
■　平成30年2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 いじめ・自殺
本県のいじめ・不登校の
現状とその対応について
伺いたい。

黒木　正一
自由

民主党 30 2

　平成２８年度の本県公立学校のいじめの認知件数は、１０，８６７件でありまして、児童生徒１，０００人当たりでは、９
４．２件となっております。全国と比較しますと高い割合になっております。このことは、各学校が積極的な認知に向けて取り
組んでいることの表れであると考えております。
　次に、不登校児童生徒数は、１，３５１人であり、児童生徒１，０００人当たりでは、小・中学校１１．３人、高等学校１
３．６人で、全国より低い割合になっております。
  なお、いじめや不登校への対応については、何よりも未然防止が大切でありまして、また、発生した場合には、早期対応が極め
て重要であります。現在、各学校では、日常の観察やアンケート調査等を行いまして、子どもたちの小さな変化を見逃さないよ
う努めているところであります。
　県教育委員会におきましても、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを配置・派遣するなど、学校の取組を支
援しているところでございます。

学校政策課

2 いじめ・自殺
ＳＮＳによるいじめへの
対応について、本県の取
組状況を伺いたい。

黒木　正一
自由

民主党 30 2

　現在、児童生徒の間におきましては、インターネットを活用したコミュニケーション手段の一つでありますＳＮＳの利用が広
がってきておりまして、ＳＮＳによるいじめなどの問題も増加をしております。
　こうした問題に対応するため、各学校におきましては、情報モラル教育を充実させるとともにＳＮＳの適切な利用について指
導を行っております。
　県教育委員会におきましても、教育ネットひむかに「ネットいじめ目安箱」を設置し、ＳＮＳによるいじめについての相談を
メールで受け付けられるようにするとともに、「２４時間子供ＳＯＳダイヤル」を開設して電話でも相談を受け付けられるよう
にするなど、相談体制の充実を図っているところであります。
　なお、議員がおっしゃるように一部先進県で取組が始まっておりますＳＮＳを活用した相談体制につきましては、事業効果や
コスト等を分析しますとともに関連業者から情報を収集するなどして研究をしてまいりたいと考えております。

学校政策課

3 いじめ・自殺

いじめられた子どもを守
るために、ＳＯＳの出し
方教育は大事だと思う
が、教育長の考えを伺い
たい。

岩切　達哉
県民
連合
宮崎

30 2

　子どもが、いじめや、その他様々な困難に直面をしたときに一人で悩まず、勇気をもって相談することができるように「ＳＯ
Ｓの出し方に関する教育」を行うことは、極めて重要であると考えております。
　併せて、周りの大人たちが子どもが出したＳＯＳを見逃さず、適切に受け止めるためには、ＳＯＳの受け止め方についても啓
発をすることが重要であると考えております。
　そこで、県教育委員会では、ＳＯＳの出し方や受け止め方を含め「いのちを大切にする教育」についてリーフレットを作成
し、昨年１２月に、全教職員に配付をいたしました。また、本年２月には、ＳＯＳのサインに気付き、寄り添うことの大切さな
どについて全ての県立学校の人権教育担当者を対象として研修を行ったところであります。
　今後とも、知事部局等と連携を図りながら、ＳＯＳの出し方・受け止め方に関する教育や啓発をはじめ、子ども同士で支え合
うピア・サポート活動の推進や、子どもの相談体制の充実など自分や他者のかけがえのない「いのち」を大切にする教育の推進
に努めてまいりたいと考えております。

人権同和教育室

4
外国語活動
・英語教育

新学習指導要領で小学校
における外国語教育が充
実される中、中学年、高
学年ともに年間３５時間
も授業時数が増えるが、
授業時数の確保をどのよ
うに図っていくのか伺い
たい。

右松　隆央
自由

民主党 30 2

　国は、グローバル化に対応した教育環境づくりを進めるため、小学校における英語教育を拡充し強化することなど、小・中・
高等学校を通じた英語教育全体の抜本的充実を目指しております。
　このことに伴い、平成３２年度から、小学校中学年における外国語活動の実施や、高学年での外国語教育の教科化が打ち出さ
れており、小学校においては、中高学年で年間３５時間の授業時数増への対応が求められているところであります。
　この年間の授業時数の増加に対応するためには、週当たりの授業時数の増加や、通常４５分の授業を１５分の３回に分けて、
朝自習の時間などで実施する「短時間学習」の活用等が考えられるところであります。
　県教育委員会といたしましては、これらのいくつかのモデルを市町村教育委員会に具体的に示しながら、各地域の実態に応じ
て適切な対応が図られるよう、支援を行っているところであります。

学校政策課

★…知事答弁、◆…副知事答弁、◎…総合政策部長
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5
外国語活動
・英語教育

平成３２年度から全面実
施される小学校の次期学
習指導要領で英語が教科
化されるに当たり、本県
は指導体制の強化にどの
ように取り組んでいくの
か伺いたい。

右松　隆央
自由

民主党 30 2

　小学校における外国語教育を充実させるためには、学級担任の指導力の向上が不可欠であります。また、英語指導力を備えた
人材の活用等に取り組むことも必要だと考えております。
　県教育委員会といたしましては、学級担任の指導力を高めるために、今年度より研究校として、宮崎市３校、延岡市１校、日
向市１校、三股町１校の計６校を指定し、指導方法等の研究を先行的に実施いたしております。この研究校の成果をもとに、平
成３０年度からの３年間で、全ての学校の教員に対して研修を行い、自信をもって外国語教育に取り組んでいけるように努めて
まいります。
　また、専門的な指導力を有した人材を活用するという観点から、小学校英語枠採用教員の計画的な採用・配置を行いますとと
もに、宮崎大学と連携し、小学校の教員に中学校英語２種免許を取得させるための認定講習を実施し、専門的な知識及び技能を
もった人材の育成を図るなどしながら、指導体制の強化に取り組んでまいりたいと考えております。

学校政策課

6
学習指導
学習内容

学習指導要領の改訂に
伴って話題となっている
「アクティブ・ラーニン
グ」は、指導方法を一定
の型にはめ込むものにな
るのではないかと懸念し
ているが、教育長の考え
を伺いたい。

井本　英雄
自由

民主党 30 2

　「アクティブ・ラーニング」は、子ども達の「主体的・対話的で深い学び」を実現することを目指して提唱されたものであり
まして、子ども達に確かな学力を身に付けるさせるために、授業を改善していく上での視点となるものであります。
　そのため、授業に新たな指導方法を導入し、普及させるといったものではなくて、「アクティブ・ラーニング」の視点を生か
しながら、これまで積み重ねてきた様々な授業実践を継承し、絶え間ない授業改善を行うことが望まれているところでありま
す。
　私といたしましては、子ども達が「分かった・できた」と実感できることが、何よりも大切であると認識しておりますので、
そのためにも、教師自身が、日々、創意･工夫しながら、よりよい授業をつくり上げていくことが大変重要だと考えております。

学校政策課

7
学習指導
学習内容

総合学科は志願者が少な
いようであるが、その特
徴と現状、今後の方向性
について、教育長の考え
を伺いたい。

井本　英雄
自由

民主党 30 2

　総合学科は、将来の職業選択について深く考えさせる科目である「産業社会と人間」や生徒が自ら課題を設定し、その解決に
向けて取り組む課題研究に力を入れるとともに、幅広い選択科目が設けられているなどの特徴がございます。
　議員の御質問にもありましたとおり、近年、生徒募集に苦労をしている状況にございますが、地方創生をテーマにしたビジネ
スプランが全国レベルのコンテストで入賞したり、地元産業界や大学と連携した取組が実際の商品開発に繋がるなど、総合学科
における学びの成果も出ております。また、昨年度の総合学科卒業生の県内就職率は約８割と高く、多くの生徒が地元に残って
おります。
　県教育委員会といたしましては、特色ある学びの提供やそれぞれの地域との更なる連携強化に努め、教育内容をなお一層魅力
あるものにしてまいりたいと考えております。

