
平成２４年

第１１回教育委員会会議録

秋田県教育委員会



- 1 -

平成２４年第１１回教育委員会会議録

１ 期 日 平成２４年８月２日 木曜日

２ 場 所 教育委員会委員室

３ 開 会 午後２時００分

４ 閉 会 午後３時３０分

５ 出席委員 猪股 春夫

北林 真知子

田中 直美

長岐 和行

米田 進

６ 説明のための出席者

教 育 長 米田 進

教育次長 粟津尚悦 教育次長 白山雅彦

参事（兼）高校教育課長 福田世喜 参事（兼）特別支援課長 江橋宏栄

総務課長 深井 智 施設整備室長 伊藤良和

教職員給与課長 船木和紀 幼保推進課長 廣野宏正

義務教育課長 吉川正一 生涯学習課長 小川秀昭

文化財保護室長 佐々木人美 保健体育課長 越後谷真悦

福利課長 金 義晃 総合教育センター所長 風登森一

７ 会議に附した議案

議案第３２号 平成２５年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について

議案第３３号 平成２５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３２号 平成２５年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について

議案第３３号 平成２５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

・認定こども園の認定について

・平成２５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

・平成２５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２４年度第１回あきた総合支援エリアかがやきの丘運営委員会について



- 2 -

10 会議の要旨

【猪股委員】

ただいまより、平成２４年第１１回教育委員会会議を開催いたします。

本日は委員長が都合により欠席されておりますので、秋田県教育委員会会議規則第６条により、

私が委員長の職務を代理します。

会議録署名員は２番北林委員と４番長岐委員にお願いします。

はじめに、議案第３２号「平成２５年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について」、高校

教育課長から説明をお願いします。

【参事（兼）高校教育課長】

議案第３２号「平成２５年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について」説明

【猪股委員】

議案第３２号について説明していただきましたが、質疑等ございませんか。

【田中委員】

教科書調査研究委員会について、「年度末に感想・意見を取りまとめる」とありますが、どの

ような段取りで進めているのか、また、その意見によって教科書の出版社が変わったところがあ

るのか、その２点について教えてください。

【参事（兼）高校教育課長】

年度末の各教科部会で振り返り、当該年度に使用した教科書がどうだったか、意見交換をして

います。教科書の採択の前に、使用教科書の感想・意見を記入してもらい、その意見をベースに

今年度の採択をすることにしております。例えば、国語表現Ⅱでは「様々な言語活動が記載され

ているので、進学・就職いずれのコースでも使いやすかった」とか、新数学Ⅰでは「中学校から

の橋渡しができており、スムーズに高校の数学に入ることができた」などの感想があり、このよ

うな意見・感想を考慮し、次年度の教科書をどうするかという検討に入ります。

【田中委員】

その結果、前年度と使用する教科書が変わったケースはありますか。

【参事（兼）高校教育課長】

どんな意見を受けてどう変わったまでは細かく把握しておりませんが、前年度から変更してい

る学校はけっこうあります。学校方針により、同じ教科書を毎年使用すると指導のマンネリが起

きるという理由から、学年が変わる度に採択する教科書を変更する学校もあります。

【長岐委員】

採択のため流れの中で、県教育委員会の指導・助言とありますが、今年度の事務で指導・助言
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をしたケースはありましたか。

