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平成２６年第６回教育委員会会議録

１ 期 日 平成２６年４月１０日 木曜日

２ 場 所 教育委員室

３ 開 会 午後４時００分

４ 閉 会 午後５時３５分

５ 出席委員 田中 直美

猪股 春夫

北林真知子

長岐 和行

伊藤佐知子

米田 進

６ 説明のための出席者

教 育 長 米田 進

教育次長 島崎正実 教育次長 吉川正一

参事（兼）博物館長 風登森一 総務課長 金田 恵

施設整備室長 田松和彦 教職員給与課長 村上幸義

幼保推進課長 渡辺哲也 義務教育課長 廣野宏正

高校教育課長 鎌田 信 特別支援教育課長 西嶋崇広

生涯学習課長 平川祐作 文化財保護室長 佐々木人美

保健体育課長 越後谷真悦 福利課長 相原和義

７ 会議に附した議案

議案第１６号 平成２６年度秋田県教科用図書選定審議会委員の任命について

議案第１７号 県費負担教職員の定数を定める規則の一部を改正する規則案につ

いて

８ 議決した事項

議案第１６号 平成２６年度秋田県教科用図書選定審議会委員の任命について

議案第１７号 県費負担教職員の定数を定める規則の一部を改正する規則案につ

いて

９ 報告事項

・認定こども園の認定について

・平成２６年度秋田県公立高等学校入学者選抜学力検査抽出調査結果について
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・平成２６年３月高等学校卒業者の就職決定状況（速報値）について

・平成２７年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験の日程について

10 会議の要旨

【田中委員長】

ただいまより、平成２６年第６回教育委員会会議を開催いたします。

会議録署名員は２番北林委員と４番伊藤委員にお願いします。

はじめに、議案第１６号「平成２６年度秋田県教科用図書選定審議会委員の任命について」、

義務教育課長から説明をお願いします。

【義務教育課長】

議案第１６号「平成２６年度秋田県教科用図書選定審議会委員の任命について」説明

【田中委員長】

議案第１６号について説明していただきましたが、質疑等ございませんか。

【北林委員】

第三号委員１９番の方が「ＰＴＡ事務局」となっているのですが、この方は学校側の方なので

しょうか、それとも保護者側の方なのでしょうか。

【義務教育課長】

「事務局」という役職の位置づけについては、確認いたしまして後ほどご回答させていただき

ます。県のＰＴＡ連合会から推薦いただいた方です。

【北林委員】

この会議の議長はどのようにして決めるのでしょうか。

以前、この委員を務めたことがありますが、その時は、開会時、議長はすでに決まっていまし

た。公平な方でしたら問題ありませんでしたが、意見を無視した独断的な議事進行で、「こうい

うことでいいのか」と第三号委員の方々とお話したりしました。

最近はそういうことがないとは伺っておりますが、システム的にどのようになっているのか、

確認したいと思います。

【義務教育課長】

審議会の会長は、委員の互選によって定めるということになっております。

【北林委員】

その当時もそうでした。事務局の推薦により内々に決まっていて、それを会議のときに諮って

おりました。こういう場合、互選といっても知らない方ばかりなので、「じゃあ、いいでしょ

う」というかたちになりがちです。確認の意味で伺ったところでした。
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【吉川次長】

