指導
学習内容

学習面での手助けが特に
必要な生徒への入学後の
対応について伺いたい。

二見　康之
自由

民主党 30 6

学習面での手助けが特に必要な生徒につきましては、学習に対する不安を解消し、学びの意欲を高めることが、大変重要であ
ると考えております。

このため、各学校におきましては、生徒の実態に応じて、中学校までの内容についての学び直しや、放課後等を活用した個別
指導に取り組みますとともに、必要に応じて、学級担任と教科担任などが連携して、情報共有を図りながら、支援を行っており
ます。
　県教育委員会としましては、今後とも基礎学力の定着を含めた高校生の学力向上に向けて、積極的に取り組んでまいります。

高校教育課

39 高校総体

全国高校総体に出場する
選手に対して、どのよう
な支援をしているのか伺
いたい。

二見　康之
自由

民主党 30 6

全国高等学校総合体育大会は、高校生スポーツ最大の祭典でございまして、県大会や九州大会で代表権を獲得した選手が出場
するという大会でございます。

そこで、出場する選手への支援といたしまして、現在、県高等学校体育連盟に対し、一定額の大会派遣費の補助を行っている
ところであります。 スポーツ振興課
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40 高校総体
全国高校総体の開催場所
に応じた支援ができない
か伺いたい。

二見　康之
自由

民主党 30 6

　
全国高校総体は、全国９つの地域の持ち回りで、年ごとに場所を変えて開催をされております。大会派遣の支援につきまして

は、高校体育・スポーツの振興策の一つとして取り組んでいるものでございまして、選手の競技力向上や本県で開催する大会の
運営等に対する様々な取組とあわせて、限られた予算の中で最大限の効果があげられるように努めているところでございます。
　今後とも、効果的な支援の在り方について、総合的な観点から研究をしてまいりたいと考えております。

スポーツ振興課

41
性に関する指
導・性教育

学校における性に関する
教育は、どの学年からど
のように行われているか
伺いたい。

井上紀代子
県民の

声 30 6

性に関する教育は、児童生徒が生命尊重あるいは男女平等の精神に基づく正しい異性観をもつことにより、望ましい行動をと
れるようにすることを目標としております。

学校における性に関する指導は、小学校１年生から始まり、学級活動において、「命の連続性と尊さ」や「男女関係なく仲良
くする態度」などについて、行われております。

また、小学校３年生から始まる保健の授業におきまして、「思春期の体の変化」や「心の発達」などの指導が発達の段階に応
じて行われているところであります。

スポーツ振興課

42
人権教育
ＬＧＢＴ

管理職を含めた教職員に
対する人権教育に関する
研修の実施状況について
伺いたい。

井上紀代子
県民の

声 30 6

学校における性の多様性に関する教育を推進するためには、教職員自身が人権に関する正しい知識と理解を深めることが重要
でございます。

そのために、県教育委員会といたしましては、全ての公立学校の管理職を対象とした人権教育研修会や教職員を対象とした人
権に関する講座等を実施し、それをもとに、各学校で校内研修の充実を図っております。

今後とも、これらの研修や講座等の内容を更に充実させ教職員の人権感覚を高めることで、子どもたち一人一人の違いを個性
としてとらえ互いを認め合うことの大切さを理解できるように人権教育を推進してまいりたいと考えております。

人権同和教育課

43 文化財

今回、本県で初めて認定
を受けた日本遺産とはど
のようなものか伺いた
い。

松村　悟郎
自由

民主党 30 6

日本遺産でございますが、平成２７年度から始まった文化庁の事業でありまして、文化財と、景勝地や祭り、食などの観光資
源をつなぎ合わせ、地域の歴史的魅力や特色を表現したストーリーを認定するものでございます。

認定されました自治体では、国の補助を受けながら情報発信やイベント開催など、様々な施策が行われ、国内外の観光客が訪
れる魅力的な地域づくりが進むものと期待をされているところでございます。

なお、日本遺産は、これまでに全国で６７件が認定をされておりまして、東京オリンピック・パラリンピックの開催されます
２０２０年までに１００件が認定をされる予定でございます。

