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平成２７年第７回教育委員会会議録

１ 期 日 平成２７年４月９日 木曜日

２ 場 所 教育委員室

３ 開 会 午後４時０８分

４ 閉 会 午後５時０７分

５ 出席委員 北林真知子

田中 直美

長岐 和行

伊藤佐知子

岩佐 信宏

米田 進

６ 説明のための出席者

教 育 長 米田 進 教育次長 今井 一

教育次長 鎌田 信 総務課長 佐藤雅彦

施設整備室長 田松和彦 教職員給与課長 碇屋裕一

幼保推進課長 小柳公成 義務教育課長 廣野宏正

高校教育課長 安田浩幸 特別支援教育課長 西嶋崇広

生涯学習課長 沢屋隆世 文化財保護室長 近江谷正幸

保健体育課長 木浪恒二 福利課長 相原和義

７ 会議に附した議案

報告第 ５号 教育庁等職員の任免についての専決処分報告について

議案第２０号 平成２７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２１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 承認した事項

報告第 ５号 教育庁等職員の任免についての専決処分報告について

９ 議決した事項

議案第２０号 平成２７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２１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
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10 報告事項

・認定こども園の認可（届出）・認定について

・平成２７年度秋田県公立高等学校入学者選抜一般選抜学力検査抽出調査結果に

ついて

・平成２７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２８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

11 会議の要旨

【北林委員長】

ただいまより、平成２７年第７回教育委員会会議を開催いたします。

会議録署名員は１番田中委員と３番伊藤委員にお願いします。

【北林委員長】

審議に入る前に、議事の進行についてでありますが、報告第５号「教育庁等職員の任免につい

ての専決処分報告について」は、その他全ての案件終了後に行うこととしたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【北林委員長】

それでは、そのように進行いたします。

はじめに、議案第２０号「平成２７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２０号「平成２７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

【北林委員長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【北林委員長】

これについては協議会でもご説明いただき、協議も行っておりますので、表決を採ってよろし

いでしょうか。

【全委員】

異議なし。
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【北林委員長】

では、表決を採ります。

議案第２０号を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。

【北林委員長】

それでは、議案第２０号を原案のとおり可決します。

次に、議案第２１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２１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

【北林委員長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【田中委員】

前年度と比べると、秋田市以外の市町村では定数が減っていますが、今年度、少人数学級が拡

充されたことによりクラスが増えたことは、この定数にどのくらい影響があったのでしょうか。

【義務教育課長】

今回の定数減の大きな要因として、児童生徒数の減少ということがございます。一方で、増要

因としましては、少人数学習推進事業を小学校５年生に拡充したということがございます。ただ、

適用対象となる学校は、それなりの規模の学校ということになりますので、５年生への拡充によ

る増の影響が秋田市で大きかったということもございまして、対比においては、秋田市では増と

して表れております。

【田中委員】

そうすると、秋田市以外で５年生のクラスが増えた学校は、それほどなかったということです

ね。

【義務教育課長】

秋田市以外でもございますので、各市町村の状況については、後ほど回答いたします。

【北林委員長】

他になければ、表決を採ってよろしいでしょうか。
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【全委員】

異議なし。

【北林委員長】

では、表決を採ります。

議案第２１号を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。

【北林委員長】

それでは、議案第２１号を原案のとおり可決します。

次に、報告事項に入ります。「認定こども園の認可（届出）・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】