【参事（兼）高校教育課長】

大きく分けて三点ありました。一点目は、選定理由の不適切な記述について、誤字・脱字程度

のものも含めて、訂正を求めました。二点目は、例えば、教育課程表にはある科目について、選

定した教科書では取り上げていないなど、教育課程と選定教科書の整合性の観点から訂正を求め

たものがありました。また、三点目ですが、学習指導要領では、国語総合は国語の中で最初に学

ぶ科目であり、その後に国語表現を学ぶことになっておりますが、二つの科目を同時に行うこと

で考えているものの順次性を指導したものがありました。

【猪股委員】

先ほど教科書の第１部と第２部について説明がありましたが、もう少し詳しく説明していただ

けますか。

【参事（兼）高校教育課長】

理科と数学は、今年度の４月から新しい学習指導要領を先行実施しており、来年度から全ての

教科で全面実施になります。新しい学習指導要領は旧学習指導要領からの変更点が多く、それに

応じて教科書も変わります。新しい学習指導要領に基づいたものが第１部の教科書で、旧学習指

導要領に基づいた教科書が第２部になります。来年度の２、３年生は、第２部の教科書を使用す

ることになります。

【猪股委員】

新学習指導要領の内容について、特に大きく変わった点はありますか。

【参事（兼）高校教育課長】

各教科ごとにそれぞれ変更点はありますが、例えば国語では、今までは選択科目の一つで

であった「国語総合」が、国語の基礎を学ぶために必履修になりました。また、英語では、

中学校との接続のために、英語が得意でない生徒がスムーズに高校英語に入れるように、

「コミュニケーション英語基礎」という科目が設けられました。数学でも、数学を社会生活

の中でどう活用していくかということに照準を当てた「数学活用」という科目が新しくでき

ました。以上のような科目の名称や位置づけの変更のほかに、全般的に、思考力や表現力を

伸ばす内容に変更になっております。

【北林委員】

簡単に言えば、第１部は新１年生のための教科書、第２部は新２年生、３年生のための教

科書ということでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

はい。そうです。



- 4 -

【北林委員】

今説明していただいた「国語総合」についてですが、第２部では明徳館高校しか採択しており

ません。他の学校では採択していないということは、選択肢を設けていないのでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

「国語総合」は、１年生で終了する科目ですので、２年生になっても継続でやる学校が採択し

ております。選択というのは、１年生時の選択ということです。

なお、理科と数学は先行実施ですので、第１部に新２、３年生分が入っています。

【田中委員】

一つの教科で複数の教科書を採択している学校がありますが、これは学科ごとに採択している

のでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

学科ごとに教科書が違うことが考えられますが、時には、進路コースごとに教科書を変えるこ

ともあります。

【猪股委員】

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。

【猪股委員】

では、表決を採ります。

議案第３２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。

【猪股委員】

では、議案第３２号を原案どおり可決します。

次に、議案第３３号「平成２５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。

【参事（兼）特別支援教育課長】

議案第３３号「平成２５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

【猪股委員】

議案第３３号について説明していただきましたが、質疑等ございませんか。
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【北林委員】

盲学校についてですが、盲学校には全盲や弱視など、いろいろな方がいると思いますが、触っ

てわかるものでなく一般的な印字の教科書を採択しているように見受けられます。これは、視力

がある子どもたち用に採択しているのでしょうか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

弱視の児童生徒については、拡大投影機という機械を使用しております。

【田中委員】

先ほど、高校の教科書の採択について流れを説明していただきましたが、特別支援学校の教科

書についてはどのような流れになっているのでしょうか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

特別支援学校も高校と同じ流れになっております。

【田中委員】

小学校教科用図書については、昨年と同じとのことでしたが、このことについてどのような意

見が出たのでしょうか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

進級する子どもについては、教育課程が変わらないのでこれまでと同じ教科書を使用したほう

がいいという意見がありました。また、例えばきらり支援学校で一時入院して普通学校に戻る子

どもについては、戻る学校がある秋田市の教科書に合わせますので、秋田市が教科書を変えなけ

れば変わらないという背景があります。

【猪股委員】

議案書の３０ページの小学校教科用図書採択一覧について、栗田養護学校では中学部の欄に採

択する出版社名がありますが、これは小学部の欄に入れるべきではないのでしょうか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

文部科学省の検定教科書については、知的障害の特別支援学校用教科書は２種類あり、同学年

で使う方法と多学年で使う方法とあります。必ずしも同じ学年で使うわけではなく、中学部であ

っても小学校教科用図書の方が使いやすい場合はそれを使うなど、発達の程度に応じた使い方も

許されております。栗田養護学校は多学年適用をしていることになります。

【猪股委員】

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。
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【猪股委員】

