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令和２年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価について 

 

1 自己点検・評価の考え方 

教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)第 26 条の

規定に基づき、毎年、教育委員会の権限に属する事務の管理・執行状況について点検・評価

を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表することになっ

ています。また、点検・評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の

活用を図ることとされています。 

都城市教育委員会では、令和元年度、本市教育の発展のために様々な事務事業に取り組ん

でまいりました。その効果について検証し、必要性、効率性等の観点から自ら評価を行い、

結果を公表することは、今後の的確な政策立案と市民への説明責任を果たす上で大変重要で

あると考えます。 

 

2 具体的な点検・評価の方法 

項   目 点検・評価方法 

１ 教育委員会の活動状況 

(1)教育委員会の会議の運営等 

(2)その他教育委員の活動 

令和元年度の教育委員会の会議の運営等及びその他教

育委員の活動状況実績に対する全体的な点検・評価を

行う。 

２ 教育委員会が管理・執行を

教育長に委任する事務 

① 第二次都城市総合計画の総合戦略計画期間（平成

30 年度から令和３年度まで）の主要事業計画にお

いて採択された事業で、かつ、令和元年度当初予算

に計上された事務事業の実績に対する評価及び課

題等の整理を行い、その達成度５段階で評価しま

す。 

評価５ 達成度 100％ 

評価４ 達成度概ね 80％ 

評価３ 達成度概ね 60％ 

評価２ 達成度概ね 40％ 

評価１ 達成度 20％未満 

② 都城市教育振興基本計画（平成 29 年度から令和 8

年度）の「施策推進のための管理指標」及び第二次

都城市総合計画の総合戦略の「重要業績評価指標」

に掲げてある指標のうち、特に重要と思われるもの

の進捗管理と課題等の整理を行います。 
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３ 評価の方法 

「都城市教育委員会外部評価委員設置規程」に基づき、外部評価委員２名を委嘱し、上記

の自己点検・評価の結果について意見を求めます。このうち、教育委員会が管理・執行を教

育長に委任する事務については、担当課から成果指標の達成度等の聴取りを行います。 

 

４ 公表 

外部評価委員による評価の後、「令和元年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・

評価に関する報告書（令和２年度分）」としてまとめ、議会に報告するとともに、市のホーム

ページで公表します。 

 

 

 

教育委員会 

 教育長           児 玉 晴 男 

委員（教育長職務代理者）  赤 松 國 吉 

委員            中 原 正 暢 

委員            濵 田 英 介 

委員            岡 村 夫 佐 

 

 

外部評価委員 

南九州大学人間発達学部教授 宮 内   孝 

都城東高等学校副校長    久保田 賢一郎 
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５ 都城市教育委員会組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(令和2年4月1日現在)

定数：９８名（教育長を除く。）

　　　── 事務局 ───── 教 育 総 務 課 ┬─総 務 担 当

教育部長 (16) ├─施 設 管 理 担 当

(1) └─総 括 担 当

　── 学 校 教 育 課 ┬─教 育 指 導 担 当

　 (22) ├─教 育 振 興 担 当

├─青 少 年 指 導 担 当

　 青 少 年 育 成 セ ン タ ー 兼
適 応 指 導 教 室

 └─教 育 研 究 所

　── ス ポ ー ツ 振 興 課 ──ス ポ ー ツ 振 興 担 当

 (9) └ 体 育 施 設 担 当

　── 生 涯 学 習 課 ┬ 生 涯 学 習 担 当

 (15) ├ 社 会 教 育 担 当

　 ├ 公 民 館 担 当
｜

 ├ 中央公民館　－　１１地区公民館
｜
├ 教 育 集 会 所 ( 広 原 ・ 梅 北 )
｜
└ 図 書 館 ・ 高 城 図 書 館

 ── 文 化 財 課 ┬ 一 般 文 化 財 担 当

　 (12) ├ 埋 蔵 文 化 財 担 当
　 ｜

 └ (歴史資料館)

　── 学 校 給 食 課 ┬ 管 理 担 当

(9) ├ 都 城 学 校 給 食 セ ン タ ー

 ├ 山 之 口 学 校 給 食 セ ン タ ー

 ├ 高 城 学 校 給 食 セ ン タ ー

├ 山 田 学 校 給 食 セ ン タ ー

 └ 高 崎 学 校 給 食 セ ン タ ー

　 ── 美 術 館
 (5)
 ── 都 城 島 津 邸
 (6)

 ── 山 之 口 地 区 公 民館
　 　

 ── 高 城 地 区 公 民 館 ──分館(石山・有水・四家)

 ── 高 城 郷 土 資 料 館
 

 ── 高 崎 地 区 公 民 館

 ── 幼 稚 園 (高城・有水・石山)

 ── 小 学 校 ３８校

　── 中 学 校 １９校
 (3)

注：括弧内の数字は職員定数を表す。

├

総合支所地域振興課

教
育
委
員
会

教
育
長

　　　事務補助執行

—　教育機関　—
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（３）放課後子ども教室の環境整備

（１）学校からの情報提供等の工夫・充実

（２）学校運営協議会の取組の充実

施策２　家庭や地域の教育力の向上

施策３　地域とともにある学校づくりの推進

施策１　家庭・学校・地域や企業・市民団
　　　　　体等が一体となって取り組む教育
　　　　　の推進

（１）教育に関する市民意識の醸成

（２）市民の教育活動への参画の充実

（３）人権が尊重される社会をめざす教育の推進

（１）家庭の教育力向上に向けた取組の充実

（２）地域の教育力向上に向けた取組の充実

基本目標１ 市民総ぐるみによる教育の推進 

基本目標２ 次世代を担う子どもの学力向上と社会を生き抜く力の育成 

（４）体験活動の充実

（５）文化・芸術活動の充実

（３）食育の推進

施策２　豊かな心を育む教育の推進

施策３　健やかな体を育む教育の推進

（１）いじめ・不登校・非行の未然防止

（２）道徳教育の充実

（３）人権教育の充実

（１）保育所・幼稚園・認定こども園との連携推進
施策１　確かな学力を育む教育の推進

（４）学びのセーフティーネットの構築

（２）学力調査等の実施・分析

（３）効果的な指導のための体制づくり

（１）体力向上に向けた取組の推進

（２）学校保健活動の充実

６ 施策の基本目標・体系 
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（２）特別支援学級、通常の学級における指導の
     充実

（１）安心・安全な学校給食の安定的な提供

（２）学校給食の献立内容の充実

（３）学校給食を活用した食育の推進

（１）就学前から中学校卒業までの一貫した特別
　　 支援体制の充実

施策４　健やかな心身を育む学校給食の
　　　　　充実

施策５　特別な支援を必要とする子どもへ
　　　　　の教育の推進

基本目標４ 魅力ある教育環境の整備・充実 

施策１　教職員の資質向上

施策２　学校安全の充実

（２）教職員が能力を発揮できる環境の整備・充実

（１）安全・安心な学校施設の整備

（２）実践的な防災教育等の推進

（１）学校規模の適正化及び小規模校の振興
施策３　　学校規模の適正化及び小規模
　　　　　　校の振興

（１）専門性や社会性向上のための取組の充実

基本目標３ ふるさとを誇りに思い、世界にはばたく子どもを育む教育の推進 

施策１　ふるさとに学び、誇りや郷土愛を育
　　　　　む教育の推進

（１）学校における「ふるさと教育」の充実

施策２　グローバルな視野を持ち、世界で
　　　　 活躍するための教育の推進

（２）学校における教育の情報化の推進

（２）地域における「ふるさと教育」の充実

（１）グローバル化に対応した教育の推進

（３）学校におけるキャリア教育の推進
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基本目標６ 魅力あるスポーツの振興とスポーツに親しむ社会づくりの推進 

（３）指導者の育成・確保

（２）総合型地域スポーツクラブの育成

（３）地域スポーツの活性化

施策２　競技スポーツの強化
（１）少年期からの一貫した指導・育成体制の確立

施策３　スポーツ環境の整備

（２）既存施設有効活用の促進

（３）利用者の満足度を高めるためのサービス向上

施策１　生涯スポーツの振興

（２）スポーツキャンプ・合宿、大会等の誘致支援

（１）スポーツ施設整備ビジョン策定及び計画的な
　　 整備の実施

（１）幼少期のスポーツ機会の充実

（３）歴史や文化遺産の保護・保存・活用

施策４　歴史と地域文化資源の保存・継
　　　　　承・活用

（３）人材育成及び芸術文化の交流の推進

施策２　生きる力を育む読書活動の推進

施策３　芸術文化の振興

（１）学校における読書活動の推進

（２）歴史・文化に関する資料の収集・調査研究

（２）家庭における読書活動の推進

（３）市立図書館における読書活動の推進

（１）作品鑑賞の機会の提供

（１）学びの機会の提供

（４）美術館収蔵品の充実や適正な保存

（２）美術に関する資料の収集・調査研究

基本目標５ 生涯を通じて学び、文化と歴史に親しむ社会づくりの推進 

（１）生涯学習の機会と施設機能の充実

（２）社会教育の充実

施策１　生涯学習・社会教育の振興
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１－（１）教育委員会の会議における審議内容 

 

 教育委員会が管理・執行する事務に関しては、次表のとおり、教育委員会会議（定例会・臨時会）で審

議しました。 

 

点検項目 小項目 点検内容 

（１）教育に関する重要な

事務の企画及び基本方針の

決定に関すること。 

基本方針の策

定 

該当なし 

（２）教育委員会規則及び

訓令の制定又は改廃に関す

ること。 

  ○平成３１年４月定例会 

平成 31 年度都城市中学校教員業務支援事業実

施要領の制定について(報告) 

○令和元年６月定例会 

都城市教育委員会公告式規則の一部を改正する

規則の制定について(議案) 

○令和元年９月定例会 

都城市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則

の制定について(議案) 

○令和元年１０月定例会 

都城市教育委員会の組織及び事務分掌等に関す

る規則の一部を改正する規則の制定について

(議案) 

○令和元年１１月定例会 

都城市教育委員会の権限に属する事務の一部事

務委任等規則の一部を改正する規則の制定につ

いて(議案) 

○令和元年１１月定例会 

都城市教育委員会の組織及び事務分掌等に関す

る規則及び都城市立小中学校の校区外通学の許

可に関する規則の一部を改正する規則の制定に

ついて(議案) 

○令和元年１２月定例会 

都城市教育相談員に関する規則等を廃止する規

則の制定について(議案) 

○令和元年１２月定例会 

都城市教育委員会の名義後援に関する規則を廃

止する規則の制定について(議案) 
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○令和元年１２月定例会 

都城市奨学金条例施行規則の一部を改正する規

則の制定について(議案) 

○令和２年１月定例会 

都城市教育委員会公印規則の一部を改正する規

則の制定について(議案) 

○令和２年３月定例会 

都城市勤労青少年体育センター条例施行規則等

の一部を改正する規則の制定について(議案) 

○令和２年３月定例会 

都城市教育委員会の組織及び事務分掌等に関す

る規則の一部を改正する規則の制定について

(議案) 

○令和２年３月定例会 

都城市都城歴史資料館条例施行規則等の一部を

改正する規則の制定について(議案) 

○平成３１年４月定例会 

都城市よか・余暇・楽習ネットワーク事業実施

要綱の一部改正について(報告) 

○令和元年６月定例会 

都城市所有・寄託史料活用調査委員会設置要綱

の制定について(議案) 

○令和元年１２月定例会 

都城市教育委員会の名義後援の承認に関する要

綱の制定について(議案) 

（３）教育予算その他議会

の議決を経るべき議案に関

すること。 

  ○平成３１年４月定例会 

平成 30 年度 3月補正予算（追加分）について

(報告) 

○令和元年６月定例会 

令和元年度６月補正予算について(議案) 

○令和元年９月定例会 

令和元年度９月補正予算について(議案) 

○令和元年１２月定例会 

令和元年度１２月補正予算について(議案) 

○令和２年３月定例会 

令和元年度３月補正予算について(議案) 

○令和２年３月定例会 

令和２年度当初予算について(議案) 
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○令和元年１０月定例会 

都城市都市公園条例の一部を改正する条例の制

定について(議案) 

○令和元年９月定例会 

都城市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制

定について(議案) 

○令和元年１０月定例会 

都城市山田総合センター条例の制定について

(議案) 

○令和２年１月定例会 

都城市都市公園条例の一部を改正する条例の制

定について(議案) 