報告事項「認定こども園の認可（届出）・認定について」説明

【北林委員長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【岩佐委員】

県へ届出をするのは公立施設ということは分かったのですが、認可と認定の違いがよく分かり

ませんでした。違いを教えてください。

【幼保推進課長】

まず認定からまいりますが、認定の申請がございまして、審査をして、市町村で協議をして、

認定するというかたちです。認可については、さらにその間に審議会を開き、審議会での意見聴

取を経て、認可するというかたちです。審議会で意見聴取をするというところで、少し裁量権が

発生してくるということになります。認可の方が少し裁量権が働き、認定の方は裁量権が弱いと

いうかたちになります。

【岩佐委員】

認定というのは、スペックが合っていれば自動的に認定されて、認可というのは、ある程度そ

こに裁量が加わって判断していくということですか。

【幼保推進課長】

そのとおりです。
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【北林委員長】

裁量というのは、誰の裁量ですか。どこの裁量ですか。

【幼保推進課長】

審議会で、その適否について審議していただくことになりますが、意見聴取の際に「認可とす

べし」という、それが適合するかしないかの判断をしていただきます。その諮問に対して答申を

いただくことになりますので、答申をいただいた上で、県の方で「認可すべし」ということを決

定することになります。審議会で意見聴取し、諮問に対しての答申を、という審議の過程で、少

し裁量権が働くということになります。

【北林委員長】

審議会での裁量ということですか。

【幼保推進課長】

審議会の意見で、「認可すべし」という答申が出た場合、それを判断するのは知事ですので、

最終的には知事の裁量ということになります。

【岩佐委員】

その園が、認可なのか認定なのかという判断には、どういうステップを経ているのですか。

【幼保推進課長】

ステップ順を整理させていただきますと、認可は、認可の申請があり、それを事務局で審査し

て、審議会で意見聴取して、それを市町村に協議して、認可するというかたちです。審議会での

意見聴取が入ります。一方、認定は、認定申請があり、それを審査して、市町村に協議して、そ

れで知事が認定するというかたちです。

【義務教育課長】

認定こども園の仕組のベースにあるのが、幼稚園・保育所であったのがこれまでの制度でした

が、この４月１日から認定こども園の中に、幼稚園でもない保育所でもない「幼保連携型認定こ

ども園」という新しい施設の種類が設けられました。

その「幼保連携型認定こども園」という一つの施設については、知事の認可によって設置され

ることになります。これが認可を必要とする施設、届出も含まれますが、それが今回１０施設と

いうことになります。秋田市は、中核市として県と同じ認可権限を持っていますので、秋田市に

所在する「幼保連携型認定こども園」という一つの施設類型については、県と同じように秋田市

が認可を行います。それが８施設です。

認定につきましては、ベースになるのが幼稚園であり、保育所であり、幼稚園・保育所はそれ

ぞれ認可を得て設置されている施設でございますが、幼稚園機能、保育所機能の双方を備えてい

るということを認定することによって、「幼稚園型認定こども園」「保育所型認定こども園」と

いう認定こども園として名乗れるようになります。

ですから、一つの新しい「幼保連携型認定こども園」になるときには、認可を必要とします。
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一方で、幼稚園であり、保育所である状態のままで、認定こども園という機能を備えているとい

う認定が欲しいということになりますと、認定ということで申請が上がって、認定をすると。そ

ういう種類分けがございます。

【北林委員長】

つまり、すでに保育園なり、幼稚園として認可されているので、改めて認可はいらないが、幼

稚園型や保育所型の認定こども園になるための認定が必要だということですね。

【北林委員長】

他になければ、次に「平成２７年度秋田県公立高等学校入学者選抜一般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】

報告事項「平成２７年度秋田県公立高等学校入学者選抜一般選抜学力検査抽出調査結果につい

て」説明

【北林委員長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【北林委員長】

各教科毎に、「授業において取り組むべきこと」が書かれていますが、これは中学校において

取り組むべきことなのか、それとも中学校・高校共に取り組むべきことなのでしょうか。

【義務教育課長】

高校入試の結果から見られた課題については、秋田型の検証改善サイクルで、学習状況調査、

全国学力・学習状況調査、そしてこの高校入試ということで、大きなサイクルで授業改善につな

げていくということでありますので、この「授業において取り組むべきこと」を課題として、高

校入試で見られた課題については、中学校において授業の改善につなげていくということで活用

させていただきます。

【高校教育課長】

同じく高校でも、書かれていることに関しては、入試の検討をしながらこれを活かして授業改

善につなげていきます。

【北林委員長】

なぜ私がそういうことを言ったかというと、理科の「授業において取り組むべきこと」の２つ

目に、「身近な事物・現象について、学習したことを生かして考えたり説明したりする活動を取

り入れるなど、理科と日常生活や社会との関連を図った学習活動を重視する。」とあります。こ

れはとても大事なことで、私が教育委員になって間もないころ、この事を申し上げたのですが、

当時の高校教育課長は、「高校のレベルでは、抽象的な問題になっていくので、なかなか普通の
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生活との関連はできないでしょう。」というお返事でした。私は、自分が高校の物理で非常に苦

