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平成２９年第６回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成２９年４月１３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１０分

５ 出 席 者 教育長 米田 進

委 員 岩佐 信宏

伊藤佐知子

猿田五知夫

大塚和歌子

伊勢 昌弘

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 保坂一美

教職員給与課長 嵯峨 要 幼保推進課長 小柳公成

義務教育課長 佐藤有正 高校教育課長 眞壁聡子

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 石田貞雄

７ 会議に附した議案

報告第 ４号 教育庁等職員の任免についての専決処分報告

議案第１０号 平成２９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１１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

８ 承認した事項

報告第 ４号 教育庁等職員の任免についての専決処分報告

９ 議決した事項

議案第１０号 平成２９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１１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

10 報告事項

・認定こども園の設置状況等について

・平成２９年度秋田県公立高等学校入学者選抜一般選抜学力調査抽出調査結果につ
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いて

・平成２９年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験の結果について

・平成２９年３月高等学校卒業者の就職決定状況について

・平成２９年３月特別支援学校高等部卒業者の就職決定状況について

・秋田県立美術館美術顧問の任期更新について

11 会議の要旨

【米田教育長】

ただいまから、平成２９年第６回教育委員会会議を開催いたします。

本日の議事録署名員は、１番岩佐委員と２番伊藤委員にお願いします。

【米田教育長】

はじめに、報告第４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、総務課長か

ら説明をお願いします。

【総務課長】

報告第４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。

【伊藤委員】

総務課政策監の異動が今の時期になった理由はあるのですか。

【総務課長】

政策監のポストが空席となっており、選挙後の今回の異動となっております。

【伊藤委員】

年度末の異動ではなく、選挙が終わるのを見て行ったと理解してよろしいですか。

【総務課長】

そのとおりです。

【米田教育長】

政策監も課長級の職となっており、この時期になったということですね。

【米田教育長】

他にありませんか。

特になければ、承認してよろしいでしょうか。
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【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

それでは、報告第４号を承認します。

次に、議案第１０号「平成２９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１０号「平成２９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

【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。

【伊勢委員】

１名の方が一般公募となっていますが、具体的にどのように公募しているのですか。

【義務教育課長】

この審議会だけではなく、県庁全体で共同して公募をしており、本審議会への希望があった方

の履歴や公募理由を考慮して、委員の候補としております。

【米田教育長】

他にありませんか。

特になければ、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１０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１０号を原案どおり可決します。

次に、議案第１１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。
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【義務教育課長】