○令和２年１月定例会 

都城市勤労青少年体育センター条例の一部を改

正する条例の制定について(議案) 

○令和２年２月定例会 

都城市公民館条例の一部を改正する条例の制定

について(議案) 

（４）都城市立の小学校及

び中学校（以下「学校」と

いう。）その他の教育機関

の設置及び廃止に関するこ

と。 

  該当なし 

（５）教育財産の廃止に関

すること。 

  該当なし 

（６）市町村立学校職員給

与負担法第１条及び第２条

に規定する職員の人事の内

申に関すること。 

  ○令和２年３月臨時会 

市町村立学校職員給与負担法第１条及び第２条

に規定する職員の人事の内申に関することにつ

いて(議案) 

（７）教育長、教育委員会

事務局及び県費負担職員を

除く教育機関の職員の任免

その他の人事に関するこ

と。 

非常勤特別職

の選任 

○平成３１年４月定例会 

都城市特別職に属する非常勤嘱託の任命につい

て(報告) 

○平成３１年４月定例会 

都城市教育委員会顧問の選任について(報告) 

○平成３１年４月定例会 

都城市教育委員会教育相談員の任命について

(報告) 
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○令和元年５月定例会 

学校医・学校薬剤師の委嘱について(報告) 

○令和元年６月定例会 

都城市社会教育委員及び公民館運営審議会委員

の委嘱について(議案) 

○令和元年６月定例会 

都城市学校給食センター運営審議会委員の委嘱

について(議案) 

○平成３１年４月定例会 

都城島津伝承館審議会委員の委嘱について(報

告) 

○令和元年６月定例会 

スポーツ推進委員の委嘱について(報告) 

○令和２年３月定例会 

都城市高城郷土資料館運営委員会委員の委嘱に

ついて(議案) 

○令和２年２月定例会 

都城市ホテル等建築審査会委員の推薦について

(議案) 

○令和２年２月定例会 

都城市郡医師会病院倫理委員会委員の推薦につ

いて(議案) 

（８）前２号に定めるもの

のほか、人事の一般方針に

関すること。 

教育委員会事

務局の人事異

動 

○平成３１年４月定例会 

定期人事異動について(報告) 

○令和元年５月定例会 

平成 31 年度臨時・嘱託職員等の配置について

(報告) 

（９）教育委員会の所管に

属する各種委員会委員の任

免、委嘱及び解嘱に関する

こと。 

各種委員の選

任 

○令和元年５月定例会 

平成 31 年度小中一貫学力向上指定研究事業に

係るコアティーチャーの選任について(報告) 

○平成３１年４月定例会 

放課後子ども教室コーディネーター、教育活動

推進員及び教育サポーターの委嘱について(報

告) 

○令和元年５月定例会 

都城市美術展運営実行委員会委員の委嘱につい

て(議案) 
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○令和元年６月定例会 

都城市人権啓発推進協議会副会長及び幹事の委

嘱について(議案) 

○令和元年７月定例会 

令和元年度都城市少年補導委員の委嘱について

(報告) 

○令和元年７月定例会 

都城市青少年育成センター運営協議会委員の委

嘱及び任命について(報告) 

○令和元年７月定例会 

令和元年度都城市学校運営協議会委員の委嘱及

び任命について(報告) 

○令和元年７月定例会 

都城市青少年健全育成市民会議幹事の委嘱及び

任命について(報告) 

○令和元年７月定例会 

都城市所有・寄託史料活用調査委員会委員の委

嘱について(議案) 

○令和元年８月定例会 

都城市青少年健全育成会議副会長の委嘱につい

て(報告) 

○令和元年９月定例会 

令和元年度都城市放課後子ども総合プラン運営

委員会委員の委嘱及び任命について(報告) 

○平成３１年４月定例会 

都城市小中学校共同学校事務室の指定について

(報告) 

○令和元年５月定例会 

令和元年度都城市教育支援委員会及び専門委員

会の人選について(議案) 

（１０）学校の通学区域の

設定又は変更に関するこ

と。 

  該当なし 

（１１）教科書の採択に関

すること。 

  ○令和元年７月臨時会 

令和２年度使用小・中学校用教科用図書の採択

について(議案) 
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（１２）都城市文化財保護条

例による文化財の指定及び

解除に関すること。 

  ○令和元年１０月定例会 

指定しようとする文化財の諮問について(議案)

○令和２年１月定例会 

都城市指定文化財の指定について(議案) 

（１３）請願及び訴訟又は

審査請求に関すること。 

  該当なし 

（１４）行政手続法に基づ

く審査請求及び処分基準の

制定又は改廃に関するこ

と。 

  該当なし 

（１５）教育委員会表彰に

関すること 

  ○令和２年２月定例会 

都城市教育委員会社会教育功績者等表彰につい

て(報告) 

○令和２年２月定例会 

令和元年度都城市教育委員会精励賞について

(報告) 

（１６）教育委員会と職員

団体の協定に関すること。 

  該当なし 

（１７）教育に関する公益

法人及び公益信託に関する

事務のうち許可、許可及び

承認に関すること。 

  該当なし 

（１８）公立義務教育諸学

校の学級編制及び教職員定

数の標準に関する法律第４

条及び第５条に規定する学

級編制に関すること。 

  該当なし 

（１９）退職手当及び公務

災害補償に関すること。 

  該当なし 

（２０）展覧会、競技会、

後援会等の主催、共催及び

後援に関すること 

  ○平成３１年４月定例会から令和２年３月まで 

教育委員会名義後援・共催（報告） 

（２１）都城市情報公開条

例に基づく公文書の開示の

請求に対する決定、通知及

び意見聴取に関すること。 

  ○令和元年５月定例会 

平成 30 年度情報公開・自己情報開示請求件数

について(報告) 
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（２２）都城市個人情報保

護条例に基づく個人情報の

開示等の請求に対する決

定、通知及び意見聴取に関

すること。 

  ○令和元年５月定例会 

平成 30 年度情報公開・自己情報開示請求件数

について(報告) 

（２３）地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第

２７条の規定による点検及

び評価に関すること。 

  ○令和元年７月定例会 

令和元年度都城市教育委員会外部評価委員の委

嘱について(議案) 

○令和元年７月定例会 

令和元年度教育に関する事務の管理及び執行状

況の点検・評価の実施要領の制定について(議

案) 

○令和２年３月定例会 

令和元年度教育に関する事務の管理及び執行状

況の点検・評価に関する報告書（平成 30 年度

事業対象）について(議案) 

（２４）教育長が前各号の

規定にかかわらず、委任さ

れた事務について重要かつ

異例に属し、又は疑義があ

るとして教育委員会に付議

した事項 

  ○令和２年３月定例会 

都城市「学校における働き方改革推進プラン」

について(報告) 

○令和元年６月定例会 

健康増進法改正に伴う市立小中学校等の敷地内

禁煙について(報告) 

○令和元年７月定例会 

ＩＣタグ利用登下校見守りシステムの導入につ

いて(報告) 

（２５）令和元年度に教育

委員会事務局で取り組んだ

事業等で教育委員会に報告

されたもののうち主な事業

等 

  ○令和元年７月定例会 

都城市・三股町いじめ防止対策専門家委員の選

任(報告) 

○令和元年５月定例会 

令和元年度フッ化物洗口事業モデル校の選定に

ついて(報告) 

○令和元年５月定例会 

都城市立幼稚園におけるフッ化物洗口の取組に

ついて(報告) 

○令和元年６月定例会 

都城運動公園野球場スコアボード一体型バック

スクリーン設置工事契約について(議案) 
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○令和元年６月定例会 

令和元年度特別展「自画像 キャンバスの中の

画家たち」について(議案) 

○令和元年６月定例会 

令和元年度都城島津伝承館企画展「都城島津家

史料の魅力～後世に伝える文化財～」について

(議案) 

○令和元年７月定例会 

「ベジ活！クッキング教室」の開催について

(報告) 

○令和元年７月定例会 

都城島津邸歴史講座の開催について(報告) 

○令和２年１月定例会 

令和２年度都城市立小中学校の入学式の期日に

ついて(報告) 

○令和元年８月定例会 

東京大学史料編纂所によるレプリカ寄贈式及び

関連ワークショップの開催について(報告) 

○令和元年８月定例会 

令和元年度都城島津伝承館特別展「島津義弘と

都城」観覧料の設定について(議案) 

○令和元年１１月定例会 

令和元年度都城市スポーツ賞について(報告) 

○令和元年１１月定例会 

ふるさと給食提供事業について(報告) 

○令和元年１２月定例会 

令和元年度人権啓発標語審査結果について(報

告) 

○令和２年２月定例会 

第 24 回都城市小学生読書感想文コンクールの

結果について(報告) 

○令和２年２月定例会 

令和２年都城市成人式のアンケート結果につい

て(報告) 

○令和２年１月定例会 

令和元年度都城市フッ化物洗口事業の進捗状況

について(報告) 
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○令和２年１月定例会 

都城市教育委員会児童虐待対応マニュアルの制

定について(議案) 

○令和元年７月定例会 

総合教育会議の協議事項について(報告) 

○平成３１年４月定例会 

指定管理者導入施設における管理運営方針案の

提出について（早水公園体育文化センター及び

都城運動公園等）(報告) 

○令和元年１１月定例会 

公の施設の指定管理者の指定について（早水公

園体育文化センター及び都城運動公園等）(議

案) 
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１－（２）教育委員会の会議の運営等に対する教育委員の自己点検、評価 

 

【会議の運営等について】 

・定例会、臨時会ともに、教育委員として事務局担当者へ質問する時間も十分確保されており、

十分な論議が尽くされています。また、教育委員相互の自由闊達な議論を深めることについて会

議の運営が極めて温和で公平に進められること有り難く思っています。教育委員同士今後益々

自己研鑚と意識の向上に努めて参ります。 

 

・会議の運営につきましては、毎回定刻通りの開催に大変感謝しております。また、報告案件や

議案への意見や質問に対して修正や補足等生じた場合は、委員会終了までに対応頂いており意

義が深まっており大変ありがたく感じたところでありました。 

 

・事前に配布される資料を読んで会議に参加できるので、報告事項も議案等の説明もよく理解で

きました。今後は、会議における無駄がないか、あるいは加えるべきことがないかという点に注

意し、より効果のある会議運営になるよう提言していきたいと思います。 

 

・これからの市の教育行政では、生涯学習などを考えると市民目線や他部局との連携がこれまで

以上に重要になると思われます。教育委員としましては、そのような視点を養い、会議に参加し

ようと思います。 

 

・事前に届けていただいた会議資料に沿って各課から的確に要点を説明していただき、教育委員

会の多岐にわたる取組を十分議論することができました。また、説明の各課長に加えて直接の担

当者も同席されることが多く、些細な疑問にもすぐに補足説明をしていただきありがたく思い

ました。自由に発言できる雰囲気の中で、各報告や議案の審議が十分に尽くされたと思っており

ます。 

 

 

【教育長報告について】 

・毎回、別添報告書類を作成されて、丁寧に御説明くださいますので有り難いです。市内の各小

中学校が取り組んでおられる特色ある教育活動について御紹介くださいます。また、毎月都城市

内の学校現場で生じている様々な出来事並びにその出来事に対する具体的な教育委員会の対応

等についてお話しくださいます。市内の各小中学校の現状及び教育的課題並びに解決すべき諸

問題について、教育委員として理解が深まります。心から感謝申し上げます。 

 

・要点をまとめた教育長報告を事前に届けていただきましたので、小・中学校等の現状と課題を

しっかり把握できた上で、会議に臨むことができました。特に、２月・３月においてはコロナウ

イルス感染防止のための的確な取組を説明していただき、安心してお任せする思いでいっぱい

でした。 
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【会議資料について】 

・会議開始数日前に会議関係資料を確実にお送りくださり大変感謝しています。予め会議の報告

事項及び議題となる事柄について把握することができますし、また事前に目を通すことにより

疑問点やお尋ねしたいことを整理して会議に臨むことができますので事前理解が深まり有り難

いです。関係各課はもとより、取りまとめをされる御担当の方の御努力に対して心から敬意を表

します。 

 

・都城市の全体の予算に占める教育委員会関係の予算等の割合や総額等についての御説明及び用

語についての解説などが分かりやすく示され、理解が深まりました。事務局の行き届いた御配慮

に感謝しています。今後、さらに自己の理解が深まるよう研鑚に努めてまいります。 

 