課長からお話があったとおり、互選ということではございますが、委員からご指摘があったよ

うに、まずほとんどが「事務局案はありますか」ということで、こちらのほうでお示ししていま

す。その段階では、公正性などいろいろな面で問題のない方を議長にしたいということで、推薦

をしているところであります。

【米田教育長】

資料のなかの年齢に関して確認ですが、２ページ以降に年齢が出ておりますが、いつ現在の年

齢で記載しているか確認させてください。

【義務教育課長】

平成２６年度末時点で達する年齢です。

【田中委員長】

任期は、平成２６年４月１０日から８月３１日までですが、平成２７年３月３１日の年齢をこ

こに記載するという理由はどういうものでしょうか。

【義務教育課長】

職員の管理ですとか、そういうシステム的なもので、年度末で達する年齢を把握しておくとい

うことで、いろいろな資料等に記載しているということになるものと捉えております。

【田中委員長】

公的な場合は、年齢は全てそのように表示するということでしょうか。

【義務教育課長】

公的な定めが特にあるということではないというふうに捉えておりますが、「いつ時点で」と

いうことをどこかで決めたうえでの年齢記載ということになりますので、この資料につきまして

は平成２６年度末時点での年齢ということで記載してございます。

【長岐委員】

一般常識では、今の説明ではなかなか理解できません。「任期のときに何歳か」というのが通

常だろうと思います。なぜ任期が終わってから、かつ年度末の年齢なのか疑問に思うのではない

でしょうか。もしシステムがそうであり、法令上の根拠がないとすれば、そのシステムが悪いの

ではありませんか。職員とは違い、このような委員は、その任期が始まるときの年齢でよろしい

のではないでしょうか。

【義務教育課長】

年齢につきまして、「いつ時点で」という設定を今回の記載については、年度末時点というこ
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とにさせていただいておりますが、そうしなければならないということではございませんので、

任命時点、任期として設定する４月１０日時点で、資料としてお示ししたいと思います。

【猪股委員】

そのほうがいいと思います。

【米田教育長】

２ページ以降、任期として設定する４月１０日現在の年齢だと断っておけばそれでよろしいの

ではないでしょうか。今回、議案としてあげられているのは１ページの任命についてですので、

これには年齢等の欄はありませんので、議案としてはいいと思います。２ページ以降の資料につ

いて、今回は先ほど説明された記載であったということで了解すればいいと思います。

【吉川次長】

他のいろいろな審議会や委員のこともございますので、任期の期間中など、ある時期を決めて、

その時点での年齢という方向で関係各課と検討して決めて参ります。

【田中委員長】

妥当な表示の仕方を後で検討していただくということで、この議案に関しては他にご意見はご

ざいませんか。

【義務教育課長】

先ほど、第三号委員で「ＰＴＡ事務局」という役職記載についてでございます。「事務局」と

いう公式な役職があるというわけではないようでございまして、その当該中学校においてＰＴＡ

の役員をされている方々がどういうかたちでそこに属しているかという表現をしたときに、会長

でもない、そういう特別な役職にある方ではないですが、ＰＴＡの運営に関わっている方という

位置づけとして、こういう表現をされていることであろうと思います。

【田中委員長】

「事務局」というのは、学校側が務める場合が多いので、一般に出したときに、私たちが感じ

たような違和感があるかもしれません。ＰＴＡのほうからこのように記載されて提出されたとい

うことでしょうか。

【義務教育課長】

推薦いただいて、その際の役職がこういうかたちであったというように捉えております。

【猪股委員】

その学校でそのような職を設けているのだとすれば、よろしいのではないでしょうか。

【田中委員長】

では、この１ページの案について表決を採りたいと思いますが、よろしいでしょうか。
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【全委員】

