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１ 開 会 １４時００分

教育長から、「臨時代理報告第１号」、「議題第３号」については、人事に関するも

のであることから、非公開での審議が適当である旨の提案がなされ、出席者全員で異議

なく決定した。

２ 前回の会議録の承認

教育長から、３月１２日の３月定例教育委員会の公開部分の会議録の承認について諮

られ、出席者全員で異議なく承認した。

３ 議 事

◎ 議題第１号 口頭により開示請求をすることができる保有個人情報の告示について

教育政策課長

（資料に沿って説明）

試験の結果を照会する先が教育政策課になっておりますので、そこを改正するも

のです。以上です。

教育長

この件に関しまして、質問や意見等はありませんか。

それでは、この件については、案のとおり決定します。

◎ 議題第２号 宮崎県教科用図書選定審議会への諮問について

義務教育課長

（資料に沿って説明）

以上、１から５の諮問事項を審議会に提案してよろしいか御審議をよろしくお願

いいたします。

松田委員

小学校道徳以外、今年度は「平成２６年度の研究資料を活用」と書いてあります

。これは、「検定申請なし」という前年度の検定の結果を踏まえて、結局検定する

必要がないから、資料等については平成２６年度の資料を活用するということでよ

ろしいでしょうか。

義務教育課長

はい、そのとおりです。平成２６年度から使用している教科書以外に新たな教

科書の申請がありませんので、前回採択したものを基に今回も採択をしていただ

くということになります。

松田委員

それに伴って専門調査員、これについては同様に設置はされないのでしょうか

。
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義務教育課長

こちらにつきましては、各採択地区協議会がどのような形で調査研究を行うの

か、前回の資料をそのまま使うということであれば、その調査結果を基に調査員

ではなくて委員が審議をして結論を下すというようなことも考えられると思って

おります。

松田委員

結局、市町村の方に任せるということでよろしいですか。

義務教育課長

はい。それも含めて今回の諮問事項の中で触れさせていただければ、また答申

でもいただけるのではないかなと考えております。

教育長

他に質問や意見等はありませんか。

それでは、この件については、案のとおり決定します。

４ その他

◎ その他① 平成３０年２月定例県議会について

教育政策課長

（資料に沿って説明）

説明は以上です。

宇田津委員

１４ページの図師議員が質問されてますコミュニティ・スクールの件なんです

けど、先日、各市町村教育委員会の教育委員長・委員さんと我々県の教育委員の

協議がありましたけど、同じ内容でそれぞれ話し合いをしたのですが、各市町村

それぞれ問題点だったり課題だったり、うまく機能するためには何年かかかるの

ではないかという不安要素だったり、県としても前向きに取り組んでいきたいと

いうことではあるのですが、やっぱり各市町村での動きというのが非常に重要視

されていますので、私たち県の方と各市町村と連携を取って進めていかないとい

けないのかな。正直ですね、協議の中では私たちのグループではなかなか前向き

な感じではなくて、あまりそういう意見が出されなかった、どちらかというと不

安というか心配事の方が多かったので、そこら辺は私たちも課題とかも吸い上げ

て連携を取ってやっていけたらいいなとは思いました。以上です。

島原委員

私もそれに関連してなんですけれども。私たちのグループでもいろいろな討議

が白熱して素晴らしいディスカッションができたかなと思うんですけれども、地

域との連携というのはどの地域でも非常に活発にやっているということですので
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、「今できているので、あえてやる必要があるのか。」みたいな意見は多かった