・会議資料につきましては、委員会前に確実に手元に届いております。また、委員会当日に資料

の差替えがある場合であっても、会議に差し支えのない程度であり支障はございませんでした。 

 

・通し番号で整理されており、とても分かりやすい丁寧な資料になっています。事前にしっかり

読み込んで会議に臨むことができますので、会議の効率化にも役立っていると思います。毎回感

謝しております。 
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１－（３）　教育委員の活動実績（教育長含む。）

月日 行事名 出席教育委員名 担当課
4月1日 岡村委員辞令交付 児玉教育長、岡村委員 教育総務課

4月1日 市初任者辞令交付
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

学校教育課

4月1日 市初任者研修 児玉教育長 学校教育課
4月1日 教育委員会訓示式 児玉教育長 教育総務課

4月2日 市着任式
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

学校教育課

4月4日 教育委員会対面式
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

教育総務課

4月4日 ４月定例教育委員会
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

教育総務課

4月6日 都城市特別攻撃隊戦没者慰霊祭 児玉教育長 学校教育課
4月7日 都城盆地剣道練成大会 児玉教育長 スポーツ振興課

4月9日 都城市立中学校入学式
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

学校教育課

4月10日 都城市立小学校入学式
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

学校教育課

4月12日 校長会
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

学校教育課

4月13日 キラリ生涯学習フェスティバル 児玉教育長 生涯学習課
4月15日 小さな親切運動4月例会 児玉教育長 生涯学習課
4月16日 全国高校総体県実行委員会 児玉教育長 スポーツ振興課
4月17日 スポーツ推進委員協議会総会 児玉教育長 スポーツ振興課
4月19日 宮崎県市町村教育長連絡協議会 児玉教育長 教育総務課
4月19日 市町村教育委員・教育長会議 児玉教育長、赤松委員 教育総務課
4月20日 宮日旗中学硬式野球開会式 児玉教育長 スポーツ振興課
4月20日 都城市壮年団体連絡協議会総会 児玉教育長 生涯学習課
4月23日 市小中一貫ブロック代表校長・担当者会 児玉教育長 学校教育課
4月24日 市教頭会 児玉教育長 学校教育課
4月24日 第５１回都城地区バレーボール大会開会式 児玉教育長 スポーツ振興課
4月25日 一学期学校訪問校長会 児玉教育長 学校教育課

4月25日
全国高校総体　都城市実行委員会第２回
総会

児玉教育長 スポーツ振興課

4月26日 管内教育長会 児玉教育長 教育総務課
4月26日 スポーツ少年団結団式 児玉教育長 スポーツ振興課
4月27日 Mall　Mall1周年行事 児玉教育長 生涯学習課

4月29日
都城歴史資料館　来館者３５万人達成記
念セレモニー

児玉教育長 文化財課

5月7日 教育長学校訪問 児玉教育長 学校教育課

5月7日 教育研究所開所式
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

学校教育課

5月8日 ５月定例教育委員会
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

教育総務課

5月10日 教育長学校訪問 児玉教育長 学校教育課

5月11日
都城南部会郵便局長杯グラウンドゴルフ
大会（開会式挨拶のみ）

児玉教育長 スポーツ振興課

5月11日 都城芸術文化協会総会 児玉教育長

5月11日 都城市ＰＴＡ連絡協議会総会
児玉教育長、中原委員、濵田委
員、岡村委員

生涯学習課

5月13日 教育長学校訪問 児玉教育長 学校教育課

5月14日
宮崎県市町村教育委員会連合会第１回理
事会

児玉教育長、赤松委員 教育総務課

5月17日 教育長学校訪問 児玉教育長 学校教育課
5月19日 高崎麓小学校運動会（退職校長在籍） 児玉教育長 学校教育課
5月20日 小さな親切運動 児玉教育長 生涯学習課
5月22日 全国都市教育長協議会 児玉教育長 教育総務課
5月23日 県民総合スポーツ祭結団式 赤松委員、濵田委員、岡村委員 スポーツ振興課
5月26日 小学校運動会 児玉教育長 学校教育課
5月27日 市美展第１回実行委員会 児玉教育長 美術館

5月29日 ６月定例教育委員会
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

教育総務課
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月日 行事名 出席教育委員名 担当課
5月30日 第３１回都北地区人権・同和教育研究大会 児玉教育長 生涯学習課
5月31日 都城市学校給食センター運営審議会 児玉教育長 学校給食課
5月31日 支援訪問Ａ（西岳小） 濵田委員 学校教育課

6月1日 みやざき県民総合スポーツ祭開会式
児玉教育長、赤松委員、濵田委
員、岡村委員

スポーツ振興課

6月2日 「新・青い目の人形」贈呈式 児玉教育長 学校教育課
6月3日 教科用図書北諸県採択地区協議会 児玉教育長、赤松委員 学校教育課
6月3日 市少年補導委員連絡協議会総会 児玉教育長 学校教育課
6月4日 支援訪問Ａ（菓子野小） 中原委員 学校教育課
6月5日 教科用図書北諸県採択地区協議会専門員会 児玉教育長 学校教育課
6月5日 都城市地区体育協会連絡協議会定期総会 児玉教育長 スポーツ振興課
6月8日 市社教連総会 児玉教育長 生涯学習課

6月12日 支援訪問Ａ（川東小） 赤松委員 学校教育課
6月17日 支援訪問Ａ（庄内小） 中原委員 学校教育課
6月18日 支援訪問Ａ（有水中） 中原委員 学校教育課
6月22日 宮崎県教育研究連合会都北支会総会 児玉教育長 学校教育課
6月26日 市学校運営協議会委員研修会 児玉教育長 学校教育課
6月26日 支援訪問Ａ（乙房小） 濵田委員 学校教育課
6月27日 支会校長会小・中学校長研修会 児玉教育長 学校教育課
6月27日 支援訪問Ａ（今町小） 赤松委員 学校教育課
6月28日 支援訪問Ａ（高城中） 岡村委員 学校教育課
7月2日 庄内小学校創立１５０周年記念事業 児玉教育長 教育総務課
7月2日 第２回校長会 児玉教育長 学校教育課

7月2日 学校経営ビジョン説明会
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、岡村委員

学校教育課

7月2日 生涯学習課　市民大学開校式 児玉教育長 生涯学習課

7月4日 学校経営ビジョン説明会
児玉教育長、赤松委員、濵田委
員

学校教育課

7月5日 都城市ＩＣＴ活用推進委員会 児玉教育長 学校教育課
7月5日 支援訪問Ａ（江平小） 岡村委員 学校教育課
7月8日 支援訪問Ａ（姫城中） 赤松委員 学校教育課
7月9日 教科用図書北諸県採択地区協議会 児玉教育長、赤松委員 学校教育課

7月10日 令和元年度第１回総合教育会議
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

教育総務課

7月10日 支援訪問Ａ（祝吉小） 濵田委員 学校教育課
7月11日 学校給食会総会 児玉教育長 学校給食課
7月11日 支援訪問Ａ（西中） 中原委員 学校教育課
7月12日 青少年健全育成市民会議総会 児玉教育長、濵田委員、岡村委員 生涯学習課

7月12日 学校経営ビジョン説明会
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

学校教育課

7月15日 ナイトミュージアム 児玉教育長 文化財課

7月16日
宮崎県市町村教育委員会連合会第２回理
事会

児玉教育長、赤松委員 教育総務課

7月16日 支援訪問Ａ（富吉小） 岡村委員 学校教育課
7月17日 宮崎県市町村教育委員会連合会総会 児玉教育長、赤松委員 教育総務課

7月17日
宮崎県市町村教育長連絡協議会第２回支
部長会

児玉教育長 教育総務課

7月17日
宮崎県市町村教育長連絡協議会役員と県
校長会役員との協議会

児玉教育長 教育総務課

7月18日 ７月臨時教育委員会
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

教育総務課

7月18日 ７月定例教育委員会
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

教育総務課

7月19日 学校経営ビジョン説明会
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

学校教育課

7月22日 令和元年度第１回環霧島教育長会議 児玉教育長 教育総務課
7月23日 教育長スクールミーティング 児玉教育長 学校教育課
7月24日 教育長スクールミーティング 児玉教育長 学校教育課
7月25日 教育長スクールミーティング 児玉教育長 学校教育課

7月25日 都城市人権啓発推進協議会全体会議
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

生涯学習課

7月26日 教育長スクールミーティング 児玉教育長 学校教育課
7月28日 高校総体女子バレー閉会式 児玉教育長 スポーツ振興課
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月日 行事名 出席教育委員名 担当課
7月29日 教育長スクールミーティング 児玉教育長 学校教育課

7月30日 第３１回都北地区人権・同和教育研究大会 児玉教育長
学校教育課生涯
学習課

7月30日 ８月定例教育委員会
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

教育総務課

7月30日 高校総体男子バレー開会式 児玉教育長 スポーツ振興課

7月31日
都城市・三股町いじめ防止対策専門家委
員会

児玉教育長 学校教育課

8月1日
九州地区市町村教育委員会連合会研修大
会（～8/2）

児玉教育長、中原委員、濵田委
員、岡村委員

教育総務課

8月2日 都城市学校保健大会 児玉教育長 学校教育課
8月2日 PTA会長研修会（講師として） 児玉教育長 生涯学習課
8月3日 高校総体男子バレー閉会式 児玉教育長 スポーツ振興課
8月5日 教育長スクールミーティング 児玉教育長 学校教育課

8月6日
宮崎県市町村教育長連絡協議会研修会・
情報交換会

児玉教育長 教育総務課

8月10日 高校総体弓道閉会式 児玉教育長 スポーツ振興課
8月16日 台湾スポーツ少年団交流事業歓迎会 児玉教育長 スポーツ振興課
8月18日 小さな親切運動大淀川クリーン大作戦 児玉教育長 生涯学習課
8月19日 教育長スクールミーティング 児玉教育長 学校教育課
8月20日 教育長スクールミーティング 児玉教育長 学校教育課
8月20日 都城市授業力向上セミナー 児玉教育長 学校教育課
8月21日 教育長スクールミーティング 児玉教育長 学校教育課
8月22日 中学生海外派遣事業帰国報告会 児玉教育長 学校教育課

8月24日
第４２回都城地区軟式野球連盟会長杯学
童大会

児玉教育長 スポーツ振興課

8月27日 第３回校長会 児玉教育長 学校教育課

8月28日 ９月定例教育委員会
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

教育総務課

8月29日 太陽光パネル設置セレモニー
児玉教育長、濵田委員、岡村委
員

教育総務課

8月30日
ＩＣタグを利用した児童見守りシステム
設置セレモニー

児玉教育長、濵田委員 教育総務課

9月1日 沖水地区公民館落成式
児玉教育長、中原委員、濵田委
員、岡村委員

生涯学習課

9月8日 西中学校体育大会 岡村委員 学校教育課
9月8日 小中学校体育大会 児玉教育長 学校教育課
9月8日 高崎中学校体育大会 濵田委員 学校教育課
9月9日 支援訪問Ａ（明和小） 岡村委員 学校教育課

9月12日 支援訪問Ａ（高崎小） 濵田委員 学校教育課
9月15日 小中学校体育大会 児玉教育長 学校教育課
9月19日 都城支会教頭会　第２回全体研修会 児玉教育長 学校教育課
9月20日 企画展観覧 児玉教育長 都城島津邸
9月21日 有水小中学校体育大会 児玉教育長 学校教育課

9月21日
第２０回ビーチバレー霧島酒造オープ
ン・レセプション

児玉教育長 スポーツ振興課

9月22日 小中学校体育大会 児玉教育長 学校教育課

9月23日
東京出張（新学習指導要領に向けたクラ
ウド準備セミナー）（～9/24）

児玉教育長 教育総務課

9月24日 市民大学閉講式 児玉教育長 生涯学習課
9月25日 「ふるさと給食」最終試食会 児玉教育長 学校給食課
9月25日 支援訪問Ａ（西岳中） 中原委員 学校教育課
9月27日 東京大学史料編纂所によるレプリカ寄贈式 児玉教育長 都城島津邸
9月29日 西小学校体育大会 赤松委員 学校教育課
9月29日 志和池小学校体育大会 岡村委員 学校教育課
9月29日 明和小学校体育大会 中原委員 学校教育課
9月29日 沖水地区大運動会 児玉教育長 生涯学習課
10月4日 支援訪問Ａ（庄内中） 赤松委員 学校教育課
10月5日 大島畠田遺跡を楽しむ夕べ 児玉教育長 文化財課
10月6日 小中学校体育大会 児玉教育長 学校教育課

