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平成２８年第７回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成２８年４月７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２５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 田久保清治

７ 会議に附した議案

議案第１８号 平成２８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１９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

８ 議決した事項

議案第１８号 平成２８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１９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

９ 報告事項

・認定こども園の設置状況等について

・平成２８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２８年度秋田県公立高等学校入学者選抜一般選抜学力検査抽出調査結果につ

いて
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・平成２８年３月高等学校卒業者の就職決定状況（速報値）について

・平成２８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

10 会議の要旨

【米田教育長】

ただいまより、平成２８年第７回教育委員会会議を開催いたします。

この４月より新教育委員会制度に移行したことにより、私が会議の進行を務めることになりま

す。また、教育長職務代理者に岩佐委員を指名したことをお知らせいたします。

本日の議事録署名員は１番岩佐委員と２番田中委員にお願いします。

【米田教育長】

はじめに、報告第１８号「平成２８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】

報告第１８号「平成２８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。

【岩佐委員】

人選については異論はありませんが、教科書選定については注目を集めておりますので、改め

て教科書採択のプロセスについて説明をお願いします。

【義務教育課長】

発行社が検定済みの新しい教科書について見本を送ってきます。また、文部科学大臣から県教

育委員会へ目録が送付されてきます。それを受けて教科用図書選定審議会に内容について諮問い

たしまして、それに答申いただく手順となっています。並行して教科書展示会を開いて一般県民

にも見ていただく機会を設けております。教科用図書選定審議会から答申を受けたものについて、

教科書採択をする採択地区の委員会の方に、指導、助言、援助という形で答申を受けたものを提

供する段取りとなっております。採択地区で改めて採択決定して採択される手順であります。

【米田教育長】

ちなみに教科書展示会は、具体的にどういう所で行われるかお話いただきたい。

【義務教育課長】

例えば、中央地区でありますと総合教育センターで教科書展示を行います。また、それぞれの

市町村単位で教科書展示を行う訳ですが、大館市ですと中央公民館、北秋田市であれば交流セン

ターなど、一般の県民の方々が通常に入って見られるような場所で展示しております。
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【猿田委員】