です。ただ、そういう話になるだろうなと思っていましたので、コミュニティ・

スクールを導入することの意味みたいなことをお話しして、再度ディスカッショ

ンしたんですけれども、「県としてはこうするんだ。」、「こういうふうに考え

ているんだ。」ということをはっきりとお伝えした上で、どうすればできるのか

というのを皆さんで一緒に考えるという方向に向けた方が良いのかなというふう

に思いました。特に都城の取組は、取り組んで良かった点、まだできていない点

、いろんな事例が発表されましたけれども、やはり地域の人たちと地域の教育力

を上げるということだとか、地域ぐるみで教育をするためには、コミュニティ・

スクールというのは将来的には必要なことだという共通認識でしたので、県とし

てもしっかりとした方向性で皆さんにはお伝えする必要があるのかなというふう

に思ったのが私の感想です。

松田委員

県の方と市町村では、どちらかというと対照的な意見が多かったように思いま

す。市町村では役員を兼ねている方がかなり多くて、これ以上やっても同じよう

なもんかなと。ただ、宮崎市の方は以前、子ども支援関係の部分でまだまだ先だ

なと思っていたんだけれども、取り組んでみたらやっぱりもっと積極的にならな

ければいけないので、今回の部分も積極的にやっていく必要があるのかなという

意見は宮崎市の方から出されました。

あと一つは予算化しないといけない。非常勤の特別職みたいな形で今度は選ぶ

んですよね。それで、予算を伴うものがあるからということで予算の裏付け的な

ものが市町村にとっては負担となるのかなという部分が懸案事項として出される

ことがありました。以上です。

教育長

教育政策課長はこの前の協議での意見をそれぞれまとめていただいて、その結

果をもって今後どうしていくかということを考えていただくということでよろし

いですかね。

教育政策課長

はい。

島原委員

この項目の４０番の「若者の県内定着」の件ですけれども、多分これは県内の

皆さんの一番の関心事項かなと思うんですけれども、ここに書いてあるように、

エリアコーディネーターを配置したということは非常に良いことじゃないかなと

思っているんですよね。このことによって、企業と学校との連携がかなり促進さ

れると思うんですけれども、この配置プラス県内の企業を回っていただくという

こともそうなんですけれども、企業の経営者と学校の就職係の先生方、それから

できれば保護者も巻き込んだ上で、エリアでの定着推進に関する会議を、頻度を

増やしてもっとこの取組が広く知れ渡るようにしていただきたい。せっかく設置

したので、個別にエリアコーディネーターさんが動くということだけではなくて
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、それを活用してもっと広げていっていただきたいなというふうに思います。後

で出てくると思いますけれども、県内就職率も高まってきているというのは地道

な取組だと思いますけれども、まだまだそれでも５７％ですから、まだこれから

推進するためには、この制度をもっと拡充していくというか、もっと利用すると

いうことが必要だと思います。

教育長

他に質問や意見等はありませんか。

それでは、この件については、これで終わります。

◎ その他② 県立高校生の就職内定状況について

高校教育課長

（資料に沿って説明）

今後とも関係機関との連携を一層深め、就職支援に努めてまいります。以上です

。

島原委員

この素晴らしい結果を改めて確認しておきたいと思うんですけれども、５％上昇

というのは、やはり皆さんの意識がこちらに向いてきたからかなというふうに思い

ます。これからその中身をしっかり精査していかないといけませんし、もう一つ大

事なことは、県内就職率が高まってきて地域の中小企業の力が上がってくるという

ところに繋がっていくということなんですけれども、もう一つ大きな課題として離

職率という問題がありますので、そこに関しても何らか現状を掴む必要があるのか

なと。高校生の意識の問題もありますし、中小企業経営者の意識というか、入った

人たちを育てるという意識の問題もありますけれども、ここにはでてきませんけれ

ども、そういったものも大きな問題だというふうに思いますので、そういう問題も

あるということを意識していきましょうということを指摘させていただけたらと思

います。

高校教育課長

先ほどの就職支援のエリアコーディネーターの活用の一つの方法として、例え

ば卒業生の就職先を訪問した際に、離職防止対策の趣旨を企業側に伝え、また就

労条件について話を伺うような形を取っております。また、離職を考えているよ

うな卒業生がいた場合は、母校の進路指導部に連絡するようにということを伝え

て、学校から卒業生に連絡を取るようなシステムを確立するよう努めてまいりま

す。以上です。

宇田津委員

キャリア教育が叫ばれて長いことかかってはいますけれども、いろんな改善を

しながら、例えば高校のキャリア教育でインターンシップで期間を長くするとか

、もっと細かいところの作業まできちんとするだとか、改善しながらキャリア教
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育も進んでいって、定着をして、もちろん私たち保護者の立場でもキャリア教育