労したということもあり、現象としてあるから学問として抽象化されるのであって、その答は納

得できなかった覚えがあります。それが今になってこのように出てきて、これでこそ本当の理解

といえる、社会や日常生活の現象とつなげて理解するということが、子どもにとっては純粋な知

識でとどまるよりも身になり、それこそ「問いを発する子ども」の育成につながっていくと思い

ます。理解が深まって、他の分野にも考えが発展していくのではないかと期待して、確認しまし

た。よろしくお願いします。

【田中委員】

国語の「現状の分析」に、「出題形式が従来から大きく変わった」とありますが、どのように

変わったのか具体的に教えてください。

【高校教育課長】

例えば、漢字やことわざなどについて、大問の文章の中にあったものを独立して出題したり、

逆に、作文などは、独立して出題していたものを大問の中に含めるなど、そういった形式に変え

ました。

【田中委員】

それは何か意図があってそのように変えたのですか。

【鎌田次長】

国語については、生徒の取り組みやすさということも考えて、例えば、漢字であれば、今まで

大問１と大問２の両方で出題していましたが、漢字だったら漢字だけを抜き出した方が、生徒が

集中できて取り組みやすいのではないかというような考え方から、今回は分けて実施してみたと

いうことであります。

【米田教育長】

読解問題の中に漢字の読みや書きを入れることによって、このコンテキストの中で考えさせる

というのも一つの方法です。それで今まで実施してきました。今回、漢字の読み書きや語彙に関

する出題を全部独立させたということで、これはこれでまた一つの方法であり、受験生にとって

の取り組みやすさにつながるということで、受験生に配慮したという部分もあるそうです。どち

らの方法にも、それなりの意味はあると思います。

【北林委員長】

他になければ、次に「平成２７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】

報告事項「平成２７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
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【北林委員長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【長岐委員】

就職決定率が高い水準にあり、とても好ましいことだとは思いますが、一方で、未決定者もい

ます。未決定者の分類はなさってるかと思いますが、こういうことで未決定だと、例えば公務員

の場合であれば、不合格でもう一回目指すとか、いろいろ想像できますが、ミスマッチであると

か、未決定の理由にはどのようなことがありますか。

【高校教育課長】

はっきりしたデータがないのですが、様々な理由があるのだと思います。細かいところまでま

だ詰めていませんので、いずれ状況がはっきりしたあたりで、情報提供できるかと思います。

【北林委員長】

では、明らかになった時点でご提供ください。

【北林委員長】

他になければ、次に「平成２８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】

報告事項「平成２８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

【北林委員長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【長岐委員】

受験年齢制限を４５歳に上げたことは、この２７年度の合格状況に反映されているのですか。

【高校教育課長】

上げた部分の年齢に該当する方も、合格者・採用者に何名かおります。

【長岐委員】

そういう意味では、優秀な方を採用できたという成果はあるわけですね。

【高校教育課長】

そのとおりだと思います。

【北林委員長】

選考会場の件ですが、これまで体育実技は秋田南高校で行っていましたが、今年は山王中学校
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になっています。何か不便があって中学校になったのか、変更になった経緯を伺いたいと思いま

す。

【高校教育課長】

秋田南高校が、平成２８年度開校の中高一貫校に向けての工事や様々な準備がありまして、施

設が使えないというような状況です。同じ規模の試験を実施できる施設ということで、山王中学

校にお願いするということでございます。

【北林委員長】

県立の他の高校ということは考えなかったのですか。

【高校教育課長】

プールや体育館、武道場などが揃っていて、実技試験全てを実施できるという施設が、近隣の

高校でもなかなかございませんでした。

【北林委員長】

今までは、秋田南高校がそういう意味では最適だから使っていたということだったのですね。

それと似たような施設が、山王中だったということですね。

【高校教育課長】

場所が変わって不都合がないか、同じようなかたちできちんと実施できるのかというあたりは、

まずだいたいできるという見通しはあるのですが、この後も精査しながら進めていきたいと思い

ます。

【北林委員長】

初めてのところですし、受験生の方にとってはとても大事な機会なので、よろしくお願いした

いと思います。

【高校教育課長】

承知いたしました。

【北林委員長】

他になければ、次に移ります。その他、何かございませんか。

【義務教育課長】

議案第２１号に関しまして、少人数学習推進事業を小学校５年生に拡充したことに伴う、適用

校数でございます。全部で１７校が学級増の対象でございます。その内訳は、秋田市９校、鹿角

市１校、由利本荘市１校、大仙市２校、仙北市１校、横手市２校、湯沢市１校、計１７校が対象

となっております。
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【北林委員長】

今のが増員になった学校ですね。しかし、全体で減ったということは、それ以上に減ったとこ

ろが多かったということですね。

【北林委員長】

それでは次に、報告第５号についてですが、人事案件であることから、秘密会としたいと思い

ますが、いかがでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【北林委員長】

異議がないので、秋田県教育委員会会議規則第２７条により秘密会とします。傍聴の方は、退

室願います。

（傍聴人退席）

※秘密会のまま終了