10月7日 １０月定例教育委員会
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

教育総務課

10月8日 コンプライアンスリーダー研修 児玉教育長 学校教育課
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月日 行事名 出席教育委員名 担当課

10月9日
九州都市教育長協議会・意見交換会（～
10/10）

児玉教育長 教育総務課

10月9日 支援訪問Ａ（笛水小中） 赤松委員 学校教育課

10月11日 都城島津伝承館特別展開会式典
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

都城島津邸

10月15日 支援訪問Ａ（西小） 中原委員 学校教育課

10月18日 特別展開会式及び内覧会
児玉教育長、赤松委員、濵田委
員、岡村委員

美術館

10月20日 こどもフェスティバル 児玉教育長 生涯学習課

10月21日
「小さな親切」運動都城支部40周年記念
式典・祝賀会

児玉教育長 生涯学習課

10月24日 祝吉中学校授業視察 児玉教育長 学校教育課

10月25日 川東小学校　研究公開
児玉教育長、赤松委員、濵田委
員、岡村委員

学校教育課

10月25日 市長・教育長を囲む座談会【自公連】 児玉教育長 生涯学習課

10月27日 志和池地区公民館落成式
児玉教育長、赤松委員、濵田委
員、岡村委員

生涯学習課

10月27日 スポーツ習慣化促進モデル事業 児玉教育長 スポーツ振興課
10月29日 支援訪問Ａ（山之口中） 濵田委員 学校教育課

10月30日 １１月定例教育委員会
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

教育総務課

10月30日 支援訪問Ａ（沖水中） 赤松委員 学校教育課

10月31日
平成３１年度都北小中学校音楽大会【中
学校の部】

児玉教育長 学校教育課

11月1日 支援訪問Ａ（中霧島小） 中原委員 学校教育課
11月5日 宮崎県都市教育長協議会（～11/6） 児玉教育長 教育総務課
11月5日 支援訪問Ａ（山田中） 濵田委員 学校教育課
11月8日 青少年育成・家庭教育講演会 児玉教育長、濵田委員、赤松委員 生涯学習課

11月8日
みやこんじょジュニアトップアスリート
事業栄養学研修会

児玉教育長 スポーツ振興課

11月8日 支援訪問Ａ（夏尾小） 岡村委員 学校教育課

11月11日
宮崎県市町村教育委員会連合会　意見交
換会

児玉教育長、赤松委員 教育総務課

11月15日 日体大自治体フォーラム（～11/16） 児玉教育長 スポーツ振興課
11月20日 支援訪問Ａ（梅北小） 岡村委員 学校教育課

11月21日
都城地区生徒指導連絡協議会　第３６回
小・中・高生意見発表会

児玉教育長 学校教育課

11月22日 都城市ＰＴＡ連絡協議会「教育懇談会」 児玉教育長 生涯学習課
11月22日 支援訪問Ａ（夏尾中） 濵田委員 学校教育課
11月25日 第４回校長会 児玉教育長 学校教育課

11月27日 １２月定例教育委員会
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

教育総務課

11月27日 都城市スポーツ賞表彰式及び懇談会 児玉教育長、濵田委員、岡村委員 スポーツ振興課

11月30日
第５９回宮崎県スポーツ推進委員研究大
会開会式

児玉教育長 スポーツ振興課

12月7日 宮崎県PTA研究大会　都城市・北諸県郡大会 児玉教育長 生涯学習課

12月7日 都城市人権啓発推進大会
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

生涯学習課

12月7日 都城市ソフトテニス連盟納会 児玉教育長 スポーツ振興課
12月8日 小中一貫校創立１０周年記念式典 児玉教育長 教育総務課

12月20日 宮崎県臨時教育委員会 児玉教育長
12月23日 外山木材図書購入費贈呈式 児玉教育長 生涯学習課

1月3日 成人式 児玉教育長、赤松委員 生涯学習課

1月4日 成人式
児玉教育長中原委員、濵田委
員、岡村委員

生涯学習課

1月8日 １月定例教育委員会
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

教育総務課

1月9日 潟上市訪問団　教育長表敬訪問 児玉教育長 学校教育課
1月9日 潟上市との中学生交流事業　歓迎会 児玉教育長 学校教育課

1月10日 学校経営ビジョンフィードバック
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

学校教育課

1月10日 寄附者への感謝状贈呈式 児玉教育長 生涯学習課
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月日 行事名 出席教育委員名 担当課

1月14日 学校経営ビジョンフィードバック
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

学校教育課

1月14日
Jリーグ春季キャンプ歓迎交流会（ツエー
ゲン金沢）

児玉教育長 スポーツ振興課

1月16日 学校経営ビジョンフィードバック
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員

教育総務課

1月17日 学校ＩＣＴ活用フォーラム 児玉教育長 学校教育課

1月20日 学校経営ビジョンフィードバック
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

学校教育課

1月21日
令和元年度都城地区生徒指導連絡協議会
教育講演会

児玉教育長 学校教育課

1月21日 精励賞表彰選考会 児玉教育長、赤松委員 学校教育課
1月23日 臨時校長会 児玉教育長 学校教育課

1月31日 第２回総合教育会議
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

教育総務課

2月1日 第７４回南九州駅伝競走大会（開会式）
児玉教育長、中原委員、濵田委
員、岡村委員

スポーツ振興課

2月1日 壮年連協：市長と教育長と語る会 児玉教育長 生涯学習課

2月2日 第７４回南九州駅伝競走大会（閉会式）
児玉教育長、赤松委員、濵田委
員

スポーツ振興課

2月2日 庄内小学校創立１５０周年記念式典 児玉教育長 教育総務課
2月3日 社会教育委員会議 児玉教育長 生涯学習課

2月5日 ２月定例教育委員会
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

教育総務課

2月7日
令和元年度全国高等学校総合体育大会宮
崎県実行委員会第３回総会

児玉教育長 スポーツ振興課

2月9日
第３５回都城市子ども会育成大会※開会
行事のみ参加

児玉教育長 生涯学習課

2月9日
第４回都城市スポーツ玉入れ「アジャタ
大会」

児玉教育長 スポーツ振興課

2月10日 作品収集委員会 児玉教育長 美術館
2月13日 第２回家庭教育学級長会及び学級主事会 児玉教育長 生涯学習課
2月14日 第５回校長会 児玉教育長 学校教育課
2月14日 令和２年度ふるさと給食試食会 児玉教育長 学校給食課

2月15日 都城教育の日記念講演会
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

教育総務課

2月17日 小さな親切運動定例会及び実行章贈呈式 児玉教育長 生涯学習課

2月17日 精励賞表彰式
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

学校教育課

2月18日
令和元年度全国高校総体都城市実行委員
会第３回総会

児玉教育長 スポーツ振興課

2月18日
教育論文表彰式・研究成果発表会・研究
所閉所式

児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

学校教育課

2月19日 高齢者学級振興大会 児玉教育長 生涯学習課

2月20日 ３月定例教育委員会
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

教育総務課

2月21日 自治公民館振興大会 児玉教育長 生涯学習課

2月22日
東小学校　創立100周年記念式典及び記念
講演

児玉教育長、中原委員、濵田委
員、岡村委員

3月4日 ３月臨時教育委員会
児玉教育長、赤松委員、中原委
員、濵田委員、岡村委員

教育総務課

3月16日 中学校卒業式 児玉教育長 学校教育課
3月16日 臨時校長会 児玉教育長 学校教育課
3月19日 臨時校長会 児玉教育長 学校教育課
3月23日 宮崎県特別支援課教育長訪問 児玉教育長 学校教育課
3月25日 小学校卒業式 児玉教育長 学校教育課
3月27日 退職校長への感謝状贈呈式 児玉教育長 学校教育課
3月31日 辞令交付（転出する指導主事） 児玉教育長 学校教育課
3月31日 教育委員会送別式 児玉教育長 教育総務課
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１－（４）教育委員の活動に対する自己点検及び評価 

 

・昨年度は、定例会及び臨時会、すべて出席することができました。また、予め配布された資料

に目を通す時間もあり、自分なりに事前理解に努めながら臨むことができます。質問事項の整理

等にも役立ちます。 

 

・学校訪問は、市内の小中学校の現状について委員としての理解を深める絶好の機会です。学校

教育課の御担当が数日前には訪問関係資料を送付くださいますので、前もって目を通すことが

できます。教育委員として訪問する各小中学校の教育的課題解決へ向けて質問する事柄を事前

に整理したり、疑問点などを整理したりするのに役立ちます。訪問当日は各訪問小中学校の校長

先生をはじめ諸先生方がより一層意欲を持って仕事に取り組めるように応援する立場から発言

するよう努めています。 

 

・毎回学校訪問を通して強く感じることですが、それぞれの先生方が都城市内の子供たちの健や

かな成長と学力向上に向けて、精一杯ご努力戴いている姿を目の当たりにすることができます。

心から感謝申し上げます。 

 

・週末に行われる行事等へも可能な限り出席するよう心掛けています。各種の行事にそれぞれの

お立場で携わっておられる多くの関係者の方々の御努力に対して敬意を表するとともに感謝の

意を表しております。 

 

・定例教育委員会等の会議には事前に予定把握出来ておりますので、時間の許す限り参加させて

頂きましたが、週末開催の行事などは、誠に勝手ながら自身の業務と重なる事が多いため参加が

叶わない行事もございました。しかし、こちらも時間の許す限り参加させて頂き研鑽を深めるこ

とができました。 

 

・所定の会議や参加を要請された行事、研修等のほとんど全てに参加し、教育現場や行事運営の

状況を見学させていただきました。限られた時間での参加ではありましたが、教育行政に関する

知見を増やすことができたと思います。今後は、これらの経験、知見を本市の教育行政に反映で

きるよう、会議等での積極的発言をしていきたいと思います。 

 

・事前に届けていただいた会議資料を十分読み込んで会に臨むことができました。従って会議で

は、市民の目線をもって疑問点を明らかにしたり、感謝の思いを伝えたりすることができたと考

えています。これからも教育委員としてさらに研鑽を重ね、教育委員の職責を果たしていきたい

と思います。 

 

・学校支援訪問では、子どもたちの挨拶と元気の良さを肌で感じることができました。校長先生

を始め先生方の熱意が伝わってまいりました。先生方に学校のよいところをたくさん見つけ伝

えようとの思いをもって訪問していますが、まだまだ十分ではありません。これからも事前に郵
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送していただく学校支援訪問の資料などをしっかり読み込み、明確な視点をもって訪問したい

と考えています。 

 

・多くの会議や行事等に参加させていただきました。たとえば、公民館の落成式では市民の皆様

に広くお会いしたり、美術館の内覧会では豊かな感性に触れたりすることができました。とても

ありがたく思っています。２月末から３月はコロナウイルスの関係で多くの行事が中止になり

ました。特に子どもたちに関する行事ができなかったことが残念です。 

 

・次年度も積極的に多くの会議や行事等に参加させていただき、より多くの皆様に教育委員とい

う職務を知っていただくとともに、関係者の皆様に対し感謝の思いを伝えていきたいと考えて

います。 
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２ 教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務 

 
①令和元年度当初予算に計上された特色のある主な事業 

第二次都城市総合計画の総合戦略計画期間（平成 30 年度から令和３年度まで）の主要事業計画に

おいて採択された事業で、かつ、令和元年度当初予算に計上された事務事業の実績に対する評価

及び課題等の整理を行い、その達成度５段階で評価します。 

 
 
 
 
 
 
 