文化財課

44 文化財
世界文化遺産登録につい
て、現在の状況を伺いた
い。

松村　悟郎
自由

民主党 30 6

世界文化遺産に登録されますためには、まず、国内の暫定リストに掲載をされる必要がございますが、現段階では、見直しに
ついての具体的な動きが無く、「西都原古墳群をはじめとする南九州の古墳群」につきましては、残念ながら、掲載には至って
おりません。そのため、県といたしましては、暫定リストの見直しについて、継続的に国への要望を行っているところでござい
ます。

文化財課

45 文化財

世界文化遺産登録に向け
て、高いハードルをクリ
アするために、今後どの
ように取り組むのか伺い
たい。

松村　悟郎
自由

民主党 30 6

県といたしましては、暫定リストへの掲載を目指して、関係市町と連携し、古墳群の調査研究や、普及啓発活動等、様々な取
組を実施しているところであります。

特に、南九州の古墳群の優れた景観は国内外の研究者にも高く評価をされており、昨年度から、ドイツの大学との共同で、景
観に着目した古墳群の調査と研究を進め、新たな価値付けや評価など、その磨き上げについて取り組んでいるところでございま
す。

これらの調査成果の報告も含め、今後、国への要望を行いますとともに、関係市町と一体となって、新たに認定された日本遺
産における取組も活用しながら、世界文化遺産登録に向けて、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

文化財課
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46 文化財
世界文化遺産登録に向け
て、知事の思いを伺いた
い。

松村　悟郎
自由

民主党 30 6

今回、初めて日本遺産の認定を受けました「南国宮崎の古墳景観」につきましては、これまでの世界文化遺産登録に向けた取
組の成果の一つでありまして、改めて、その価値が評価されたものと考えております。

議員御指摘のありました世界文化遺産登録に向けて先行しております百舌鳥・古市古墳群につきましては、古墳自体は大変巨
大なものでありますが、周辺は市街地として開発をされている。それに比べまして本県の古墳というものは昔ながらの古墳景
観、教育長が答弁しましたように、保たれているところが非常に貴重なものであるということであります。

世界文化遺産の登録に向けましては、長い期間を要すると思い考えており、関係する市町とともに、「日本遺産」のブランド
も活用しながら、国内外への情報発信や調査研究を進め、世界に誇れる素晴らしい歴史遺産となるよう、しっかりと取り組んで
まいりたいと考えております。

文化財課 ★

47
入試

大学入学共通
テスト

大学入学共通テストが新
た に 導 入 さ れ る こ と に
なった背景について伺い
たい。

松村　悟郎
自由

民主党 30 6

急激な社会の変化に伴いまして、これからの時代を支える若者たちには、今まで以上に文化や価値観の違う人たちとの対話や
人間にしかできない複雑な状況に応じた思考力や判断力が求められるようになっております。

したがって、これからの学力は、単に知識を暗記するだけではなく、それらを活用しながら、多様な人たちとのコミュニケー
ションを通して、異なる考えや意見も取り入れ、柔軟に課題に向き合い、解決していく力が求められております。

大学入学共通テストは、このような新たな時代に求められる学力の視点に立って、大学教育を受けるために必要な能力を把握
することを目的として導入されるものであります。

高校教育課

48
入試

大学入学共通
テスト

新たに導入される大学入
学共通テストと現在行わ
れ て い る 大 学 入 試 セ ン
ター試験との違いについ
て伺いたい。

松村　悟郎
自由

民主党 30 6

現在行われている大学入試センター試験は、マークシートによる選択式の問題でありますが、平成３２年度から新たに導入さ
れます大学入学共通テストでは、大きく二つの点が変更されます。

１点目は、従来の選択式の問題に加え、「国語」と「数学」において、記述式の問題を導入することとしており、平成３６年
度からは、「地理歴史・公民」や「理科」でも導入する予定となっております。

２点目は、「英語」におきまして、これまで「読む」「聞く」だけの技能を評価しておりましたが、外部検定試験を活用し、
「話す」「書く」を含めた４技能を評価するようになります。

