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平成２８年第８回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成２８年５月１１日 水曜日

２ 場 所 教育委員室

３ 開 会 午後２時００分

４ 閉 会 午後２時４５分

５ 出 席 者 教育長 米田 進

委 員 岩佐 信宏

田中 直美

長岐 和行

伊藤佐知子

猿田五知夫

６ 説明のための出席者

教育次長 佐藤雅彦 教育次長 鎌田 信

総務課長 太田政和 施設整備室長 山崎 均

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 佐藤昭洋 高校教育課長 佐藤有正

特別支援教育課長 小林 司 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 田久保清治

７ 会議に附した議案

議案第２０号 秋田県立近代美術館協議会委員の任命について

議案第２１号 秋田県文化財保護審議会委員の任命について

８ 議決した事項

議案第２０号 秋田県立近代美術館協議会委員の任命について

議案第２１号 秋田県文化財保護審議会委員の任命について

９ 報告事項

・平成２９年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験実施要項について

10 会議の要旨

【米田教育長】

ただいまより、平成２８年第８回教育委員会会議を開催いたします。
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議事録署名員は、３番長岐委員と４番伊藤委員にお願いします。

【米田教育長】

はじめに、議案第２０号「秋田県立近代美術館協議会委員の任命について」、生涯学習課長か

ら説明をお願いします。

【生涯学習課長】

議案第２０号「秋田県立近代美術館協議会委員の任命について」説明

【米田教育長】

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】

学校教育・社会教育関係者の委員は、充て職でしょうか。

【生涯学習課長】

充て職ということではなく、学校教育・社会教育関係者ということで、市町村教育委員会の職

員や学校長、生涯学習関係者などから、地域バランス等も考えながら選任しております。

【田中委員】

もしその方が異動された場合は、その後任の方が委員になるということでしょうか。

【生涯学習課長】

そういう意味での充て職ということであれば、その職に付いてお願いしておりますので、基本

的には、その方が異動や退職される場合は、残任期間でその後任の方にお願いするということで

考えております。

【岩佐委員】

秋田ふるさと村からは前任者もこの委員に選任されていましたが、どういった役割を担うため

に任命されているのでしょうか。

【生涯学習課長】

秋田ふるさと村の中に近代美術館がありまして、展示等いろいろと連携を進めているところで

あります。近代美術館も秋田ふるさと村の一部として運営されているというところもありますの

で、入館者の情報やニーズなども含めて、秋田ふるさと村に来られた方々のアンケートの情報等

もご提供いただくということを期待してお願いしているところです。

【米田教育長】

公募委員は今回１名ですが、他に応募された方はいましたか。
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【生涯学習課長】

今回は、公募１名で募集しまして、２名の応募がありました。「あなたにとっての美術館と

は」というテーマの論文や書類選考で選出しました。この方の論文は、女性や母親の視点という

ことがよく出された論文でありましたので、ぜひそれも反映したいということで、こちらの方に

お願いしました。

【米田教育長】

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。

【米田教育長】

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。

【米田教育長】

それでは、議案第２０号を原案どおり可決します。

次に、議案第２１号「秋田県文化財保護審議会委員の任命について」、文化財保護室長から説

明をお願いします。

【文化財保護室長】

議案第２１号「秋田県文化財保護審議会委員の任命について」説明

【米田教育長】

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】

この議案そのものに異議はありませんが、名簿に他の委員とは任期がずれている委員がいます。

いつかは任期が揃うのか、その点を教えてください。

【文化財保護室長】

かつて文化財保護審議会委員は、９月任期の委員と４月任期の委員と二つに分かれておりまし

たが、やはり年度途中で委員が替わるというのは良くないだろうということで、数年前から基本

的には４月１日からの任期に統一しようと調整しているところです。任期が終了して、他の方に

交代するのをきっかけに調整しており、前回もそれで２名の任期を調整しましたが、その途中に

あるということですので、今後調整していって、最終的には全委員を４月１日からの任期にした
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いと考えております。