施策の柱（３．８）学力・郷土愛の向上と社会を生き抜く力の養成 
 

［施策 ３．８．１］学校教育の充実

【小中学校空調整備事業】 教育総務課 

【小中学校洋式トイレ整備事業】 教育総務課 

【学校施設太陽光屋根貸し事業】 教育総務課 

【学力向上対策事業（小学校学力向上対策事業）】 学校教育課 

【学力向上対策事業（小中一貫学力向上研究指定事業）】 学校教育課 

【学力向上対策事業（中学校教員業務支援事業）】 学校教育課 

【地場産物「ふるさと給食」提供事業】 学校給食課 
 

［施策 ３．８．３］歴史と地域文化資源の継承

【都城島津伝承館特別展「島津義弘と都城」】 都城島津邸 
 

［施策 ３．８．４］図書に親しむ環境の充実

【小学校図書館サポーター配置事業】 学校教育課 
 

［施策 ３．８．５］生涯学習・社会教育の充実

【地区公民館建設事業（沖水地区、志和池地区及び庄内地区）】 生涯学習課 
 
施策の柱（３．９）グローバル化への対応と国際交流の推進 

 
［施策 ３．９．１］グローバル化への対応と国際交流の推進

【ＡＬＴによる語学指導事業】 学校教育課 

【中学生海外交流事業】 学校教育課 
 
施策の柱（３．１０）生涯を通じて楽しむスポーツ・文化活動の推進 

 
［施策 ３．１０．１］スポーツの振興

【みやこんじょジュニアトップアスリート事業】 スポーツ振興課 

【都城運動公園整備事業（野球場大規模改修）】 スポーツ振興課 

【地区体育施設耐震改修整備事業】 スポーツ振興課 
 

［施策 ３．１０．２］芸術文化の振興

【美術館特別展「自画像 キャンバスの中の巨匠たち」】 美術館 

※ 評価  ５・・・達成度  １００％ 
      ４・・・達成度概ね ８０％ 
      ３・・・達成度概ね ６０％ 
      ２・・・達成度概ね ４０％ 
      １・・・達成度 ２０％未満 
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施策の柱（３．８）学力・郷土愛の向上と社会を生き抜く力の養成 

 ［施策 ３．８．１］学校教育の充実 
【小中学校空調整備事業】 

 

点検評価 

R 元年度決算額  ２，８２６，８９６千円 

事業の効果  空調機を教室に設置することで適切な室温を管理し、良質な学習

環境の提供及び良質な健康状態の保持を実現する。 

達成状況 
(事業概要に対する実績) 

 令和元年度、全ての学校の普通教室、特別教室への空調機の設置、

及び、老朽化が進んでいる既設空調機の更新とその他の教室への空

調機新設を完了した。（１，１２３教室で設置） 

改善点等 
(評価指標を達成するため

の方策等) 

 計画どおり整備を完了 

評価 ５ 

 
  

平成 30 年度 ３月補正 823,281 千円 
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 ［施策 ３．８．１］学校教育の充実 
【小中学校洋式トイレ整備事業】 

 

点検評価 

R 元年度決算額  ５７，６８７千円 

事業の効果 質の高い教育活動を提供できるようトイレの洋式化を行い、教育

環境の改善を図る。 
トイレを我慢することが減り、学習時の集中力向上や健康障害の

改善につながる。また、菌の繁殖しやすいジメジメとした不衛生な

環境が改善され、感染症の罹患予防となる。 

達成状況 
(事業概要に対する実績) 

令和元年度の計画として、設計委託を発注し、委託完了している。

令和 2 年度の工事予定校について、設計精査を行い、年度末に工

事発注を行っている。 

改善点等 
(評価指標を達成するため

の方策等) 

計画どおりに進んでいる。 

評価 ５ 
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 ［施策 ３．８．１］学校教育の充実 
【学校施設太陽光屋根貸し事業】 

 

点検評価 

R 元年度決算額  ５１７，０９０円（歳入） 

事業の効果  太陽光パネルを設置することにより、再生可能エネルギーの普及

拡大及び学校教育への貢献、並びに行政財産の有効活用が図れる。

達成状況 
(事業概要に対する実績) 

 令和元年度から３年間で４１校に設置予定であり、令和元年度は

１７校に設置が完了した。 

改善点等 
(評価指標を達成するため

の方策等) 

 残りの学校について早期設置に向けて事業者と協議を行う。 

評価  ３ 
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 ［施策 ３．８．１］学校教育の充実 
【学力向上対策事業（小学校学力向上対策事業）】 

 

点検評価 

R 元年度決算額  ３９，０７６千円 

事業の効果 ・令和元年度は、第３学年に１４校、第４学年に１１校に配置した。

CRT テストにおいて、全国平均を上回っていた学校は、第３学年は

１４校中９校、第４学年は１１校中７校となった。 

達成状況 
(事業概要に対する実績) 

・少人数指導非常勤講師配置校県平均以上 100%の目標に対して、 
新型コロナウイルス感染防止対策のため、令和２年４月の「みやざ

き小中学校学習状況調査」が実施されておらず、達成状況が把握で

きていない。しかし、令和元年末の CRT テストにおいて、全国平均

を上回った学校は、６４％である。 

改善点等 
(評価指標を達成するため

の方策等) 

・指導力向上の研修を行う。 
・授業参観をし、指導改善のポイントを積極的に行う。 
・配置効果を計るための検証方法のあり方の検討を行う。 

評価  ４ 
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 ［施策 ３．８．１］学校教育の充実 
【学力向上対策事業（小中一貫学力向上研究指定事業）】 

 

点検評価 

R 元年度決算額  １，５４１千円 

事業の効果 コアティーチャーを核として、小中学校で一貫した研究が推進さ

れている。特に学力については、小中学校合同で結果等の分析を行

い、授業改善を目指す取り組みが進んでいる。 

達成状況 
(事業概要に対する実績) 

令和元年度の指定研究中学校区（５中学校区）すべてにコアティ

ーチャーを配置済み。 

改善点等 
(評価指標を達成するため

の方策等) 

令和２年度からは１６ブロックすべての中学校区からコアティー

チャーを選任し、配置する。 

 

評価  ５ 
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 ［施策 ３．８．１］学校教育の充実 
【学力向上対策事業（中学校教員業務支援事業）】 

 

点検評価 

R 元年度決算額  １，０６３千円 

事業の効果 配置校５校中４校において、成績の向上が見られ、徐々に成果が

現れ始めてきた。また、全配置校から、授業や生徒に関する職員間

の会話や個別指導を行う場面等が増えたなどの感想があった。 

達成状況 
(事業概要に対する実績) 

中学校教員の教材研究の充実や生徒とじっくり向き合う時間を確

保するための業務を、すべての学校で実施できた。 

改善点等 
(評価指標を達成するため

の方策等) 

支援員を南九大生や一般の方を配置したが、特に学生の場合、移

動手段や教育実習等で勤務ができない状況があった。安定的に業務

が実施できるよう、採用や配置を工夫する必要がある。 

評価 ４ 
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 ［施策 ３．８．１］学校教育の充実 
【地場産物「ふるさと給食」提供事業】 

 

点検評価 

R 元年度決算額 ３，１１７千円 

事業の効果 給食提供を行った市内 54 小・中学校の児童生徒を対象にアンケー

トを実施し、合計 11,186 名から回答を得られ、都城産鶏肉の美味し

さが伝わった（92.8％）、都城産をはじめ、県内にたくさんの農産物

があることがわかった（81.1％）の結果が得られた。 

達成状況 
(事業概要に対する実績) 

令和元年 11 月 13 日（水）から 28 日（木）の間で都城産ブランド

鶏のもも肉を使用した唐揚げ「メニュー名（みやこんじょ ぼんチキ

ン）」を提供した。 
また、東小学校で市長会食と食育授業として、鶏肉提供業者、ふ

るさと納税担当課及び農政部の地産地消担当課に講話を行ってもら

った。 

改善点等 
(評価指標を達成するため

の方策等) 

都城産・宮崎産の食材をたくさん使った給食をまた食べたいとい

う割合が 93.1％と高い反面、「ふるさと給食」が「ふるさと納税」を

利用して行われたことを知っている割合が 42.3％と低いため、児童

生徒に理解してもらえるよう、各教室での周知を学校に依頼するな

どの工夫が必要である。 

評価 ５ 
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 ［施策 ３．８．３］歴史と地域文化資源の継承 
【都城島津伝承館特別展「島津義弘と都城」】 

 

点検評価 

R 元年度決算額  ６，８１２千円 

事業の効果 ○近世島津家の礎を築き、都城とも関係の深い島津義弘をテーマと

した特別展を開催。国宝「島津家文書」をはじめ、国宝 15 点、重要

文化財 9点を展示することができた。 
○東京大学と都城島津邸との共同研究による展示を実現した。 
○東京大学史料編纂所助教を講師に講演会を開催、都城関係史料か

ら島津義弘の動向、都城との関係について明らかにしてもらった。

達成状況 
(事業概要に対する実績) 

○特別展会期中の入館者数 達成値 3,470 人 目標達成 
（R1 目標値：3,400 人） 

○講演会の参加者数 達成値 127 人 目標達成 
（R1 目標値：120 人） 

改善点等 
(評価指標を達成するため

の方策等) 

○文化財の活用が活発化するのに伴い、その破損が進んでいるため、

定期的に修復を実施していく必要がある。 
○展示の来館者数と講演会の来場者数が減少傾向にあるため、広報

のあり方及び企画内容をさらに魅力あるものにする必要がある。 

評価 ４ 
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 ［施策 ３．８．４］図書に親しむ環境の充実 
【小学校図書館サポーター配置事業】 

 

点検評価 

R 元年度決算額  １８，３０７千円 

事業の効果 ○子ども達が本に親しめる環境の整備や授業サポートを行った。 
○昼休みや給食時間における本の読み聞かせを行った。 
○サポーターの資質向上のため、14 回の研修を実施した。 
○図書館サポーターの配置数 R1（26 名） 

達成状況 
(事業概要に対する実績) 

○一人当たりの年間図書貸出冊数（小・中学校） 
 ※R1 の読書量調査は、新型コロナウイルスの影響により R2.10 に

調査予定 

改善点等 
(評価指標を達成するため

の方策等) 

○サポーターの研修を充実させ、読書に親しませる環境づくり等に

ついて、研修する。 
○小学校から中学校に進学すると不読率が高くなる傾向がある。中

学校への図書館サポーターの配置についても検討する。 

評価 ４ 
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 ［施策 ３．８．５］生涯学習・社会教育の充実 
【地区公民館建設事業（沖水地区、志和池地区及び庄内地区）】 

 

点検評価 

R 元年度決算額 
志和池、庄内は逓次繰越含む 

【沖水】316,751 千円   【志和池】426,418 千円 
【庄内】129,873 千円 

事業の効果  沖水地区や志和池地区は完成したばかりで、庄内地区も事業継続

中のため、事業の効果としてはこれから現れるものと思われるが、

先に完成した五十市地区公民館や祝吉地区公民館は、利用者の増加

傾向が見られるため、当該地区も同様の効果が期待できる。 

達成状況 
(事業概要に対する実績) 

 沖水地区は予定どおり令和元年９月、志和池地区は予定よりも少

し早く同年１０月に供用を開始した。庄内地区についても令和２年

１０月には供用を開始できる見込みであり、いずれも順調に進んで

いる。 

改善点等 
(評価指標を達成するため

の方策等) 

 令和２年度までは、合併特例事業債を活用できるが、未整備地区

については、財源を確保しなければならない。 

評価 ５ 
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施策の柱（３．９）グローバル化への対応と国際交流の推進 

 ［施策 ３．９．１］グローバル化への対応と国際交流の推進 
【ＡＬＴによる語学指導事業】 

 

 

点検評価 

R 元年度決算額  ５２，２５６千円 

事業の効果 計画的にＡＬＴを増員し、子どもたちが本物の英語に触れる機会

を増やしてきた。中学１年の県英語一斉テストの平均点が県平均に

迫るなどの結果が出てきた。 

達成状況 
(事業概要に対する実績) 

実績値 R01 17 人 
目標値 R02 18 人 

改善点等 
(評価指標を達成するため

の方策等) 

ALT の更なる資質向上を図るための研修会の工夫を行う。 

評価  ３ 
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 ［施策 ３．９．１］グローバル化への対応と国際交流の推進 
【中学生海外交流事業】 

 

点検評価 

R 元年度決算額  ７，２４３千円 

事業の効果 都城市在住の中学生をオーストラリアへ派遣(8/1～8/7)したこと

により、国際感覚が身に付き、その後の英語学習意欲の向上につな

がった。 

達成状況 
(事業概要に対する実績) 

これまでの反省等を生かしながら問題なく事業を終えることがで

きた。 

改善点等 
(評価指標を達成するため

の方策等) 

次年度以降の更なる改善に向けて計画を行う。 

評価  ４ 
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施策の柱（３．１０）生涯を通じて楽しむスポーツ・文化活動の推進 

 ［施策 ３．１０．１］スポーツの振興 
【みやこんじょジュニアトップアスリート事業】 

 