高校教育課

49
入試

大学入学共通
テスト

記述式の問題が導入され
るということだが、それ
に対する取組について伺
いたい。

松村　悟郎
自由

民主党 30 6

　
大学入学共通テストの記述式の問題は、複数の情報を読み取り、自分の考えを、根拠を示しながら、論理的に記述する力が問

われるようになります。
そういった生徒の力を育成するためには、日々の授業の中で、対話を通して、課題を解決していくような「主体的・対話的で

深い学び」を踏まえた授業実践が教員に求められております。
そのため、現在、生徒が主体的に話し合ったり発表したりする場面を取り入れた授業の公開や、実際の授業をもとに教員同士

が協議をする研修会などを通して、授業力向上や授業改善の取組を進めているところでございます。

高校教育課

50
入試

大学入学共通
テスト

英語４技能を評価するよ
うになるということだ
が、それに対する取組に
ついて伺いたい。

松村　悟郎
自由

民主党 30 6

英語４技能を生徒にバランスよく身に付けさせるために、先進的な指導方法についての研修を、全ての英語教員に対して実施
いたしますとともに、生徒の言語活動を充実させるための研究校を指定し、大学等と連携した授業公開や研修等を実施しており
ます。

その中でも、「読む」「聞く」の技能に加えて、新たに評価される「話す」「書く」の技能を育成するために、生きた英語に
接する機会となる外国語指導助手（ＡＬＴ）を効果的に活用し、生徒が自分の思いや考えを話したり書いたりするような活動
を、授業に多く取り入れるようにしております。

高校教育課

51
入試

大学入学共通
テスト

大学入学共通テストに必
要な学力を身につけさせ
るための取組について伺
いたい。

松村　悟郎
自由

民主党 30 6

大学入学共通テストの導入は、高校と大学、そして、それをつなぐ大学入試が、連続したものとして一体的に変わる、大きな
教育改革の一つであると捉えております。

そこでは、社会とのつながりを意識しながら、未来を創り出すための「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体
的に学習に取り組む態度」などの学力が、生徒の発達段階に応じて、求められております。

そのため、そのような学力を身に付けさせる「主体的・対話的で深い学び」を踏まえた授業実践について、それぞれの教員が
試行錯誤を重ねながら、日々の授業改善に取り組んでおります。

県教育委員会といたしましては、生徒や保護者が安心して受験に臨めるように、大学入学共通テストを含む教育改革の動向を
的確に伝えていくとともに、本県の生徒たちが、将来の夢の実現に向けて前進できるよう、全力で支援をしてまいりたいと考え
ております。

高校教育課
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52
スポーツ振興

総合型スポーツ
クラブ

県下全域に総合型地域ス
ポーツクラブの設立が進
まない理由についての見
解と既存のクラブに対す
る支援の状況について伺
いたい。

日髙　陽一
自由

民主党 30 6

総合型地域スポーツクラブは、地域住民により自主的・主体的に運営されているスポーツを核としたコミュニティクラブであ
りまして、現在、県内に３１のクラブが活動しております。

その設立が県下全域に進まない理由といたしましては、クラブ設立のキーパーソンとなる人材が少ないことや活動する場所の
確保の問題、それから、会費を払ってスポーツをするという意識が住民に定着していないこと等が考えられます。

既存のクラブに対する支援につきましては、クラブをマネジメントする人材に対し運営や企画に関する研修会を開催するとと
もに、クラブを訪問し、情報提供や助言等を行っております。

また、ホームページや県政番組等による広報や県内全ての公立学校へリーフレットを配付するなど、クラブの認知度を高める
取組も進めているところであります。

スポーツ振興課

53 国体

県大会等を運営する競技
役員の高齢化が進んでい
るが、今後どのように養
成していくのか伺いた
い。

有岡　浩一
郷中の

会 30 6

競技役員を計画的に養成していくということは、県大会等の円滑な運営や本県スポーツの普及・振興を図るためにも、大変重
要であると認識しております。

そのため、来年度、本県で開催されます全国高校総体南部九州大会の９つの競技におきまして、役員の養成を進めており、今
後は、２巡目国体における役員養成に、しっかりとつなげてまいりたいと考えております。