が何かというところが少しずつ浸透はしてきている結果というのも一つあるのか

なと思っているので、やっぱり続けていくこと、それからもうちょっと何か改善

しなければいけないこと、前々から言ってらっしゃいます、単なるキャリア教育

、「行って仕事しなさい。」だけではなくて本当の仕事の厳しさも少しは中高生

に感じてもらうという、仕事の厳しさだったり社会で生きていくことの難しさだ

ったりを少しずつでもやっていくことも必要だと思っております。だから、キャ

リア教育について少しずつでも定着してきているのかなという感想です。正直、

私たち保護者でもキャリア教育というのはよく分からなかったんですけど、そう

いうところがこうやって言い続けてやり続けて結果としてちょっとずつでも上が

ってきているので良いかなと思っております。

島原委員

あと二つほど情報提供というか、させていただきたいんですけれども。一つは

県外に行った方、続かなくて帰って来る方もかなりの数いらっしゃるということ

もあってですね、卒業生に対していろんな情報を提供するというようなことも継

続して必要かなと。もし万が一帰ってくるようなことがあっても、地域の中小企

業に就職できるというラインというか繋がりを作っておくということが必要だと

いうことで、今県北の方でそういった取組をしているということと、もう一つは

デュアルシステムですね。デュアルシステムの取組というのが今年度少しチャレ

ンジしてみようということで日向工業高校さんと市内の企業さんとで一緒になっ

て取り組もうということを考えているんですけれども、いかに学校にいる間から

企業との連携を深めていくかという、その企業に就職するかどうかは別にして地

元企業との長いつきあい、今のインターンシップは３日とかですかね。長いイン

ターンシップによる企業と学生さんとの学校と連携を深めていくということもこ

れから進めていく必要があるかなと思いますので、よろしくお願いします。

宇田津委員

デュアルシステムについてちょっと教えてもらっていいですか。

島原委員

デュアルシステムというのは、今までの短いインターンシップではなくて長期

インターンシップをする中で、例えば単位認定をしたりということにも繋げると

いうものなんですれども、宮崎版デュアルシステムをやろうというのも知事も以

前発言されていました。

宇田津委員

はい、ありがとうございました。

松山委員

質問なんですが、就職希望者数なんですけれども、この人数の確定というのは

何日時点でされているのか教えてください。
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高校教育課長

就職の希望は９月の段階の希望で固定しまして、その段階での数になります。

松山委員

例えば大学進学を希望していたけれども希望が叶わずとか、そういった場合に

就職に転換される生徒さんのフォローとか統計とかそういうものを取られている

かどうかを教えていただきたいのですが。大学進学を９月の時点では希望してい

たけれどもその後就職に転換したとか、試験は受けたけれどもやっぱり就職する

ことにしたとか、その方の就職がしっかり決まっているのかとか、進学もできず

就職に転換するという状況で何かフォローがあるのかを教えてください。

高校教育課長

まだ就職が決まっていない生徒に関しては、現在も学校が指導をしている生徒

もおります。５名ほどが求職活動中であるという報告を受けておりますが、まだ

例えば正社員ではなくアルバイト等の仕事に就いたというような形の就職もある

というふうに聞いております。６月まで追跡調査を実施しますので、引き続いて

その生徒たちの指導に努めていきたいと考えております。

教育長

その大枠として９月の時点では進学を希望すると、したがって就職を希望して

いない人、この人がその後に大学進学に失敗して就職に回ったという場合、この

統計的にどういう扱いをしているのか。

高校教育課長

その就職希望者数の数値はこの統計に入っております。

教育長

ということは、そういう人がいれば就職希望者数がそれだけ増えているという

ことですね。ただし、県内県外は固定していると。そういう意味では最終的な結

果に近い数字を取っていると。いずれにしても、これは新聞等で過去に報道され

たパーセンテージというのは学校基本調査の数字でありまして、これは夏ぐらい

に私立高校の結果も含めたものがまた改めて出てきますので、その数字とは当然

若干また違ってくると思います。

松山委員

分かりました。ありがとうございます。

高木委員

素朴な質問なんですが、女子生徒はすごく就職希望が少ないのは何か背景があ

るのかなと。男子に比べて約２分の１なんですが、女子ならではなのかまた教え

ていただければと思います。卒業者が今年度は３，４００人いて希望が７５１人

とか、すごく極端だなと。１，０００人くらいいないのかなと思ったものですか

ら、また教えていただければ。
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教育長

その点はまた調べてもらって。よろしくお願いします。

他に質問や意見等はありませんか。

それでは、この件については、案のとおり決定します。

◎ その他③ 市町村立学校の廃止について

義務教育課長

（資料に沿って説明）

以上で報告を終わります。

島原委員

市で管理ということですけれども、活用法については何か現時点で分かってい

るんでしょうか。

義務教育課長

まだ明確な方針が出ているというところまでは我々は把握しておりませんが、

市で企業等へ賃貸、いわゆる貸し出すといったようなことも含めて検討している

というところまで話しております。

島原委員

これからいろんな地域活性化ということの拠点として、この学校というのは重

要な施設になるんじゃないかなというふうに思いますので、いろんな情報を集め

て活用方法について検討するとかいうことをリードするといいのかなと。先日も

話題になっていましたけれども、「廃校ネットワーク」みたいなものを活用する

というようなことがありましたけれども、非常に重要な資産だというふうに思い

ますので、そういうことを検討された方がいいんじゃないかなというふうに思い

ました。

財務福利課長

廃校の活用法につきましては、当課の方で市町村担当者を含めまして補助の制

度とか活用の状況とか、そういったものをいろんな場面で紹介しております。そ

して、活用するようにいろんな指導助言等を当課の方では行っております。

島原委員

よろしくお願いします。

松田委員

市町村立の学校ですのでその市町村の方が判断することだと思うんですけど、

先ほど聞いたら送迎は保護者なんですね。これは他の市町村でも多いのかなと思
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いながら。県北の方は、昔ですけれども市町村の教育委員会の方が送迎のタクシ