では、表決を採ります。

議案第３３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。

【猪股委員】

では、議案第３３号を原案どおり可決します。

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】

「認定こども園の認定について」説明

【猪股委員】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【田中委員】

以前は、認定こども園フェスティバルという、新しく認定になった認定こども園を県民に紹介

したりフォローする事業をやっていましたが、今は何かやっていますか。

【幼保推進課長】

現在はイベントというかたちで紹介する機会はありませんが、幼保推進課でホームページを開

設しておりますので、認定こども園についてはホームページで発信しております。各施設に対し

ては、機会があるごとに周知しておりますが、一般の方は、ホームページを見ることができる人

だけが見ているという状況です。

【田中委員】

認定こども園フェスティバルは、イベントの一つではあったかもしれませんが、それぞれの地

域で幼稚園や保育所、認定こども園を公開し、地元の人も参加することで認定こども園がどうい

うものなのかも分かり、とても良い機会だったと思います。ホームページは、見る人は頻繁にチ

ェックしているかもしれませんが、限定的なものになってしまいますので、大きなイベントでな

くてもホームページ以外のことで、県として市町村と協力しながらできることはないのかと思い

ます。

【幼保推進課長】

市町村の子育て支援情報発信の中に、認定こども園の情報を入れていただいている市町村もあ

ります。各市町村の様々なツールからの発信も含めて、どのような方法で行っていけばいいのか

考えていきたいと思います。



- 7 -

【北林委員】

認定こども園の認定については、以前よりも前向きでない印象を受けます。全国的にみても秋

田県は力を入れてきたと思いますが、近年は消極的な印象を受けるほど、認定こども園に対して

の姿勢が明確化されていないと感じます。

このことについて、幼保推進課としてはどのように考えているのか教えてください。

【幼保推進課長】

幼保推進課としては、幼稚園、保育所どの施設であっても、平等に質の高い教育・保育を確保

していくことを目標に、そのツールの一つとして、認定こども園の拡大に努めているところであ

り、推進しています。一方で、認定こども園になったときの施設にとってのメリットがどのくら

いあるのかが課題となっており、幼保一体化の取組に熱心なところの中にはすでに認定こども園

に移行していることから、各施設の方々の意識付けをさらに後押ししなければないないと思いま

すし、何かもうひと工夫する必要があることは認識しております。今後とも、認定こども園の拡

大を進めていく姿勢に変わりはありませが、今後制度改正もひかえていることから、拡大の進め

方については検討の余地があると考えています。

【北林委員】

秋田県としてのスタイルをしっかり堅持していく必要があると思います。それが必ずしも認定

こども園である必要はありませんが、教育・保育の質の水準を上げていくことの手段の一つとし

て認定こども園を採用しているという、秋田県の姿勢をしっかり示していかなければならないと

思います。残念ながら、その姿勢が今は伝わってきません。

認定こども園に認定されるためには色々な条件があり、どんなに高い水準を維持しようと思っ

ても、面積や設備的な問題から実現できないこともあると思います。都市部には都市部、郡部に

は郡部の問題がそれぞれあると思うので、その問題部分を補ったり代替していくことも推進の一

つになると思いますが、国の基準は必ず守らなければならないものでしょうか。

【幼保推進課長】

幼稚園、保育所として最低限の基準が設定されており、維持していくために守らなければいけ

ない基準もありますので、その部分については堅持していかなければなりません。それぞれの地

域のニーズによってどのように補ったり代替できるのかについては、柔軟に対応していくことに

なるかと思います。

【北林委員】

柔軟な対応が可能であるということが、幼稚園や保育所に理解されないと認定こども園の拡大

は進まないと思いますので、広報にも力を入れていただきたいと思います。

【猪股委員】

認定こども園の数の目標を設定していたと思いますが、推進している姿勢に変わりがなければ、

目標値に対しての実績値も報告していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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【幼保推進課長】