異議なし。

【田中委員長】

では、議案第１６号について、２ページ以降の年齢については、適正な表示にしていただくと

いうことで、１ページの案について、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【田中委員長】

それでは、議案第１６号を原案どおり可決します。

次に、議案第１７号「県費負担教職員の定数を定める規則の一部を改正する規則案について」、

義務教育課長から説明をお願いします。

【義務教育課長】

議案第１７号「県費負担教職員の定数を定める規則の一部を改正する規則案について」説明

【田中委員長】

議案第１７号について説明していただきましたが、質疑等ございませんか。

【長岐委員】

増減について、大まかに教えてください。

【義務教育課長】

各市町村それぞれに細かな変動がございますが、大きく変動したところといたしましては、大

館市の小学校の定数は１２名減となってございます。こちらは、小学校が一つ減少したのが影響

してございます。

秋田市の小学校は１５名減となってございます。こちらは学校の減少はございませんでしたが、

学校数が多いということでございます。

男鹿市の小学校で９名減。こちらも小学校が一つ減少した影響がございます。

由利本荘市の小学校で１７名減。こちらは小学校の統合がございましたので、小学校数が２つ

減でございます。

横手市の小学校で９名減ということになってございます。こちらも小学校の減少はありません

でしたが、学級数の減少の影響もございまして、そのようになっております。

大きく増加したところは、大仙市の中学校で７名という変動がございます。

あとは数名程度の増減でございます。
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【猪股委員】

８ページの表の縦計を教えていただけますか。トータルとしての増減を教えてください。

【義務教育課長】

「校長・教員」につきましては、全県で小学校３，１５９名、中学校２，０８６名、小中計で、

５，２４５名でございます。前年度との比較でございますが、小学校６２名減、中学校２名増、

小中計いたしますと６０名減でございます。

「養護教員」につきましては、小学校２３０名、中学校１１８名、小中計３４８名。前年比で

ございますが、小学校で４名減、中学校１名減、小中計５名減となっております。

「栄養教諭及び学校栄養職員」でありますが、小学校７０名、中学校４１名、小中計１１１名。

前年比でございますが、小学校４名減、中学校０名、小中計４名減でございます。

「事務職員」でございますが、小学校１９２名、中学校１３７名、小中計３２９名。前年比で、

小学校５名減、中学校１名減、小中計６名減になってございます。

これら総計いたしまして、小学校３，６５１名、中学校２，３８２名、小中計６，０３３名。

前年比でございますが、小学校７５名減、中学校０名になってございます。小中計では、７５名

減でございます。

【猪股委員】

この中には、臨時講師・非常勤講師の方は含まれているのですか。

【義務教育課長】

臨時講師については、この中で措置するということで、非常勤講師につきましては、時間単位

となっておりますので、この定数とはまた別になります。

【猪股委員】

臨時講師は何人くらいですか。

【義務教育課長】

後ほどお答えします。

【田中委員長】

他に質問はございませんか。

【田中委員長】

「栄養教諭及び学校栄養職員」は、鹿角市の小学校が０人、中学校が３人になっており、配置

が偏っているように見えますが、なぜなのでしょうか。

【義務教育課長】

学校栄養職員につきましては、給食の実施形態も関わりまして、単独実施校なのか、共同調理

場なのかによって配置される数が異なってくるということがございます。鹿角市がどうかという
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具体的な実施形態は、申し訳ございませんが承知していないところですが、そういう実施形態の

ことからこのようなかたちになってございます。

【田中委員長】

中学校区で調理場がある場合では、所属が中学校になるということでしょうか。

【吉川次長】

調理場が中学校に近いか、小学校に近いかということです。形態は、単独・共同といろいろあ

りますが、例えば、私が勤務していた中学校を担当している共同調理場は、中学校と隣接してい

ますので、中学校の職員としておりました。

【田中委員長】

栄養教諭は学校に配置され、栄養職員は調理場に配置されるのですか。

【保健体育課長】

学校規模が小さい場合は、各校に一人という配置はできず、複数校を受け持っているという地

区もあります。

給食調理場がセンター化している場合、センターの栄養教諭、または学校栄養職員が関係する

学校に指導に出向くという市町村も多いため、このようになったと思われます。

【吉川次長】

補足させていただきますと、必ず学校籍を持たないとこの定数にはなりません。例えば鹿角市

であれば、花輪第一中学校に籍をおきますが、ほとんどは調理場で仕事をしております。たまに

学校にも来て、いろいろと食育のことで相談をしたりしています。したがって、籍はあるけれど

も、主たる仕事をする調理場にいるということです。

【田中委員長】

栄養教諭の場合は、授業もできると思いますが、いくつか複数の学校を兼任して、食育の授業

に出向いているのでしょうか。

【吉川次長】

共同調理場の場合は、そもそも複数の学校を担当していますので、そこに栄養教諭を配置した

場合は、複数校を兼任して食育に関わります。

ただし、単独で授業はできませんので、チーム・ティーチングの形で授業をしてもらうという

ことでございます。

【義務教育課長】

先ほどの定数の中での、臨時講師の数でございます。小学校で１７４名、中学校で１６８名、

計３４２名が全体としての講師の数ということでございます。
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【長岐委員】

