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８月定例教育委員会会議録【概要版】 

                                                                                   

開催年月日 令和４年８月２４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５５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（※甲斐千尋委員は欠席） 

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、 

（歴史・文化都市推進課：工藤研二、高浦 哲） 

◎ 議 事   

   ◆議案第 15 号 令和４年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価等報告書について（総務課） 

   ● 総務課長より、地方教育行政の組織及び運営に関する法律により議会への提出

が定められている標記報告書について説明がなされ、下記の質疑の後に、異議な

く承認された。 

    

       ◎） 大項目の（2）の「教育委員の会議の公開、保護者や地域住民へ

の情報発信」のところで、令和３年度はコロナのこともあったので

仕方がないかとは思うが、傍聴者がゼロ。つまり、ここでいろんな

ことを議論している様子、人事とかそういったものについては非公

開になっているのでそれは公開できないが、ところが、例えば、以

前話をした学力の話だとか、義務教育学校の話だとか、そういった

ことについて、我々がどういうふうに議論をしているかということ

について、市民に知ってもらうにはやっぱり傍聴してもらうのが一

番分かりやすいのかなと思っている。昨年度、傍聴がなかったとい

うことについて、この教育委員会の公開というか、こういったもの

についてどう考えていくかっていうことについて、またどこかで議

論をしないといけないかなと思っている。事務局として何か考えて

いるようなことがあれば伺いたい。 

        ⇒） 令和２年度は 15 名傍聴があり、令和３年度はゼロであった。や

はりコロナの影響も若干あるのかなとは感じているが、やはり教育

委員会が傍聴できるということについて、市民にどれだけ承知され

ているかというところを考えると、今はホームページで定例教育委
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員会の予定の日時をお知らせしているが、周知の方法について、検

討すべきところがあれば検討して参りたいと考えている。 

        ◎） 事務局としてもそのような方向性を考えていると。実は今度熊本

市に行くが、熊本市の教育委員会は、実はＹｏｕＴｕｂｅで発信し

ている。そのことについてのリスクもたくさんあるかと思う。我々

としては、熊本から公開をどういうふうに考えているかということ

と、なぜそんなことをしているのかっていうことを、せっかく行く

のでそういったことも教育長に聞いて、延岡市としては、この教育

委員会の透明性をどういうふうに担保していくかということをま

た考えていく機会にしていきたいと思っている。直接評価には関係

ないが、次年度に向けてということでまた考えていきたい。 

        ◎） 評価シートを見ながら感想というか思ったことがある。例えば教

育委員会が積極的に行っているＩＣＴ教育に関するスクールサポ

ートスタッフであるとか、学習支援対策監の活用、そして特別支援

教育に関して、こういった力を入れられているという部分について

は、非常に大切で重要なことかなと私は個人的に思っている。そう

いった活動に対しての成果とかいう部分が、なかなか見えづらいと

ころがあるのではないかなと思う。私もこれを見て、なるほどこう

いうような成果に繋がっているんだなというのを改めて感じたが、

そういった活用されている人材であるとか、そういった部分につい

ての成果というのは、もう少し積極的に外にアピールしていく必要

もあるのかなと、評価シートを見ながら感じたところであった。 

        ◎） 本当に大事なことだと思う。教育委員会が何をしているのかとい

うのは、実は市民には見えない。私たち教育委員会と教育委員会事

務局の区別がついてない方もたくさんいる。そういった意味では、

この議論というのをどう発信していくかという大事な話だろうし、

成果が上がっているところについてもしっかりとＰＲしていくと

いうことがまた関わりを持っている学校関係者にとっても、非常に

勇気を持って後押しをするということにも繋がっていくかと思う

ので、検討していきたいと思う。これはあくまでもやっぱり我々が

議論して、どうすべきだっていうこと決める話だと思うので、そこ

のところを私たちはどうするかということをまた議論したいと思

っている。 

        ◎） 評価が○△×となっているが、評価について、概ね達成したとか

じゃなくて、もう少しこういう具体的なことも書いた方がもっと分

かりやすいんじゃないかなという気がする。せっかくここまでやっ

て、評価が○×とかで表すよりも、もう少し、こういう部分があっ
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たから○になったっていうのが分かれば、そうなんだっていうふう