この審議会はどのくらいの頻度で、どのくらいの時間をかけて審議されるのかということと、

教科書センターについては、誰もが入れる場所で公開されるということでしたが、それが一般県

民にどのように告知されていて、また、見に来る人が実際にいるのかということを教えてくださ

い。

【義務教育課長】

まずは会議の回数ですが、審議会は２回行います。その時間は午後１時から午後４時までの３

時間ぐらいを２回とも想定しております。展示会の来会者数ですが、例えば昨年ですと中学校の

教科書採択が行われる年でしたから結構多くの方が見に来ておりました。高校の時があったり、

今回は特別支援の教科書であり違いがありますが、昨年の例でいきますと、全県で２，６００人

程度の方々が期間内に訪れて見ています。

【米田教育長】

実際にこういう展示をやってますよという周知の仕方は、どのようになっているのですか。

【義務教育課長】

学校には通知を出して周知しておりますが、一般の方々については公民館等で行っていること

を明示する看板を設置しております。ホームページでの情報提供は今のところ行っていませんが、

新聞や市町村が発行している公報により全世帯に周知しております。

【田中委員】

再任の方で２期目の方と３期目の方がいらっしゃいますが、基本的に審議会や委員会の委員の

任期は２期を目処にということだったと思いますが、再任の上限はあるのでしょうか。

【義務教育課長】

再任の場合は３期を目処としております。

【田中委員】

教科書展示会について、開催時間が仕事をもっている方が見に行けない時間帯が多いと思うの

で、土日や少し遅めの時間など、会場の関係もあると思いますが、広く県民の方々が見られるよ

うな時間帯で設定していただきたいと思います。

【義務教育課長】

会場に着いている職員の勤務の関係もございまして厳しい面もありますが、その辺を工夫しな

がらできるだけ、閉館日でない土日を入れるなどの対応ができるように工夫してまいります。

【米田教育長】

土日が入れば仕事をしている人も見られると思うのですが、市町村によって違いはあるのです

か。
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【義務教育課長】

違いはあります。市町村へお願いしながら検討していきたいと思います。

【伊藤委員】

教科用図書選定審議会という実線の枠と破線の枠があって、調査員の人が破線の枠に書かれて

いますが、調査員は審議会委員と同じ方ですか。それとも、別の方が調査員として調査を行うの

ですか。

【義務教育課長】

今回お諮りしている方々は最終的に答申をしてくれる方々ですが、その答申をするための資料

として専門的な知識を持っている調査員が、見本本について分析したものを審議会へ提出して、

審議委員の方々がそれを元に審議していく流れとなっております。

【伊藤委員】

大枠は、調査員がたたき台的な報告ができるものを準備するということですか。

【義務教育課長】

審議委員会が決定機関ではないので、調査員が調べたものについて意見を出し合って調整をし

ながら決まっていく流れとなっております。

【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１８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１８号を原案どおり可決します。

次に、議案第１９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。

【義務教育課長】

報告第１９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
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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。

【長岐委員】

人数の決め方について、少人数学習推進事業による定数配置によるとなっていますが、具体的

にどういう算出をするのか教えてください。

【義務教育課長】

まずは、基礎定数というものがありまして、児童生徒数から割り出した学級数によって基礎教

員定数が決まっています。それに、本県独自で行っている少人数学習推進事業を実施するために

増えた分を加えた数となっています。例えば、今年度小学校６年に拡充しましたので、秋田市で

あれば教員８名分が多くなっています。

【米田教育長】

言葉だけではちょっとイメージをつかめないと思います。

【長岐委員】

理解している人は問題なく考えられると思いますが、私たちからするとどの市がどういう計算

で何人になるというものがあれば理解しやすいと思います。今日でなくて良いので例を示してほ

しいです。

【米田教育長】

６年生も少人数学習を進めるということで定数が増えた学校もあります。そういった増えたケ

ースを示してもらえれば良いと思います。

【義務教育課長】

基本的には国の定数は４０人学級となっておりますので、４１人になると２クラスとなり、学

級担任の定数は２人となります。例えば、７３人ですと通常であれば３７人と３６人の２クラス

なるのですが、本県の少人数学習の考え方ですと、３つに分けた場合に２４人、２４人、２５人

となり２５人を含む学級があれば３クラスに分けることになります。国の定数では７３から８０

人までは２クラスですが、本県ではプラス１するというような計算をしています。

【長岐委員】

県内全て同じ基準で計算されているのですか。

【義務教育課長】

県内全て同じ基準であります。

【長岐委員】

何か特殊、特段な事情などの考慮もなく子どもの数で決まるのですか。



- 6 -

【義務教育課長】

そのとおりであります。

【米田教育長】

分かりづらいところもありますが、３０人程度学級の「程度」のあたりが秋田県バージョンと

なっており仕掛けがあります。後日、例を示してもらい理解を深めることとしたいと思います。

【義務教育課長】

何故２５人かといいますと、秋田県の１学級当たりの児童生徒数の平均人数が２５人となって

おり、全県くまなく平均に近い形で進めていきたいということから２５人としております。

【米田教育長】

それは、制度がスタートしたときから変わっていないのですか。

【義務教育課長】

変わっておりません。

【田中委員】

２クラスになる明確な基準はあるのですか。多い学年だと１クラス３８人ぐらいという学校も

あるので、その辺を教えてほしいです。

【義務教育課長】

学年１学級の場合は、４０人まで１クラスでいきます。割っても２５人に満たなく、例えば３

８人ですと１９人、１９人となり少なすぎる集団と考えます。そういった場合は、非常勤講師を

つけて少人数授業として行っているケースもありますが、全ての学年に対応はできていなく、小

学校３年以上には手当はできておりません。

【田中委員】

前から保護者の声を聞いていて、３７～３８人学級だと少人数学級の恩恵を受けていません。

小さな学校ですと１２～３人など２０人満たないクラスで勉強しているので、先ほどの平均２５

人というのは実情と違うような気がしました。大人数学級だと先生方も大変な思いをしており、

そういった所も小さい学級に分けられるように、今後の展開として考えてほしいです。

【米田教育長】

田中委員から要望、意見がありましたが、その他にも課題があるということで、これからクリ

アしていくため、次年度に向けた検討が必要と考えます。

【義務教育課長】

私も学校を回ったときにそういった学校が多いことも認識しております。まずは、小学校全学

年に少人数学習を広めようと今まで進めてきました。今後、検証しながらどういった所に手当が
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必要かを確認しながら進めてまいりたいと考えております。なお、小学校１年生には３３人程度