一つ目の議案は、議案があって、それから説明があります。全ての質問を予測して説明書を付

けることはできませんし、もちろん、質問があって初めてそこで答えなければならない問題が出

てくる場合もあります。この議案提出理由の他に、一つ目の議案と同じように、「このような特

徴がある」、「トータルではこうだ」というように、説明が必要ではないでしょうか。各委員は、

審議する以上は、若干の説明をしていただいたほうがよろしいのではないかという趣旨で、質問

しているのです。

【米田教育長】

資料に関して、当然予想される質問だということで、きちんと用意しておかなければならない

ものもありました。この次からは、そのあたりも含めて、提示するなり、あるいは口頭で説明す

るなりして、もう少し丁寧にお話したいと思います。

【猪股委員】

我々は、県民の代表だという意識があるのです。常に県民目線ですので、県民の一人一人が

するだろうという質問は必ずしますので、よろしくお願いしたいと思います。

【義務教育課長】

事前に手元で用意している資料というものもございましたので、そういったものが問われる前

に、なるべくご提示した資料でご審議いただけるような資料の構成について、対応しておきたい

と思います。

【田中委員長】

資料の準備については、なるべく誰が見ても分かりやすく、今回の改正で今までとどう変わっ

たかということを明らかにしていただくのが、まず一つ必要なことだと思います。

【長岐委員】

先回りして細かくする必要はありませんが、大まかな流れや、傾向などを説明してください。

【田中委員長】

私たちが分からないことをこの場で質問して、資料にないことを教えていただくというのも、

この会議を行っている意味があることですし、内容が深まっていいことだと思います。あまり先

回りしていただかなくても、質問を予測して温めておいてくださってもいいですし、いろいろ活

発なやりとりができればいいと思います。

【島崎次長】

ただ今ありました資料の件については、この議案という形に綴じ込むか、あるいは別編にする

かはともかくといたしまして、効率的な審議に資するという観点から、できるだけ付けるように

して参りたいと思います。
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【北林委員】

例えば、２ページの「地域別」、「分野別」、「年代別」の表は、私どもが要望して、それ以

降、必ず掲載されるようになったものです。同じように、徐々に要望に応じて作成していただけ

ればよろしいと思います。

今回のように改正する規則案の場合には、必ず改正前と改正後を付けると決めていただければ

よろしいのかと思います。

【義務教育課長】

そのように資料の構成について、対応していきたいと思います。

【田中委員長】

他にご意見、ご質問はございませんか。

他になければ、表決を採ってよろしいでしょうか

【全委員】

異議なし。

【田中委員長】

それでは、表決を採ります。

議案第１７号は原案どおり可決することでよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【田中委員長】

それでは、議案第１７号を原案どおり可決します。

次に報告事項に入ります。

「認定こども園の認定について」、幼保推進課長から説明をお願いします。

【幼保推進課長】

「認定こども園の認定について」説明

【田中委員長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【伊藤委員】

認可外保育施設である能代市の南ベビー保育園は、認定こども園になったことで認可になるの

ですか。
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【幼保推進課長】

認定こども園にはなりますけども、認可外保育施設であることに変わりはありません。

【北林委員】

認可外保育施設が、認定こども園になれるのですか。

