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１１月定例教育委員会会議録【概要版】 

                                                                                   

開催年月日 令和４年１１月２４日（木） 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４５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 
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 

◎ 協議 

  ◆教職員の資質向上について 

● 学校教育課から県費負担教職員制度について説明を行った後、協議を行った。 

 

        ◎） 午前中の総合教育会議の中で、不登校の子供たちの対応を行うた

めに教職員が必要だという話をした。あのときに言った「県が」と

いう教職員がこの県費負担教職員、県負担の教職員定数ということ

で言っていたものがこれになるわけだが、もう一つ別に、「単費で」

というものがあった。単費というのは、言い換えれば市町村費の教

職員のことで、市長がこれを先行させてという話をしたと思うが、

あれはこの資料の図の中のどこに位置づくのか。 

        ⇒） 市町村費、言い換えると、延岡市が単独で職員を雇用するという

ことについては、この図には入っていない。市町村が独自に採用す

るということは、市町村が職員の給与を出さないといけないという

ことになっている。 

        ◎） 元々国がこの制度設計をしたときに、市町村費の職員というのは、

制度としてなかった。なかったので、市町村で教職員を雇うという

ことはあってはならないというものが国の方針だったが、それが地

教行法という法律が変わっていって、市町村が単費で、市町村のお

金で教職員を雇ってもよいということになってきている。ちなみ

に、県内でこの市町村費の教職員を雇っている自治体が複数あると

思うが、雇用の形態やどんな使われ方をしているか教えていただき

たい。 

        ⇒） 県内でもそれぞれ単独で雇用している市町村がある。ただ、市町

村が単独でとなるとやはり財政、お金の部分が大きい。延岡市で任
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用しているのは会計年度任用職員であるが、先ほど午前中の話で生

徒指導支援員を６名配置しているというものがあったが、市単独の

会計年度任用職員として雇用しているものである。先ほど言われた

他の市町村での雇用は、県費負担教職員の職務内容とほぼ変わらな

い状況だが、例えば少人数教育などで活用されている例が多いかと

思う。 

        ◎） 例えば、県内の自治体では複式学級が多いということで、この複

式学級を解消するために、例えば国語と算数の授業だけは単式でや

ろうということで、そのためには、１人の先生を２つに分けること

はできないので、３年生と４年生の複式であれば、３年生は県費負

担教職員の先生が国語と算数を教える。ところが４年生は日之影町

が雇った会計年度の先生が国語と算数の授業だけを受け持つとい

うようなことが行われている。今はそういった市町村費の使い方が

できるということになっている。ところが先ほど事務局から説明が

あったように、そのためには予算が必要で、これは県も国も予算措

置がないので、市町村の全くの手出しということになってくる。ち

なみに、1 人常勤の教職員を雇うのに、大体どれぐらいの経費が必

要になるのか。 

        ⇒） 経験年数にもよるとは思うが、１人当たり年間 700、800 万ほど

かかると思う。 

        ◎） それだけでも、やっぱり予算が必要になってくる。教職員を市費

で雇おうとすると、教員は報酬が高い。教員免許を持っていないと

なれないので、その分が高くなってくる。だからなかなか進まない

という状況になっている。 

        ◎） 資質向上という観点からちょっと考えてみると、学校の先生方は

大学を卒業してすぐ採用される人もいるが、講師を経験してから採

用される人もいる。やはり経験値によって、その資質っていうもの

は身についていく部分が多いのかなあという感じがする。例えば、

５年、10 年、15 年経験したという場合に、それぞれのステージご

とで、それぞれの研修等を踏まえて資質が向上していくと思うが、

例えば延岡市でそういうふうに資質を高めていった先生方が、当然

県の人事異動によっては、延岡市から外に出ていってしまうという

ようなことも考えられる。それが私は一番大きな課題かなという感

じはする。そういった同等の資質を備えた先生方が入れ替わりで入

ってくれば、それはもういいのかなと思うが、今なかなかそういう

異動にはなっていない部分があるんじゃないかなあという感じが

する。そのあたりが一つの課題ではないかなあと思う。 
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        ⇒） これはやはり全県的な課題だと思う。先ほど説明したように、県