議案第１１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

【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。

【岩佐委員】

資料１３ページに全県の小・中学校の教員の人数が載っていますが、これに対して臨時の先生

はどのくらいの人数か教えてください。

【義務教育課長】

今、手元に資料がないため後ほど回答いたします。

【猿田委員】

定数の定め方で、昨年度との違いはあるのでしょうか。

【義務教育課長】

変更はありません。

【猿田委員】

３０人程度学級を実施している中、１クラス１０人台のところもあれば、逆に３７～８人で２

クラスに分けられない学校もあります。その点について改善等はされていますか。

【義務教育課長】

今後、我々も改善を図らないといけないと考えております。学級増の方法については、１学級

を増やした場合に２５人以上の学級が含まれる場合は学級増をするという扱いとしております。

１学級を増やした場合に全てが２４人以下の学級となる場合は学級増にはなりませんが、学級の

人数が多い場合は非常勤講師を配置するなどの措置を行っているところであります。

【米田教育長】

言葉だけではなかなかイメージが湧きにくいのですが、課題と感じる点もありますので改善を

図るように努めてまいりたいと思っています。

先ほどの岩佐委員の質問に対して回答をお願いします。

【義務教育課長】

臨時講師の人数ですが約３８０名程度となっております。

【米田教育長】

それは小・中学校併せてですか。
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【義務教育課長】

はい。

【伊藤委員】

秋田市の中学校でマイナス２６人となっていて、極端に減った印象があります。秋田市は小・

中学校の合併がほとんどない地域と理解してまして、あくまでも小・中学校の方針は市町村で打

ち立てているのですが、一方、県立の中学校や高校ではクラスを縮小統合している状況がありま

す。今後も、市町村立学校の合併や統合などの学校運営に県として発言等はしないのでしょうか。

【義務教育課長】

基本的には、小・中学校の設置者は市町村であり、それぞれの地域の事情もありますので、判

断は市町村が行うことになりますが、学校の適正規模・適正配置については、文部科学省で調査

研究等が行われていますので、そういったものも活かしながら、県としても助言等を行うことも

あると考えています。

【伊藤委員】

先生方の働き方というものが、小さい学校ですと複雑になっていくと思うので効率が悪いのか

なと思い質問いたしました。

【米田教育長】

資料１３ページの学校増減の欄には数字の記載はなく、平成２８年度から平成２９年度にかけ

て学校数の増減がなかったということを表しております。一方、資料１４ページの学校増減の欄

には若干数字が載っています。今回学校数の増減がなかったのですが、児童生徒の数により教職

員の数に変化があったということです。

【猿田委員】

当初予算を計上するに当たっての教職員の数は、この数値を使っているのですか。

【義務教育課長】

当初予算の計上は、条例の定数で行っております。この教育委員会規則については、４月１日

現在の児童生徒数で市町村ごとに教職員の定数を定めるものとなります。

【猿田委員】

当初予算で計上する教職員の数は、概算で行うのですか。

【教職員給与課長】

義務教育課分に関しては、義務教育課管理班から提供されたデータを基に積算を行っておりま

す。教員の給与に関しては、休職、育児休業、病気休暇の代替講師分などを含めて予算化してお

ります。
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【義務教育課長】

条例の定数に関しては１２月１日時点のものとなりますが、今回の規則は４月１日現在のもの

となり、時点が新しくなっております。

【米田教育長】

去年の１２月１日時点をベースに計算したものの方が多く、今回の４月１日時点の数値はそれ

を超えることはないということですね。大きく捉えて当初の予算計上をしているという考え方で

よろしいですね。

【義務教育課長】

そのとおりです。

【米田教育長】

他にありませんか。

特になければ、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１１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１１号を原案どおり可決します。

次に、報告事項の一つめ「認定こども園の設置状況等について」、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「認定こども園の設置状況等について」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。

【岩佐委員】

幼稚園、保育園がいくつあるうちの８１なのですか。また、助成金については、いつ頃までに

申請するのですか。
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【幼保推進課長】

就学前の施設として３つに分類しておりますが、幼稚園が３１園、保育所が２１８園、幼保連

携型認定こども園が５７園で合計３１３の施設数となっております。助成については、予算を確

保する必要があり、適宜必要に応じて市町村をとおして予算を確保しております。

【岩佐委員】

特に申請期限は設けておらず、随時対応しているということですか。

【幼保推進課長】

基本的にはそうですが、事実上は年度内という事業機関がありますので多くは６月や９月を目

処に申請されている状況です。

【伊勢委員】

保育所２１８園のうち、７園が保育所型認定こども園になっているということですか。

【幼保推進課長】

保育所が２１８園あり、そのうち保育所型認定こども園となっているのが１０園です。

【大塚委員】

認定こども園が増えてきていると思いますが、認定こども園と付いているのは保育園と幼稚園

の設置基準を満たしているので、利用者にとってはより良いと思って良いのですか。

【幼保推進課長】

認定こども園のメリットは、保育所は保護者が働いているという条件が必要になりますが、認

定こども園は保護者の就労状況に関わらず転園することなくずっと園にいれるという点がひとつ

めです。ふたつめは、特に過疎地域においてですが、規模の小さい市町村ですと管内に保育所し

かない場合があります。認定こども園になることによって、就学前の教育ニーズを満たすことが

できることです。

【大塚委員】

認定こども園になるためには、数々の要件をクリアする必要がありますが、補助金等のメリッ

トがあるのですか。

【幼保推進課長】

認定こども園になるために、単に申請書類を提出されれば認定するということは秋田県ではし

ておりません。１～２年訪問指導し、内容が適切なのか直接確認しております。ある程度の水準

を満たしていることになる。補助金については、認定こども園への補助率が幼稚園、保育園に比

べて高いものが多くなっております。国も含めて認定こども園の方に誘導している状況です。
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【猿田委員】

目標を大きく上まわって予想以上に新設されていますが、数が増えることによる運営上の課題

等はありますか。また、待機児童について、現状はどうなっていますか。

【幼保推進課長】

課題については、数が着実に増えてきておりますが、県では数が増えれば良いとは考えており

ません。認定を受けた後も訪問指導をしており、１～２年の間に年間２回ぐらい計４回程度行っ

ております。認定の数が増えることによって職員の多忙化があり、今後、考えていかないと行け

ないと思っております。また、待機児童については、平成２７年４月１日現在では３７人、平成

２８年４月１日現在では３３人となっており、解消されていない状況であります。施設が整備さ

れていっても保育士の確保がままならない状況でして、なかなか解消しきれない状況です。

【米田教育長】

特になければ次に、報告事項の二つめ「平成２９年度秋田県公立高等学校入学者選抜一般選抜

学力調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２９年度秋田県公立高等学校入学者選抜一般選抜学力調査抽出調査結果につ