学校政策課

8
学習指導
学習内容

実践的金融教育の必要性
について伺いたい。

黒木　正一
自由

民主党 30 2

　お金の価値を実感し、お金をしっかりと扱う態度を身に付ける金融教育は、全ての子どもたちにとりまして重要であると考え
ております。
　現在、小学校では、計画的なお金の使い方を考えたり、中学校では、市場経済の仕組みについて正しく理解したり、高等学校
では、生涯の生活設計、ライフプランを考えるなどの学習を行っているところであります。
　特に、クレジットカードや電子マネーを使って買い物をする機会が増えておりますので、県民に対し金融に関する教育活動を
行う宮崎県金融広報委員会の指定を受けた学校におきまして、生活環境の変化に対応した金融教育の効果的な指導方法を研究し
ているところであります。
　今後とも、子どもたちが実生活に生かすことができる実践的な金融教育に努めてまいります。

学校政策課
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9
学習指導
学習内容

学習指導要領改訂では、
「生きる力」の理念の具
体化が求められている
が、本県のこれまでの取
組を踏まえて、明日を担
う本県の子ども達に学校
教育を通じて育てたい姿
を、どう描いているのか
伺いたい。

右松　隆央
自由

民主党 30 2

　今、お話にありましたように今回の学習指導要領の改訂におきましては、従来から取り組んでおります子ども達の「生きる
力」の理念をより具体化し、「生きる力」というものをしっかり育むことが、重要視されております。
　このような状況を踏まえまして、学校教育を通じて子ども達に、このように育ってもらいたい姿として、次の三つを考えてお
ります。まず、社会的・職業的に自立した人間として、高い志や意欲を持って、主体的に学びに向かい、個性や能力を伸ばし、
人生を切り拓いていこうとする姿。次に、対話や議論を通じて、他者の考えを理解し、自分の考えを広げ深めたり、多様な人々
と協働したりしていこうとする姿。最後に、変化の激しい社会の中でも、よりより人生や社会の在り方を考え、試行錯誤しなが
らも、問題を発見・解決し、新たな価値を創造していこうとする姿であります。
　これらの三つの姿を目指した取組は、新しい時代に必要となる資質･能力の育成につながるものと考えております。今後も、新
しい学習指導要領を踏まえつつ、子ども達の「生きる力」を育むことができるよう学校の支援に努めてまいりたいと考えており
ます。

学校政策課

10
学習指導
学習内容

本県の子ども達の現状や
課題を踏まえつつ、新し
い学習指導要領に即し
て、学校現場でこれまで
以上にどのような指導を
求めていくのか伺いた
い。

右松　隆央
自由

民主党 30 2

　今回の改訂におきましては、「生きる力」を具体化するために、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力」「学びに向か
う力、人間性」等の資質・能力を総合的に育んでいくことが求められております。
　これらの資質・能力を育むために、各学校におきましては、まずは、子ども達の実態を適切に把握するとともに、教育活動を
通して、子ども達が身に付けなければならない力を明確にし、教科横断的な視点に立った教育課程を編成する必要があります。
　また、日々の授業におきましては、単元など内容のまとまりごとに、子ども達に「何のために学ぶのか」「何ができるように
なるか」という学習の本質的な意義を押さえた授業づくりを進めるとともに、これまでの教育実践の蓄積を生かして、「主体
的・対話的で深い学び」の視点から授業改善に取り組む必要があると考えております。
　今後も、県教育委員会といたしましては、教師一人一人が、今回の改訂の趣旨等を十分に理解し、日々の教育活動を展開でき
るよう、研修の充実に努めてまいります。

学校政策課

11
学校支援、

コミュニティ
・スクール

コミュニティ・スクール
の現状とその成果につい
て伺いたい。

図師　博規
愛みや
ざき 30 2

　コミュニティ・スクールは、保護者や地域住民等の意見を学校運営に取り入れ、「地域とともにある学校づくり」を、より一
層推進するための仕組みとして制度化されたものであります。
　本県の小・中学校におきましては、９２校でコミュニティ・スクールが設置されております。これは県内全小・中学校の約２
５％にあたりまして、全国の小・中学校等の設置率、約１２％に比べ高い状況にあります。一方、高等学校や特別支援学校につ
きましては、全国でも設置率は低く、本県においては、現在、設置には至っておりません。
　コミュニティ・スクール設置の成果としましては、地域住民等が教育活動に積極的に参画したり、学校と共に課題の対応策を
考えたりするなど、地域と一体となった学校運営を円滑に行うことができるようになったとの声が寄せられているところでござ
います。

学校政策課

12
学校支援、

コミュニティ
・スクール

コミュニティ・スクール
の今後の展開と県の取組
について伺いたい。

図師　博規
愛みや
ざき 30 2

　コミュニティ・スクールの制度を定めております「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部が昨年３月に改正さ
れ、その設置が努力義務化されましたことを受け、現在、本県におきましても、小・中学校への設置を検討している市町村が広
がりつつあります。
　県としましては、全ての市町村を対象にコミュニティ・スクールの意義や仕組み、運営の方法等についての研修会を開催した
り、国からの情報を速やかに提供したりするなどの支援を行っているところであります。
　一方、高等学校や特別支援学校につきましては、小・中学校に比べて通学範囲が広域であることなどから、コミュニティ・ス
クール設置については難しさがありますが、学校と地域とのつながりの強化は重要でありますので、今後、地域との更なる連携
に、努めてまいりたいと考えております。

学校政策課

13 学校施設・整備

本県の公立小・中学校、
県立高等学校及び特別支
援学校の平成３０年４月
１日時点におけるトイレ
の洋式化率の見込みにつ
いて伺いたい。

来住　一人
日本

共産党 30 2
　本県の公立学校のトイレの洋式化率は、平成３０年４月１日時点の見込みで、小学校が３７．４％、中学校が３５．９％、高
等学校が２８．４％、特別支援学校が８３．１％であります。

財務福利課
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14 学校施設・整備

本県の公立小・中学校、
県立高等学校及び特別支
援学校の平成３０年４月
１日時点における教室の
空調設置率の見込みにつ
いて伺いたい。

来住　一人
日本

共産党 30 2
　本県の公立学校の教室における空調設置率は、平成３０年４月１日時点の見込みで、小学校が２８．５％、中学校が３４．
２％、高等学校が４８．９％、特別支援学校が９７．１％であります。

財務福利課

15 学校施設・整備

本県の公立小・中学校、
県立高等学校及び特別支
援学校のトイレ洋式化や
空調設置等に関する今後
の考え方について伺いた
い。

来住　一人
日本

共産党 30 2

　トイレの洋式化や空調の設置など、児童生徒が学びやすい環境等を整えることは重要であると考えております。
　県立学校につきましては、建物の老朽化対策や長寿命化対策を優先して進めております。トイレの洋式化や空調の設置につき
ましても、これまで緊急性等を考慮し整備を進めてきたところであり、今後とも継続的な整備に努めてまいりたいと考えており
ます。
　また、市町村立小・中学校につきましては、市町村において検討がなされるものでありますが、県教育委員会といたしまして
は国の補助制度の周知や参考となる事例の紹介などを、研修会や担当者会議など様々な機会を通じて、積極的に情報提供してま
いりたいと考えております。