平成２４年度の目標値は２９園となっておりますので、今回の認定により平成２４年度の目標

は達成したことになります。来年度は、４園から５園の増を目標としており、認定に向けた取組

を進めております。

【猪股委員】

社会状況は変わっても、目標に対して進めていくことは必要だと思いますので、しっかり進め

ていただきたいと思います。

他になければ、次に、「平成２５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」及び「平成２５年度秋田県公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。

【参事（兼）高校教育課長】

「平成２５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

「平成２５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

【猪股委員】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

それでは、私から質問させていただきます。

高校の資料１ページにある２次募集についてですが、ここにだけ「原則として」という言葉が

ありますが、なぜここにだけあるのでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

例えば、インフルエンザなどに罹り、追検査でも受検できず一般選抜を受けることができなか

った場合や、３月の中旬以降に親の転勤などにより秋田県に転入してくる場合など、個別検討の

可能性を考え、様々な状況に対応する余地を残しておくために、ここだけ「原則として」として

おります。

【田中委員】

この公告は、いつ付けで行うのでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

８月１０日を予定しております。

【田中委員】

大きく変更になっている点がありますので、少しでも早く受検者に伝えてほしいと思います。

高校の体験入学も始まっておりますが、これまでは何も公表していなかったのでしょうか。
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【参事（兼）高校教育課長】

２月の教育委員会会議で報告をした時点で、変更内容については各市町村教育委員会に通知を

し、説明をしております。また、口頭説明になりますが、校長会や教育事務所長会議などでも伝

えてきております。今回は実施要項として、細かいところまで定めた部分を公表するものです。

【北林委員】

中学校の募集についてですが、募集定員の８０名は、受検可能な小学校６年生の数からみると、

だいたいどのくらいの割合になりますか。

【参事（兼）高校教育課長】

大館市でみると、昨年は６７９名のうちの８０名、現在は６２２名のうち８０名、横手市でみ

ると、昨年は８４７名の８０名、現在は８２３名のうち８０名となり、大館市では１割以上、横

手市では約１割程度となります。

【北林委員】

前回の全県市町村教育委員会委員長・教育長会議で、県立に進学するのか市立に進学するのか

を、教育委員会が区分けをしていると話された教育長がおりました。中学受検において、市町村

教育委員会がそのようなかたちで介入するのはいかがなものかと思いました。

【参事（兼）高校教育課長】

昨年、大館国際情報学院中学校の学校説明会に来られた方が多かったことから、入学希望者が

多くなると予測をしていたという状況があり、小学校側で児童や保護者の希望にアドバイスがあ

ったことは校長から報告を受けております。

基本的に、県立中学校は、私立の少ない秋田県において、高校受検のない６年間を提供するな

ど、児童・保護者の選択肢を広げるために設置したものです。

北林委員からお話があったことについては、もう少し情報を収集してみたいと思います。

【北林委員】

県で中学校を設置した意図が、市町村教育委員会に理解されていないと思いました。やはりそ

れは問題だと思います。新しい教育のかたちを提供するのであり、特定の目的のための勉強をす

る学校ではないことを理解していただくように、県として努めていかなければならないと思いま

す。

【田中委員】

中学校の募集定員に、特に男女別は記載されておりませんが、特に男女の人数は決まっていな

いのでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

募集にあたっては、男女の区別はありません。

なお、昨年度は大館国際情報学院で男子３０名、女子５０名で、横手清陵学院では男子が４２
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名で女子が３８名という合格状況でした。

【猪股委員】

中学校の実施要綱の２ページに、「３ 報告書の提出期間」とありますが、書いてあることは

報告書の説明になっておりますので、「期間」は不要に思いましたが、いかがでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