費負担教職員制度の趣旨が、教職員の確保を図って、その教育水準

の維持向上を図るという制度なので、その資質向上のために、県の

研修センターで研修等を行っている。委員が言われたことは、私た

ちも確かに課題であると認識している。 

        ◎） Ａ市の元教育長のＢさんがＡ市の教育長になったときに、Ａ市は

中核市になった。中核市になったときに、Ａ市の当時のＣ市長も含

めて大きな研修センターを市単独で作った。研修権が県から中核市

に移ったので、あの時国際化だとか、ボランティアだとか、いくつ

かの柱がある中で、Ａ市はこんな教職員を育てますということで、

センターを建てたり、いろんな研修を行うなど予算をかなり投じ

た。その時に、Ａ市の教育委員会、我々と同じ立場の人たちがどう

考えるかというと、これだけ予算を投じてＡ市の先生方を育てたの

に、人事権がなかったら、まさに先ほど委員が言われたように、育

てたのに、よその町に取られてしまうんじゃないかという話がずっ

と横たわっていた。この県費負担教職員制度というのは、宮崎県の

どこにいても同じように教職員のレベルを担保しましょうという、

理念としては非常に分かるが、そういった難しさがある制度で、メ

リットデメリットが分かっているが、これ以上の制度がなかなかな

いということで、今もずっと続いているところがあるのではないか

なと思っている。そんな中で、先生たちが例えば異動の調書を書く

が、宮崎市に異動を希望しますという先生たちも一定数いる。延岡

市に来てずっとやりたいという希望を持っている先生方もいる。と

ころが、県のルールになっていくと、いたいけど出ないといけない。

いないといけないのに、出てしまうとか、だから、そういう先生方

の気持ちと、そのルールとかミスマッチが起きているのも事実であ

る。そんな中で、我々としては、延岡を先生たちが選んでくれるよ

うな自治体にしていくためにどうしていくかっていうことは、非常

に大事な話なのかなと今思っているところである。その辺りで、今

日話をするのは、人事のルールを変えることなどは、私たちには権

限もないのでそんな話ではないが、私たちは先生たちにどういうマ

インドになってもらうかっていったことは我々にできることかな

と思っていて、じゃあどんな先生たちに延岡を選んでもらうために

どういうふうにしていくのがいいんだろうかっていうことについ

て少し話してもらうとありがたい。 

        ⇒） 午前中の会議で宮崎市の夜間中学校について、教職員の定数はど

うなるのかという話があったが、宮崎市立何々夜間中学校、つまり
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一つの学校、通常の小中学校の扱いと同じ学校となる。この夜間中

