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平成２９年第１２回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成２９年８月１０日 木曜日

２ 場 所 教育委員室

３ 開 会 午前１０時００分

４ 閉 会 午前１０時４５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 鈴木和朗

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

福利課長 石田貞雄

７ 会議に附した議案

議案第２８号 平成３０年度秋田県立特別支援学校教科用図書の採択について

８ 議決した事項

議案第２８号 平成３０年度秋田県立特別支援学校教科用図書の採択について

９ 報告事項

・平成３０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

・平成３０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

10 会議の要旨

【米田教育長】

ただいまから、平成２９年第１２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、４番大塚委員と５番伊勢委員にお願いします。
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【米田教育長】

はじめに、議案第２８号「平成３０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２８号「平成３０年度秋田県立特別支援学校教科用図書の採択について」説明概要

・議案提出の理由は、県立特別支援学校の教科用図書については、学校設置者である県教育委

員会が採択することとなっているため。

・教科用図書については、障害の種類や程度及び発達段階に応じたものを、文部科学省検定済

教科書、文部科学省著作教科書、一般図書の３種類の中から１種類を採択することになる。

・今年度の小学校と中学校については、平成２６、２７年度に採択されたものと同じものを採

択することとなっている。

・小学部においては、新たに平成３０年度から授業が始まる「道徳」の教科用図書を採択する

必要がある。

・採択一覧により、学校毎に採択予定の図書について説明。

【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２ページの道徳の欄にある「光村」が太字になっていますが、何か意味があるのですか。

【特別支援教育課長】

意味はなく、入力上のミスであります。

【猿田委員】

採択希望が上がってきたものに対して、何か指導や助言はありましたか。

【特別支援教育課長】

特別支援学校については毎年採択を行っており、今年度は特に指導等は行っておりません。

【米田教育長】

種類が多くありますが、各学校において検討の上、案として出してきているのですよね。

【特別支援教育課長】

各学校の教科用図書調査研究委員会でまとめたものを、採択希望としてあげてきております。

【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。
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【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