点検評価 

R 元年度決算額  ５，３９６千円 

事業の効果 2026 年宮崎国民スポーツ大会に向け、本市での国民スポーツ

大会開催希望競技を重点的に対象とし、強力に支援することで、

指導者及び選手のスキルアップを図る。 先端のスポーツ指導や

研修の機会の創出により、小・中学生の競技力向上を実現する。

◇各カテゴリー（小・中・高校）の指導者のスキルアップ 
◇幼少期からの一貫した指導者の育成体制の確立 
◇各学校の部活動における指導体制の確保 
◇競技力向上に向けた環境の整備 

達成状況 
(事業概要に対する実績) 

都城市からの国民体育大会出場者数 
（選手・監督・ｺｰﾁ）令和元年度実績 45 人 

改善点等 
(評価指標を達成するための

方策等) 

事業をより効果的なものにするため、競技団体等とヒアリングを

定期的に実施し、実施内容及び回数の見直しを行う。 

評価 ４ 
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 ［施策 ３．１０．１］スポーツの振興 
【都城運動公園整備事業（野球場大規模改修）】 

 

点検評価 

R 元年度決算額 ３７２，５７０千円 

事業の効果 ・老朽化により機能低下したスコアボードを、フルカラーＬＥＤ方式によ

るスコアボード一体型バックスクリーンへ改修できた。 
・内野の黒土を入れ替え、外野の天然芝を張り替えたことで、老朽化によ

る水はけの悪さについて改善された。また、外野のディボットや枯れた箇

所が無くなったことで、美観も良くなった。 
・今後、野球競技以外のイベント等の利用や、公式大会等での利用が見込

まれるほか、プロ野球のオープン戦やフェニックスリーグでの利用も期待

できる。 

達成状況 
(事業概要に対する実績) 

・スコアボード一体型バックスクリーン設置
・野球場グラウンド改修工事（内外野全面改修） 
・トイレ洋式化工事 
・空調機取替修繕 
・バックネット金網修繕 
・本部席外床シート張替修繕 
・内野スタンド洗浄 
以上について、実施完了した。 

改善点等 
(評価指標を達成するため

の方策等) 

・外野芝生の養生管理、内野黒土の土砂撤去作業等、現状維持のためのグ

ラウンド整備が継続的に必要となる。 

・スコアボード一体型バックスクリーンの端末の操作方法習得が必要とな

る。 

評価 ５ 
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 ［施策 ３．１０．１］スポーツの振興 
【地区体育施設耐震改修整備事業】 

 

点検評価 

R 元年度決算額  ２１２，３３４千円 

事業の効果  勤労青少年体育センターは、改修工事完了後の令和２年４月１

日の供用開始日から姫城地区体育館と名称を改称し、地域住民の

健康維持のため生涯スポーツの実施を目的として活用されてい

る。 
 上長飯一万城地区体育館については、移転改築にかかる設計が

完了し、住民説明会を実施し令和２年度から令和３年度の工事着

工に向けて理解を得られている。 

達成状況 
(事業概要に対する実績) 

○勤労青少年体育センター耐震補強・大規模改修工事の完了 
 ・床の張替え、内壁の張替え、照明のＬＥＤ化、多目的トイレ

の設置、バリアフリー化、駐車場整備 
○上長飯一万城地区体育館設計委託・地質調査の完了 

改善点等 
(評価指標を達成するための

方策等) 

事業は順調に進んでいる。 

評価 ５ 
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 ［施策 ３．１０．２］芸術文化の振興 
【美術館特別展「自画像 キャンバスの中の巨匠たち」】 

 

点検評価 

R 元年度決算額  ７，５００千円 

事業の効果 笠間日動美術館を中心に、東京藝術大学や当館のコレクションのうち、ピカ

ソやシャガール、佐伯祐三、藤田嗣治、岸田劉生、安井曽太郎などの自画像約

130 点を展示した。また、講演会やワークショップおよびギャラリートークの

実施、ワークシートの配布を行った。テーマを自画像に限定し、幕末から現代

までの作品を一挙に展示することで、時代と美術の連動性や自己認識の変化

の過程を明示化し、観覧者への深い理解へと繋げることができた。 

達成状況 
(事業概要に対する実績) 

【評価指標】３０，０００人 

・特別展「自画像」の入館者数    ２，７３３人 

・常設展の入館者数         ７，４８３人 

・市美展の入館者数         １，４７０人 

・市民ギャラリーの入館者数    １１，７８６人  

   合  計          ２３，４７２人 

改善点等 
(評価指標を達成するため

の方策等) 

事業共催社との密な連絡により、広報活動のノウハウを高め、多様な形での

情報アクセスを可能とする。 

評価  ３ 
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②　都城市教育振興基本計画　施策推進のための管理指標（KPI）（令和元年度末）

都城市教育振興基本計画（平成２９年度から令和８年度まで）に掲載されている「施策推進のための管理指標」における令和元年度の達成状況を整理し、その達成度を５段階で評価します。

基準年度 目標値 到達目標

H27 R3 R8 達成値 達成状況（箇条書きで） 内部評価

1 教育総務課 教育の日の認知度 － 50% 80%
教育の日の認知度の向上が、教育に関する
市民意識の醸成につながるため、指標として
設定した。

9.1%

・ふれあいアンケート実施の結果
　H29年度　7.0%
　H30年度　6.1%
　R1年度　9｡1%
となり、昨年度より認知度は上がった。

2

2 生涯学習課
都城市人権啓発推進協議会委員の
数

186名 190名 200名

市内各種の事業所等に対し、人権啓発意識
の高揚を図り、多くの企業が協議会委員として
活動することが、人権啓発の推進拡大につな
がることから指標として設定した。

184名 ・前年度より1名増 4

3 生涯学習課
市の人権啓発標語応募件数及び県
の人権啓発ポスター、作文への応募
件数

約41%
（応募件数
／児童生徒

数）

50% 80%
小学生の頃から標語を考えることが、人権意
識の高揚や人権感覚を養うことにつながること
から指標として設定した。

約36%
・中学校の応募率は約60%と良い水準であった
が、小学校の応募率が24%と低い結果になっ
た。

2

4 生涯学習課 人権啓発講演会参加者数 557名 800名 1,000名

講演会を開催し、市民一人ひとりの人権感覚
を高めることが、明るく住みよい社会づくりを促
進することにつながることから、指標として設定
した。

646名
・年3回の講演会を実施し、多くの市民へ人権啓
発を行うことができた。

3

5 生涯学習課 家庭教育学級生数 2,456人 2,600人 2,700人

同年代の子どもを育てる保護者等が家庭
教育について共に学び、意見や情報を交
換することが、必要な知識や技術を学習す
る機会となり、家庭の教育力の向上につな
がることから、指標として設定した。

2,173名
・前年度と学級数は同じであった。学級生数は
前年度より５０名程度増加した。

3

6 生涯学習課 ジュニア･リーダーの会員数 16人 26人 28人

子ども会活動において指導的立場であるジュ
ニア･リーダーを育成することが、子ども会活動
の活性化を推進することにつながるため、指
標として設定した。

16人

・新規のジュニア・リーダー会員が8人加入し、
24人まで増加したが、市子連の提案により一年
以上活動に参加していない会員に継続の意思
確認を行い、8人が退会した。

2

7 生涯学習課 家庭の日の認知度
43.8%

（H26年）
50% 80%

家庭の日の認知度の向上が、青少年の健全
な育成に関し、家庭の役割の重要性につい
て、市民の理解を深めるため指標とした。

約40%
・家庭の日についてのちらしの配布やロゴの使
用により、周知することができた。

3

№ 担当課 指標（KPI） 指標の説明
基本計画

施策
コード

R1状況報告

基本１
施策１

基本１
施策2
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基準年度 目標値 到達目標

H27 R3 R8 達成値 達成状況（箇条書きで） 内部評価
№ 担当課 指標（KPI） 指標の説明

基本計画
施策
コード

R1状況報告

8
基本１
施策3

学校教育課
学校支援のための組織が整備され、
児童生徒の教育支援がなされている
学校数の割合

87% 100% 100%
保護者や地域と連携して学校を支援し、地域
とともにある学校づくりにつながることから指標
として設定した。

100%
・市内小中学校全てに学校運営協議会を設置し
ており、読み聞かせボランティアなど、地域の方
からの教育支援が行われている。

5

9 学校教育課
月１回以上学校便りやホームページ
で学校の様子を定期的に発信してい
る学校の割合

69％
（H28 ）

100% 100%
保護者が学校の様子を知ることで、学校・家庭
の信頼関係の構築につながることから、指標と
して設定した。

76%

・学校Webページを活用して、学校の様子や連
絡事項を掲載する学校が増えてきている。今後
も学校訪問等で情報発信について、啓発を図
る。

3

10 学校教育課
児童生徒の安全確保のために、家庭
や地域ボランティア等と行動連携を
図っている学校の割合

86.20% 95% 100%
学校と地域の連携体制の構築が、児童生徒
の安全確保につながることから指標として設定
した。

100%

・全小学校で、通学路安全点検プログラムを実
施している。また、全中学校で、巡回補導を実
施しており、児童生徒の安全確保に努めてい
る。

5

11 学校教育課
全国学力学習状況調査において、全
国平均を上回る教科等

小学校：
　国語Ａのみ
中学校：
　なし

小学校：
　国語Ａ・Ｂ
　算数Ａ・Ｂ
中学校：
　国語Ａ・Ｂ
　算数Ａ・Ｂ

小学校：
　国語Ａ・Ｂ
　算数Ａ・Ｂ
中学校：
　国語Ａ・Ｂ
　算数Ａ・Ｂ

小学校：
　なし

中学校：
　なし

・全国平均を上回る教科はなかったが、誤答数
では、1問程度だと考えている。全国平均と僅差
と考えられる。

3

12 学校教育課
みやざき学力学習状況調査におい
て、県平均を上回る教科数

小学校：
　１教科
中学校：
　０教科

小学校：
　２教科
中学校：
　５教科

小学校：
　２教科
中学校：
　５教科

小学校：
　０教科
中学校：
　０教科

　県平均を上回る教科はなかったが、、誤答数
では、1問程度だと考えている。県平均と僅差と
考えられる。

3

13 学校教育課
「いじめはどんなことがあってもいけな
いことだと思っている」と思う児童生徒
の割合

96.7%（小6）
95.1%（中3）

100% 100%

いじめは絶対に許されるものではないと思うこ
とが、自分や他人を大切にする心を育てること
につながることから指標として設定した。＜調
査方法：全国学力学習調査＞

小学校９８．１％
中学校９７％

・道徳や学級活動などで、いじめの問題に触
れ、学校はいじめの未然防止に努めている。日
頃からの指導で、子どもたちの中にはいじめは
絶対にいけないものとの認識は強くなっている。

4

14 学校教育課
「人の気持ちが分かる人間になりた
い」と思う児童生徒の割合

94.6%（小6）
95.5%（中3）

100% 100%
人の気持ちを理解することが、望ましい人間関
係をつくる上で大切であることから指標として
設定した。＜調査方法：全国学力学習調査＞

不明

・全国学テの質問項目がなくなっており、成果を
見ることができないが、上記のいじめの未然防
止のためにも大事な指導内容である。次の指標
としては「人の役に立つ人間になりたい」と思う
児童生徒になると考えられる。

15 学校教育課

各学校が年1回以上インターネットや
SNS等に関する情報モラルに関する
外部講師による指導を行った学校の
割合

85.4％
（H28）

100% 100%
今後、情報モラルに精通した指導が必要であ
ることから指標として設定した。

・外部講師を呼ぶ事自体は少なくなったが、道
徳や学級活動で具体的に学級担任等が指導す
るようになっており、情報モラルを学習として扱
う機会はほど１００％に近いと考える。

4

基本2
施策2

児童生徒の現状を把握し、分析していくことが
学力向上につながることから指標として設定し
た。＜調査方法：全国学力学習状況調査及び
みやざき学力学習状況調査＞

（参考）みやざき学力学習状況調査について
は、平成29年度から実施学年及び教科が変
更になります。

基本2
施策１

基本１
施策3
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基準年度 目標値 到達目標

H27 R3 R8 達成値 達成状況（箇条書きで） 内部評価
№ 担当課 指標（KPI） 指標の説明

基本計画
施策
コード

R1状況報告

16 学校教育課
全国体力・運動能力テスト結果（体力
合計点）

小学５年（男
女）、中学２
年（男女）の
体力合計点
が全て県平
均以下であ
る。

小学５年、中
学２年ともに
県平均を上
回る。

小学５年、中
学２年ともに
県平均を上
回る。

児童生徒の現状を把握することが、体力向上
の取組の工夫改善につながるため、県平均以
上を継続させるために指標として設定した。＜
調査方法：全国体力・運動能力、運動習慣等
調査＞