学校には校長、教頭、教諭、事務職員等が配置される予定になって

いる。その定数について、県が出すのか、宮崎市が出すのかという

ことについては、この県費負担教職員制度に則って、国からの定数、

財源ということになる。 

        ◎） つまり、制度に乗っかってやるからこそ、そういう財政措置があ

るという話。だから、我々が勝手に作った学校についてはそういう

財政措置はないという話になる。 

        ◎） これからの学校というのは、非常に保護者とか地域のニーズが幅

広いものになっていく。先ほど教育長からラグビーコーチの講演の

話があって、校長先生に聞いてもらいたかったという話があった

が、多分これは民間の経験とかノウハウとか、そういったものが学

校経営の中に十分活かされるものがあったのではないかなと思う。

そういった柔軟な考え方をすると、保護者とか地域のニーズに応え

るためには、民間の方を校長先生として学校に入れるっていうのも

あるんじゃないのかなあと私は思うが、そのあたりについてはどう

なのか伺いたい。 

        ◎） いわゆる社会人校長という枠組みについて意見はないか。 

        ◎） すごく面白いアイデアだと思う。学校自体は一つの会社というふ

うに見ることができる部分もあると考えると、先生方の教育も含め

てありなのかなと思う。会社と学校がイコールなのかっていうこと

に関しても多分考え方がいろいろあると思うが、やはり僕は、学校

だけでは教えられないことを先生方がやっぱり知っていて欲しい

し、そういうことも含めて教えてあげられることが、生き抜いてい

く子どもづくりにもなるのかなと思っているので、そこに導くため

に、やっぱり先輩先生とか、先ほど言われた校長先生の立場とか立

ち位置っていうのがとても大切になるので、そういう意味では、校

長先生自らそういう経験をもちろん元々持っている方だと思うが、

言い方を変えると学校しか知らないというか、学校でやることだけ

をやればいいんだっていうような集まりになっちゃうといけない

のかなと思う。 

        ◎） 正直言ってあまり分からないが、やっぱり学校は縦社会で、横に

なったらいろんなことが分からないということではないとは思う

が、そこだけじゃやっぱり何もならないんじゃないかと。やっぱり

他所も経験して、そして校長先生も経験してっていう柔軟な考えが

あった方がやっぱりいいような気がする。そういう先生たちがもし

いたら、入ってきていろんなことを教えてくれた方が、今からやっ
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ていこうという先生たちに対してもいいんじゃないかなっていう

ふうに思う。そういうふうな柔軟な考えがまず今から先は適用され

るんじゃないかなと思う。我々のときの先生は、１＋１＝２ってい

う感じでずっと進んできたような気がする。でも我々も水泳指導を

している中で、それだけじゃ駄目だっていうことを考えながら、い

ろんなものを手探りでやったりしている。海外に行って勉強したり

して、日本でやってるコーチよりももっと詳しく知ろうっていう気

持ちがあったので、そういうふうに他所を経験した校長先生とか、

そういう人を取り入れる、招くっていうのはいいんじゃないかなと

いう気はする。 

        ◎） 我々が延岡市の管理職なり教員として求めたいものとしては、こ

れからの子供たちを育てるためには、学校教育をきちんとやること

は前提としつつも、もう少し幅の広さとか、社会性も含めて、そう

いった人材も求めていきたいという気持ちだったというふうに聞

いた。そんな中で、先ほど委員が言われた民間人校長というのを、

誰が任命できるのかってなったときに、今回の資料の図の中ではど

う位置づけられるのか。民間人校長は、延岡市、我々が決めること

になるのか。この学校の校長は、延岡市で決めたこの校長先生を任

命するということはできるのか。それとも、やっぱりこの枠組みの

中で決まるのか。 

◎） この枠内で決めていくと、また同じような先生たちになるんじゃ 

ないかなという気がするので、そこをもう一歩勇気を出して、別に

決める人をここに置くっていうのも考える必要があるんじゃないか

なと思う。 

◎） この枠じゃないところで民間人校長っていうのを決めて、延岡市

のある学校にっていうふうなことになるんじゃないかということ

だが、この点について伺いたい。 

        ⇒） 法律上、民間人校長を採用するという権限は都道府県が持ってい

る。この図でいくと、教職員の任命については都道府県から市町村

の教職員に矢印が向いているが、そこに位置する。宮崎県の場合、

過去に民間人を採用したことがある。直近では、県立延岡しろやま

支援学校の副校長を採用したというものがあったと思う。市町村立

の小中学校で民間人校長を登用した、採用したという例はない。た

だ、委員から指摘があったように、今県内の小中学校では養護教諭、

事務職員、その人たちが一定の経験年数等を経て学校教育に携わっ

たということで、教頭・校長になっているところがある。県内でも

小中学校で養護教諭の経験者２人、事務職員の経験者は３人が管理
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職になっていると思う。教員だから教頭・校長になるというのでは