になるが、○だったら概ねか、ああそうかというような感じになっ

てしまうので、次回やるときには、そういうことをもう少し詳しく、

評価のところを変えていただけると良いかなという気がする。 

        ◎） その評価の説明というか、もっと分かりやすい評価の表記やあり

方にした方が、今年はこれでもいいけど、次年度に向けて、そこは

課題だなと。これは事務局の問題ではなくて、私たちの問題。事務

局は整理をしているだけの話なので、私たちとしてどうするかとい

う話で、それをやるんであれば、今のようなことを含めて、もう１

回私たちの中で議論をしながら、事務局の方にこういった形はどう

かということをまたお願いしていくということになる。その評価の

あり方について、もう１回私たちで議論をしたいと。とても大事な

話だと思う。そうなってくると、他の自治体がどんな評価をしてい

るかもちょっと参考にさせていただきながらということになるか

と思う。 

 

 

◎ 協議 

  ◆令和４年度全国学力・学習状況調査について（学校教育課） 

● 学校教育課長より、全国学力学習状況調査の結果について説明を行った後、協

議を行った。 

 

       ◎） 実は昨日、県の教育委員会の教育次長と義務教育課長が来て話をし

た。この学力調査の結果について、県もかなり危機感を持っている。

調査は平成 19 年度から入ってきているが、当初はかなり宮崎県、全

国、九州管内でも上位の方にいたのが、今もう下位に来ていると。県

全体でもそういう状況だということで、県教委としても、危機感を持

っていて、もう少し市町村教育委員会と連携しながら、この学力向上

対策について力を入れたいという話で意見交換をしたところである。

我々としても、今、課長が話したように、これは平均点で並べただけ

の話なので、まだ詳細な分析がこれから必要で、平均点をどうするか

ということよりも、本当に真因がどこにあるのかっていうことを探っ

た上で、そこで手当をしていかないと、単に成績を上げろというふう

なことではあまり意味がないのかなと思っているので、これから分析

を踏まえたうえでということになっていくと思う。今回お知らせする

のは、９月からまた学校訪問が始まる。こういった結果を直接学校に

言うことはもちろんできない。比較するものでもない。そういったこ
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とを踏まえて、授業のあり方だとか、教育委員にはいろいろと学校に

