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平成２９年第１７回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成２９年１０月２５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５５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 高校教育課長 眞壁聡子

生涯学習課長 沢屋隆世

７ 会議に付した議案

議案第３７号 平成３０年度秋田県教育委員会定期人事異動方針（案）について

議案第３８号 秋田県立図書館協議会委員の任命について

議案第３９号 秋田県立博物館協議会委員の任命について

議案第４０号 秋田県立近代美術館協議会委員の任命について

８ 議決した事項

議案第３７号 平成３０年度秋田県教育委員会定期人事異動方針（案）について

議案第３８号 秋田県立図書館協議会委員の任命について

議案第３９号 秋田県立博物館協議会委員の任命について

議案第４０号 秋田県立近代美術館協議会委員の任命について

９ 報告事項

・平成３０年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況について

10 会議の要旨

【米田教育長】

ただいまから、平成２９年第１７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、２番伊藤委員と３番猿田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３７号「平成３０年度秋田県教育委員会定期人事異動方針（案）について」

総務課長から説明をお願いします。

【総務課長】

議案第３７号「平成３０年度秋田県教育委員会定期人事異動方針（案）について」説明概要

・毎年、定期人事異動の作業に入る前にお諮りしているものである。

・大まかな方向性を示す基本方針と具体的な方向性を示す実施方針で構成されている。

・国が示している「チーム学校」の考え方を盛り込んでいる。

・学校の会計事務において不祥事が相次いで発生していることから、事務の適正執行に留意し

た人員配置とすることについて明記している。

・言い回しの変更や重複する記述を省くなどの調整を行っている。

【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。

【大塚委員】

基本方針④の「家庭生活と仕事の両立支援」について、出産や育児など様々なケースがありま

すが、どの程度、本人の希望が考慮されるのですか。また、産休や育休を終えた職員は男性も含

め、親としての目線を持つなどとてもパワーアップしています。そうした職員の異動に配慮して

もらえたら、もっと女性の力が出せると思います。

【総務課長】

これから本人との人事異動に関する面談が行われますが、あらかじめ出産等の予定が分かるの

であれば、はじめから組み込んだ人事異動を行います。委員がおっしゃるとおり、女性が出産・

育児の中で貯えるパワーはすごいと思いますので、職場に戻ってそのパワーを発揮できるような

配置にしていきたいと思います。

【猿田委員】

資料６ページの②にある「専門性を発揮できるよう配慮する」とありますが、会計事務経験者

を配置するとか、若手はある程度人数がいるところに配置するなどという理解でよろしいでしょ

うか。

【総務課長】

現在は、学校事務職員単独の採用を行っておりません。知事部局との人事交流になりますので、

その際に会計事務の経験がある方を要望してまいります。そして、各学校に会計事務経験者を配

置することにより若手職員への指導と、事務室全体によるチェック機能ができるようにしていき

たいと思います。
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【猿田委員】

会計事務経験者というとらえ方は難しいと思いますが、そうした方はどれくらいいるのですか。

【総務課長】

純粋に学校事務と同じ形態はそんなにありませんが、出納や経理を担当していて財務会計・規

則に明るい職員はおりますので、そうした方を要望してきたいと思います。

【猿田委員】

知事部局側に相当数いるのですか。少ない感じがしますが。

【総務課長】

主任、主査クラスですといくつかの職場を経験してきておりますので、極力そうした職員を要

望してまいりたいと思います。

【猿田委員】

色々あったので重点項目として盛り込んだと思いますが、学校の数が多いので会計経験者を配

置するということは難しいのかなと思います。それと、「人事配置を行う」と「人事配置に配慮

する」は意味が違うのですか。

【総務課長】

言葉の意味合いからすると、「人事配置を行う」はストレートに条件に適った者を配置するこ

とで、「人事配置に配慮する」は満額そのとおりには行かないという意味になろうかと思います。

本人の希望と所属の期待する者には若干ずれがありますので、「配慮」という形で記載しており

ます。

【猿田委員】

私は「～に配慮して人事配置を行う」というのが全てかと思ったのですが、後ろに「配慮す

る」が来ているということは、なかなかそこまでは難しいが検討するという意味合いなのですか。

【総務課長】

その点は努力しているところです。

【米田教育長】

知事部局で採用されキャリアを積んできている人の中には、会計関係に携わらないで来ている

人も結構いるのですよね。

【総務課長】

実際にはいると思います。
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【岩佐委員】

以前は学校事務職員採用があったので、その採用の職員が専門でずっとやってきていたが、そ

れ以降は知事部局との人事交流という話がありましたが、将来的に事務局長クラスも知事部局と

人事交流した職員が対象となるのか教えていただきたい。

【総務課長】

既に県立高校の事務長で知事部局の職員が数名おります。「チーム学校」という考え方の中で