なくて、複線型人事として、学校に勤務し教育に携わった者を教

頭・校長に採用している。 

        ◎） そういった多様な人材をという意味では、今いろんな採用があっ

て、ただ、枠組みとしては、公立学校に関してはこの枠組みで教職

員の採用。社会人・民間人の管理職にしても県教委が採用して、配

置はいろんな市町村にというふうになっているということで、枠組

みは変わらない。では、同じ人事のことについてもう少し話をした

いと思う。先生の数というのはどういうふうに決まっているのか。

今、先生の数は 900人ぐらいじゃなかったかと思うが、その先生が

今延岡市で勤務してもらっている。県教委がルールを作って教員の

配置を決めるわけだが、内申というものがある。延岡市はこれだけ

欲しい、いやこの学校は大変だから何人くださいと言ったらくれる

のか。どういうふうにして、先生方の数は決まっているのかという

ことについて、概略を伺いたい。 

        ⇒） 教職員の定数は、標準法という国の法律がある。今の積算は、一

つの小学校で一つのクラス 40 人の児童に対して 1 人の先生を配置

されるのが法律上の決まりであるが、１，２年生は 35 人に対して

教員が 1人配置されるという配当になっている。学校には必ず校長

が 1人、教頭が 1人、養護教諭についても配置されるということに

なっていると思うが、例えば、岡富中のような大きな学校でも校長

が 1人、熊野江小学校のような小規模校でも校長は１人の定数が決

まっている。それから、例えば生徒指導が大変な学校に 1人を加配

するとか、心のケアが必要な児童生徒が在籍するところに養護教諭

を 1人加えるとか、それぞれの市町村の学校の実態に応じて、その

分をプラスして配当するという制度もある。今、学校の校長ヒアリ

ングをした中で一番多いのがこの加配を配置してほしいという要

望。多くの教員が欲しいというのが実情なのかなと、ヒアリングを

聞いて感じたところである。 

        ◎） つまり、先生方の数はどうやって決まっているかというと、大き

く二つ。一つは学級の数によって決まる数と、加配というある目的、

生徒指導を落ち着かせようとか、学力をもうちょっとつけさせよう

とか、少人数指導にしていこうとか、例えば英語を専科にして、英

語の授業を充実させていこうと、そういう目的を持って加配をする

数。この二つが合わさって各学校の先生の数が決まっている。41

人と 40人とで全然違う。子供の数が 40人だったら先生は 1人。と

ころが 41 になったら２学級になる。たった 1 人で学級数が増える
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と先生が増える。しかも、その先生の 1 人分の負担は、40 人を 1