こうした取組の成果を引き継ぎ、２巡目国体終了後も円滑な大会運営が継続できるよう、県体育協会等と連携しながら、競技
団体による幅広い年代の役員養成に向け取り組んでまいりたいと考えております。

スポーツ振興課

54
職場環境

多忙化解消

学校の教員が忙しいと感
じている要因をどのよう
にとらえているのか、教
育長に伺いたい。

太田　清海
県民連
合宮崎 30 6

県教育委員会が実施しました「教職員の働きやすい環境づくりのアンケート」によりますと、教員が「忙しい」と感じている
要因につきましては、「授業や児童生徒と接すること以外の事務作業が多い」、「本来、家庭ですべきであると思われるような
教育内容まで学校に求められる」と、答えた割合が高いという結果でありました。

私は、子どもたちには、未来を担う宝として、心豊かでたくましく育ってほしいと願っております。そのためには、教職員が
しっかりと児童生徒に向き合い、教育活動に専念できる環境をつくることが重要でありますので、学校における業務改善や家庭
への啓発など、今後とも、教職員の働きやすい環境づくりに努めてまいりたいと考えております。

教職員課

55 部活動

学校教育の一環としての
運動部活動のあるべき姿
について、考えを伺いた
い。

太田　清海
県民連
合宮崎 30 6

学校教育の一環として行われます運動部活動は、スポーツの技能等の向上のみならず、生徒の生きる力の育成や豊かな学校生
活の実現のために大変意義のある活動であると認識しております。

大会で勝利を目指すことは自然なことでありますが、勝つことのみを重視するのではなくて、スポーツの楽しさや喜びを味わ
いながら生徒自らが自己研鑽し、友達と切磋琢磨する中で人間的な成長を図ることができる大切な活動であると考えておりま
す。

このため、このような運動部活動での経験が、社会生活で生かされるというものでありますことから、例えば就職試験等にお
いても重要視されているものと伺っているところであります。

スポーツ振興課

56 部活動

運動部活動の遠征におい
て、保護者の負担になら
ないような配慮が必要だ
と思うが、考えを伺いた
い。

太田　清海
県民連
合宮崎 30 6

御指摘のとおり、運動部活動は、学校教育の一環として行われるものでありますため、保護者の負担にならないように配慮を
するということは、大切だと考えております。

そのため、県教育委員会では、運動部活動顧問や外部指導者を対象とした研修会等を通して遠征や対外試合等については、生
徒の実態に応じた無理のない活動計画となるよう指導しているところでございます。

今後とも、生徒や教員はもとより、保護者からも理解を得られるような適切な運動部活動の運営が図られますよう、指導して
まいりたいと考えております。

スポーツ振興課

57 部活動

部活動に関する生徒や教
員の負担感の解消に向け
て、どのように取り組ん
でいるのか伺いたい。

太田　清海
県民連
合宮崎 30 6

県教育委員会では、部活動に関する生徒や教員の負担感の解消に向けまして、昨年度まで、「週１回」及び第３日曜日の「家
庭の日」は部活動を休みにする取組を推進してまいりました。

このような中で、国が今年３月に公表いたしました「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」におきまして、新
たな基準が示されましたことから本年度は、更に負担感の解消を図るため、「週２回以上の休養日の設定」と「家庭の日の部活
動の中止」を記載したリーフレットを作成し、全ての公立学校及び市町村教育委員会に配付いたしますとともに、校長会等にお
いても、周知をしたところであります。
　今後とも、負担感の解消のため、各学校において、休養日が適切に設定されますよう努めてまいりたいと考えております。

スポーツ振興課
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58
人権教育
ＬＧＢＴ

今年度、男女混合名簿を
使用している県立高校が
増えているが、その使用
に当たって問題はなかっ
たか伺いたい。

太田　清海
県民連
合宮崎 30 6

平成３０年度の県立高校等における男女混合名簿、いわゆる性で分けない名簿の使用状況でございますが、３９校中２４校と
なっております。

また、今年度から使用している県立高校等７校に対して聞き取りを行いましたところ、使用に関して、特に問題があったとい
う学校はございませんでした。

なお、現在、導入されていない県立高校におきましても、次年度以降の導入に向けた検討が進められていると聞いているとこ
ろです。

人権同和教育課

59
人権教育
ＬＧＢＴ

男女混合名簿を使用する
意義について伺いたい。

太田　清海
県民連
合宮崎 30 6

性で分けない名簿を使用するということは男女平等の意識を高めたり、性的マイノリティの児童生徒に配慮したりする手立て
の一つであると認識をしており、これらの意義について、児童生徒や保護者及び教職員が十分に理解を深めた上で、活用される
ことが大切であると考えております。