学級ということで本県では進めてきました。３０～３２人には学校アシスタントということで、

全ての学校ではありませんが非常勤職員を去年、今年と２年続けて配置しております。

【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１９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１９号を原案どおり可決します。

以上、議案２点について終了いたしました。

次に、報告事項に入ります。「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】

「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】

どんどん子どもの数が減ってきていますが、それと待機児童のこれからの見込みの兼ね合いで、

１０年後のデータがあれば教えてほしいです。

【幼保推進課長】

昨年度、子ども子育て計画というものを各市町村で作成しております。それを見ますと、当面

は子どもの数は減りますが、保育所に預ける子どもの数はほぼ横ばいかやや増える所もあります。

今急激に統廃合などにはならないと考えます。

【岩佐委員】

待機児童数に変化はないということですか。
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【幼保推進課長】

過去１０年を見ますと、ここ２～３年で保育所等に預ける子どもの数が増える傾向にあります

ので、これが続くと待機児童も少し厳しい状況になると考えます。

【猿田委員】

待機児童については、いろいろ話題になっております。平成２７年１０月で１１８人となって

いますが、平成２８年４月ではどうなっていますか。また、この数字は本県の待機児童という課

題にとって、どう理解したら良いのですか。

【幼保推進課長】

まず、一つめについては、４月１日現在の数字をまとめているものであり、市町村から上がっ

てくるのは例年５月中旬となっていますが、この様な状況もあり１か月早めて来週中には取りま

とめる予定であります。一部報道にありましたが、この４月１日は３３人という報道があり、お

そらくその数字に近いものになると考えております。二つめについては、親御さんからすれば一

人が全てであるため、何人であれば良いというものでないと考えます。できる限りゼロに近い数

字が最も望ましいと考えておりますので、今後も支援してまいります。

【猿田委員】

待機児童という概念というかカウントの仕方もケースによってまちまちのようですが、本県で

は手立てをすれば減っていくのですか、それともいろいろな事情でなかなか難しいのですか。

【幼保推進課長】

待機児童の定義については、国で定めた基準がありまして、市町村が運用している状況であり

ます。特に取り上げられているのは、子どもを預けたい園がいっぱいで、通勤の反対側にある園

に預けざるを得ないケースは、自己都合によるもので待機児童にカウントできない状況でありま

す。そういったこともあり親御さんからすると、少し不満の残るカウント方法が一部あるようで

す。

【米田教育長】

市町村によって運用の仕方が違うので、実態を反映していないケースもあり、隠れている可能

性があるというということなのですか。

【幼保推進課長】

国レベルで隠れている隠れていないという認定は難しいのですが、一般的にはそういったケー

スもあり得るだろうと考えます。

【長岐委員】

待機児童の数が増えたとか減ったとかは問題でなく、待機児童の概念に入る人は現実どこにも

預けられていないのか、それともどこかに預けているのか、実態はどうなっているのですか。
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【幼保推進課長】

分かる限りではありますが、保育所に預けられない場合は、一つはおじいちゃんおばあちゃん

に預けるケース、もう一つは無認可に預けるケースの大きくこの二つとなっています。

【田中委員】

資料１１ページの３の幼保連携型の下にある（学校かつ児童福祉施設）とはどういうことです

か。

【幼保推進課長】

今回、新制度になりまして、従来ですと保育所と幼稚園の二つの区分しかなかったのですが、

新たにその両方の性格を持つ独自の施設ということで新設されたものであります。

【田中委員】

学校とは幼稚園のことで、児童福祉施設とは保育園のことですか。

【幼保推進課長】

そのとおりであります。

【米田教育長】

次に、「平成２８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」、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２８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」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】