では、表決を採ります。

議案第２８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２８号を原案どおり可決します。

次に、報告事項の一つめの「平成３０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】

報告事項「平成３０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」説明概要

・昨年度と大きく変更した点はなく、入学志願者検査日を平成２９年１２月２６日（火）とし

ている。

・出願資格については、これまでと同じく全県一区となっている。

・定員は、大館国際情報学院中学校と横手清陵学院中学校はそれぞれ７０名で、秋田南高等学

校中等部は８０名となっている。

・県外に居住する者の入学者数の上限は、各校５名となっている。

・選抜結果の通知は、平成３０年１月９日（火）に受検者と在籍する小学校長に通知すること

としている。

・選抜方法は、適性検査、作文、面接で総合的に行うこととしている。

【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】

個人面接と集団面接がありますが、学校によって異なるということですか。

【高校教育課長】

はい。学校によって異なっております。
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【米田教育長】

公告の「入学願書の提出期間及び提出先」では「平成２９年１１月１３日から同月１６日」と

なっていますが、要項では「平成２９年１１月１３日から平成２９年１１月１６日」となってい

ます。統一する必要があるのか、あえて表記を変えているのかどうなんですか。

【高校教育課長】

今までこの形でやってきました。公告の方を「同月」でなく「１１月」と示した方が分かりや

すいのかなと思います。

【米田教育長】

後で検討してください。

【岩佐委員】

選抜方法について適性検査、作文、面接となっていますが、配分方法は各学校に一任及び非公

開という認識でよろしいですか。

【高校教育課長】

適性検査、作文、面接を各学校で実施しますが、それに加えて入学願書や報告書等の選抜資料

等を使って総合的に選抜することになっております。

【岩佐委員】

事前に配分が決まっているわけではないということですか。

【高校教育課長】

はい。

【米田教育長】

日程以外で前年度から変わっているところはありますか。

【高校教育課長】

ございません。

【大塚委員】

各学校によって違いはあるかと思いますが、作文ではどのようなことを書かせているのですか。

【高校教育課長】

作文問題は共通のものとなっております。内容については、小学校の学校生活に関することや

自分の生活に関わること、また、これまでに経験したことを基に自分の考えを書かせるといった

ものを出題しております。
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【伊藤委員】

この資料はホームページ等で公開されているのでしょうか。

【高校教育課長】

本日、この会議終了後に実施要項をホームページで公開いたします。

【米田教育長】

特になければ次に、報告事項の二つめ「平成３０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」、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３０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」説明概要

・入学志願者検査日は、全日制及び定時制の前期は平成３０年１月３０日（火）、一般選抜は

平成３０年３月６日（火）、２次募集は平成３０年３月２０日（火）としている。

・全日制の募集定員は、県北で８０名の減、中央で２５名の減、県南で９５名の減で合計２０

０名の減となっている。また、定時制では変更はない。

・通信制の課程では、定員など昨年度からの変更点はない。

・前期選抜の選抜方法は、学力検査又は口頭試問及び面接を実施することとしている。

・一般選抜の選抜方法は、学力検査及び面接を実施することとしている。

【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。

【米田教育長】

検討して欲しいのですが、要項４ページの３（４）オの傾斜配点について、実際に導入する学

校は来年度はないです。したがって、２５ページと５５ページの関連資料を削除するのか、それ

とも導入する学校が出たときに備えて関連資料を残しておくか、どちらかに決めて欲しいと思い

ます。

【高校教育課長】

分かりました。

【猿田委員】

前期選抜における出願の条件等について、変更した学校はないのですか。

【高校教育課長】

資料４２ページ以降の「前期選抜における出願の条件等」については、各学校において毎年度

見直しをしておりますので、変更になっている部分もあります。
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【米田教育長】