人で看るのか、20 人と 21 人を一人ずつで看るのか、それぞれ学校

の先生は違っていて、延岡市の学校の中でも、40 人ぎりぎり、38

とか 37 とかで一生懸命頑張っている学校もあれば、41、42 で２学

級に分かれて少しよかったなという学校もあった。学校訪問をする

と、そういった子供の数、この学級はちょっとゆとりがあるよねと

いう所は学級が分かれている所で、教室の広さは同じなので、密に

なっていて大変そうだなと思う所は 40 人学級にもういっぱいいっ

ぱいに入っている。だから、同じ 1人でも、その 1人の負担という

のは全然違っているというところである。我々はこういった内申と

いうのは、ただ単にこんな先生をくださいではなくて、そういった

加配についても、この学校はこんな状況にあるから、こういった配

慮をして欲しいといったことあたりも校長にヒアリングしながら、

県教委に対して内申をしていく作業があって、そのためのヒアリン

グを今ずっとやっているというところである。学校支援対策監は企

業にいて、ここに来られて３年近くになると思うが、そういった教

職員の人事などを見ていて疑問に思ったりとか、何か感じることが

あれば話を伺いたい。 

        ⇒） 疑問というより、私がいた会社との違いというところで言うと、

制度とかルールっていうものが法律に則ってかっちり決まってい

るので、よく言えば基準が明確、物差しが決まっているし、悪く言

えば融通がきかないっていう、両面があるなと思う。ちなみに、私

がいた会社ではどういうふうに、そういう定員計画が決まるかって

いうのは、一応定員定数計画のようなものがあるが、事業が１決算

期の中、1 年間の間でもかなり流動的に動くので、正規社員の採用

権というのは決裁権限規定の中で社長というふうに謳ってあるの

で、言い方を変えれば社長決裁さえ通すことができれば、人を増や

すことが、割と流動的にできるというようなところが大きく違うな

と思う。もちろん簡単に取れるものじゃなくて、人を 1人雇えば社

会保障費などの負担も含めて、事務局から先ほど 7､800万かかると

あったが、会社でも似たようなものがかかるし、首にできないとい

うかなりの経営的な投資になるので、相当な審査を経て採用とな

る。あとはその配置の流動性。教職員の場合は、管理職が大体２年、

一般の教諭の場合は５年、あとは北部教育事務所管内 15 年だった

かと思うが、一つのリズムに則って出ないといけないとか入らない

といけないとかあるが、その辺りもかなり流動的にやる。物差しの

決まり方とか、流動性に対する対応の仕方とかいうのが相当違うの
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で、なかなか会社の理屈だけで重ねて考えると、なかなか合わない

ところがあるなっていうのは常々感じている。 

        ◎） やっぱりどうしても公平性といったところがあるので、延岡だけ

よければいいということではなくて、他の自治体も同じような現状

の中でやっぱり人が欲しいと言うので、その辺は非常に県の教育委

員会は悩みながら人事配置を行っているのも事実である。そんな中

で、３月に臨時会を開いて、県教委の案を毎年見ていただいて、委

員の皆さんに承認いただいたものを、私たちは県教委に「これでよ

ろしくお願いします。」ということで、案を承認してもらって持っ

ていく。あの場で「この人が、この人は。」という話ではないと思

っていて、それよりも、私たちとしてはどんな先生たちが延岡市と

しては必要だというふうな大きな話を我々は常々考えていかない

といけないかなというふうに思う。皆さんが思うこんな教職員であ

って欲しいとか、わかあゆ教育プランの中にいろいろ書いてはいる

わけだが、今日午前中の議論とも関連するかと思うが、どんな先生

たちにこの延岡市で働いて欲しいか。また、そのために私たちとし

てはどういうふうに環境整備をしていく必要があるか、そういう点

でいかがか。 

        ◎） 今日の午前中もちょっと話をさせてもらったが、学校の先生の中

にもすごくいろんなものに興味を持って調べたり、経験を重ねたり

している先生たちもたくさんいるが、やっぱり地元のことをあまり

よく知らない。その地元のことっていうのが、例えば、地域愛に繋

がるような資源であったり価値観であったり、そういうものを親に

代わって伝えられていない先生も、実際自分のお客さんとして来て

いる先生たちを見ていても感じるときがあるので、何かやっぱりこ

の地域愛を育てるのは家庭か、義務教育を含む延岡にいる間なんじ

ゃないかなっていうふうには思っている。その地域愛とかいうのは

地元に対する誇りに繋がる知識であったり経験であったり、そうい

うものが大切だと思っているので、だからそういうものを、ちょっ

と重んじてくれる先生方が増えると、延岡ってすごいよねって自分

で思える子供たちとか、自分の中で、東京はここがいいけど、延岡

のほうがここが勝っているとか、そういうニュートラルに物事を純

粋に見られる。福岡の方がいいとか、東京の方がいいとか、勝手に

決めつけて、だから何もないじゃなくてニュートラルに見られるヒ

ントというか、そういう感覚を身につけさせてくれる先生がいる

と、何も考えずに都会に出れば幸せになれると思って、延岡に帰っ

てこないっていう子供たちの数を少しは減らせられるんじゃない
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かなっていうふうに思っている。だから僕たちも講演などをさせて