財務福利課

16 学校事務

チーム学校の中で学校事
務職員がどのような役割
を果たすべきと考えてい
るか伺いたい。

岩切　達哉
県民
連合
宮崎

30 2

　学校を取り巻く環境が多様化・複雑化する中で、学校事務職員には、学校教育における諸課題の解決や地域との連携など、こ
れまで以上に主体的、積極的に学校経営に参画することが求められているところであります。
　県教育委員会におきましても、これまで学校事務職員の任用や人材育成の在り方などについて様々な検討を行ってきたところ
でありまして、平成２９年４月から、主に学校や教育委員会事務局で勤務し、本県の教育行政の核となる職員の採用を開始した
ところであります。
　今後とも、学校教育への深い理解と高い専門性を備えた学校事務職員の確保・育成を図ることによりまして、教職員が一丸と
なって課題解決に取り組む、チームとしての学校づくりを進めてまいりたいと考えております。

教職員課

17 キャリア教育

進路選択に目的意識を持
つことの大切さを伝える
キャリア教育の充実が重
要であり、子供の頃から
切れ目のない取組が必要
ではないかと思うが、本
県の取組について伺いた
い。

黒木　正一
自由

民主党 30 2

　キャリア教育は、一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力や態度を育てる教育でありまして、小学校か
ら中学・高等学校にいたる継続的・発展的な取組が必要であると考えております。
　このため、県教育委員会では、キャリア教育支援センターにおける「よのなか教室」の普及や中学生キャリアフォーラムの開
催、高校生を対象とするライフプランニングや労働法の授業などに取り組んでおります。
　また、県内７地域で開催をしております「県民総ぐるみ教育推進研修会」は、小・中・高等学校の教職員と産業界・地域の関
係者等が議論を交わす場となっておりまして、全県を挙げてキャリア教育に取り組む機運の醸成をしております。
　県教育委員会では、今後とも、児童生徒の発達段階に応じた小・中・高等学校間の「縦」の連携と、学校と産業界・地域の
「横」の連携によるキャリア教育を充実してまいりたいと考えております。

学校政策課

18 給食・食育

児童生徒が朝食を食べる
ことは大切だと思うが、
教育長の考えを伺いた
い。

岩切　達哉
県民
連合
宮崎

30 2

　「平成２９年度宮崎県児童生徒の体力・運動能力調査」における、県内の公立小・中・高等学校の児童生徒の実態につきまし
ては、８８．４％が「朝食を毎日食べる」と回答しております。全く、あるいは、時々食べないという児童生徒は１割程度見受
けられるところであります。
　寝ている間にもエネルギーや栄養素は消費されますので、朝食をきちんと食べることは、これを補充し、午前中の活動で必要
な分を補給するためにも、とても重要であると考えております。
　文部科学省の調査におきましても、朝食を毎日食べる児童生徒ほど学力や体力が高い傾向にあることが明らかになっているこ
とから、県教育委員会といたしましては、今後とも、朝食を含め食育をしっかりと推進し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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★…知事答弁、◆…副知事答弁、◎…総合政策部長

19 教育委員会

教育委員会制度改正によ
り教育に対する知事の関
与が大きくなっている
が、教育委員会の独立性
は保たれているのか伺い
たい。

井本　英雄
自由

民主党 30 2

　今回の教育委員会制度改正の目的の一つは、地方公共団体の長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題など
を共有して、より一層民意を反映した教育行政の推進を図ることであり、その目的を実現するための取組として、「教育に関す
る大綱」の策定や「総合教育会議」の設置が求められております。
　本県におきましては、平成２７年９月に大綱を策定しておりますが、改正法にも明記されておりますとおり、この大綱の策定
をもって、教育委員会の職務権限に変更が生じるものではなく、教育委員会の独立性は、従前と変わりなく保たれております。
　また、「総合教育会議」につきましては、本県では毎年度２回程度開催をして、知事と教育委員会との積極的な意見交換等を
行っているところでございます。
　今後とも相互の連携を強化し、宮崎の子どもたちのために、よりよい教育の推進に努めてまいりたいと考えております。

教育庁総務課

20 教員採用

過去３年間の教員採用選
考試験の採用者の平均年
齢と新卒者の割合につい
て伺いたい。

徳重　忠夫
自由

民主党 30 2

　本県の過去３年間の教員採用者の平均年齢は、平成２８年度採用者が２８．１歳、平成２９年度が２８．２歳、平成３０年度
が２７．３歳であります。
　また、採用者に占める新卒者の割合は、平成２８年度採用が１３．１％、平成２９年度が１６．２％、平成３０年度が２３．
４％となっておりまして、年々、その割合が高くなってきているところであります。

教職員課

21 教員採用
教員採用選考試験の受験
年齢の見直しについて、
そのねらいを伺いたい。

徳重　忠夫
自由

民主党 30 2

　今後、教員の定年退職者の増加に伴いまして、採用者数の増加が見込まれます中、教員採用選考試験の競争倍率も低下傾向に
あり、優秀な人材の確保が課題となっているところであります。
　このため、県教育委員会では、来年度実施の試験から、受験年齢をこれまでの満４１歳未満から満６０歳未満に変更し、現
在、学校現場で活躍している臨時講師をはじめ幅広い年齢層からの応募を可能としたところでございます。

教職員課

22 教員採用

若い人材の確保のため
に、どのような取組を
行っているのか伺いた
い。

徳重　忠夫
自由

民主党 30 2

　県教育委員会では、採用後に即戦力となる人材を育成するため、本県の教員を志望する学生に対して、教員の職務を体験する
「スクールトライアル事業」や教員としての実践力を高める「宮崎教師道場」を開催しております。
　また、県内及び九州各県の大学を直接訪問して、教員採用選考試験の案内を行い、受験者の確保にも努めているところであり
ます。
　さらに、来年度からの教員採用選考試験の見直しの中で、若く優秀な人材を確保するために、他県の現職教員及び本県の元教
員等を対象とした特別選考試験の出願資格となる勤務年数を、５年以上から３年以上に短縮するとともに、宮崎大学教職大学院
修了予定者を対象とした新たな特別選考試験を実施することといたしました。
　これらの取組により、新卒者をはじめ幅広い年齢層から、人間性にあふれ、専門性に優れた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

23 競技力向上

２巡目国体では、開催県
にふさわしい成績が求め
られると思うが、競技力
向上に向けた選手強化策
などをどのように行うの
か伺いたい。

黒木　正一
自由

民主党 30 2

　昭和５４年の宮崎国体は、本県選手団の活躍によりまして天皇杯を獲得し、県民に大きな感動を与えますとともに、「スポー
ツランドみやざき」の礎を築くなど、大変意義のある大会でございました。
　２巡目国体におきましても、天皇杯獲得を目標に掲げ、計画的に競技力の向上に努めてまいる所存であります。
　そのため、現在、県教育委員会では、選手の育成や強化はもとより、指導者の確保・養成などを柱とした競技力向上基本計画
策定の詰めの作業を鋭意進めておりまして、来年度の早い時期から、その実施に取り組んでまいりたいと考えております。
　今後とも、競技団体や関係機関等と連携を図りながら、目標達成に向けて全力をあげて頑張ってまいります。

スポーツ振興課
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★…知事答弁、◆…副知事答弁、◎…総合政策部長

