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平成２６年第１１回教育委員会会議録

１ 期 日 平成２６年８月７日 木曜日

２ 場 所 教育委員室

３ 開 会 午後２時００分

４ 閉 会 午後２時４６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３４号 平成２７年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について

議案第３５号 平成２７年度秋田県立特別支援学校教科用図書の採択について

議案第３６号 秋田県障害児就学審議会委員の任命について

８ 議決した事項

議案第３４号 平成２７年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について

議案第３５号 平成２７年度秋田県立特別支援学校教科用図書の採択について

議案第３６号 秋田県障害児就学審議会委員の任命について

９ 報告事項

・大館地区統合高等学校の校名募集について

・平成２７年度秋田県公立高等学校入学者の募集及び選抜に関する教育委員会公
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告等について

・平成２７年度秋田県立中学校入学者の募集及び選抜に関する教育委員会公告等

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１１回教育委員会会議を開催いたします。

会議録署名員は１番猪股委員と３番長岐委員にお願いします。

はじめに、議案第３４号「平成２７年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について」、高校

教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

議案第３４号「平成２７年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について」説明

【田中委員長】

議案第３４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。

【猪股委員】

定時制以外で、農業など第２部の教科書が採択されている理由はどういったものでしょうか。

【高校教育課長】

産業系の教科の場合は、新しい学習指導要領ができた後になっても、需要数の関係で教科書が

作られていないような科目もあるようです。そのため、この教科内容を教えたいという場合には、

第２部の教科書を使用している場合があります。

【田中委員長】

第２部の教科書は、学習指導要領の改訂内容が反映されていませんが、その教科については全

く内容が変わっていないのか、あるいは変わっているところがあればどのような対処をされてい

るのですか。

【高校教育課長】

学習指導要領には、その教科の内容についても記載されており、その内容に大きな変化がなく、

新しい教科書がない場合は、第２部の教科書を使用することは可能です。

【長岐委員】

採択希望について、指導・助言等を行ったものはありましたか。

【高校教育課長】

今年度は１点、これはミスだとは思われるのですけれども、地理を採っていながら地図帳が採
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択の中に入っていないというのが、２校ほどありました。

また、採択をする場合、理由等も書いてもらっているのですが、それと学校の目指す生徒像が

合っているのかという確認をしたり、そういった指導を照らし合わせて行っております。

【田中委員長】

今回、この新旧対照表を付けていただいて、事務的にお手数をおかけしましたが、毎年、前の

まま踏襲しているのではなく、そのときの生徒や目指す生徒像に合わせて選択されているという

のがよく分かりました。

【田中委員長】

他にご質問はございませんか。

他にないようでしたら、表決を採りたいと思いますが、よろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【田中委員長】

では、議案第３４号について、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３４号を原案どおり可決します。

次に、議案第３５号「平成２７年度秋田県立特別支援学校教科用図書の採択について」、特別

支援教育課長から説明をお願いします。

【特別支援教育課長】

議案第３５号「平成２７年度秋田県立特別支援学校教科用図書の採択について」説明

【田中委員長】

議案第３５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。

【田中委員長】

３０ページの文部科学省著作教科用図書について、学校によって星二つの教科書しか選択され

ていなかったり、星一つと星二つであったりと採択状況が異なっていますが、これは対象となる

児童がいないということでよろしいでしょうか。

【特別支援教育課長】

参考資料の３ページをご覧ください。「３ 知的障害者用採択一覧」を載せてありますが、丸
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印は一般図書を使用しています。そして、横線が引いてあるのは、その対象となる子どもたちが

いないということです。

【田中委員長】

今、採択をして、使用するのは来年４月からですが、予定していなかった児童が入って来るこ

とになった場合は、どのようになるのでしょうか。

【特別支援教育課長】

その学校で、需要数を追加して対応します。

【田中委員長】

予め、そういうことを想定して採択するということはしないのですね。

【特別支援教育課長】

就学が直前まで決まらない場合もありますので、決定してから速やかに追加するようにしてい

ます。

【北林委員】

３０ページの視覚障害者用の点字版教科書が、盲学校の中学部しか採択されていないのは、小

学部と高等部にあたる児童生徒がいないということでしょうか。

【特別支援教育課長】

参考資料３ページの「１ 視覚障害者用［点字版］」で、中学部用はそこに書いてある教科書

を使用しております。小学部のお子さんもおりますが、そのお子さんの視覚障害の程度に合わせ

まして、拡大教科書を使用しています。

【北林委員】

拡大教科書というのは、公立小学校で使用している教科書を拡大したものであって、視覚障害

者用の点字本ではないということなのですね。

そうすると、点字版で採択している教科書は、光村などの教科書の点字版が出ているというこ

となのですね。

【特別支援教育課長】

そのとおりです。

【北林委員】

高等部については、どちらにも出ていないので対象者がいないということでしょうか。

【特別支援教育課長】

盲学校高等部は、２９ページの高等学校用を使用しています。
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【北林委員】

この表で空欄になっている部分は、時間割にないということでしょうか。

【特別支援教育課長】

はい。履修していません。

【田中委員長】

拡大教科書というお話がありましたが、その地区で採択されている教科書の拡大版ということ

なので、今回は、特別支援学校の採択の対象にはなっていないということでよろしいですね。

【特別支援教育課長】

そのとおりです。

【田中委員長】

他に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３５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３５号を原案どおり可決します。