訂正させていただきます。

【猪股委員】

他になければ、次に、「平成２４年度第１回あきた総合支援エリアかがやきの丘運営委員会に

ついて」、特別支援教育課長から説明をお願いします。

【参事（兼）特別支援教育課長】

「平成２４年度第１回あきた総合支援エリアかがやきの丘運営委員会について」説明

【猪股委員】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【北林委員】

医療療育センターと他の医療機関との連携についてですが、ここで言う連携とはどのようなこ

とを指しているのですか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

医療療育センターには、他の医療機関から作業療法士や理学療法士が研修に来ております。研

修が終わった方が地域に戻り、医療療育センターを受診している患者を地域の病院で診ていく場

合、臨床事例についてお互いに情報提供をしておりますが、そのことについて今回の委員会では

資料に基づいた報告がありませんでしたので、次回の委員会で資料を提出して報告をしていただ

くことになります。

【北林委員】

「医療療育センターを受診している患者が地域に戻ったとき」とはどういうことですか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

医療療育センターには全県から障害のある患者が来ますが、常に受診できるわけではありませ

ん。日常的には地域の医療機関で診てもらうことになりますので、そのときに臨床事例について

連携するということです。

【北林委員】

かがやきの丘の目的の一つとして、「全県の拠点として他の機関との連携により県全体のレベ
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ルアップを図る」とありますが、何の拠点で、県全体の何のレベルアップを図るのか教えていた

だけますか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

医療療育センターは、障害のある方々の総合的な医療や教育について、ワンストップサービス

的な取組を行い、地域に戻ったときに医療療育センターと同じような治療を受けられるように、

秋田県のセンターオブセンターとしての役割を担います。各地域、県南・県北にも同じような役

割を担う機関がないとセンターにはなり得ませんので、県南・県北の医療機関、教育機関とも連

携して機関を育てる取組をしております。

【北林委員】

各地域ではかがやきの丘のような施設はありませんので、具体的には病院と学校との連携にな

るのでしょうか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

県北では北秋田市民病院、県南では平鹿総合病院などの秋田県の拠点病院とされる病院と、特

別支援学校との連携になります。医療療育センターで研修した理学療法士と作業療法士が、特別

支援学校で有効な指導やアドバイスをしてもらい、教育の質を高めてる取組をしています。

【田中委員】

発達障害の方の相談が多いとありますが、具体的にどのくらいの相談件数があるのかと、就労

支援はどのようにしているのか、この２点について教えていただけますか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

相談件数は、平成２３年４月から平成２４年３月までの間に１，５８０件あり、その中で、就

労に関する相談は５１３件でした。就労支援については、専門の障害者職業センターで訓練を行

っておりますし、高校や大学でも支援していただいております。ただ、学校からのアプローチが

まだまだ少なく、相談に応じることはできても、就職に結びつけるまではなかなか難しい状況に

あります。

【田中委員】

本人のスキルアップも必要ですが、どの子でも力を発揮できる分野はあり、そのことを周りが

理解していれば仕事を続けていくこともできると思いますので、社会の理解を広めることも大切

だと思います。

【参事（兼）特別支援教育課長】

教育委員会として、高校に通っている発達障害の生徒に対するサポート事業を行っております

し、障害者の理解推進の面から、色々な機会を通じて、知事部局とも連携をして取り組んでおり

ます。
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【長岐委員】

かがやきの丘は、特別支援教育の視点から見ると、大変すばらしい施設だと思いますが、非常

に大きな施設になりますので、どのように維持していくかなどのコスト面については、この運営

委員会では項目として挙がらないものでしょうか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

運営委員会では、医療療育センターと特別支援学校の円滑な運営についてを中心に、エリア設

立の基本理念について、どのくらい実現できているかなど協議しております。予算の部分につい

ては、外部評価委員会で審議しております。

なお、保護者代表の方も委員になっておりますので、困ったことや不便な点についても、この

委員会で取り上げています。

【長岐委員】

理念を実現するためには、ハードもしっかりしなければなりませんが、予算が足りなくてでき

ないとか、この部分はお金をかけなくても対応できるなどの話題はでないということでしょうか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

どうして実現できないかを議論したときに、職員が足りないからなどということは出ることが

ありますし、また、学校でお金をかけなくても、職員の工夫などにより色々なことができるので

はないかというアイデア出しをすることもあります。

【猪股委員】

他にございませんか。

予定された案件は以上ですが、他に何かございませんか。

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。