24 芸術文化

県立美術館が、これまで
書を収集してこなかった
理由と今後の書の収集に
ついてどのように考えて
いるのか伺いたい。

井本　英雄
自由

民主党 30 2

　県立美術館は設立当初から、瑛九を作品収集の核として、関連するシュルレアリスムなどの海外作品や、郷土出身作家の作品
など、絵画や彫刻を中心に収集を行い、県立美術館としての特色づくりに努めてまいりました。
　書は、我が国の伝統文化であり、県民に優れた書の鑑賞機会を提供することは大切であると認識しておりましたが、書の収集
方針が整理されていなかったことや厳しい財政事情等によりまして、書の作品の収蔵には至らなかったところであります。
　こうした中、国富町にゆかりのある書家で、戦前の小学生が皆使用した、書き方の教科書を書かれたり、昭和天皇の皇太子時
代に習字の指導をされたりしておられた、故日髙秩父氏のはがきや手紙などの資料寄贈の申し出がありましたことから、先般、
収集をしたところであります。
　今後、本県の書文化の向上を図るために、専門家などの意見も伺いながら、収集すべき書家等の調査・研究を進めてまいりた
いと考えております。

生涯学習課

25 国体

２巡目国体に向けて県民
意識の高まりが必要だと
思うが、県民総参加の取
組について伺いたい。

黒木　正一
自由

民主党 30 2

　前回の宮崎国体におきましては、「日本のふるさと宮崎国体県民運動」を展開し、運営ボランティアや県外選手団等へのおも
てなしなど、多くの県民の皆様が大会を盛り上げてくださいました。
　近年の国体開催県におきましても、国体実施競技のスポーツ体験教室や各種スポーツイベントを開催し、県民の国体への関心
や参加意欲を高める取組が行われているところであります。
　２巡目国体では、大会の開催を契機としまして、競技スポーツ、生涯スポーツを含めたスポーツの振興はもとより、県民一人
一人の健康増進や、「スポーツランドみやざき」の更なる推進など、県民総参加型の宮崎らしい「おもてなしの心」あふれる大
会にしたいと考えております。
　今後、県準備委員会におきまして、他県の事例等も参考にしながら、機運の醸成や大会の準備に取り組んでまいりたいと考え
ております。

国体・高校総体
準備室 ★

26 国体
宮崎市のアリーナ建設問
題に対する所見を伺いた
い。

岩切　達哉
県民
連合
宮崎

30 2

　宮崎市におけるアリーナ構想であります大規模なコンサートやスポーツイベントなど、そういったものが開催可能な拠点施設
が整備されることになれば、スポーツや文化の振興、さらには賑わいの創出、地域の活性化など大きな効果があるものと考えて
おります。一方で、整備手法、整備主体、財源の問題、相互の運営、ランニングコスト、様々な課題があろうかと考えておりま
す。
　今後、具体化に向けた検討がなされると伺っておりますので、宮崎市から相談があれば、県としてどのように関わっていける
のか、検討してまいりたいと考えております。

国体・高校総体
準備室

総合政策課

★

27 国体

宮崎北警察署横のグラウ
ンドを建設予定地である
とした場合、県として協
力していくことは、やぶ
さかでないのか伺いた
い。

岩切　達哉
県民
連合
宮崎

30 2
　場所を含めて、現在、具体的な内容については、宮崎市で検討中ということでありますので、御相談がありましたら、県とし
てどのように関わっていけるのか、検討してまいりたいと考えております。

国体・高校総体
準備室

総合政策課

★

28 国体
宮崎市のアリーナ構想を
県はどう把握しているの
か伺いたい。

渡辺　　創
県民
連合
宮崎

30 2
　県といたしましては、宮崎市においてどのような構想を検討されているのか、お尋ねしているところですが、具体的な内容に
ついては、今後、検討がなされると伺っているところです。

国体・高校総体
準備室

総合政策課

◎

29 国体
宮崎市から具体的な協力
要請はあるのか伺いた
い。

渡辺　　創
県民
連合
宮崎

30 2
　具体的な内容については、今後、検討がなされると伺っており、具体的な協力要請は、これからになるのではないかと考えて
おります。

国体・高校総体
準備室

総合政策課

◎
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★…知事答弁、◆…副知事答弁、◎…総合政策部長

30 国体

宮崎市のアリーナ構想
は、２巡目国体に資する
施設整備であると県は受
け止めているのか伺いた
い。

渡辺　　創
県民
連合
宮崎

30 2 　宮崎市のアリーナ構想の具体化が、２巡目国体の開催５年前に間に合えば、検討対象になるものと考えております。

国体・高校総体
準備室

総合政策課

31 国体

県体育館の延岡移転、市
総合体育館の老朽化は、
県央部における室内体育
施設の脆弱化につながる
ことは間違いない。県は
そこをどう考えるのか。
また、その状況を考慮し
た際に宮崎市の施設整備
に期待する面があるか伺
いたい。

渡辺　　創
県民
連合
宮崎

30 2

　新たに整備をします県立体育館につきましては、全県的なスポーツの振興、地域の振興を図るという観点から、延岡市への整
備を判断したものでありますが、利用者に配慮するため、現在の県体育館も当面、存続させることとしています。
　県といたしましては、宮崎市のアリーナ構想が具体化していくことになれば、県央部における体育施設の充実にもつながるも
のと考えております。

国体・高校総体
準備室

総合政策課

★

32 国体
県体育館の「当面」存続
とは、いつまでか伺いた
い。

渡辺　　創
県民
連合
宮崎

30 2

　現在の県体育館は、建設から５０年が経過しております。施設の存続・活用には維持管理などの検討課題もあるため、現時点
では、まだ整理できていない状況であります。
　今後、２巡目国体に向けた競技会場の選定作業を行ってまいりますが、例えば、国体に向けた当面の練習会場として使用する
など、様々な選択肢を含めて、この在り方について考えているところでありまして、市の体育館をどう考えられるか、アリーナ
構想がどのようなスケジュール感で具体化するか、そのような状況も踏まえる必要があろうかと考えております。県の財政状況
等も踏まえながら、できるだけ早く、その方向性を整理したいと考えております。

国体・高校総体
準備室

総合政策課

★

33 再編整備
地域における小・中・高
校の役割について、知事
の考えを伺いたい

図師　博規
愛みや
ざき 30 2

　学校は、子どもたちの豊かな学びと成長を保障する場であり、今お話にありましたように祭りや踊りなどの地域行事を通し
て、地域への愛着や誇りを育みながら、将来を担う子どもたちを育成するといった、大切な役割があると考えております。
　また、学校は地域コミュニティの拠点の一つとして、地域振興を担う人材の育成や、ふるさとの活性化等に貢献するといった
大変重要な役割も担っているものと考えております。

学校政策課 ★

34 再編整備

学校教育改革推進協議会
の位置づけと本年度の協
議内容である「少子化等
への対応」についての具
体的な協議項目を伺いた
い。

図師　博規
愛みや
ざき 30 2

　学校教育改革推進協議会は、本県教育における中・長期的な課題に対して御意見をいただくために設置された県教育委員会の
私的諮問機関であります。
　本協議会は、学識経験者や行政関係者、教育関係者等から構成されております。協議会本体の他、地区別協議会や専門部会を
設置し、様々な分野の皆様から幅広い御意見を聴取する体制をとっております。
　本年度は、「今後の高等学校教育改革」をテーマに、「多様な生徒への対応」や「入学者選抜制度の在り方」など五つの柱に
ついて御協議をいただきました。
　その柱の一つである「少子化等に伴う生徒数減少への対応」につきましては、１学年の学級数の適正規模の在り方、それか
ら、１学級の定員４０人の在り方の二つの協議項目について御意見をいただいたところです。

学校政策課

35 再編整備

学校教育改革推進協議会
において、県立高等学校
における１学年の学級数
の適正規模の在り方につ
いて、どのような意見が
出されたか伺いたい。

図師　博規
愛みや
ざき 30 2

　１学年の学級数の適正規模につきましては、子どもたちにとって、よりよい教育環境を提供するために現在の４学級から８学
級とする考え方は必要であるといった御意見をいただいております。
　また、適正規模未満の学校でも、ＩＣＴを使った遠隔授業の研究を実施し、小規模化した近隣の高校同士の連携などにより、
教育の質を確保することで、良い教育サービスが提供できれば、学校を維持できるのではないかといった御意見や、地元の小規
模な県立高校の存続のために、地元市町村が財政的な支援を含めたバックアップをすることなど、今後は県立高校も地元市町村
との連携や支援が欠かせないといった御意見、学校間の格差が生じにくくなるような施策と併せて、適正規模の在り方を考える
必要があるといった御意見などをいただいております。