この出願の条件は、各学校で出してきたものをそのまま掲載しているのですよね。

【高校教育課長】

内容は各学校で決めておりますが、表記については統一性を図るため若干の修正はあります。

【猿田委員】

変更があった場合は、高校教育課に報告などはあるのですか。

【高校教育課長】

「前期選抜における出願の条件等」は毎年報告を受けており、同時に変更点についても報告し

てもらっています。

【猿田委員】

合格結果の開示は、どこまでされているのですか。

【高校教育課長】

簡易開示の対象に学力検査がなっていますので、本人が受験した学校に申請をすれば各教科の

点数と合計点数を見ることができます。また、本開示請求であれば答案用紙も見ることができま

す。

【米田教育長】

本開示請求は、昨年度ありましたか。

【高校教育課長】

数件ありました。

【大塚委員】

学力検査日が３月なのであまり想定されませんが、先日の教員採用試験の時のように大雨など

の災害があった場合の対策はどうなっているのですか。

【高校教育課長】

大雪などの自然災害で試験ができない又は開始時間を遅らせるなどを想定して各学校で対策を

立てておりますし、高校教育課と連絡を密にしながら対応する体制ができております。また、説

明会の際にはそういった点も含めて説明するなど、万全の体制を取っていきたいと思っておりま

す。

【伊藤委員】

「特別な配慮」が「合理的配慮」に読み替えられていますが、表記についてどのようになって

いますか。
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【高校教育課長】

「合理的配慮」という言葉が使われてきておりますので今後検討したいと思いますが、今のと

ころは「特別な配慮」で統一しております。

【米田教育長】

特別支援教育課長に伺いたいのですが、一般的に「合理的配慮」と「特別な配慮」を使い分け

をした方が良いのか、それとも、同じにした方が良いのかどちらですか。

【特別支援教育課長】

「合理的配慮」が新しい言葉として広がってきており、「特別な配慮」が「合理的配慮」に切

り替わってきている時期だと思います。今はまだ「合理的配慮」という言葉が十分には浸透して

いない段階であり、来年度使用するものについては、これまで使ってきた「特別な配慮」で良い

のではないかと思います。

【高校教育課長】

申請する側は「特別な配慮」を申請する、受ける側では合理的配慮ができるかどうかという観

点で考えておりますが、今の話を受けまして来年度に向けて検討していきたいと思っております。

【猿田委員】

青森県、岩手県と毎年協定を結んでいますが、山形県とは協定は結んでいないのですか。

【高校教育課長】

山形県とは結んでおりません。

【猿田委員】

実際は山形の庄内地区の学校に進学している話を良く聞くのですが。私立が多く、県立にはあ

まり行っていないという理解でよろしいですか。

【高校教育課長】

協定は結んでいませんが、特に由利本荘地区の生徒が山形県に進学している状況があり、私立

が多いものと認識しております。

【猿田委員】

協定を結んで欲しいという要望はなかったのですか。

【高校教育課長】

把握はしておりません。
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【鎌田教育次長】

山形県は、新潟県や秋田県など他県とほとんど協定を結んでいない地域であります。本県では

仁賀保高校がなかったときは、山形県に行っている生徒は結構いましたし、歴史的にも繋がりの

深い地域でもありました。過去に協定を結ぶ動きはありましたが、山形県では今までどおりでい

いということで協定を結ぶ意思がありませんでしたし、秋田県側も出て行く際の手続を取ってい

れば問題はないということで、協定を結ぶまでには至らなかったということです。

【米田教育長】

今後、学校名が変わってくる可能性がどんどん出てきますので、しっかりチェックする必要が

あると思います。また、１５ページの「秋田県の生徒」の表記で、「秋田県と青森県との間」で

は「～秋田県の全ての公立高等学校のいずれかでも可とする」に対して、「秋田県と岩手県との

間」では「～別表にある岩手県立高等学校及び秋田県の全ての公立高等学校のいずれかでも可と

する」と違いがあるということでよろしいですね。

【高校教育課長】

はい。

【米田教育長】

他に何か御質問等はありませんか。

【猿田委員】

先日の集中豪雨に関する避難状況について、教えていただきたい。

【米田教育長】

避難している生徒はおりません。また、秋田南高校に避難してきた方がいて、２３日の朝、校

長が午前５時半頃学校に行って、その方の本来の避難場所へ車で送ったと聞いています。その後、

学校を開放して５０数名の避難してきた方に対応しており、避難してきた方はその日のうちに自

宅に帰ったようです。

高校関係では、大曲工業高校のグランドが冠水し、薬剤を使い消毒処理を行ったほか、大曲農

業高校でも大島農場を含め冠水しました。既に治まっており稲の生育には今のところ影響はない

だろうとのことでした。また、修英高校のグランドも若干冠水しておりましたが、今は治まって

おります。

教科書等に関しては、明徳館高校通信制の生徒の書写の教科書及び大曲農業高校と大曲高校の

生徒の学用品に被害があり、それぞれ学校で貸与しています。

小・中学校では、雄和小・中学校のグランド脇及び協和中学校のグランドに崩落があり、文科

省に災害援助申請を行うかも含めて今後どうするか検討中です。

学校関係以外でも、払田の柵と横手の大島山遺跡に若干の崩落があり、今後の対応について検

討中です。
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【米田教育長】

他に何かありませんか。

【高校教育課長】

本日、産業教育フェアの新しいパンフレットをお配りしております。ポスターをもとにした前

回のものとデザインを変えておりまして、具体的にどんな催し物が行われるのかを会場毎に示し

たものとなっております。また、裏面は日程表となっております。今後、秋田市内の小・中学生

や保護者の皆様等に配布して一層周知を図って参りたいと思います。また、昨日、実行委員の生

徒たちが知事を訪問しているところがテレビに放映されておりましたし、その後、秋田駅前で広

報活動も行っております。

【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。

お疲れさまでした。