【米田教育長】

この件に関しましては、以前もご指摘がありまして、少しずつ人が替わるという機会を捉えて

揃えていくことにしております。まだ一名こういう状態ですが、いずれ揃えたいということです。

地域別で見ると、どうしても中央地区の委員が多くなるというのは、専門分野等を考えていく

と、ある程度やむを得ないということでしょうか。

【文化財保護室長】

専門家ということで選任しており、例えば大学関係などの機関が中央地区に集中していること

もあって、県北・県南からも適任者を探しているのですが、なかなか選任できていないというの

が現状です。

【米田教育長】

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。

【米田教育長】

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。

【米田教育長】

それでは、議案第２１号を原案どおり可決します。

次に、報告事項に入ります。「平成２９年度秋田県公立高等学校教諭等採用候補者選考試験実

施要項について」、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２９年度秋田県公立高等学校教諭等採用候補者選考試験実施要項について」説明

【米田教育長】

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】

この実施要項自体は、例年のものから大幅な変更はありますか。
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【高校教育課長】

基本的には、例年と大きくは変わっておりません。体育実技の会場が、昨年の山王中学校から

秋田南高校に変わったこと、また、記載の順番を少し変えて受験者に読みやすくしたこと以外は、

大きな変更はございません。

【長岐委員】

この実施要項の最後に「講師（臨時、非常勤）等の採用」の記載がありますが、これは採用試

験の実施要項ですので、これとは別にアナウンスするとか、ここでアナウンスするのであれば、

講師の場合の採用条件についても載せるとか、そういう機会があった方がいいように思います。

ここに書くことの是非と、それから仮にいいとして、講師の採用案内が別にないのであれば、待

遇もどんな労働条件かも分かりませんので、ある程度の目安をお知らせする機会があった方がい

いように思いますが、いかがでしょうか。

【高校教育課長】

こちらは採用試験の実施要項ですので、講師等の採用とは別のところがあるのですが、残念な

がら今回不合格になった方についても優秀な人材として県内に残っていただいて、来年度以降も

受験してほしい、つなぎとめておきたいという思いをもっているところです。それで、必ず目を

通すことになる実施要項の中に少しコーナーを設けて記載をしているところです。ただ、ご指摘

のとおり、講師とはどういうものかということについて、しっかり周知を図ることは大事だと思

っておりますので、例えば５月１４日のカレッジプラザでの説明会で説明をするなど、我々とし

ても周知を図っていきたいと思います。

【米田教育長】

５月１４日のカレッジプラザでの説明会には志願者全員が来るわけではないですが、説明会に

来るのは初めて受験する方が多いのでしょうか。

【高校教育課長】

手元に受験歴等が分かるような資料はありませんが、おそらくは初めて受験する方が多いとい

うのが自然かと思います。説明会は一例でして、それ以外にも一次試験等の機会もありますので、

そういったときに配れるものがないかということを検討させていただきます。

【米田教育長】

講師をやっていない人にとってみれば、仮に次年度講師をやることになった場合に、どういう

待遇なのかということは知りたいと思いますので、説明会においてもそのような情報は提供して

もいいのではないかと思います。講師等についての詳しい説明は、その他の機会も捉えて情報提

供していくようにしたいと思います。ここに載せるかどうかに関しては、今回はまずこれで進め

ますので、この後また検討していきたいと思います。

【田中委員】

今のことに関して、例えば説明会で新たな情報を提示するとなると、そこに来られなかった受
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験者には同じ情報がいかないことになり、不公平なところがあると思います。例えば説明会で説