話してもらいたいと思い、こういう結果を、直近のデータを話したと

ころである。 

◎） どうしてもこうやって数値で出てしまうと、それでこう見てしまう

という部分があるので何とも言えないが、今説明を聞いて、１点だけ

ちょっと考えるところがあった。例えば小学校の算数と中学校の数学

を見た時に、この中学校３年生が小学校の６年生の時には多分平成 30

年度に全国学力テストを受けている。そう見てみると、平成 30 年度

の算数小学校６年生は全国との差がマイナス３。ところがこの６年生

が中学校３年生に上がっていって、数学を受けた時には今度は全国と

の差がマイナス 0.4になっている。ということは、なんでこの差が縮

まっているのかということを考えたときに、一つは中学校で、旭化成

ＯＢの方たちが入ってお手伝いされている部分がある。ということ

は、一人一人への手立てというか、特に理解の不十分な子供たちへの

支援が、単純に考えると活かされていっているのかなと、私は個人的

には思う。それを考えていくと、やはり理解の高い子供、低い子供が

どこに視点を置いて学力を上げていくことが大切なのかなというこ

とを、やっぱり一つは考えていかないといけないのかなと。そうなっ

てくるとやっぱり授業づくりというところに関連してくるのかなと、

この数字だけを見た中ではそういう感想を持った。 

       ◎） まさに今委員の指摘のとおり、資料に経年での推移が出ているが、

これは全部子供が異なる。年度年度で子供が全部違う。ところが、今

のような見方をすると、令和元年度に小学６年生だった子供たちが、

今回、令和４年度には中学校３年生になっている。同じ子供を比較し

たときにどうかっていう見方。これは全国学調だけではなくて、実は

宮崎県が行っている宮崎学調の結果も毎年集積している。その同じ子

供がどう変化しているかということを見ていくと、違った分析ができ

る。宮崎県の結果なので県平均とでしか比べようがない。全国はない

ので、県平均との比較だけでいくと、実は伸びている部分もある。だ

から、平均だけで、輪切りでやって、下がっているというのもなかな

か言いにくいところがあり、もっと丁寧に分析をしていかないといけ

ないところはあるかと思う。委員の言われた通りきめ細かく、どうい

った子供たちにもう少し力を入れていくといいのかといったところ

は、議論の余地がたくさんあるかなというふうに思っている。 

       ◎） 塾だったり、サポートするような制度ができているとか、そういう

人が来てくれる、取り組みができている学校は成績が伸びていると

か、その背景みたいなものをこれからのデータ分析の中に入れると、
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やっぱり今後、当然教科書も自治体によって扱うものが若干違ったり

はするだろうし、そこに隂山メソッドのようなものというのは他のと

ころもやっているわけで。そこに、同じようにやっていてもその結果

が上がったり下がったりっていうふうになるのであれば、そういう後

ろにある、そういうものの背景がちょっと分かっていくと、何か今後

の対策になるのかなというふうに個人的には思った。末っ子が４年生

で、今の学校の勉強とか宿題とかあれば見ていても、やり方が分かっ

ているものに関してはトントンとやっていくが、自分で考えて自分で

そのやる内容を決めてやるとか、そういうものに関してはすごく苦手

だなっていうのが目に見えて分かるので、そういうのも、学校で習う

こと以外の何かが、私たちのフォローも含めてだが、足りないんだろ

うなと実感する時もある。 

       ⇒） 教育施策の成果がどのようにこの学力調査の結果にも反映されてい

るかということを十分検証する必要があると考えているところであ

る。また、次年度の施策・事業等について、この結果が十分反映させ

られるような事業展開や、委員が言われたような学校を支える体制づ

くりについても十分検討していきたいと考えている。 

       ⇒） 学校ごとに、やっぱり一様ではないという話。そこはバックグラウ

ンドがそれぞれやっぱり家庭でも違うし、学校でも違う。リソースも

違ってくるというところは、やっぱりこれに影響を与えてないとは言

えないかなと。そのあたりを今詳細分析をしているということであ

る。 

       ◎） 単純に数字だけ見ていくと、人数が少ないところの方が指導が徹底

されて、子供たちの成績が上に行くのかなと思って見ていたら、今度

は科目によって、人数が少なくても下の方に行ったり、上に行ったり

しているので、何が違うのかなとかいう部分でよく分からない。先ほ

ど委員が言われたように、サポート体制っていうのは、少ない人数だ

ったら先生たちがサポートをたくさんすると思うし、多ければ多いな

りに、そういうサポート体制をしっかりやっていって、成績が上がれ

ばの話だが、それでも科目によっては、人数が少なくてもばらつきが

ある。これは何なのか伺いたい。 

       ⇒） 小規模校に関しては、平均点というのは代表値になりにくいと思っ

たほうがいい。1 人の成績がこの平均点に及ぼす影響が大きいので、

今委員が言われたように、やっぱり子供たちによる得手不得手があ

る。それが大きな人数だと消されてしまうので、あまり影響をその数

字に及ぼしていないということになるが、小さくなってくると、例え

ば人数が少ない学校は、1 人の成績が非常に平均点に影響を及ぼすわ
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けで、こういうふうに並べた結果を見て、「この学校は」という判断