学校政策課
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36 再編整備

学校教育改革推進協議会
において、県立高等学校
における１学級４０人の
定員の在り方について、
どのような意見が出され
たか伺いたい。

図師　博規
愛みや
ざき 30 2

　１学級の定員の在り方につきましては、中学生の多様な進路の選択肢を広く保つ意味で、１学級の定員を減らしてでも現在の
学校・学科は維持してほしいといった御意見をいただいております。これは、主に、１学科１学級が多い職業学科に対していた
だいた御意見であります。
　また、県内の小・中学校では、１学級４０人未満で運営されているケースも多いことから、高校の１学級４０人という基準を
見直してはどうかといった御意見などをいただいております。
　このような意見を踏まえ、１学級の定員の在り方につきましては、国の基準を踏まえながら、地域における学びの保障に十分
配慮し、可能な限り柔軟な対応を検討することが求められるといった提言をいただいております。

学校政策課

37 再編整備

学校教育改革推進協議会
において、委員から出さ
れた意見を、今後どう生
かしていくのか伺いた
い。

図師　博規
愛みや
ざき 30 2

　今回、学校教育改革推進協議会からいただきました様々な御意見を参考にしながら、現在、「県立高等学校教育整備計画」の
「後期実施計画」の策定を進めているところであります。
　今後、県教育委員会といたしましては、「後期実施計画」の着実な推進に努めてまいりたいと考えております。

学校政策課

38 再編整備

募集定員を下回った場
合、教職員の人件費に係
る交付税措置にどの程度
影響があるのか伺いた
い。

図師　博規
愛みや
ざき 30 2

　普通交付税の基礎となります基準財政需要額のうち、高等学校に係るものは、「教職員数」及び「生徒数」をもとに算定され
ます。
  このうち、人件費など「教職員数」をもととするものは、各学年の入学時の募集定員を合計した収容定員に応じて算出される教
職員数を用いて算定されますことから、入学者の数が募集定員を下回ったとしても「教職員数」をもとにした普通交付税の算定
には影響ありません。

教職員課

39 再編整備
都農高校を含む小規模校
の存続について、知事の
思いを伺いたい。

図師　博規
愛みや
ざき 30 2

　少子化に伴う生徒数減少等によりまして、高等学校の小規模化が進みますと、いかにして教育の質を確保していくかが、大き
な課題になると認識しております。
　このような中、都農高校につきましては、現行の「高等学校教育整備計画」の「中期実施計画」に基づき、昨年度、再編統合
の方針が示され、現在、その準備が進められているところであります。
　今後とも、小規模校の存続につきましては、地域の実態等を踏まえながら、本県高校生にとって、よりよい教育環境をしっか
りと提供していくという視点に立って判断されるべきものと考えております。

学校政策課 ★

40 就職

人口減少問題に対応する
ためには若者の県内定着
の促進が重要であるが、
今後どのように取り組ん
でいくのか、総合政策部
長、商工観光労働部長、
教育長に伺いたい。

重松幸次郎 公明党 30 2

　教育委員会におきましては、昨年度より県立高校生の県内企業の理解促進を図るため、就職支援エリアコーディネーターを６
名配置し、エリアネットワーク会議や県内企業の見学会を実施しているところであります。
　次年度につきましては、就職支援エリアコーディネーターを県外就職希望者が多い工業高校等に配置し、県内企業の情報収集
と発信に一層力を入れてまいります。また、これまで就職希望の生徒や保護者を対象に行っておりました企業見学会につきまし
ても職業系高校の進学希望の生徒も対象として実施する予定であります。
　これらの取組によりまして、就職希望者の県内企業への理解がより一層図られますとともに、進学する生徒も、将来、宮崎で
働くイメージを持つことができ、若者定着につながるものと考えております。

学校政策課
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41 就職

県では、高校生の県内就
職促進に取り組んでいる
が、来年度は、特にどの
ような点に力を入れるの
か商工観光労働部長、教
育長に伺いたい。

河野　哲也 公明党 30 2

　教育委員会の事業であります「県立高校と県内企業のネットワーク強化事業」におきましては、高校と県内企業のパイプ役で
ある就職支援エリアコーディネーターを来年度から県内就職率の低い工業高校等に配置し、工業高校と県内企業とのつながりを
強めてまいります。
　また、高校の進路指導担当者や地元企業、行政等が県内就職に関する情報交換を行うエリアネットワーク会議に、新たに高校
のＰＴＡ役員や３年生の保護者にも参加を呼びかけ保護者の県内企業の理解促進を図ってまいります。
　さらに、今年度２０００名以上の生徒が参加をしました県内企業の見学会につきましては、来年度からは進学する生徒も参加
できるようクラス全員、あるいは学年全体などで実施をしてまいります。
　今後とも関係部局等との連携を図りながら、生徒、保護者に県内企業の魅力を伝える取組を積極的に推進してまいりたいと考
えております。

学校政策課

42 主権者教育

１８歳選挙権導入に伴う
主権者教育について、ど
のような取組を行い、そ
の成果をどう総括してい
るのか伺いたい。

渡辺　　創
県民
連合
宮崎

30 2

　今回の１８歳選挙権導入に伴いまして、県教育委員会では、全ての県立学校において主権者教育の企画・立案を行う職員を
「主権者教育推進リーダー」に任命し、年間指導計画の作成や指導の充実に向けた研修会を行ってまいりました。
　また、各学校においては、生徒による実際の選挙公報を用いた討論会や県選挙管理委員会と連携した模擬選挙など、具体的・
実践的な取組も進められております。
　これらの取組の結果、各学校では主権者教育の位置付けや、その在り方、進め方が明確になるとともに、少しずつではありま
すが、生徒自らが主権者として社会に参画しようとする意欲や態度の醸成がなされつつあると考えております。

学校政策課

43 主権者教育

小・中・高等学校等を通
じて主権者意識を醸成さ
せるためにどのように主
権者教育を推進していく
のか伺いたい。

渡辺　　創
県民
連合
宮崎

30 2

　小・中・高等学校等におきましては、発達段階に応じて取り組んでいる憲法や選挙、政治参加に関するこれまでの学習等に加
えまして、国や社会の課題を自らの問題として捉え、その解決に向けて主体的に行動できる能力や積極的に参画する態度の育成
を図ることが、今後更に必要になると考えております。
　そのため、これからの教育活動におきましては、例えば、小・中学校では、地域の課題や身近な社会の問題をどのように解決
すべきか話し合いや討論をさせたり、高等学校等では、国や社会の在り方などについて多角的に考え、そのために自ら何をすべ
きかを発表させたりするなど、日頃から、主権者としての資質や態度を育むことを意識した学習を、小・中・高等学校等を通し
て、継続的に進めてまいりたいと考えております。

学校政策課

44 主権者教育

主権者教育に関して、
小・中学校では、どのよ
うな取組が行われている
のか伺いたい。

徳重　忠夫
自由

民主党 30 2

　小・中学校での主権者教育は、小学校６年の社会科におきまして、「政治は国民生活の安定と向上を図るために大きな働きを
していること」を考えさせたり、中学校３年の社会科におきましては、「選挙は、議会制民主主義を支えるものであること」を
理解させたりするなど、学習指導要領に基づき政治や選挙等に関する学習を行っているところであります。
　また、県内各地の小・中学校では、例えば、地域の課題について実際の議場で話し合う「子ども議会」や、生徒会選挙の際
に、本物の投票箱や仕切りのある記載台を使った「模擬投票」を行うなど、将来、選挙権を持つことになる子どもたちに対し
て、様々な体験を通しながら選挙に対する関心を高める取組を行っているところでございます。