県教育委員会といたしましては、今後とも、性で分けない名簿を使用することについて、繰り返し啓発に努め、あらゆる場面
で一人一人の個性が尊重されるよう、人権教育を推進してまいりたいと考えております。 人権同和教育課

60
人権教育
ＬＧＢＴ

意見交換を受け、今年
度、どのような取組を進
めているのか、伺いた
い。

渡辺　創
県民連
合宮崎 30 6

県教育委員会におきましては、本年８月に、市町村の教育長及び県教育委員会の各課室長等の幹部職員を対象として、ＬＧＢ
Ｔ等性的マイノリティについての研修を実施することとしております。

また、この他、教職員を対象とした各種の研修会におきましても、性的マイノリティや性に対する多様な在り方についての理
解・啓発を図っているところであります。

今後とも、あらゆる研修の機会をとおして、教職員のＬＧＢＴ等性的マイノリティに係る理解を更に深めていくとともに、こ
れらの児童生徒に配慮したきめ細かな対応に努めてまいりたいと考えております。

人権同和教育課

61 臨時的任用講師

臨時的任用講師とは、ど
ういうものなのか。ま
た、県内公立学校におけ
る臨時的任用講師の任用
状況とその傾向を伺いた
い。

渡辺　創
県民連
合宮崎 30 6

臨時的任用講師とは、学級数の増減への対応や育児休業等の代替職員として、臨時的に児童生徒への授業を受け持つ、職員の
ことでございます。

平成２９年５月現在の、臨時的任用講師の割合は、小学校、１２．２％、中学校、１３．１％、高等学校、１３．３％であり
ます。

臨時的任用講師等の任用状況の推移につきましては、小中学校全体での状況ではありますが、データが残っている平成２０年
度からの推移で見ますと、増加傾向でございます。平成２０年度は、9.0％でありましたものが、平成２９年度は、13.7％と
なっているところであります。

教職員課

62 臨時的任用講師

小学校において、恒常的
に臨時的任用講師が学級
担任をしている実態があ
るのか。また、それにつ
いてどう考えているの
か、伺いたい。

渡辺　創
県民連
合宮崎 30 6

学級担任は、教科指導のみならず、児童理解や、保護者対応など、総合的な指導力が求められますことから、正規職員での対
応が望ましいと考えております。

しかしながら、小学校におきましては、学級数の増減や育児休業など、複数年に渡っての配置を必要とする場合もありますた
め、結果的に、臨時的任用講師を学級担任として配置せざるを得ない状況もあるところであります。

教職員課

63 臨時的任用講師
全学級担任の中で臨時的
任用講師が占める割合を
伺いたい。

渡辺　創
県民連
合宮崎 30 6

全県下の状況につきましては、把握をしていないところではありますが、宮崎市内の学級数の多い小学校、１０校程度を対象
に調査したところ、学級担任に占める臨時的任用講師の割合は、およそ１６％でございました。 教職員課
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64 臨時的任用講師

教員が正規採用された場
合、１１年目までにどの
ような研修が義務付けら
れているか。総時間数ま
で具体的に伺いたい。

渡辺　創
県民連
合宮崎 30 6

正規採用された教員に対し、国は、１年目に「初任者研修」を、おおむね１０年を経過した教員に対し、「中堅教諭等資質向
上研修」を実施するよう定めております。

具体的には、「初任者研修」では、校内で約１２０時間、研修センター等校外での研修を１５日間、「中堅教諭等資質向上研
修」では、校内外での研修を１５日間行っております。
　また、この他、本県独自に５年を経過した教員に対し、研修センターで、３日間の研修を実施しているところでございます。