【幼保推進課長】

認定こども園の一つのパターンといたしまして、この場合は、幼稚園型認定こども園というこ

とで、幼稚園が認可されておれば、保育機能を有するということで認定こども園になることが可

能でございます。

【田中委員長】

幼保連携型・幼稚園型・保育所型のそれぞれの定義を、もう一度説明してください。

【幼保推進課長】

幼保連携型と申しますのは、認可された幼稚園と認可された保育所の機能が連携したものです。

幼稚園型といいますのは、認可されている幼稚園と保育機能を有するということだけで幼稚園型

です。保育所型といいますのは、認可された保育所と幼稚園の機能を併せ持っているということ

でございます。

【北林委員】

幼稚園がない場合でも、幼稚園の機能があり、教育を施しているということであれば、認可さ

れた保育所だけで保育所型の認定こども園になれるのということでしょうか。

【幼保推進課長】

保育所の認可を受けていて、幼稚園のような機能を有するということであれば、保育所型の

認定こども園になることはできます。

【北林委員】

専門の幼稚園がない場合でも、認定こども園になれるということでしょうか。

【幼保推進課長】

幼稚園として認可を受けていなくても、幼稚園と同じような教育を施すことができる施設であ

れば、認定こども園になりうるということです。

【北林委員】

幼稚園という施設がない場合でも、保育所に幼稚園の機能があれば、保育所型の認定こども園

になれるのということですね。
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【田中委員長】

幼稚園型は認可された幼稚園と認可外保育所などの場合がありましたが、保育所型は認可され

た保育所に認可されていない幼稚園というケースもあるのですか。

【幼保推進課長】

そのとおりでございます。

【田中委員長】

幼稚園がない場合でも、保育所の中で幼稚園的機能のプログラムを行っているということだけ

で、幼稚園の機能を有するということになるのですか。

【幼保推進課長】

審査の基準がございますので、それに適合すれば認められるということでございます。保育所

のほうで、「そういうことをやっています」というだけでは認められないということです。

【田中委員長】

あり得るということなのですね。

【北林委員】

幼稚園というのは学校です。認可されていない学校ということはあり得るのですか。

【幼保推進課長】

学校という基準には、認可されていないわけですから適合しないわけですけれども、そのよう

なことを行っているということです。

【義務教育課長】

おっしゃるとおり、認可を受けていない幼稚園というのは幼稚園ではないものでありますので、

認可を受けて初めて学校としての存在が確立するということでございます。認可外学校というの

は存在しないということであります。

実際に保育所でどのような活動をやっているのかという活動をみたときに、しっかりと幼稚園

教育要領に沿った教育活動が行われているですとか、幼稚園教諭の免許を持った職員がちゃんと

配置されているとか、そういった活動をみたときには、幼稚園と全く同じようなことが行われて

いるといったことをもって、幼稚園機能と呼んでいます。

施設として、箱として、これは幼稚園、認可を受けていない幼稚園など、そういうことはあり

ませんで、保育所でやっている中身をみたときに、これは幼稚園でやるべき教育活動ができてお

り、機能があるということで認定こども園になる可能性があるということでございます。

【北林委員】

保育所の場合は、認可外保育所が存在していますので、施設としても保育所があり、それから

学校法人の幼稚園があると、幼稚園型の認定こども園になることができます。今回、能代市の南
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ベビー保育園は認可外保育施設ですので、この場合は幼稚園型になりました。