学校政策課

45
奨学金・
就学支援

就学援助の「新入学児童
生徒学用品費等」の入学
前支給を予定している県
内自治体が小学校７自治
体、中学校８自治体と
なっているが、これを増
やしていくことはできな
いのか。

来住　一人
日本

共産党 30 2

　就学援助につきましては、学校教育法に基づき、市町村教育委員会が主体的に実施しているところであります。
　国が平成２９年度から小学校に入学する前の「就学予定者」に対して「新入学児童生徒学用品費等」を速やかに支給できるよ
う交付要綱を改正したことから、県教育委員会では市町村教育委員会に対して制度の趣旨を踏まえた対応をお願いしてきたとこ
ろであります。
　平成３０年４月の入学前に支給を検討している市町村教育委員会も複数出てきておりますので、県教育委員会といたしまして
は、今後とも「新入学児童生徒学用品費等」の早期支給の取組が進むよう、引き続き周知を行いますとともに、就学援助の充実
に向け、必要な情報の提供や助言等に努めてまいりたいと考えております。

財務福利課
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46 職場環境
教職員の長時間勤務の改
善にどのように取り組ん
でいるのか伺いたい。

満行　潤一
県民
連合
宮崎

30 2

　県教育委員会では、「教職員の働きやすい環境づくりプログラム」に基づきまして、調査・提出書類の削減やスクールソー
シャルワーカーの増員などにより教職員の負担軽減を図っているところであります。
　一方で、学校現場における負担軽減を図るためには、管理職の強いリーダーシップが不可欠でありますことから、先月、公立
学校の全ての副校長、教頭を対象に開催いたしました「みやざき学校マネジメントフォーラム」におきまして、職場環境改善の
ための研究発表や専門家の講演により意識啓発を図ったところであります。
　今後とも、昨年１２月に文部科学省がとりまとめた「学校における働き方改革に関する緊急対策」も踏まえながら、教職員が
児童生徒に向き合い、本来の教育活動に専念できる環境づくりに、引き続き、全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えており
ます。

教職員課

47 職場環境

部活動を含めた勤務時間
の把握にどのように取り
組んでいるのか伺いた
い。

満行　潤一
県民
連合
宮崎

30 2

　御指摘のとおり、部活動を含めた教職員の長時間勤務の是正に取り組むためには、まずは出退勤時刻を正確に把握することが
必要であります。
　このため、昨年の９月から全ての県立学校において、職員が部活動の時間も含めた毎日の出退勤時刻をパソコンに入力し、管
理職がそれを把握する取組を開始したところであり、市町村教育委員会においても、同様の取組が広がってきているところであ
ります。

教職員課

48 人権教育

教育委員会が把握してい
るＬＧＢＴ等の性的マイ
ノリティに関する研修及
び指導の実施状況や傾向
を伺いたい。

渡辺　　創
県民
連合
宮崎

30 2

　ＬＧＢＴ等の性的マイノリティに関する教職員に対する研修の実施状況でございますが、平成２８年度は４２２校中１０２校
で、率にしますと２４．２％、平成２９年度は４１５校中１２７校で、率にしますと３０．６％でございます。前年度と比べ、
６．４ポイント上昇しております。
　また、児童生徒への指導内容として取り扱った学校は、平成２８年度は４２２校中３３校、率にしますと７．８％、平成２９
年度は４１５校中４５校で、率にしますと１０．８％でございます。こちらも前年度と比べ、３ポイント上昇をしております。
　これらの内容といたしましては、従来は視聴覚教材の利用を中心としたものでありましたが、近年は、新聞等の最新の情報を
活用したり、外部講師のお話をお聞きしたりするものが増えております。
　また、保護者を対象とした家庭教育学級の研修テーマとなるなど、ＬＧＢＴ等の性的マイノリティの方に対する人権意識は着
実に高まってきていると考えております。

人権同和教育室

49

スクールカウン
セラー・

スクールソー
シャルワーカー

九州管内で格差が広がる
スクールソーシャルワー
カーの待遇改善ととも
に、更なる増員ができな
いか伺いたい。

右松　隆央
自由

民主党 30 2

　スクールソーシャルワーカーへの期待は年々高まっておりまして、各学校からの派遣要請も増加する中、本県におきまして
は、昨年度、配置人数を４名増員をしたところであります。しかしながら、議員がおっしゃるように現在のスクールソーシャル
ワーカーの待遇あるいは適正配置数は、検討していくべき課題であると認識しております。
　今後は、社会福祉士会、精神保健福祉士会等と連絡を密に取り合い、スクールソーシャルワーカーの人材発掘に繋がるような
情報を収集したり、各関係機関の研修会に出向いて、本県の現状等を伝えていく取組を行ったりするなど、これまで以上に連携
を強化することで、人材確保につなげてまいりたいと考えております。
　また、スクールソーシャルワーカーの活用は教職員の負担軽減、働き方改革にもつながりますことから、国庫負担の割合を引
き上げるよう国への要望を継続していくとともに、スクールソーシャルワーカーの待遇改善や配置数増加に向けて、引き続き、
様々な工夫や努力を重ねてまいりたいと考えております。

学校政策課

50 性に関する指導

ＬＧＢＴ等の性的マイノ
リティに対する県として
の相談体制の有無とその
現状について伺いたい。

渡辺　　創
県民
連合
宮崎

30 2

　県教育委員会では、教育研修センター内に「ふれあいコール」を設置いたしまして、ＬＧＢＴ等に係る内容も含め、様々な悩
みを抱える児童生徒や保護者からの相談を受け付けております。平成２９年度におきましては、１月末現在で５６５件の電話相
談及び来訪相談を受け付けております。
　なお、特に電話だけでのやりとり等では、相談者が性的マイノリティの方なのか判断が難しい状況にありますため、ＬＧＢＴ
等に関する相談については、明確な件数としては把握をしておりませんが、根底にＬＧＢＴ等に係る悩みを抱えていると思われ
る場合は、相談者に寄り添った丁寧な対応に努めているところであります。また、内容によっては、県の男女共同参画センター
や精神保健福祉センター等を紹介しております。

学校政策課
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51 性に関する指導

平成２６年度に文部科学
省が実施した「学校にお
ける性同一性障害に係る
対応に関する状況調査」
について、本県の状況を
把握しているのか伺いた
い。

渡辺　　創
県民
連合
宮崎

30 2
　平成２６年度に文部科学省が実施しました本調査につきましては、国は、全国の状況のみを公表しており、県ごとの公表は
行っておりませんので、本県の具体的な状況については、把握をしていないところであります。

学校政策課

52 性に関する指導

性同一性障害のみなら
ず、性的指向、性自認に
関わる児童生徒の「生き
づらさ」を、学校現場で
はどう把握し、対処して
いるか伺いたい。

渡辺　　創
県民
連合
宮崎

30 2

　性同一性障害等に係る児童生徒の「生きづらさ」につきましては、自尊感情が低下したり、いじめの被害者になったりするな
ど様々な問題が派生する場合があるものと認識をしております。
　そこで、学校では、一人一人の教職員が、日頃から児童生徒をきめ細かく観察しながら、このような悩みや不安を抱える児童
生徒の良き理解者となるように努めるとともに、児童生徒が、相談しやすい環境づくりを進めております。
　また、このような児童生徒に対して、自らが認識する性別の服装を認めたり、職員トイレを利用させたりするなどの「生きづ
らさ」を解消するための支援を行っております。