学校事務職員にもいろいろな期待がされておりますので、今行っている人事交流のスタイルで良

いのか、また、学校に精通した職員の育成も必要ですので、学校事務職員採用の復活も視野に入

れて現在検討しているところであります。

【岩佐委員】

そもそも学校事務職員の採用を廃止した趣旨は何ですか。

【総務課長】

平成１５年度から一本化しております。その当時の考え方は、スペシャリスト育成も大事であ

るが、いろいろな視点を持ち合わせた知事部局での職務経験を学校に活かすことも必要であろう

と人事交流を始めております。全国でも同じような動きもありますし、再度、学校事務採用を復

活する動きも出てきております。他県の状況も見ながら検討していきたいと思います。

【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３７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３７号を原案どおり可決します。

次に、議案第３８号「秋田県立図書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。
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【生涯学習課長】

議案第３８号「秋田県立図書館協議会委員の任命について」説明概要

・現委員が平成２９年１１月８日で任期満了となることからお諮りするものである。

・今回任命する委員の任期は、平成２９年１１月９日から平成３１年１１月８日までの２年と

なる。

・委員１３名のうち、再任は３名で、その他１０名は新任となっている。

・女性比率は６１．５％となっている。

・図書館法第１４条に基づき図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館が行う

図書館サービスにつき館長に対して意見を述べることを職務としている。

【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。

【岩佐委員】

年に何回開催されるのかと、委員の出席率はどうなっているのか教えていただきたい。また、

２番の小林さんは、学校長の充て職でなっているのか、それとも個人としてなっているのか教え

ていただきたい。

【生涯学習課長】

開催回数は１～２月に１回、７～１０月に１回の年２回となっております。出席率については、

事前に日程調整を行って開催していることから約８～９割となっております。小林校長先生につ

いては、特別支援教育の立場での委員としており、充て職的な要素は強いのですが学校教育の立

場からお願いしているものであります。

【猿田委員】

１１番から１３番の利用者についてですが、図書館利用者の数が多い中でどのように選考され

たのですか。また、公募は何名いる中での選考となっているのですか。

【生涯学習課長】

公募については１名の公募で１名の選考となっております。１１番の方については、雑誌スポ

ンサー制度で参加いただいている企業の方からということでお願いしているものであります。雑

誌スポンサー制度とは、企業等から雑誌の寄贈を受けて図書館の雑誌コーナーのスポンサーにな

っていただくものであり、併せて図書館を利用していただく制度であります。スポンサー企業の

情報発信の場としてもご利用いただいております。現在、３１社がスポンサーとなっております。

１２番の方については、図書館のヘビーユーザーでもありましたし、インターンシップで来てお

り大変興味があるということでお願いした経緯があります。

【米田教育長】

公募が１名しかいなかったという点について、我々として反省すべき点はありますか。
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【生涯学習課長】

今回は、総務部総務課の共同公募の中に入れて行ったので、まぶれた感はありました。別枠で

公募をしてよいとのことでしたので、社会教育委員公募のときは別枠で実施したのですが、それ

でもあまり多くはありませんでした。もっとＰＲの仕方を考えなければいけないと思っておりま

す。

【米田教育長】

本を多く借りているなどの利用状況について、一人一人の状況はカード等で管理されていて分

かる状態になっているのですよね。

【生涯学習課長】

データで管理されていて分かるようになっております。電算で別に処理が必要であり、職員に

も分からないようになっております。

【伊勢委員】

新任の方が多い理由は何ですか。

【生涯学習課長】

任期を２期までとしており、また、幅広く利用者等の方々から意見を伺いたいこともあり新規

の方が多くなりました。

【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３８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３８号を原案どおり可決します。

次に、議案第３９号「秋田県立博物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。
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【生涯学習課長】

議案第３９号「秋田県立博物館協議会委員の任命について」説明概要

・委員１３名の内、日本放送協会秋田放送局副局長の加藤忠氏の退任に伴い、後任の近藤敏之

氏を任命するものである。

・任期は前任者の残任期間の平成３１年７月８日までである。

【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】

前任者は県外に異動になったのですか。

【生涯学習課長】

そのように伺っております。

【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３９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３９号を原案どおり可決します。