しかし、保育所型の場合は、保育所で幼稚園機能が行われていることにより、認定こども園と

して認められているので、この能代の逆組織は、あり得ないということですね。

【田中委員長】

認定こども園の認定については、他に質疑がなければこれで終わりにしてよろしいでしょうか。

次に、「平成２６年度秋田県公立高等学校入学者選抜学力検査抽出調査結果について」、高校

教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

「平成２６年度秋田県公立高等学校入学者選抜学力検査抽出調査結果について」説明

【田中委員長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【猪股委員】

まだまだ点数の低い生徒も入学していると思います。そのような場合には、やはりある程度の

水準まで引き上げる必要があると思います。具体的に指導はどのようにしていますか。

【高校教育課長】

高校によっていろいろと策を講じているわけではありますが、例えば、そのような生徒が多い

ような高校では、学び直しの教科を学校設定科目として位置づけて、中学校の復習を１学期のう

ちに教科として行うというような方式をとりまして、まず中学校の基礎知識をしっかりと勉強さ

せてから次の段階に進ませるというような方策をとっています。

【猪股委員】

何年か前から、英語の得点分布は、正規分布とは少し異なった分布になっています。英語とい

う教科の特殊性かもしれませんが、これについてどのようなことが考えられるのでしょうか。

【高校教育課長】

この傾向は前から続いておりまして、英語の関係者でも分析を続けてきております。

はっきりしたところが全て分かっているわけではありませんが、今のところの分析では、「文

法をふまえて書く力」というのが、まだ十分ついていないのではないかというように思います。

その「文法をふまえて書く力」のところで、作文を書くときに、文法の正確さが十分に身に付

いていない場合、書ける子と書けない子で、英語の好き嫌いが分化していくのではないかという

ような話も聞いております。

今回の中学校３年生だけで言いますと、県の学習状況調査において、１年次、２年次ともに文

法に従って正確に書くことが課題として挙げられておりまして、去年よりも低位層にずれている

原因は、そこのところにもあるかと思います。

今求めているのは、ただ単に文法だけの力ではなくて、文法を使って書く、それから、文法を
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使って自分の考えを付加して書くというところです。そのことを、メッセージとして中学校に送

り、いかに力をつけてもらうかというあたりは、この後、指導していかなければいけないと思っ

ております。

【猪股委員】

英語については、本県で特に力を入れようとしていますので、詳細はまた何かの折に教えてく

ださい。

【田中委員長】

全国の学力調査と、県の学習状況調査と、この高校入試を「Ｐ－Ｄ－Ｃ－Ａサイクル」として

捉えています。学習状況調査の傾向と、今回の入試の傾向との関連について、英語では同じよう

なところに課題があるということでした。

その課題が、学校での「ＣＡＮ－ＤＯリスト」の作成や、様々な取組に活かされていたのかと

いうことと、この学年は初めて全員で英検を受けていますが、その結果と今回の入試結果との関

連性はどうであったかということについて教えてください。

【高校教育課長】

関連性があるのかどうかも含めて、後ほど、分析させていただき、説明させていただくという

ことでよろしいでしょうか。

検証サイクルについては、本件の場合、例えば学習状況調査で分かった課題については、それ

を入試のところでも反映させて、そのような入試の作り込みというのも考えながら、メッセージ

として中学校側へも発信しています。そのようにして、お互いに連携を取りながら問題作りして

おるところであります。

【田中委員長】

他になにかありませんでしょうか。

それでは次に、「平成２６年３月高等学校卒業者の就職決定状況（速報値）について」、高校

教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

「平成２６年３月高等学校卒業者の就職決定状況（速報値）について」説明

【田中委員長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【田中委員長】

未決定の生徒は、これからも学校に出向き、先生といろいろ相談をするということでしょうか。

【高校教育課長】

いろいろな生徒がおりますので、なかなか学校に来ない生徒もいるわけですが、学校のほうか
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ら連絡を取るように校長会でも指示しています。必要があれば、当然、学校に来てもらい、一緒

に進路相談をしながら決定に向けて援助しております。

【猪股委員】

まだまだ県内はそれほど景気が回復したとは言えないなかで、関係者のご努力は本当に大変な

ことだと思います。後ほど、業種別・雇用形態別などの報告をお願いします。

【高校教育課長】

進路状況調査を作成しますので、そういうところでもお話できると思います。時間をいただき

たいと思います。

【長岐委員】

公立高校と私立高校は、それぞれ性格が違うと思いますが、子どもの教育というところでは一

致していると思います。私立高校の就職希望者数は就職決定者数と同数で、未決定者は０名です。

これにはなにか秘訣があるのかなど、情報交換はしているのでしょうか。

【高校教育課長】

公私協議会等で、このような就職状況については教えていただいているところではありますけ

れども、今年は非常によく頑張っていただいたと思っております。

県の事業で、就職支援員を私立担当として１名配置しておりますので、そういう方が一生懸命

頑張って開拓したり、指導していただいた成果だというように理解しております。

【長岐委員】

一般的には、働きたくない子どもや、社会にうまく適合できない場合や、ミスマッチや、希望

と職種が違うなど、様々な問題があると思います。それでも、私立学校の未決定者が０名という

ことについて、秘訣や理由があるのかなど、後で分かりましたら教えてください。

【総務課長】

私立学校の教頭先生方からは、県で配置している就職支援員の方が非常に頑張っていただいて、

その貢献が大きいと伺っております。

【田中委員長】

なかなか就職が決まらない子どもというのは、希望する職種がなかったり、マッチングができ

ないというところではないかと思いますが、いかがでしょうか。

【高校教育課長】

そのような場合もあります。

また、コミュニケーション能力が十分にとれなかったりするような子どもは、一生懸命頑張っ

ても、１回受験して落ちて、また次を探してきてトライしても、複数回落ちるような傾向があり

ます。そのような基本的なところからの訓練など、教えていかなければならない生徒も、正直な
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ところいます。