もらう機会がある時に、チャンスがあれば行くのは、やっぱり先生

たちに代わって、僕たちの話がそれの役に立てばと思っているの

で、そういうところを求めたいと思う。 

        ◎） 確かに先生たちがその勉強だけとか、国語・算数・理科・社会と

か、それだけを教えるのではなくて、そういう地元の良さっていう

のは確かに必要。じゃないと、我々も試合に行くのに、心を落ち着

かせて頑張ろうという気持ち、やっぱり地元に帰ってきて、地元の

人たちから頑張ってねと言われるのがものすごく大事で、それで力

をもらっていろんな試合に出ていくっていうのを自分たちが思っ

てやっていたので、そういう地元愛というのは本当に確かに必要だ

なと思う。そういうのも分からずに、ただ国語・算数・理科・社会、

それで終わりました。それで、54321 付けましょうっていうのは、

やっぱり乏しいかなっていうふうには考える。延岡はそういう自然

とかいろんなものが多くて、海も綺麗だし、食べ物もいいし、そう

いうのを自分たちが経験して「本当よ。」って言えるぐらいになる

ぐらい、子供も一緒にそういうのに連れていってくれると嬉しいな

と思う。学校の先生たちも、もう少し幅を持ってやっていただける

とすごくいいんじゃないかなというふうに思う。 

        ◎） 学校訪問等を通していろいろ提案等を見せてもらうと、学校の校

長先生の目標なりが掲げてある。どの学校にも間違いなく入ってい

るのは「豊かな心の育成」というような部分。子供たちを育ててい

く中で、豊かな心を持った子供たちに育って欲しいっていう部分が

あるので、やはりそういった子供たちの育成を学校側はしっかりと

求めているということであれば、やはりそれなりの豊かな人間性の

ある先生が期待されている部分は大きいのではないかなあと思う。

もちろん知識・技能の専門性の高い先生というのは必要かと思う

が、やはり今多様な時代の中、いろんな子供たちもいるので、そう

いった子供たちにしっかりと対応できるっていう部分については、

やっぱり人間性の部分が大きいのかなあという感じがする。やはり

これってずっと変わらないもの。私たちが現職のときもそうで、そ

ういう部分が繋がってきている。それに加えて今はこうやってＩＴ

の発展に伴っていろいろな教えないといけない幅が広くなってい

るので、やっぱりそういった多様な教育改革の中でも頑張れるよう

な先生たちっていうのが期待されているんではないかなあと思う。

先生たちも本当に日々忙しい中で大変だろうなとは思うが、やっぱ

りそういった先生たちを保護者は望んでいるんじゃないかなあと
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思う。 

        ◎） いろんな意見を出してもらって一つにまとめるっていうのが今日

の目的ではないと思うが、今日は委員のお一人がいないので、企業

経営者から見たときにやっぱりこういう子供を育てて欲しいとい

う視点も当然あるんだろうなというふうに思いながら、そういった

ことを意識しながら人事を今後やっていく必要があるんだろうな

と思う。人事というと、どこかで行われている中で、よく分からな

いブラックボックスのようなイメージがあるかと思うが、そうでは

なくて、どんな教育を展開したいとか、いろんな先生たちに来て欲

しいっていう、そういう願いを人事に反映していくことが一番大事

だと思うので、そこはまた学校教育課長も聞きながら、また今後進

めてもらい、事務局案としてまとめていただくことになるかと思

う。 

 

 

◎ その他 

  ◆野口遵記念館視察について（野口遵記念館建設室） 

   ● 次月の定例教育委員会後、野口遵記念館の視察を行う予定であることについて

説明があった。 

   

  ◆１２月定例教育委員会の日程について（総務課） 

   ● １２月定例教育委員会については、１２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。 （１４：４５） 

 

 