小学５年、中学２年とも
に県平均を下回る。

・平均を下回っているが、数値としてはほぼ同等
である。学校では毎年体力向上プランを作成し
ており、大きく下回った技能については重点的
に指導している。継続的な指導が必要である。

2

17 学校教育課
栄養教諭・栄養職員を活用した食育
に関する取組を行った学校数の割合

11校 33校 56校
１校１学年を目標に、全小・中学校において、
栄養教諭・栄養職員の専門性を生かした取組
を行うために指標として設定した。

２５校
・基準年度より確実に食に関して専門性を生か
した指導を積極的に行う学校が増加している。

4

18
基2
施4

学校給食課
学校給食で使用する食材（牛、豚、
鶏、青果）の地元産使用割合の向上

71.30% 73% 75%
地産地消への取組推進として、学校給食にお
ける地場農畜産物の使用割合（金額ベース）
を指標として設定した。

77%

・県内産使用割合の5センター合計
　・牛肉（67.57％）
　・豚肉（98.0％）
　・鶏肉（100％）
　・青果（59.0％）
　・上記、4品目合計の地産地消割合（77.0%）
※冬場は地元青果物が減少する

5

19 学校給食課 施設見学数

過去3年間の
平均施設見
学団体数
27団体

施設見学
団体数
30団体

施設見学
団体数
35団体

施設見学が学校給食への理解及び食育の推
進につながることから指標として設定した。

26団体

・小学校（13団体）
・幼稚園・保育園（3団体）
・その他（10団体）
※2月28日以降、新型コロナウイルス感染防止
のため、幼稚園・保育園の4団体が施設見学を
中止

4

20 学校給食課
「ひむか地産地消の日（毎月16日）」
の取組み

実施なし
（H28より取
組開始）

年６回
年11回

（夏休みは除
く）

県の推奨する「ひむか地産地消の日」の取組
を開始し、月に１回地場産物の活用に力を入
れた給食を提供する。

年10回

・毎月16日の週に地場産物（豚肉、きゅうり、
ピーマンごぼう等）を活用した給食を提供
・特に6月、11月、2月の第3週は地産地消週間
として宮崎県の郷土料理や食材を使用した給食
を提供
・また、給食だよりや献立表を活用して地産地
消の取組を紹介
※3月は学校臨時休業のため給食停止

5

21
基本2
施策5

学校教育課
個別の教育支援計画を作成している
学校の割合

(小) 69.9％
(中) 82.5％

(小)100％
(中)100％

(小) 100％
(中) 100％

個別の教育支援計画を作成し、きめ細かな指
導を行うことが、特別な支援が必要な児童生
徒に対応した教育の推進につながることから
指標として設定した。＜調査方法：特別支援
学級の教育課程調査＞

100% ・１学期中に教育課程調査により確認済み。 5

22
基本3
施策１

学校教育課
「今、住んでいる地域の行事に参加し
ていますか」に肯定的に回答する児
童生徒の割合

(小) 78.8％
(中) 52.1％

(小) 80％
(中) 60％

(小) 90％
(中) 70％

地域に対する誇りや愛着を育てることが、具体
的な活動へつながっていることから指標として
設定した。＜調査方法：全国学力・学習調査
＞

(小)75.8%
(中)62.3%

・目標値に達していないが、概ね良好である。
※参考(小学校)県70.2%全国68%
         (中学校)県53.8%全国50.6%

5

23
基本3
施策2

学校教育課
「将来の夢や目標をもっている」と肯
定的に回答した児童生徒の割合

(小)88.5％
(中)74.0％

(小)95％
(中)90％

(小)100％
(中)100％

小・中学校の終了段階での児童生徒の実態を
把握することが勤労観、職業観を系統的に育
成することにつながることから指標として設定
した。＜調査方法：全国学力・学習調査＞

(小)86.7％
(中)75.8％

・H27年度の基準値に比べて、小学校の割合は
減少しているが、中学校の割合は増加してい
る。

4

基本2
施策3

基本2
施策4
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基準年度 目標値 到達目標

H27 R3 R8 達成値 達成状況（箇条書きで） 内部評価
№ 担当課 指標（KPI） 指標の説明

基本計画
施策
コード

R1状況報告

24
基本4
施策１

学校教育課
自己研鑽に励み、授業改善を積極的
に行っている教員の割合

18.50% 50% 80%

教員の授業改善の取組についての実態を把
握することが教員の資質向上の指標となること
から設定した。＜調査方法：みやざきの教育に
関する調査＞

19.60%
・積極的に行なっている教員の割合は2割程度
であるが、ある程度行なっている教員の割合を
含めると9割を超える。

4

25 学校教育課
児童生徒の安全確保のために、家庭
や地域ボランティア等と行動連携を
図っている学校の割合

86.20% 95% 100%
学校と地域の連携体制の構築が、児童生徒
の安全確保につながることから指標として設定
した。

100%

・全小学校で、通学路安全点検プログラムを実
施している。また、全中学校で、巡回補導を実
施しており、児童生徒の安全確保に努めてい
る。

5

26 学校教育課
避難訓練や防災研修を地域や専門
家と連携して実施している学校の割
合

87.30% 95% 100%

専門的・実践的な防災教育を行うことが、非常
時に適切に行動できる児童生徒の育成や教
職員の資質向上につながることから指標として
設定した。

83.3%
・ほとんどの学校で、専門的・実践的な非難訓
練や防災研修を実施している。

4

27 教育総務課 中学校の特別教室の扇風機の設置
35室/126室
(27.8％達

成）

75室/126室
(59.5％達

成）

110室/126
室

(87.3％達
成）

美術室、音楽室等の特別教室の扇風機設置
率を指標として設置した。

事業終了
・全教室に空調を整備したため、H30までで事業
は終了

28 教育総務課
屋内運動場の非構造部材の耐震化
の促進

10棟/52棟
(19.2％達

成）

15棟/52棟
(28.8％達

成）

19棟/52棟
(36.5％達

成）

照明器具の落下防止や家具の転倒防止
等対策工事の進捗状況を指標とした。＜

19棟/52棟

R1で19棟となる。
沖水小はR2なので、1
次避難所は終わって

いない

・大王小学校および庄内小学校において、屋内
運動場の非構造部材改修工事を実施。
・中郷中学校において、大規模改造工事に合わ
せて非構造部材改修を実施。

5

29
基本4
施策3

学校教育課
５年毎の小・中学校適正配置方針の
見直し

平成20年度に
適正配置方針
を見直し・平成
28年度に庁内
検討委員会を
開催・平成29年
度に学校規模
適正配置審議
委員会を開催

平成30年度に
適正配置方
針の見直し
（以後５年毎
に見直し）

平成35年度に
適正配置方
針の見直し
（５年毎の見

直し）

１歳から５歳の人数が把握でき、学校の将
来像が見える５年に一度、適正配置方針
の見直しを実施するもの

・令和５年度の適正配置方針の見直し向け、令
和３年度に庁内検討委員会を設置し、令和４年
度に学校規模適正配置審議委員会を開催する
予定である。

4

30
基本5
施策１

生涯学習課
ハロー市役所元気講座及びハロー元
気講座受講者数

9,108名 9,800名 10,900名
講話や実習を行う出前講座を開講すること
で、市民の生涯学習活動を支援することに
つながることから指標として設定した。

17,184名 ・積極的な広報等により、目標値を上回った。 5

31 生涯学習課 ４か月健康相談受診率の向上 59.70% 70% 75%
４か月健康相談受診率がブックスタートの
関心度を示すことから指標として設定し
た。＜調査方法：こども課＞

56.2%
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、２
月・３月の４か月健康相談が中止となった。

3

基本4
施策2

基本4
施策2
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基準年度 目標値 到達目標

H27 R3 R8 達成値 達成状況（箇条書きで） 内部評価
№ 担当課 指標（KPI） 指標の説明

基本計画
施策
コード

R1状況報告

32 生涯学習課 家読本の貸出冊数の増 未実施 2,000冊 2,500冊
家読特設本の年間貸出冊数が家読の関
心度・定着度を示すことから指標として設
定した。＜調査方法：図書館統計＞

未実施
・平成３０年度から図書館の運営が指定管理者
制度となり、家読本は実施していない。

-

33 生涯学習課 図書館入館者数の増 218,564人 310,000人 320,000人

図書館本館＋高城分館の年間入館者数
の合計が図書館の活用度を示すことから
指標として設定した。＜調査方法：図書館
統計＞

1,099,257人

平成30年４月に都城市中町に移転オープンした
市立図書館は、令和２年１月に来館者が２００
万人を突破するなど、多くの方に利用されてい
る。

5

34
基5
施3

美術館 美術館の年間入館者数 26,071人 28,000人 30,000人

収蔵作品展（常設展）、特別展等を含めた
利用状況を把握することが重要であること
から指標として設定した。<調査方法：美術
館調べ>

23,472人

特別企画展         2733人
収蔵作品展　　     7483人
市民ギャラリー　　11786人
市美展               1470人

3

35
基本5
施策3

美術館 作品の収蔵点数 1,199点 1,208点 1,220点
収蔵作品の充実を図ることは、企画運営
上、重要なため指標として設定した。<調
査方法：美術館調べ>

1241点
枝番有

(写生帖断巻_6）
（瑛九SCALE_5）
（野見山暁冶_8)

山田新一「金剛山」（寄贈）
山田新一「冬の川邊り」（寄贈）
加藤三男「マスクⅠ」（寄贈）
計     3点

5

36 都城島津邸 都城島津邸の年間入場者 64,519人 65,500人 66,000人 60,804人

・企画展・特別展など各展示や邸内イベント等
のＰＲを行った。
・県内外の旅行社、ホテル等（38社）へのＰＲ活
動を行った。
・平成30年度は全国ネットのテレビ放送での紹
介や大河ドラマブームの効果により年間入場者
も大きく伸びた（79,512人）が、令和元年度はそ
の反動により入場者が伸びなかったものと考え
られる。
・年度末は新型コロナウイルス感染症の影響に
より入場者数が伸びなかった。

4

37 文化財課 歴史資料館の年間入館者
7,100人

（過去5年間
の平均）

7,200人 7,300人 7,869人

・企画展を4回実施した。
・企画展にあわせ体験学習会を実施した。特に
7月に初めて開催したナイトミュージアムでは
488名の来館があった。

5

38 都城島津邸 歴史・文化講座等の参加者数 125人 137人 150人 202人

・歴史講座及び古文書講座、御入部記念遺跡
めぐり　を実施した
・平成３０年度は通常の歴史講座を休止したた
め、令和元年度は、いつもより多くの方からの
応募があったと考えられる。

5

学びの機会の提供や収集した資料の活用
を図るため、各施設の利用状況（入館者数
及び各種講座の受講者数）を把握すること
が重要であることから指標として設定した。
なお、展示企画や講座の内容等によっ
て、入館者数や参加者数の増減幅がある
ため、現状数値の微増を目標値とした。

基本5
施策2

基本5
施策4
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基準年度 目標値 到達目標

H27 R3 R8 達成値 達成状況（箇条書きで） 内部評価
№ 担当課 指標（KPI） 指標の説明

基本計画
施策
コード

R1状況報告

39 文化財課
体験学習会、歴史講演会等の参加者
数

8,981人 9,050人 9,100人 8,172人

・体験学習会を12回実施した。
・小中学校への出前授業や一般市民向けの出
前講座を66回実施した。
・大規模校の出前授業減や新型コロナウイルス
の影響による体験学習会中止に伴い、参加人
数減となった。

4

40 文化財課 文化財指定及び登録件数 117件 122件 128件

地域の埋もれた文化財を市指定にするこ
とにより、文化財の保護につながることから
指標として設定した。なお、件数について
は直近３年の指定件数が４件であることか
ら、目標値を設定した。

123件

・高城町の後藤家が所有する7,675点を、「後藤
家伝来史料」として市指定文化財となった。
・今回、市指定された中には、既に市指定され
ていた2つの指定文化財が含まれる。
・今回の指定で本来指定件数が124件となるとこ
ろが、123件となった。