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。

【岩佐委員】

設問によって得点率が１１～１２％と低くなっており、設定した通過率に難があったのか、必

要なものに対して十分教えていなかったのか、それとも根本的に秋田県の子どもが苦手な部分な

のか、課長の見解をお聞かせください。

【高校教育課長】

高校一般選抜の問題に関しては、小問ごとに通過率は設定しておりません。全体のそれぞれの

科目に対して、おおよそ５７点±５点の平均点を想定しております。各高校によって平均点も異

なりますし、数学においては、大問１や大問５は選択問題になっており、各高校に応じて選択し

てもらっています。小問ごとに難易度が異なる問題を設けております。

【岩佐委員】

そこが差が付くポイントとなる問題となっているのですね。

【高校教育課長】

はい。
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【大塚委員】

社会は地理や歴史など多岐にわたっているにもかかわらず得点率が良く、その他の科目を見る

と最後の設問で極端に低くなっている。教える側では、その部位分を教えることで良い成績につ

ながるのではと思いました。この問題を作る先生方は、問題作成委員会みたいな特別なものはあ

るのでしょうか

【高校教育課長】

問題作成委員会を設置して問題を作成しております。また、社会の平均点が上昇した点につい

ては、地理、歴史、政治経済の分野から満遍なく出題されておりますが、授業改善により、記述

式の問題でも知識を踏まえた上で実際の生活に照らして答える問題の正答率も高くなっておりま

すので、そういう活動が普段の授業中で行われている成果だと思っています。

【伊藤委員】

英語が話せるようにという説明がありましたが、問題もそういった方向にシフトしていくとい

うことで理解してよろしいですか。

【高校教育課長】

現在は、記述式の問題であっても自分の考えや意見を書いて表現するという問題となっており

ます。「話す」ということに関しては、現状では採点が困難であると考えます。スピーキングテ

ストを導入するとなれば、各学校でもクリアしないといけない問題がありますので、今のところ

は、「表現」というのは「書く」という形で行っており、「聞いて答える」というリスニングテ

ストと併せて行っているところであります。

【伊藤委員】

英語はスピーキングが重要と考えます。テストが変われば教育も変わると思いますので、今後

是非スピーキングテストを入れてもらえれば、秋田の英語力がもっともっと向上すると思います

【米田教育長】

多面的に検討しないといけないものと考えます。大学入試に関しては、「話す」は一方的に話

すものと、やり取りを行えるかというものに分けて検討しようとしており、具体的にどう展開し

ていくのかということに関しては、多くの課題がありまして今すぐとはいかないと思います。

【伊藤委員】

重々承知しておりますが、是非、大学のテストより先駆けて斬新なものを思います。

【高校教育課長】

確かに、話したり聞いたりするコミュニケーション能力の向上が今求められております。本県

では、２次試験にスピーキングテストがある英語検定３級を全員受検するとか、パフォーマンス

テストという校内の定期テストでのスピーキングも取り入れておりますので、それらを踏まえて

考えていきたいと思います。
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【米田教育長】

公平性が大きな課題となりますし、何を問題にして使うかなど様々な課題があります。非常に

価値のある課題だと思います。

他にありませんか。特になければ次に、報告事項の三つめ「平成２９年度秋田県公立高等学校

入学者選抜一般選抜学力調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２９年度秋田県公立高等学校入学者選抜一般選抜学力調査抽出調査結果につい

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。

東京都との協調選考について、説明をお願いします。

【高校教育課長】

平成２３年度の教員採用試験から実施しておりまして、本県の採用１次試験及び東京都の採用

２次試験を合格し、教員として東京都で５年以上勤務した者が、本人の希望と秋田県においての

採用面接を実施した上で秋田県の教員として採用するという協定を東京都と結んでおります。今

回の東京都との協調選考で採用となった１名は小学校の教員となっております。

【米田教育長】

採用延期者が３名いますが、どういった理由からですか。

【高校教育課長】

受験した時点で大学院の１年目の学生が２名と、出産の為が１名の計３名となっております。

【米田教育長】

他に何かありませんか。特になければ次に、報告事項の四つめ「平成２９年３月高等学校卒業

者の就職決定状況について」、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２９年３月高等学校卒業者の就職決定状況について」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。

【伊藤委員】

素晴らしい決定率となっており、先生方の丁寧な対応がありがたいと思いました。
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【米田教育長】

特になければ次に、報告事項の五つめ「平成２９年３月特別支援学校高等部卒業者の就職決定

状況について」、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】

報告事項「平成２９年３月特別支援学校高等部卒業者の就職決定状況について」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。

【伊藤委員】

就職した７０名のうち正規雇用は何％ですか。

【特別支援教育課長】

７０名のうち正規雇用が１１名で１５．７％となっております。その他は臨時、非常勤又はパ

ートという形の雇用となっております。

【米田教育長】

特になければ次に、報告事項の六つめ「秋田県立美術館美術顧問の任期更新について」、生涯

学習課長から説明をお願いします。

【生涯学習課長】

報告事項「秋田県立美術館美術顧問の任期更新について」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。

予定された案件は以上ですが、他にございませんか。

本日の教育委員会会議が、最後の出席となる課長がおりますので紹介いたします。

小柳幼保推進課長は福祉政策課長になられます。

【幼保推進課長】

４／１７付けで健康福祉部の福祉政策課へ赴任いたします。幼保推進課は約２年でありまして

教育委員の方々には大変お世話になりました。異動先においても引き続き様々な面で御指導いた

だけたらと思っております。本当にありがとうございました。

【米田教育長】

以上で本日の会議を閉じます。

お疲れさまでした。