学校政策課

53 体力向上

全国体力・運動能力、運
動習慣等調査結果で成果
を上げてきている本県の
現状と、スポーツ推進県
として今後さらに成果を
上げていくためにどのよ
うな取組を進めていくの
か伺いたい。

右松　隆央
自由

民主党 30 2

　本県では、平成２０年度から国が実施をしております「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」に先駆け、平成１６年度から
公立の全児童生徒を対象に独自の体力・運動能力調査を実施をしております。
　各学校では、その結果の分析を基に具体的な数値目標や目標達成のための取組を盛り込んだ「体力向上プラン」を作成し、体
育活動に加え、姿勢を正す立腰指導や食育指導など、様々な取組を実践しております。
　また、県教育委員会では、保健体育教諭や養護教諭などで構成する「体力向上推進委員会」を設置し、全国平均を下回る項目
への対応策や、生活習慣に係る情報などをとりまとめ、各学校へ提供をしております。
　併せて、中学・高校の保健体育教諭等の小学校派遣を通じ小学生の体力の向上を図っているところであり、これらの取組が、
成果につながっているものと考えております。
　県教育委員会といたしましては、小学校における体育活動の充実のため、昨年度から３校に配置をしている小学校体育専科教
員の活用方法の拡充や学校体育に係る講習会などにおける研修講師の選定を工夫するなど、体力向上に向けた更なる取組を進め
てまいりたいと考えております。

スポーツ振興課

54 読書・図書

図書館の機能を活用し
て、住民の知見も生かせ
るようなワークショップ
などの参加型講座を実施
することについて、どの
ように考えているのか伺
いたい。

井本　英雄
自由

民主党 30 2

　図書館は、「地域の情報拠点」であり、また、利用者の多い社会教育施設でありますことから、議員の御質問にありました
ワークショップ等を図書館で行うことは、住民が互いに学び合い、自己を高めていく機会となりまして、地域の課題解決にもつ
ながるような有意義な取組であると考えております。
　県内でも、日向市におきまして、認知症の当事者やその家族、市民ボランティアや各専門家が交流し情報交換をする全国でも
先駆的な取組が行われておりまして、県では県内図書館職員等を対象とした研修におきまして、その事例を紹介したところであ
ります。
　今後も県内外の優れた取組を収集し、市町村への周知を図るとともに、県立図書館における対応について、調査・研究を行っ
てまいりたいと考えております。

生涯学習課

55 読書・図書

県立図書館では、地域資
料の収集をどのように
行っているのか伺いた
い。また、納本条例をつ
くることについてどう考
えるか伺いたい。

井本　英雄
自由

民主党 30 2

　県立図書館におきましては、全県的な視野に立ちまして、市町村立図書館等と役割分担しながら、歴史的、社会的に見て本県
に関係の深い地域資料の収集・保存に努めているところでございます。
　地域資料は、そもそも書店で取り扱っているものが少なく、県で得られる発行の情報も限られますため、これまで県立図書館
のホームページ等において寄贈等を呼びかけてまいりました。今後とも、機会あるごとに地域資料の寄贈等に関する広報・周知
に努めてまいります。
　また、納本の制度づくり、お尋ねの納本条例につきましては、今後、調査・研究を行ってまいりたいと考えております。

生涯学習課
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56 読書・図書

市町村立図書館の図書購
入状況と県内書店から購
入できない理由について
伺いたい。

松村　悟郎
自由

民主党 30 2

　今回、図書館を設置しております市町村に調査をいたしましたところ、平成２８年度に、市町村立図書館が書店等から購入し
ている図書の金額の合計は約１億３千万円、冊数の合計は約８万冊となっております。そのうち、県外の書店等から購入してい
る金額は約５千万円、冊数は約３万冊で、ともに約４０％となっております。
　また、購入金額から見ますと、図書のほとんどを県内の書店等から購入している市町村は５割弱、図書のほとんどを県外の書
店等から購入している市町村は４割弱となっております。
　県内書店から購入できない主な理由としましては、県外書店等の方が在庫が豊富であることや、県外書店等で購入すると、ラ
ベルやカバーを付けるサービスが受けられるといったことがございます。

生涯学習課

57 読書・図書

知事は「日本一の読書
県」を提唱しておられる
が、図書館と福祉施設が
連携した幕別町のような
取組についてどう思うか
伺いたい。

松村　悟郎
自由

民主党 30 2

　私は、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、「日本一の読
書県」を提唱し、こうした高い目標を掲げることで、様々な取組を進めているところであります。
　これまで、県民の方が希望する図書を最寄りの図書館に素早く配送するシステムを構築をしたり、また読書への機運を高めよ
うということで、私を含む県庁幹部が「私のお薦め本」を紹介するという企画を行ったり、読書や図書館に関する県民向け
フォーラムを開催したりしてまいりました。また、昨年７月に東京で開催をされた全国的な図書館のシンポジウムに私もパネリ
ストとして登壇をして、本県の取組等についてＰＲを行ったところであります。
　議員からお伺いをしました幕別町の取組につきましては、図書館を巻き込んで地域づくりが行われているということ、また図
書館と福祉施設が連携するという新しい視点の取組であると大変感心をしたところであります。経費や環境整備等、様々な課題
を乗り越えてつくられた仕組みであろうと察したところでありますが、地域の福祉の充実、経済の好循環にもつながるような、
良い取組であると考えております。
　今後ともアンテナを高くし、こうした先進的取組の情報収集にも努めながら、「日本一の読書県」を掲げる本県として、でき
ることは何かということをしっかりと考えながら、取組を進めてまいりたいと考えております。

生涯学習課 ★

58 読書・図書
本県でもこのような取組
を県立図書館でモデル的
にできないか伺いたい。

松村　悟郎
自由

民主党 30 2

　県では、県立図書館職員が市町村立図書館を巡回をして、情報の共有や運営の助言を行うなど、「図書館の図書館」として、
何ができるかを考えながら、市町村立図書館の牽引役として努力をしているところであります。これからも、公立図書館は地域
の情報拠点として、住民の方々に愛され活用されることが大切であると思っております。
　今回幕別町の取組について御紹介いただいたところでありますが、図書館を巻き込んだ地域づくりや福祉との連携など、これ
からの地方創生を進める上で大切なことであると考えております。
　県立図書館において幕別町のような取組をモデル的に導入しようとした場合、新たな経費の発生や福祉施設、地元書店等との
協議・調整など、克服すべき課題があると考えますので、総合的な観点から検討してまいりたいと存じます。

生涯学習課

59 読書・図書

「日本一の読書県」を提
唱される中、その手応え
をどのようにとらえてい
るのか。併せて、県の果
たすべき役割も含めて今
後どのように推進してい
くのか伺いたい。

右松　隆央
自由

民主党 30 2

　お答えします。「日本一の読書県」についてであります。
　読書は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、人生を豊かに生きていく上で、欠くことのできないものであります。とり
わけ、子どもにとりまして読書は、知的探究心を育むなど学力の向上にもつながるものと考えております。そこで、本県では、
「子どもから大人まで　生涯にわたって読書に親しむ　みやざき県民」を目指し、「日本一の読書県」づくりに向けた様々な取
組を進めているところであります。
　特に、子どもたちには、学ぶ意欲をもたせ読書の楽しさを感じさせることが、大切でありますので、小・中学校においては、
一斉読書のほかＰＴＡや地域と連携をした読み聞かせや家庭読書の取組などが行われており、子どもたちの読書に親しむ環境づ
くりが、県下全域で徐々に進んできていると感じております。また、県立図書館では、配送システムを向上させたことにより、
貸出冊数が増えるなど県民の読書に対する機運の醸成が図られつつあると認識しているところであります。
　今後も、学校を始め、家庭や地域での読書活動推進のために、県の役割や方向性を明確にし、市町村・関係機関等と連携をし
て、「日本一の読書県」を目指した取組、これは息の長い取組となってまいります。これをしっかりと進めてまいりたいと考え
ております。以上であります。