次に、議案第３６号「秋田県障害児就学審議会委員の任命について」、特別支援教育課長から

説明をお願いします。

【特別支援教育課長】

議案第３６号「秋田県障害児就学審議会委員の任命について」説明

【田中委員長】

議案第３６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。
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【田中委員長】

新たに追加して任命された２名の委員については、審議会機能に乳幼児や中学校以降の相談等

が新しく加わったことにより任命されたということでよろしいのでしょうか。

【特別支援教育課長】

７月１５日付で、就学審議会条例の一部改正をしました。その改正の理由は、国の就学手続き

に関する施行令が昨年９月に改正され、市町村教育委員会の就学指導や就学先を決定するときの

仕組みが一部変わりました。

それは、世界的な動きであるインクルーシブ教育というところからきており、障害のある子ど

もたちにどういう進路がいいのか、手厚く早くから考えることが必要だということ、就学先につ

いては、今までの法律では特別支援学校に入る障害の程度ということで振り分けたのみでありま

したが、そうではなくて、その地域の中の学習環境や障害の程度をしっかり見て、専門的な意見

もしっかり聞いて行っていくというのが、市町村教育委員会の就学指導のあり方で変わったとこ

ろであります。

それから、一つの学校が決まったら、そのままずっと特別支援学校、通常の小中学校の特別支

援学級、あるいは通常の学級ということではなく、その障害の克服、改善、状態といったものを

見ながら、連続性を持って、今、どの教育がいいかということを考えていくように変わってきま

した。

そういうことから、今まで中学校の専門家の方がおりませんでしたので、その方を入れており

ます。それから、就学前のところを手厚くするということから、健康・予防課で就学前のところ

の仕事を専門になさっている方を入れております。市町村教育委員会から県教委に諮問がきた際

に、手厚く助言が出来るだろうということから委員を増やしました。

【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３６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３６号を原案どおり可決します。

次に報告事項に入ります。
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「大館地区統合高等学校の校名募集について」、高校教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

「大館地区統合高等学校の校名募集について」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。

【長岐委員】

最終決定は、条例で県議会で決まるということになります。校名案を議会に挙げる前段階では、

どこの機関で決めることになりますか。

【高校教育課長】

報告というかたちで、教育委員会にお諮りして決めたいと思います。

【長岐委員】

報告する前には、どういう決定機関で決めるのですか。

【高校教育課長】

流れとしましては、まず２ヶ月間募集し、それを集約して、３校の検討委員会で絞った校名を

挙げていただいて、更に庁内の検討委員会で絞り込みをしていくという手順であります。

【長岐委員】

庁内の検討委員会は、どのようなメンバーになりますか。

【高校教育課長】

次長をリーダーにいたしまして、高校教育課の関係者、各校の校長も入ったメンバーというこ

とになっています。

【長岐委員】

選定においては、公明正大にして決めていただければと思います。

【高校教育課長】

了解しました。そのようにしたいと思います。

【田中委員長】

学校名については、「ひらがな」でも「カタカナ」でもかまいませんということですが、応募

があった場合はどうされるのか、何か考えていることはございますか。
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【高校教育課長】

応募の方法にも書いてあるとおり、それを許しておりますので、応募されてきた状況をみなが

ら審査していくことになると思います。それを排除するということではありません。

【長岐委員】

そのあたりは、総合的に勘案していただきたいと思います。

【田中委員長】

やはり名前ですので、皆さん一番気になるところですし、愛着をもつところでもありますので、

選定については、どうぞよろしくお願いします。

【田中委員長】

次に、「平成２７年度秋田県公立高等学校入学者の募集及び選抜に関する教育委員会公告等に

ついて」、及び「平成２７年度秋田県立中学校入学者の募集及び選抜に関する教育委員会公告等

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年度秋田県公立高等学校入学者の募集及び選抜に関する教育委員会公告等につい

て」、及び「平成２７年度秋田県立中学校入学者の募集及び選抜に関する教育委員会公告等につ

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。

【長岐委員】

合格発表日が一日延びるというお話がありましたが、その理由について説明してください。

【高校教育課長】

５月にマスコミ等で報道がありました採点ミスの件がございました。その際に、何通りかの改

善点をお示ししまして、そのことについてこれから検討していくということとしております。

その中の一つとして、先ほど申し上げましたとおり、やはり採点に充分にゆとりを持って、正

確性を期すためには、次年度は一日延ばして実施するべきではないかと。合格発表日を一日ずら

せば、その間充分に採点に時間を取れるという観点から、次年度一日延ばすということにいたし

ました。

【田中委員長】

それに伴って、２次募集の開始と試験日に関しては、特に影響はないのでしょうか。

【高校教育課長】

２次募集の試験日、及び合格発表日については、同じ時期としていきたいと思っております。
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ただし、２次募集への願書の提出につきましては、多少こちらの想定と違ってきますが、そのこ

とに関しては、まだ全県の中学校・高等学校にはそこまでは周知しておりませんので、今回の実

施要項をもってお示ししたいと思います。

【田中委員長】

そうすると、２次募集の日程は最初の予定と変わっていないということですね。

【高校教育課長】

そのとおりであります。

【長岐委員】

秋田県の高校入試はミスがないように、こういうことでよろしくお願いしたいと思います。

【高校教育課長】

万全を期して臨みたいと思っております。

【田中委員長】

その他、予定された案件は以上ですが、他にございませんか。

では、以上で本日の会議を閉じます。

お疲れさまでした。