【伊藤委員】

公立高校定時制の未決定者について、比率から考えるとやはり多いというように思います。定

時制や私立や通信制などの子どもたちをよくみているので、非常に心配しているところです。通

信制の子どもたちは今回のデータに載っていませんが、後で教えていただきたいと思います。

【高校教育課長】

通信制についてもデータを取っておりますが、進路状況調査の中で出てきますので、そこで一

緒にご紹介させていただきたいと思います。

【田中委員長】

他になにかご意見、ご質問ございませんか。

では、次に「平成２７年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験の日程について」、高校

教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

「平成２７年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験の日程について」説明

【田中委員長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【猪股委員】

受験年齢制限を４５歳までとして、できるだけ広く人材を確保しようということだと思います。

そうすると、他業種の一般の民間企業の方も受けるようになると思います。試験日については、

金土日の３日間かかるのはやむを得ないですが、できるだけ土日に試験を集めたほうが受験しや

すいのではないでしょうか。優秀な人材をできるだけ確保するためには、そのようなことも考慮

する必要があるのではないでしょうか。

【高校教育課長】

例年、予備日も入れて４日間くらいとらなければいけないときに、当然、土日ということを取

り込んでやっておりますけれども、例えば、社会人でどうしても土日ではないといけないという

ような場合や、特に他の県から受けるような場合につきましては、要望を聞いて過去にも何名か

は、ずらしたというようなこともあります。ただし、全てが要望どおりずらせるという場合ばか

りではありません。

【猪股委員】

例えば、私たちが金土日で２次試験に立ち会うと、金曜日に比べて日曜日の人数が少ないよう

に思います。できるだけ日曜日に受けて金曜日は少なくするなど、そのような工夫は必要なので

はないかということです。
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【高校教育課長】

今年度は、東北地区の共通開催日として、話合いの上で決定しましたので、どうにもならない

のですが、今後、次年度の日程を決めるときに考えてみたいと思います。

【猪股委員】

金土日の３日間ある場合に、金曜日が１０、土曜日が１０、日曜日が５としているのを、５、

１０、１０にするということはできるわけですので、そういった意味です。人材確保に迫られた

のだとすれば、そのようなことまで考える必要があるのではないかということです。

【吉川次長】

２次試験でも最初は適性検査や論文がございますので、初日は全員で実施します。その後での

教科毎の日にちを考えると、どうしても３日間かかってしまいます。最初に少なくというと、面

接から始めるというようなことも考えなければなりません。

【猪股委員】

人材を確保するためには、そのようなことも考慮したほうがいいのではないかと感じました。

【吉川次長】

そのご意見もふまえて参りたいと思います。

【田中委員長】

では、２７年度はこれで決定ということになります。広報されるのは、いつからですか。

【高校教育課長】

５月の中旬くらいまでには実施要項ができあがりますので、その後に広報して参りたいと思っ

ております。

また、今年度も秋田大学やカレッジプラザ等を活用しまして、受験者に対しての説明会を開き

ながらやっていきたいと思います。

【田中委員長】

ぜひたくさんの受験生が集まるように、よろしくお願いします。

他に質問等ございませんか。

では、予定された案件は以上ですが、他にありませんか。

【総務課長】

教育委員会制度改革に関連しまして、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律案」が４月４日に閣議決定され、今国会に提出されましたので、その内容をご紹介し

たいと思います。本日、別に資料としてお配りしているものであります。資料は、「地方教育行

政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案の概要」と、「法案の新旧対照表」でご
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ざいます。概要資料に沿ってご説明いたします。