義務教育課

65 臨時的任用講師

臨時的任用講師には、ど
のような研修が義務付け
られているのか伺いた
い。

渡辺　創
県民連
合宮崎 30 6

臨時的任用講師に対して行われる研修としましては、本県独自に「臨時的任用講師基本研修」を設定しており、県立学校は教
育研修センターで、小・中学校は各教育事務所で、それぞれ１日行われております。

なお、この基本研修以外にも、ニーズに応じて、課題への対応力を身に付けるための「課題別研修」や職務に応じた専門性を
身に付けることができる「職能研修」にも参加することが可能となっております。

教職員課

66 臨時的任用講師

教員採用選考試験で、一
般選考試験の受験年齢の
制限を実質的に撤廃した
が、新たに受験資格を得
た志願者がどの程度いる
のか。小学校、中学校、
県立学校それぞれについ
て伺いたい。

渡辺　創
県民連
合宮崎 30 6

本年度の教員採用選考試験志願者のうち、一般選考試験の受験年齢制限を実質的に撤廃したことにより、新たに受験資格を満
たした者は、志願者１，５２４名中、小学校 ４１名、中学校 ３７名、高等学校 ２０名、特別支援学校 ２６名、養護教諭 ８名、
計１３２名となっております。

教職員課

67 臨時的任用講師

昨年度の教員採用選考試
験において、一次試験で
試験の一部を免除された
臨時的任用講師経験のあ
る志願者は、小学校、中
学校、県立学校それぞれ
の志願者の何％になるの
か伺いたい。

渡辺　創
県民連
合宮崎 30 6

臨時的任用講師等の経験があることによって、一次試験において、一部試験免除の対象となった志願者につきましては、小学
校 ３１％ １３６名、中学校 ３８％ １６８名、高等学校 ３４％ １５４名、特別支援学校 ５０％ ５８名、養護教諭 １３％ １５
名となっております。

教職員課

68 臨時的任用講師

臨時的任用講師として長
期間勤める実態があり、
その原因としては、平成
２０年代前半から中盤に
かけての採用数の少なさ
が考えられるが、そのこ
とについてどう考えてい
るか伺いたい。

渡辺　創
県民連
合宮崎 30 6

教員の採用につきましては、将来的な退職者数や児童生徒数の推移などを考慮して必要な人数の採用を計画的に行っていくと
ころであります。

議員御指摘の、平成２０年代前半から中盤にかけましては、児童生徒数の減少に伴う、学校の統廃合が特に進んだ時期であ
り、それまでと比べまして、学級数の減少の幅が大きくなったことや、少子化による学級数の更なる減少が見込まれたため、そ
の後の大量退職は予測をされたものの採用者数を抑えざるを得ない状況であったところであります。

教職員課

69 臨時的任用講師

臨時的任用講師につい
て、現場での経験を一定
評価する採用上の工夫を
行うべきであると考える
が、教育長の考えを伺い
たい。

渡辺　創
県民連
合宮崎 30 6

教員採用につきましては、臨時的任用講師のほかに、新規学卒者や他県の現職教員など、様々な経歴の受験者がおり、試験に
おいては、公平性、公正性、透明性を図りながら、優秀な人材を確保する必要があります。

受験年齢制限の撤廃や、臨時的任用講師等経験者の一次試験の一部免除など、受験者のこれまでの経験等を生かせるような受
験資格や受験内容の見直しにより、今回の採用試験においても、優秀な人材を確保できるものと期待しております。 教職員課
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70 臨時的任用講師

臨時的任用講師への研修
を充実させるなどの対応
が必要だと考えるが、教
育長の考えを伺いたい。

渡辺　創
県民連
合宮崎 30 6

臨時的任用講師は、学校を支える貴重な人材として、本県教育の一翼を担っていただいている存在であり、その研修を充実さ
せることは、非常に重要であると考えております。

臨時的任用講師に対する研修の現状につきましては、先ほど述べたとおりでございますが、本人の課題に応じた研修を受講で
きるように門戸を広げるなど、改善を図ってきたところであります。

県教育委員会では、現在、研修計画の見直しを行っているところでありますが、臨時的任用講師の研修につきましても、より
一層の充実を図ってまいりたいと考えております。

教職員課