大学院の欄に採用延期という記載がありますが、制度上そのようなシステムになっているので

すか。

【高校教育課長】

採用の段階で明示しておりまして、大学院の１年生に在籍している方は２年生になって卒業し

た後に採用という形で、採用の延期ができるようになっております。

【岩佐委員】

７人の欠員が出ていますが、どのようにカバーするのですか。
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【高校教育課長】

非常勤講師や臨時講師等で埋めるなどの形で子どもたちに影響がないように対応しているとこ

ろであります。

【米田教育長】

高校の英語で辞退となっていますが、他県に行ったということですか。

【高校教育課長】

他県にも合格しており、そちらで採用となって本県を辞退したという状況であります。

【米田教育長】

同じく特別支援学校でも辞退者１人とありますが、どうなったのですか。

【特別支援教育課長】

この方も他県にも合格しており、そちらに採用となったものです。

【猿田委員】

辞退された方は秋田出身の方ですか。

【高校教育課長】

高等学校については、本県出身の方です。

【特別支援教育課長】

特別支援学校についても、本県出身の方です。

【田中委員】

辞退された方が出た場合は、次点の方を繰り上げるということはないのですか。

【鎌田次長】

次点の方が合格という制度は、今のところはとっておりません。

その穴埋めは、先ほど説明したとおり臨時講師等で対応しています。

【田中委員】

辞退されるのは本県にとっても残念なことであるし、今回採用されなかった人たちにとっても

大変かわいそうなことだと思うので、選択の自由もあるとは思いますが、こういうことが無くな

ればよいと思います。

【長岐委員】

今の制度では補欠合格はないと説明されましたが、これから政策として補欠合格というのはあ

り得るのですか。
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【鎌田次長】

この後、検討していかないといけない課題の一つと捉えています。過去には大量の退職者が急

遽増えた場合は改めてプラスアルファとして採用した例もありますので、採用辞退者や退職者が

増えた場合には、考えていかなければと思っております。

【米田教育長】

特になければ、次に「平成２８年度秋田県公立高等学校入学者選抜一般選抜学力検査抽出調査

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】

「平成２８年度秋田県公立高等学校入学者選抜一般選抜学力検査抽出調査結果について」説明

【岩佐委員】

完全正答率が０．３％とありますが、こういうことが設問としてあり得るのですか。

【高校教育課長】

数学の５の（３）のことと思いますが、図形の証明問題でありまして、思ったよりも生徒にと

って難しすぎたと感じております。これでは受検者の学力を把握するのが難しいところもありま

すので、その点を踏まえまして、次年度以降の問題作成に生かしていきたいと考えております。

【米田教育長】

８％の抽出率だと、答案の数はどのくらいになるのですか。

【高校教育課長】

約５００件であります。

【米田教育長】

数学の５の１の（３）や５の２の（３）の中に、白紙答案はどのくらいあるのですか。

【高校教育課長】

そこまでは、今のところ調べておりません。

【米田教育長】

手をつけているけれど点数になっていないのか、全く白紙なのか、次からはその点も見ていた

だきたいと思います。

【高校教育課長】

ご指摘のとおりでありまして、白紙答案ですとどこまで理解できているか把握できないので、

できるだけ時間内に全ての問題に手がつけられるよう、問題の分量や難易度等について、次年度

以降に配慮してまいりたいと考えております。



- 12 -

【田中委員】

英語の平均点が上がっていて、文法を見ても点数の低い層が少なくなっています。英語に力を

入れてきた成果かなと思いますが、課長はどのようにお考えか、お聞かせください。

【高校教育課長】

今回は、リスニングで地図を用いた新しい問題を１の（４）で出しました。初めて出すタイプ

の問題だったので少し戸惑いもあるかと思いましたが、正答率が思ったより高くなっており、単

純に試験に向けた対策ではなく、日頃の中学校の授業の中でしっかりと英語力を身につける取組

が行われている成果であると考えております。

【長岐委員】

中学校での進路指導について、行っているのかいないのか、また、行っているとすれば何を基

準にして行っているのか教えてほしいです。

【義務教育課長】

進路指導に当たって一番注意しているのは本人の希望です。本人が何をしたくて、どういった

希望を持っているかが一番のポイントになっていると考えます。この高校は駄目だとかという指