まず、改正の趣旨ですが、教育行政の責任の明確化、迅速な危機管理態勢の構築、首長との連

携の強化等を行うもので、施行期日は来年４月１日となっております。

改正内容ですが、「１．教育行政の責任の明確化」として、教育長と教育委員長を一本化した

新教育長が新たに設置されます。新教育長は、首長が議会の同意を得て直接任命し、任期は３年

となっております。ただし、「４．その他」に書いてありますとおり、現在の教育長は、委員と

しての任期満了までこれまでどおり在職しますので、本県の場合、新教育長の任命は平成２８年

４月１日以降となります。

続きまして、「２．総合教育会議の設置、大綱の策定」でございます。来年度から、首長が招

集し、首長と教育委員会が協議を行う総合教育会議が設置されます。この会議では、国の教育振

興に関する基本的な方針を参酌して、首長が新たに定める教育振興に関する施策の大綱を協議す

るほか、教育条件の整備等、重点的に講ずべき施策等について協議・調整を行うこととなってお

ります。ただし、この総合教育会議の運営の仕方であるとか、大綱に盛り込むべき事項は明らか

になっていないというところでございます。教育委員会で策定している「あきたの教育振興に関

する基本計画」は、教育基本法に基づき、国の「教育振興に関する基本計画」を参酌して定めて

おり、大綱の参酌事も同様となりますけれども、今のところ、その大綱と地方公共団体の教育振

興基本計画との関係も、国から示されていないというような状況でございます。なお、本県にお

きましては、教育に関しまして「未来を担う教育・人づくり戦略」を含む、「第２期ふるさと秋

田元気創造プラン」、「あきたの教育振興に関する基本計画」、そして、各年度の「実施計画」

という計画があるわけでございますが、これにさらに大綱が加わるとなると、現場でも大変分か

りにくいものとなることが危惧されているところでございます。こういったことがありまして、

こういったものを整理できないかということを、憂慮しているところでございます。次の協議会

で、委員の皆様からご意見を伺いたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いしたいと思

います。

三つ目は、「国の地方公共団体への関与の見直し」です。現在、児童生徒等の生命又は身体の

保護のため緊急の必要があるときは、国が教育委員会に対し指示できることになっておりますが、

いじめ等による児童生徒の自殺の再発防止等については、指示が行えないのではないかという疑

義があるため、条文上明確化するための改正でございます。

以上が改正法の主な内容です。なお、説明はいたしませんが、新旧対照表を併せてお配りして

おりますので、後ほどご覧くださればと思っております。

新聞報道等によりますと、野党が対案を出すという情報もあり、法案が修正されることも考え

られますが、法案成立後は新制度に向け、知事部局との調整が必要になってくると思っておりま

す。委員の皆様のご意見を伺いながら、対応して参りたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。私からの説明は、以上です。

【長岐委員】

現段階では、総合教育会議の関係や、総務課で作成したプランと施策の大綱はどのような関係

になるのかなど決定していません。これに対応した協議は、法律が明確化して、おそらく期間が

ありますので、それからでもいいのではないかと思います。
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【総務課長】

それで間に合うこともあるのですが、「あきたの教育振興に関する基本計画」が今年度で最終

年度となりまして、来年度からの基本計画をどうするのか、作成するのかどうなのかと、これを

含めてご相談したいということでございます。

【猪股委員】

それは作成しなければならないでしょう。

【田中委員長】

次年度以降の「あきたの教育振興に関する振興計画」については、これを決めなければ来年の

目標が見えなくなってしまいますので、作成するということでいいと思います。

その先のことは、この法律が実際に制定されるまでどうなるのか分かりませんので、明確化し

てからでもいいと思います。そのようなところにあまり囚われずに、本県の教育をこれから更に

良くしていくことを考えていくことが大事だと思います。

【総務課長】

法律制定後は、それに伴って省令・政令・要綱等が出ることも想定されますので、そういった

ものを確認しながら、委員の皆様のご意見を伺い、今後の進め方を考えていきたいと思います。

【田中委員長】

本日は、この法律案の説明をしていただいたということで、よろしいでしょうか。

では、以上で本日の会議を閉じます。

お疲れさまでした。