5

41 スポーツ振興課
運動・スポーツを週１回以上行ってい
る市民の割合

46.80%

60%
(県教育振興
基本計画：
令和元年度
策定におい
て、令和4年
度目標値

50％に変更
されてい

る。）

65%
（県総合計
画戦略目
標：令和元
年度策定に
おいて、令
和12年度目
標値65％に
変更されて

いる。）

市民が運動やスポーツに継続して取り組
める機会の充実が、生涯スポーツ社会を
実現することにつながることから指標として
設定した。＜調査方法：宮崎県県民意識
調査＞

46.60%

・基準年度（H27）数値がH27県民意識調査の数
値であったため、平成30年6月にふれあいアン
ケート調査を実施したところ、本市の数値は
43.6％（Ｈ30)であった。
・平成30年度と比較し、3％増加しており運動を
行う人が増加してきていいる。
・平成30年度より3年間継続して県モデル事業
「スポーツ習慣化促進モデル事業」に取り組ん
でおり、総合型地域スポーツクラブを中核とした
実行委員会を設置し、各地域での継続的で多
面的なプログラムを実施することで、子育て・働
き世代へのスポーツをする機会を提供した。

4

42 スポーツ振興課 スポーツ教室参加数 2,277人 2,500人 2,700人

各地区スポーツ推進委員を指導者に軽ス
ポーツ、レクリエーション等を行うことで、市
民の健康づくりと交流を深めることにつな
がることから指標として設定した。

4,261人
（※参加延べ人数）

・4月～2月実施（各地区2～8回）
・全体研修会（スカットボール大会）実施
　※12月8日（日）
・令和元年度は15年ぶりの大運動会を企画・開
催した地区や地区社協連・子育連、体協と連携
したアジャタ大会・スカットボール大会等を開催
した地区があり、平成30年度より1,786人と大幅
に増加した。

5

43 スポーツ振興課
小学生のスポーツ実施率（週1回以
上）

61％
(H28調べ)

65% 70%

幼少期からのスポーツ活動への取組が、
生涯スポーツの推進に繋がることから指標
として設定した。＜調査方法：スポーツ振
興課調べ＞

小学生のスポーツ実
施率　59％

・昨年度（Ｈ30)と比較し、1％の増加となった。
・県モデル事業である｢スポーツ習慣化促進モ
デル事業｣において、年長児・小学生に様々な
スポーツを体験する機会を提供することを目的
とした｢ＳＯＭＰＯ　ＢＡＬＬ　ＧＡＭＥ　フェスタ｣な
どのイベントを実施した。
また、スポーツ少年団本部長による学校訪問事
業を実施し、学校関係者との意見交換を通し
て、団員の活動状況を把握し、地域における
ジュニア期のスポーツ環境の整備に努めた。

3

44 スポーツ振興課 県民総合スポーツ祭入賞数
33団体
46個人

40団体
50個人

43団体
54個人

入賞数が増加することが、競技力向上と底
辺の拡大につながることから指標として設
定した。＜調査方法：県スポーツ振興課調
べ＞

48団体
160個人

・団体は、47競技103部門で48団体が入賞した。
 （昨年度から10団体増加）
・個人は、33競技で陸上競技42人、水泳22人、
その他競技で98人が入賞した。
　（昨年度から22人増加）

5

基本6
施策１

基本6
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基準年度 目標値 到達目標

H27 R3 R8 達成値 達成状況（箇条書きで） 内部評価
№ 担当課 指標（KPI） 指標の説明

基本計画
施策
コード

R1状況報告

45 スポーツ振興課 公認指導者登録数 193人 200人 210人

指導者養成のための講習会や研修会の
開催により、登録指導者の育成と確保を図
ることで、底辺の拡大及び競技力の向上
につながることから、指標とした。＜調査方
法：都城市体育協会調べ＞

183人

・宮崎県スポーツ協会（旧県体育協会）へ調査
をかけたところ、昨年度（Ｈ30）と比較し、13人増
加の183人の登録であった。
・今後、2026国民スポーツ大会に向けて、市体
育協会を中核とし、各競技団体と連携した研修
会・講習会を計画・実施しながら、指導者の育
成及び確保に努めていく。

4

46
基本6
施策3

スポーツ振興課
屋内体育施設の耐震化及び老朽化
に伴う改修

耐震補強率
41％

耐震補強率
45％

耐震補強率
50％

屋内体育施設の耐震補強を実施する。
耐震補強率

（20/39施設）52%

・2026国民スポーツ大会開催に向けた県立競
技場の整備に伴い、工事着手の為、令和２年４
月から山之口運動公園の武道館を閉鎖。
・勤労青少年体育センター（姫城地区体育館）
の耐震補強・大規模改修完了。

5

基本6
施策2
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③　第二次都城市総合計画の総合戦略の重点業績評価指標（KPI）

教育委員会分のみ掲載しております。
②都城市教育振興基本計画　施策推進のための管理指標一覧に掲載分は省いております。
令和元年度の実績値を集計しております。

体系 担当課 重点業績評価指標（KPI） 基準値 目標値
Ｒ１

実績値

3.8.1 学校教育課 １人当たりの年間図書館貸出冊数(小学校・中学校)
75冊・10.6冊

（2016）
78冊・15冊
（2021）

76冊・16冊

3.8.1 学校教育課 学校運営協議会を通して、学校の支援がなされている学校数の割合
87%

（2016）
100%

（2021）
86.8%

3.8.4 生涯学習課 図書館（本館＋高城分館）貸出冊数
439,203冊/年

（2016）
550,000冊/年

（2021）
650,035冊/年

3.8.4 生涯学習課 図書館（本館＋高城分館）蔵書数
524,755冊
（2016）

579,372冊
（2021）

579,909冊

3.8.4 生涯学習課 移動図書館車・ひばり文庫の個人貸出冊数
75,831冊/年

（2016）
78,105冊/年

（2021）
62,277冊/年

3.8.5 生涯学習課 生涯学習講座延べ学習者数
21,712人回
（2016）

22,300人回
（2021）

20,945人回

3.8.5 生涯学習課 放課後子ども教室開設数
8教室/年
（2016）

10教室/年
（2021）

9教室/年

3.10.1 スポーツ振興課 拠点体育施設の利用者数
526,467人/年

（2016）
532,000人/年

（2021）
597,868人/年

3.10.1 スポーツ振興課 運動・スポーツを週1回以上行っている割合
45%

（2016）
50.0%
（2021）

46.6%

4.12.5 学校教育課 授業中にICTを活用して指導できる教職員の割合
68.1%
（2016）

80%
（2021）

61.0%
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３ 令和元年度都城市教育委員会の自己点検・評価のまとめと外部評価委員の意見・ 

提言 

 
（1）自己点検・評価のまとめ 

教育委員会の会議における審議内容及び教育委員の活動実績に対する全体的な点検・評価

を行いました。 

各教育委員は、積極的な学校訪問等により学校の現場を把握するとともに、各種の研修や

教育委員会が主催する行事にも参加しました。 

教育委員会の会議録は、市ホームページで公表しております。 

また、教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務については、第二次都城市総合計

画の総合戦略計画期間（平成 30 年度から令和３年度まで）の主要事業計画において採択され

た事業で、かつ、令和元年度当初予算に計上された事務事業の実績に対する評価及び課題等

の整理を行い、その達成度を総合的に５段階で評価しました。 

また、都城市教育振興基本計画（平成 29 年度から令和 8年度）の「施策推進のための管理

指標」及び第二次都城市総合計画の総合戦略の「重要業績評価指標」に掲げてある指標のう

ち、特に重要と思われるものの進捗管理についても整理を行い達成度を評価しました。 

 

（2）外部評価委員の意見提言 

  

項 目 名 意 見・提 言 

1 教育委員会の 

活動状況（全体） 

【宮内委員】 

意図的・計画的に教育委員会の活動が実施されている様子がうか

がえます。子どもたちを取り巻く環境の変化によって、新たな教育

的課題が生じています。 

そのため、今までの施策・取組み、教育委員会の人材・人数、予

算では対応できないこともあるのではないでしょうか。今後は、教

育委員会の予算を増やすことはもちろん、福祉課といった各課ばか

りではなく、高等専門機関・NPO・一般企業などの支援をさらに得

ながら新たな教育的課題解決に励んでいただきたいです。 

とはいっても、教育の効果は、子どもの成長とともに具現化され

ます。ある程度の時間と労力がかかることから、長期ビジョンをも

った取組みや検証が必要です。そのことを、各課とも共有しながら、

教育委員会の活動に取り組んでいただければ幸いです。 

 

【久保田委員】 

教育を取り巻く環境は年々変化し複雑化する中で、教育委員会の

施策や各課等の事業を推進しながら様々な課題の解決に取り組ま

れています。引き続き計画的・継続的な事業推進を期待します。 
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 また、教育委員会の活動においても新型コロナウイルス感染状況

を踏まえ、教育の在り方や格差の解消、学校における各種行事、各

課等のイベントなどについても工夫改善され、新しい生活様式に対

応した教育委員会の事業や活動に活かされることを願います。 

 

 

(1)教育委員会の

会議の運営等 

【宮内委員】 

「審議内容等」表の「点検項目」の点検内容については、必ず実

施しなければならない審議・報告なのでしょうか。 

前年度と比べて、上記の点検内容は増加しているのでしょうか。

 審議内容として精選できるものについては精選をして、重要審議

事項に時間をかけるような工夫の検討をお願いします。 

 

【久保田委員】 

教育委員会定例会の詳細な議事録を提供していただき、会議の審

議内容が大変良く分かり、さらに、教育長報告、各課の議案や報告

等についての教育委員の質問や意見に対し各課等事務局の回答・説

明など適正な審議が行われている様子が伺えます。 

今後は、定例会を特別展や企画展などの事業に併せて関係施設等

に出向いて開催するなど、それぞれの現場の意見や状況、取組など

を把握することも更なる会議の充実につながるのではないかと思

います。 

(2)その他教育委

員の活動 

【宮内委員】 

教育委員の活動実績の活動は、定例教育委員会は別として、必ず

実施・出席しなければならない活動なのでしょうか。あるいは、代

理出席でよい活動はないのでしょうか。 

前年度と比べて、活動は増加しているのでしょうか。 

 活動実績の多さを拝見すると、教育委員の皆様のご苦労が推察さ

れます。本市の教育行政の充実のために特に必要な活動かどうかを

再度検討して、負担軽減に取り組まれてはどうでしょうか。 

 

【久保田委員】 

教育委員が、各課等の多くの行事へ積極的に参加され地域や学

校、関係諸団体との連携に努められていることに感謝いたします。

中でも教育長の多忙さについては、毎回思うことですが教育長の意

向も確認しながら出席の基準等を設けて調整できると良いかと思

います。 
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2 教育委員会が

管理・執行を教

育長に委任す

る事務 

【久保田委員】 

今回評価対象となった特色ある主な事業において、学校の施設整

備、公民館の建設、運動施設の改修・整備等のハード面については

評価５の達成度であり、学校や施設が整備されることで、児童生徒

への教育の充実、市民の生涯学習やスポーツ活動への活性化に繋が

るものと思います。 

一方で、学力向上対策事業やグローバル化への対応などの人的配

置については、教育の特殊性からも単年度での費用対効果が評価し

にくい面もあるので、中期的・長期的な評価の視点も必要かと思い

ます。 

次に、施策推進のための管理指標や重点業績評価指標については、

内部評価が「２」の事業や実績値が目標値を下回る事業が若干見ら

れます。指標の修正が可能であればその妥当性の検討を含め、目標

値達成に向けて原因の分析を行いながら、事業内容の工夫改善を図

っていただきたいと思います。 
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○都城市教育委員会外部評価委員設置規程 

平成25年７月18日 

教委訓令第３号 

（設置） 

第１条 都城市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況について、点検

及び評価を行うに当たり、その結果について学識経験者の意見を広く反映させる

ため、都城市教育委員会外部評価委員（以下「委員」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員の行う事務は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 教育委員会の権限に属する事務の点検結果について意見を述べること。 

(２) 教育委員会の権限に属する事務の評価結果について意見を述べること。 

（組織） 

第３条 委員は、２人以内とし、教育行政に関し学識経験を有する者のうちから、

教育委員会が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、１年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で委嘱さ

れた委員の任期は、当該委嘱された年度の末日までとする。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（庶務） 

第５条 委員の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において所掌する。 

附 則 

この訓令は、公表の日から施行する。 
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都城市教育委員会 

教育総務課 
都城市姫城町６街区２１号 
（０９８６）２３－９５４３ 
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