導は行っていません。どういった所に力を入れて行ったらいいかなどの指導は行っておりますし、

学校の中で、これまでの先輩方の情報などを精査しながら判断していると認識しております。

【長岐委員】

高等学校別の合格ラインなどは義務教育課では教えていないということですか。

【義務教育課長】

それはありません。

【米田教育長】

次に、「平成２８年３月高等学校卒業者の就職決定状況（速報値）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２８年３月高等学校卒業者の就職決定状況（速報値）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。

【猿田委員】

就職決定者２千人の内訳で、専門学科をもつ高校と普通科高校の内訳は分かるのですか。
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【高校教育課長】

今の段階では整理できていないため、まとまり次第ご報告いたします。

【伊藤委員】

公務員試験に失敗して浪人される方も、この中に含まれているのですか。

【高校教育課長】

未決定者の欄に含まれております。ただ、公務員試験を不合格になった方で専門学校等に進学

して再度公務員試験を目指す方は、未決定者に含まれていません。

【米田教育長】

次に、「平成２８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】

「平成２８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】

知的障害の子どもに比べれば情緒障害の子どもの進路を心配しており、最近、就職者の割合が

多くてありがたいと感じているところですが、具体的にどういった所に就職して、また、維持で

きているのか教えていただきたいと思います。

【特別支援教育課長】

情緒障害と区別してデータとしては出しておりません。知的障害校に情緒障害の生徒が在籍し

ておりますが、はっきりした障害の区別は難しいところでして、そこまでの詳しいデータはとっ

ておりません。

【伊藤委員】

訊き方を変えます。情緒障害を併せ持っている知的障害者の就職の方向性はどうなっているの

ですか。

【特別支援教育課長】

情緒障害を併せ持っているベースの人数が何人で、そのうち就職した人が何人かという就職率

のデータはとっていない状況です。

【伊藤委員】

学校別で違うと思います。例えば、栗田養護学校ですと比較的そういった方が多く、就職支援
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を積極的に行っていると思うのですが、どうですか。

【特別支援教育課長】

県内全ての学校で一生懸命就職支援を進めておりますが、情緒障害を併せ持っているというよ

りも障害の状態の程度によって進路先が違ってきますので、併せ持っているから一般就労が難し

いなどと考えて進路指導を進めているわけではありません。その生徒が働ける力を持っていれば、

できるだけその力を生かして伸ばして働く場に繋げていこうという形で進路指導を進めています。

その結果として一般就労する生徒が出てくるので、学校現場としては障害種で進路先を考えると

こはしておりません。

【伊藤委員】

体は丈夫であるけれど、なかなか一般の方々に理解を得られにくい障害の子どもについて、後

日お知らせください。

【特別支援教育課長】

情緒障害を発達障害というように捉えれば、精神手帳を取得して障害枠の就職につながってい

る生徒はおります。調べると分かるのですが、データとしてとっていないため、後日お知らせし

ます。

【米田教育長】

案件としては以上ですが、その他として高校教育課長が説明があるようですので、お願いしま

す。

【高校教育課長】

文科省が進めている「スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール」に、今年度から大曲農

業高等学校が３年間の指定を受けましたので、ご報告をさせていただきます。「スーパー・プロ

フェッショナル・ハイスクール」とは文科省が平成２６年度から実施しているもので、社会の第

一線で活躍できるような専門的職業人を育成するため、先進的な卓越した取組を行っている専門

高校を指定して研究開発を行うものであります。資料にありますとおり「DAINOプロジェクトに

よる農業と地域産業の創造」をテーマに研究開発を進めることにより、本県の農業教育の充実と

地域産業の活性化に繋げて行きたいと思っています。

【米田教育長】

何かございませんか。

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。