ーとかバスを出していたと聞いたものですから。今回のように保護者の送迎とな

ると、ますますそこには住みづらくなるのかなと思ったりしたものですから。以

上です。

義務教育課長

今の点なんですけれども、実際この尾八重野分校については、平成２５年度よ

り休校になっておりまして、今回廃校手続になると。その間の児童生徒数の推移

が実は１名だったんですけれども加久藤小学校へ行っていたと。そうなった場合

に市との協議の中で、保護者の送迎でいこうと決まったというふうに把握してお

ります。今委員がおっしゃられたように、人数によってまた地域性によってはス

クールバスを提供してというような児童生徒の通学方法については、各市町村単

位で最も子どもたちの負担にならない、その辺りの配慮はされていると考えてお

ります。

松田委員

何となく過疎化がより一層進んでしまうかなと思ったんですけれども、今後ま

すます住む可能性は低くなるのかなとふと思いました。以上です。

教育長

他に質問や意見等はありませんか。

それでは、この件については、これで終わります。

◎ その他④ 平成２９年度特別支援学校卒業生の進路状況について

特別支援教育課長

（資料に沿って説明）

今後も更なる就職率の向上ということに向けまして、既存の事業に継続して取り

組みまして、特別支援学校の就労支援に対しての一層の充実を図ってまいりたいと

考えております。以上です。

宇田津委員

以前、特別支援学校の卒業式に行ったときに、そこで校長先生だったりＰＴＡ

の会長さんだったりが、特別支援学校に行っている間は通学もできるけど、卒業

してからの就職だったりが非常に難しいとおっしゃっていました。卒業生にとっ

ては、これから大変な時期がくるだろうと。なので、やっぱり社会の理解と私た

ちも特別支援学校だけではなくてその先、課長がおっしゃいましたけど、そうい

ったところも考えてあげていってほしいなと、これからもですね。就職支援に関

して見守るという言い方は変ですけれども、やっぱり気を付けていってほしいな

という感想です。

教育長
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他に質問や意見等はありませんか。

それでは、この件については、これで終わります。

◎ その他⑤ 平成３０年度高等学校における「通級による指導」の拠点校について

特別支援教育課長

（資料に沿って説明）

全国的にも注目される中での取組となりますけれども、小中学校の実践を生かし

ながら、より充実した指導になるように努めてまいりたいと考えております。以上

でございます。

宇田津委員

二つだけいいですか。この高校と中学校との連携というのは、中学校の校長先

生とか直接、やり取りをされるのか、それとも間に何かコーディネーターさんな

り専門の方が入って「中学校にこういう子がいるけど。」とかそういうことをさ

れるのかということと、もう一つは先ほど課長もおっしゃったんですけど、確認

なんですけど、例えば周辺の高校でやはりちょっと障がいのある子たちが近くそ

の拠点校に対しての通級ということの指導は基本ないのかということが質問です

。

特別支援教育課長

最初の中学校との繋ぎの御質問につきましては、高校に入学するということが

決まりましたら、中高間でいろんな繋ぎを直接、当該学校の方々が繋ぐことにな

っておりまして、併せてもう少し継続的な、より詳しい部分が必要な場合にコー

ディネーター等が動いてフォローするというような形になっています。

二つ目は、先ほどで言いますと他校通級ということになるんですけれども、高

等学校での通級というのが小中学校に２５年遅れて初めて開設されることになり

まして、それをどういうふうにやっていくのかというところが義務教育段階とは

ちょっと異なるところがありまして、当面はその準備段階ということで、自校通

級を確立していただきたいと。その後、余力が出てくれば他校通級に広げるとい

う予定にしております。

宇田津委員

はい、分かりました。

教育長

他に質問や意見等はありませんか。

それでは、この件については、これで終わります。

◎ その他⑥ 部活動の適切な運営に向けて
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スポーツ振興課長