生涯学習課 ★
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60 読書・図書

県内の公立小・中学校に
おける学校図書館図書標
準の達成率や、司書教諭
と学校司書の配置がどの
ような状況になっている
か伺いたい。

右松　隆央
自由

民主党 30 2

　国が行いました「平成２８年度　学校図書館の現状に関する調査」によりますと本県の公立小・中学校における学校図書館図
書標準の達成率は、小学校６６．５％、中学校５０．４％となっておりまして、８年前の調査結果と比べると、小学校で３６．
５％、中学校では１７．４％の伸びが見られるところであります。また、司書教諭の配置率は、学校図書館法に定められました
１２学級以上の学校におきましては、１００％であります。さらに、市町村が配置する学校司書の配置率は、小学校５５．
９％、中学校４５％となっております。
　議員御指摘のとおり、学校の日々の読書活動の充実を図っていくためには、司書教諭や学校司書等の専門的な知識をもつ人材
の配置や、図書館の整備充実を図るとともに、学校全体で読書活動を推進していく体制づくりを進めていくことが大切であると
考えております。
　今後も引き続き、市町村教育委員会と連携しながら、学校における積極的な読書の推進に努めてまいりたいと考えておりま
す。

学校政策課

61
特別支援

－支援員等

小・中学校における医療
的ケアに対し、県として
どのように支援を行って
いくのか伺いたい。

河野　哲也 公明党 30 2

　現在、本県におきましては、特別支援学校８校に４９名の医療的ケアの必要な児童生徒が在籍をしておりますことから、これ
らの特別支援学校に、計２５名の看護師を配置し、安全で安心な学校生活を送れるよう支援するとともに、保護者の負担軽減を
図っているところであります。
　小・中学校における医療的ケアにつきましては、医療的ケアが必要な子どもの把握や、看護師の配置等、早期からの体制整備
が重要でありますことから、所管する市町村教育委員会に対し、医療的ケアの説明を行い、周知を図ったところであります。
　県教育委員会といたしましては、今後とも児童生徒の状態に応じた適切な対応が図られるよう、引き続き周知を行い、情報提
供や、担当者等への説明会を開催するなど、市町村教育委員会と連携を図りながら支援に努めてまいりたいと考えております。

特別支援教育室

62
特別支援

－施設整備

都城きりしま支援学校及
び日向ひまわり支援学校
の教室不足を解消する事
業の進捗状況について伺
いたい。

来住　一人
日本

共産党 30 2

　都城きりしま支援学校と日向ひまわり支援学校の教室不足の解消につきましては、両校とも軽量鉄骨構造の校舎増築で対応す
ることとしており、本年度は、その基本設計と実施設計を行っております。
　来年度は、建築工事に着手するため、平成３０年度当初予算案に工事請負費を計上しているところであります。予定では、平
成３１年４月からの供用開始を見込んでおります。

特別支援教育室

63
特別支援
－指導等

特別支援学校の高等部に
おいて、図書の装備作業
を職業訓練の一環として
現場実習等に取り入れる
ことができないのか伺い
たい。

松村　悟郎
自由

民主党 30 2

　特別支援学校の高等部におきましては、職業訓練の一環としまして、働く意欲を培ったり、卒業後の自立に必要な内容を学ん
だりする作業学習に加え、企業や福祉事業所等での現場実習などを実施し、学校や地域の特色、生徒が希望する就職先や企業の
ニーズ等を踏まえながら将来の自立に向けた取組を行っているところであります。
　図書の装備作業につきましては、障がい福祉サービス事業における就労継続支援事業所の受託希望や、装備に係る作業環境の
条件が整えば、現場実習等で取り組むことは可能ではないかと考えます。

特別支援教育室

64 入試

私立高校の定員確保との
関係から、県立高校の二
次募集の在り方について
どう考えているのか伺い
たい。

黒木　正一
自由

民主党 30 2

　県立高校の募集定員につきましては、毎年、私立高校との連絡協議会を実施しまして、県立、私立双方の役割を尊重しつつ、
次年度の定員調整について協議するとともに、県全体の中学卒業予定者数の増減や、これまでの志望の状況等も踏まえて定めて
おります。
　県立高校の入試制度につきましては、まず、生徒・保護者の選択を第一に考えることが大切だと考えております。お話にござ
いました二次募集につきましては、一般入試で不合格の生徒を対象に、定員が未充足の学科・コースのみで実施をしておりまし
て、実際に受検をしておりますのは、県立高校への進学を強く希望する生徒でありますことから、必要な制度であると考えてい
るところであります。

学校政策課
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65 入試
平成３０年度県立高等学
校入学者選抜検査の志願
状況について伺いたい。

図師　博規
愛みや
ざき 30 2

　平成３０年度の県立高等学校一般入学者選抜検査の志願状況につきましては、全日制の志願倍率が０．９８倍、定時制の志願
倍率が０．３１倍となっております。
　また、全日制３５校のうち、学校全体の志願倍率が１倍を割り込んだ学校は１８校、学科コースでは、全１０６学科５コース
のうち、４５学科４コースであります。
　倍率が高かった学科は、順に、都城西高校フロンティア科、２．０９倍、宮崎西高校理数科、２．０９倍、宮崎大宮高校文科
情報科、１．９８倍であり、低かった学科は、福島高校普通科、０．０４倍、高千穂高校生産流通科、０．３３倍、日南振徳高
校商業科、０．４９倍であります。
　なお、福島高校につきましては、先に連携型中高一貫校である串間中学校を対象とした連携型入学者選抜を実施しているた
め、特に倍率が低くなっております。

学校政策課

66 入試

現時点での県立高校入試
の志願状況において、１
学年の適正規模に満たな
い学校及び適正規模を超
えている学校について伺
いたい。

図師　博規
愛みや
ざき 30 2

　現行の県立高等学校教育整備計画では、国の基準である１学級４０人を基本として、１学年の適正規模を４学級から８学級と
しております。
　適正規模の下限であります４学級において、１学年の適正規模を満たすための人数だけを単純計算しますと、数値上は、最終
的には二次募集も含めまして、１２０人を超えることとなります。
　現時点での県立高校入試の志願状況において、推薦入試内定者と一般入試志願者の合計が、この１２０人を超えていない学校
は、都農高校、宮崎海洋高校、飯野高校、高城高校、福島高校、高千穂高校、本庄高校、日南高校の８校となっております。
　一方、適正規模の上限である８学級を超える学校は、宮崎大宮高校、宮崎南高校、宮崎西高校の３校となっております。

学校政策課

67 不登校
不登校児童生徒の学習機
会の確保について、本県
の取組状況を伺いたい。

黒木　正一
自由

民主党 30 2

　昨年２月に施行されました「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」では、不登校児
童生徒の多様な状況に応じたきめ細かい支援を行うことが求められているところであります。
　各学校においては、不登校児童生徒の状況に応じ、学級担任等が家庭訪問を行い教育相談や学習支援などの取組を行っており
ます。
　また、県内には市町村が運営する適応指導教室等が、現在１６市町村で２１教室開設されておりまして、個に応じた適切な学
習支援や学校復帰に繋げる取組が行われております。
　県教育委員会におきましても、大学生をボランティアとして適応指導教室等に派遣し学習支援を行うなど、不登校児童生徒の
学習機会の確保に努めているところであります。

学校政策課