明した内容をホームページに載せるなどして、説明会に参加できなくても、全ての受験者に公平

に情報が伝わるようにしていただいた方がいいのではないかと思います。

【高校教育課長】

ご指摘のとおり、全ての受験者に伝えることは重要だと思っております。あくまで説明会は一

つの機会でございますが、それらを活用して幅広く周知を図っていくように考えております。

【米田教育長】

５月１４日の説明会で新たに提供した情報については、ホームページにも掲載して情報が伝わ

るようにしたいということでよろしいでしょうか。

【高校教育課長】

ホームページに限らず、一次試験等の機会もありますので、できる限り多くの受験者に広く公

平に届くように考えさせていただきたいと思います。

【伊藤委員】

志願書の「他県教諭等優遇措置についての希望申請」欄に「署名・印」がありますが、なぜ他

のところにはなくて、ここにあるのでしょうか。

【高校教育課長】

経緯が分かっておらず恐縮ですが、後ほどお調べして回答したいと思います。

【鎌田次長】

印鑑が必要かどうかについては経緯を調べなければ分かりませんが、他県教諭等は優遇措置が

あり、その優遇措置を受けるか受けないかを選択できます。優遇措置を受ける人は、受けるとい

う意思を示してくださいという意味だったと思います。後ほど調べさせてください。

【長岐委員】

優遇措置の内容はどういうものですか。

【高校教育課長】

優遇措置の内容は、要項の１１ページ「３ 他県教諭等の優遇措置について」にございます。

まず、年齢制限が４５歳から４９歳に緩和されること、第一次選考試験の総合教養の代わりに小

論文での受験も可能となっております。

先ほど次長からも話がありましたが、第一選考試験を総合教養の代わりに小論文で受けるのか、

それとも総合教養を希望するのか、これは受験者に選択していただくことが適切だと思いますの

で、どちらの選考の方が自分にとって有利かということを形にするという意味で、こちらに「署

名・印」があるのだと思われます。
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【米田教育長】

そのあたりは、後ほど確認したいと思います。

【猿田委員】

教師を目指す方々が教職員の待遇や福利厚生などを知るのは、どういうタイミングでどこで知

ることができるのでしょうか。何度かチャレンジしている方は、臨時講師もそうですし、待遇等

はこのくらいであろうということは把握できると思うのですが、教師を目指す学生はどうなので

しょうか。民間企業などでは、初任給がこのくらいで、休みはこのくらいあるということを知っ

た上で受験をすると思うのですが、教師の場合はどうなのでしょうか。

【高校教育課長】

県としては、教員の休みがどれくらいか、健康保険がどうなっているのかなどを整理したもの

がございません。おそらく大学から教えてもらうか、就職前もそうですし、就職後にそういった

一般的な服務などを理解することもございます。

【猿田委員】

教師を目指す大学生は、もちろん先輩方から聞いたり、おおよそこういうものだろうと分かっ

ているとは思うのですが、臨時講師等についてもそうですが、そういった情報はどこでどう知る

のでしょうか。

【義務教育課長】

一次試験の中で教育法規を課しています。公務員のことは法規で決まっており、受験者は当然、

法規を勉強してきておりますので、これが一つの前提だと考えております。法規を勉強していき

ますと、例えば休みはどのくらいあるのかなども調べれば分かります。

【猿田委員】

だいたい給与規定など、この会議の場にも何回か出てきましたが、ああいった規定を勉強した

上で受験するものなのでしょうか。

【義務教育課長】

国の法律については、基本的には地方公務員法から学校教育法などを勉強してこないと解けな

いような試験問題を課しています。ただし、給与は毎年のように変わっていますので、把握しづ

らいところはあると思います。

【長岐委員】

猿田委員がおっしゃるのは、採用試験ですから、優秀な人を採りたければ、労働条件も明示す

るなど、そういった方策はとれないのかということでしょう。ただ、これは採用候補者として名

簿に登載するだけで、実際の採用は断る自由はあるわけですね。本採用のときは、給料がいくら

くらいかということは、ある程度目安が付くような説明はあるものですか。
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【米田教育長】