次に、議案第４０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４０号「秋田県立近代美術館協議会委員の任命について」説明概要

・委員１０名の内、秋田魁新報社文化部長の泉一志氏の退任に伴い、後任の渡辺歩氏を任命す

るものである。

・任期は前任者の残任期間の平成３０年６月９日までである。
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【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】

充て職の人事異動による交代事案ですが、ＮＨＫや秋田魁新報社に固定しているのですか。民

放が入ることはないのですか。

【生涯学習課長】

委員を務めていただくとともに県民への情報発信も期待しており、県民が多く触れている報道

機関ということと、文化部長など専門的な視点から図書館や美術館などの運営に役立つアドバイ

スをいただけるということからお願いをしております。

【米田教育長】

委員の定数は何名までですか。

【生涯学習課長】

最大１５名となっております。

また、民放の方々については、一緒に実行委員会として運営する側にまわっていただいてる場

合が多いということもあります。

【猿田委員】

この協議会は横手市にある近代美術館で行われると思いますが、小坂町など遠方の方やお忙し

い学識経験者の方などの出席状況を含めた開催状況はどのようになっていますか。

【生涯学習課長】

近代美術館を会場に開催しております。小坂町教育委員会事務局長など遠方の委員がいらっし

ゃいますが、ご出席いただいております。また、県北地区には美術館的なものが少ないことから、

近代美術館では意識的に移動展を開催するなど、全県に県所有の美術品を幅広く活用いただくた

めの理解促進を図るため、県北、中央地区からも委員を任命しているところです。

【猿田委員】

委員の出席状況はどうなっていますか。

【生涯学習課長】

事前に開催日等の日程調整を行っていることから、約８～９割の委員から出席いただいており

ます。

【米田教育長】

会議の開催時間はどのくらいですか。
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【生涯学習課長】

大体２時間くらいです。展示の中身や今後の方向性、学校や移動展の利用状況等について協議

いただいております。

【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４０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４０号を原案どおり可決します。

次に、報告事項の「平成３０年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況について」、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３０年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況について」説明概要

・平成２９年９月２９日現在の状況である。

・卒業予定者数８，３３４人、就職希望者数２，１２９人、うち就職内定者数１，２３０人

（５７．８％）で、ほぼ昨年並みとなっている。

・未内定者は８９９人となっている。

・県内就職率は５１．９％、県外就職率は６９．３％となっている。

・就職内定率が安定している理由は、８月末の県内の求人倍率が２．３９倍と高い水準を維持

していることと、小さい頃からのキャリア教育の積み重ねにより自分の進路を良く考えるよ

うになったことなどが挙げられる。

・公務員については、まだ決まっていないため、決まり次第報告する。

【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。
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【猿田委員】

公務員希望者は、昨年と比べてどうなっていますか。

【高校教育課長】

確認して後ほどお知らせいたします。

【伊藤委員】

県内と県外などの併願ができると思いますが、どのような状況になっていますか。

【高校教育課長】

複数応募については、確認して後ほどお知らせいたします。

先ほどの質問の公務員希望者数は昨年と同じ数となっております。

【伊藤委員】

県内就職の状況を見ると、男女の差や県北、中央、県南の地域差があるように見えますが、ど

のように分析をされていますか。

【高校教育課長】

県内の地域の差については、今年度だけ比較しますと県北、県南ともに良好な状況になってい

ますが、県北については、昨年度と今年度を比較すると内定率が非常に高くなっており、その背

景には就職希望者が大幅に少なくなっていて、企業側では早めに内定を出しているのではないか

と思います。また、男女の差については、希望する職種が女子は一般事務や販売に集中しがちで

あり、そういった点で差が出ているものと思います。

【伊藤委員】

募集の時期がずれるということですか。

【高校教育課長】

募集時期がずれるということはないと思います。企業側は早めに動いており、特に建設業は女

子を呼び込もうといろいろなところで広報を行っているようです。

【猿田委員】

女子は地元で事務に就きたいという傾向がありますが、県内の事務職の求人が少ない状況であ

り、県外に流れるという場合もあります。また、現業で女子を募集したい会社はたくさんありま

すが、なかなか思うようにはいかない状況があるかと思います。

【高校教育課長】

先ほど質問のあった複数応募の件ですが、県内の複数応募については２名しかおりませんでし

た。複数希望できますが、第１希望に絞っている傾向があります。好調であるため１回目を失敗

しても２回目に挑むという傾向があるように思います。
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【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。

以上で本日の会議を閉じます。

お疲れさまでした。