（資料に沿って説明）

今後は国のガイドラインにのっとり、県あるいは市町村が運動部活動の在り方に

関する方針を策定し、それを受けまして学校は学校の運動部活動に関わる活動方針

を作成し、活動計画を作成し公表するなど求められているところであります。説明

は以上です。

松田委員

これは昨年度に質問したときに平成２９年度の中学校と高校ですか、土曜日日

曜日に先生方がこれがなかなか守れずに、言い方が良いか分かりませんけれども

、全国的には非常にワーストのかなり上位の方に位置付けられていて、スポーツ

振興課にしてみると、片や競技力向上、片や休養日等の設置ということで、ここ

にも書いてありますけれども、量から質への転換ということで大変苦しい立場な

のかなと思うのですけれども、この改訂版は前年度に比べてどこがどう変わった

か教えていただくと助かるのですが。

スポーツ振興課長

変わったところは、昨年度は週１回設定です。その１回が土曜か日曜のどちら

かに設定をするというようなことです。

松田委員

平成２９年度は週１回以上、土曜か日曜だったのが今回は週２回以上、土日以

外も含めて２回以上ということですね。

スポーツ振興課長

平日１回、土曜日曜どちらかに１回ということで、国のスポーツ庁の方がそう

いうガイドラインを出しましたので、それにのっとって先にアナウンスをさせて

いただきました。国の方がガイドラインを出しまして、その中に各県のいわゆる

方針を作ってくださいということがありまして、それを参考に市町村が作って学

校の方がしっかりやっていくというような流れになっております。学校が４月か

ら始まりますから、先にこのリーフレットを出しましたけれども、うちとしても

いろんな、より踏み込んだガイドラインといいますか、その方針を国にのっとっ

た形で作っていく作業を早くやっていきたいというふうに思っております。

松田委員

競技力向上基本計画の策定が今進められているということですけれども、是非

この休養日等の設定を踏まえてまた矛盾しないような競技力向上の策定に努めて

いただければと思っております。

スポーツ振興課長

それは、より大きい課題ということです。ただいわゆる運用の方、資料にもち

ょっとありますけれども、年間スケジュールを見て、「やるときはやる、休むと

きは休むんだ。」というような考え方ですね。それから、月間や２か月とかそう
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いう単位での練習計画の作成ですね。ですから、これから先生方も学校もただや

みくもにやるという練習より科学的な知見を踏まえた練習計画作り、そういうマ

ネジメントの部分もしっかり考えて競技力を上げていく方法も効率的な練習とい

うことを目指していかないといけないのかなと考えているところです。

松田委員

そう思います。

島原委員

今後、競技ということになると、いろんな大会が土日に催されたりとかすると

思うんですよね。ですので、学校の中だけではなくて、いろんなスポーツ団体と

の連携、調整、考え方の転換等が必要になると思うんですけれども、このことに

ついての各種団体との協議だとか打合せはどういうふうになっているんでしょう

か。

スポーツ振興課長

国のガイドラインの中に結構踏み込んだところが書かれておりまして、いわゆ

る多様化ですね、同好会といいますか、そういうような部もあっていいんじゃな

いかと。多様化を進めた部活動を進めてくださいというのと、学校単位でいろん

な大会に参加しますが、例えば全国中体連の方に１学校の参加ではなく少人数の

部活の合同部活という参加の仕方、あるいは総合型地域スポーツクラブで活動し

ている子どもの参加、そういう多様な部活動を求めるのと、あるいは競技団体の

方につきましては、大会の目安を少し整理してくれと。そして学校の方もどうい

う大会にどういうふうに参加していくんだということを子どもたちの実態に応じ

てしっかり考えていくということが載っております。本県におきましても、そう

いう競技団体の方々とかあるいは中体連高体連の皆様方とか、そういうような有

識者会議ではありませんが、そういうところで意見を拾って方針の方を策定して

いきたいと考えております。

島原委員

はい。

松田委員

スポーツ少年団とかそういったものも含まれているんですかね。その文科省の

ガイドラインには。

スポーツ振興課長

少年団の方は入っていません。これは部活動に限っていますので、入っており

ません。

松田委員

スポーツ少年団の方も小学校の方は土曜日日曜日が大変で、子どもが月曜日に

非常に疲れて来るという所があったんですけれども、それは入っていないですね
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。

スポーツ振興課長

そこは県の体育協会が少年団の指導をしておりますので、そこ辺りも含めて一

つの課題として捉えてまた少年団への啓発等をやっていきたいと思います。以上

です。

教育長

他に質問や意見等はありませんか。

それでは、この件については、これで終わります。

◎ 次回会議の日程等について

教育長

それでは、次回定例会は、５月２４日、木曜日、１４時からとなっておりますの

でよろしくお願いします。

これより後、会議冒頭の決議により非公開とします。

傍聴者の方は、御退席をお願いします。

暫時休憩とします。