をすると大きな間違い。だから、こんな結果の使い方をしてはいけな

いということになる。あくまでも参考資料でしかないということなの

で、これが独り歩きしないように我々は十分気をつけないといけな

い。先ほど延岡市の県内での位置付けがあったが、これをよく見ると、

同じ平均点で幅がある。ところが、県内の建制順という自治体の順番

があるので、延岡は下の方になってくる。同じだが下の方に位置づい

てしまうので、こういうふうに並べてしまうと延岡は下だというふう

に思ってしまうが、よく見てみるとそうじゃないところもあるという

ことなので、これは非常に気をつけないと判断を間違ってしまうとい

うことになるかと思う。ただ、平均点が低いということは、もうちょ

っと頑張らないといけないと思っている。 

       ◎） 大規模校であるＡ小学校は全国平均より上に行っている。Ａ小学校

の子供たちが進学するＢ中学校も大きな学校なのに全国平均より上

にある。これは何故か。まだ分析していなければ予想でもいいが伺い

たい。 

       ⇒） あくまでも予想であるが、きめ細かな一人一人への指導とか、また、

委員も言われたようにサポートする体制づくりとか、そういうのが影

響しているのではないかとも考えたりしている。教職員の人員配置と

か、学級の子供たちの人数とか、それらのことも含めて現在分析を進

めているところである。 

       ◎） 私もまだはっきりしたことは言えないが、見立てとしては、隂山メ

ソッドをずっと熱心に取り組んでいるのがこのＡ小学校。つまり今の

Ｂ中学校の１年生から３年生までは、小学校の時に隂山メソッドをか

なりＡ小の時にやった子供たちがＢ中学校に行っているということ。

そう考えると、その隂山メソッドがどうかということよりも、何か一

つのことをきちんと集中してやっている。先ほど宮大との連携の話を

したが、宮大の分析で隂山メソッドの善し悪しではなくて、やっぱり

そのことについて、全員が組織的に同じベクトルを向いて取り組んで

いることが、こういう成績にという中間報告もあったので、そう考え

ると、やはり学校の組織マネジメントが子供たちの学力に影響を与え

ているということは一つ言えるのかなと思っている。そう考えると、

委員の皆さんが学校訪問に行ったときに、本当に先生方が同じ一つの

方向を向いて、学校の解決すべき教育的課題に向けて取り組んでいる

かどうかを見て、それについていろいろご意見いただくことはとても

大事な話なのかなと思っている。最後に、学校がこの結果をどのよう

にもっと主体的に分析をして、自分たちの学校も、これは６年生、中
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学３年生の問題ではなくて、学校の代表値なので、学校としてこの結