新卒ですぐに採用される方と何年か講師を経験されてから採用される場合など、ケースバイケ

ースで違いますし、全て示すことは大変なので、せめて示すとすれば、企業に勤める時に初任給

はこうですと示すように、新卒ですぐに受かった場合などは示すことはできると思います。

【猿田委員】

明示できないということはないのですよね。

【米田教育長】

できないということではありません。

【猿田委員】

この後、優秀な方を採用していくとなれば、待遇をよくするということだけではなく、例えば

他県とは違う優遇があるなど、できるだけ提示して多くの方に応募していただくというような観

点からすれば、もう少し丁寧にした方がいいのではないかと思いました。

【伊藤委員】

先生方の負担が大きくなっているので、最初の求人票と言いますか、基本的な勤務条件など、

そういったものはある程度大事にして、あまりに逸脱し過ぎた過重労働にならないようにという

ことも必要なのかとも思いました。そういった意味でも提示できるといいのではないかと思いま

した。

【猿田委員】

もちろん給料だけではなく福利厚生も含めて、本県ではこういうことで優遇していますという

こともですね。激務で頑張っておられるのは分かりますが、待遇・福利厚生などからすれば、相

当優遇されているのではないかと思います。他県と比べてどうかは分かりませんが、おそらくこ

こだけ見ても分からないのではないかと思いました。

【長岐委員】

待遇もある程度分かって受けるというのが、一般の民間での雇用契約で、それが本筋ですね。

行政職はどうなっていましたか。

【佐藤次長】

行政職について、知事部局の募集要項には初任給がいくらだとか、休日はどのくらいだとか、

そういうものは大体載せてあります。他にもホームページには県職員の平均給与など、そういっ

たことも載せております。

【猿田委員】

長く講師をされている方など、講師では生活が大変だろうなと思っていました。知事部局の臨

時職員とはもちろん違いますが、それでも本採用にならないと待遇面でも相当厳しいのだろうと
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思っていたのですが、今回こういう機会をいただいて、それほどでもないなというふうに思いま

した。初めて講師をされる方は、先輩などから聞いてそのあたりは分かるのかと思うのですが、

どうなのかなと思いました。

【米田教育長】

確かに臨時講師に関しては上限がありますが、上限までいくと結構な額になりますね。教職員

給与課長、そのあたりはいかがでしょうか。

【教職員給与課長】

臨時講師ですと、大体月額２５万円程度に諸手当が付きます。ボーナスは年間約４か月分支給

されます。

【米田教育長】

そうすると、例えば一人で暮らすとすれば、それなりの生活はできますね。

【教職員給与課長】

アパートを借りれば住居手当も付きますし、それから通勤手当も付きますし、そこは臨時講師

であれば正規採用の職員と同じ給与条件になります。非常勤講師は時間給だけですけれども、臨

時講師であれば基本的には勤務経験に応じて昇給もしますし、給与条件としては同じという形に

なります。

【米田教育長】

職員必携にあるような細かい内容は、ホームページに載っていますか。

【教職員給与課長】

ホームページの中に例規がありますが、外部の方がここに入っていくというのは、なかなか難

しいかもしれません。いくつか給料表がありますので、どれが自分に該当する表なのか分からな

いというのが実情だと思います。

【米田教育長】

確かに、待遇や福利厚生面ではどうなのかということについて、情報として提供することは悪

いことではないですし、検討させていただきます。他県の状況なども確認してみたいと思います。

【高校教育課長】

臨時・非常勤講師に限らず正規職員についても、どういった方法にするのが受験者にとってよ

いのか、また、こういった仕事の魅力ということも併せて伝えていきたいと思います。他県の状

況等も見ながら考えて参りたいと思っております。

【米田教育長】

今年もまた７月２３日の第一次選考試験から始まりますが、ミス等のないように進めていきた
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いと思っておりますので、ご指導をお願いします。

【米田教育長】

予定された案件は以上ですが、他にございませんか。

特になければ、以上で本日の会議を閉じます。

お疲れ様でした。