果をどう主体的に受けとめて分析し、今後の対応策を考えているかと

いうことが実はとても大事な話なのかなと、私自身は感じている。そ

ういったことを含めて、今後学校教育課が分析をすると思う。本当は

はげまし隊の皆さんにこの結果を見せたいと思うが、社会教育課長の

意見を伺いたい。 

       ⇒） はげまし隊は、成績を上げるためにというサポートではないが、や

はり生徒たちを励まして、生徒たちに自信をつけて、自ら考える機会

を与えるためにということでやっているので、そこが成績に繋がるっ

ていうことになれば励みにもなると思う。 

       ◎） このあたり、この結果、点数が独り歩きしてしまうと先ほどみたい

に誤解も生まれてくるので慎重にしなければならないと思うが、はげ

まし隊のことについても、またどこかで私たちも考えていく必要もあ

るのかなと感じているので、議論して参りたいと思う。 

       ◎） 例えばＣ小学校が、国語は本当に良いのだが、算数や理科になると、

理解度がどうなのかなと、この数字だけ見るとそういうふうに感じ

る。学校に行った時に何か聞いたことはないか。あまりにも差がある

ような気がする。 

       ⇒） なかなか答えづらいところかなと思うが、先ほど言ったように、Ｃ

小学校は子供の数が少ないので、平均点がどれだけ子供たちの成績を

反映しているかっていったところは、教科によって違うといったとこ

ろは、少し詳細に学校が分析した結果を待たないといけないかなと。

もう一つは、例えば理科に関しては、理科専科の先生がいるかいない

かといったところは大きいと思う。Ｃ小学校は多分教頭先生が理科の

授業をするのではないかと思うが、その教頭先生自身が、例えば元々

中学校籍で、理科ではない教科の免許を持っている方だとなかなか理

科の授業は難しかったりとか、そういう人的なことも影響はあるかと

思う。これが中学校になってくると先生の資質の話になってくる。だ

からそこはやっぱり、各学校の分析を待ちたいというふうに思ってい

るところである。ここで総括的にこうだとはなかなか断定できないと

ころが大きいかと思う。 

       ◎） やっぱり分析というのはなかなか難しい部分も多いと思う。やれば

切りがないと思うが、単純に考えれば、例えばその学力テストの問題

も、選択で答える部分もあるし、ちょっとした短い言葉で答えるもの

もあるし、こんな記述で答える問題もあると思う。だからそれも記述

が苦手だなという子供たちが多ければ、どうしてもやっぱりそういっ

た部分の点数が少なくなるというところもあるので、なかなか分析の
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仕方は非常に難しいと思う。だから「授業」というところが今最終的

な目標になると思うが、一概に授業だけじゃない部分も含まれてくる

んではないかなという部分もあるので、この数字だけの部分でという

のは、なかなか難しいのかなと私は思う。 

       ◎） 皆さん見られていると思うが、全国学調の問題自体、私たちがテス

トを受けたときの、○＋○＝○とか、○×○＝○という答えを書きな

さいではない。文章がずっとあって、そしてその文書の最後に、これ

はこういうふうな計算になるが、それはなぜですかとか、この計算を

ずっとやってきて、結局○×○の計算をしなさいというような問いを

している。つまりその文章をずっと読んでいるかどうか。どこに問が

あるかっていうことを見つけていない子供たちももしかしたらいる

かもしれないというふうな話。だから、様々な視点で今学校は分析を

している。それが本当にきちんとやっているかどうかっていうところ

は見ていかないといけないかなというふうに思う。 

 

  

  ◆延岡城・内藤記念博物館条例施行規則の制定について（歴史・文化都市推進課） 

● 歴史・文化都市推進課長より、延岡城・内藤記念博物館条例施行規則の制定に

ついて説明を行った後、協議を行い、規則案について異議なく了承された。 

 

       ◎） 待望のオープンということで、すごくうれしく思っている。自分た

ちアウトドアの人間も、海が荒れたりすると、せっかくよそから来た

人をどこに連れていくのかってことで困る時もあるので、そういうと

きにも使える施設になるんじゃないかなというふうに、楽しみにして

いる。この内藤記念館で、僕たちがお客さんを連れていっても当然細

かいことを話すことはできないが、ガイドというか、説明をしてもら

える人は、常時、土日でも平日でもいるのか。 

⇒） 今回のオープンに先立って、この施設の管理、受付業務については、

一部指定管理者の方に業務委託をしている。受付業務、観覧料の徴収

については、そちらの方で、ある程度の簡単な案内もできるようにす

る。また当館には学芸員が３名おり、必要に応じて説明を行うような

形もとっている。また、一般の方のボランティアを養成する予定で、

今ボランティア講座というか、古文書の講座等を今開催しており、ま

だすべて完成した形ではないが、ぜひそういう一般の方にも協力いた

だきながら、必要に応じて案内をしていただくということで取り組ん

でいる。 

◎） 能面は本物を展示するのか。 
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       ⇒） 能面についても、これまではレプリカを展示していて、薪能の時期

に合わせて本物を出していたが、今回、温度・湿度などが管理できる

ような形になった。ずっと出すとどうしても傷みが出るので、入れ替

え等はあると思うが、今後は出していこうと思っている。 

       ◎） 子供たちが観覧に行った時、学校が行事としていったとき、教育活

動の一環として行った時も、今のような対応でいろいろ学芸員に説明

してもらったりということも可能だと理解してよいか。 

       ⇒） 遠足等で 10・11 月にすでに申し込みをもらっており、その中で見

学の希望の部分については、学芸員が説明したいと思っている。 

       ◎） この規則の制定については、特に教育委員会として異論は無いとい

うことでよろしいか。（委員了承） 

 

 

◎ その他 

  ◆９月定例教育委員会の日程について（総務課） 

   ● ９月定例教育委員会については、９月２１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。 （１４：５５） 

 

 

 


