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平成２９年第５回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成２９年３月２３日 木曜日

２ 場 所 教育委員室

３ 開 会 午後２時００分

４ 閉 会 午後３時００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 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

報告第３号 教育庁等職員の任免についての専決処分報告

議案第７号 第２期あきたの教育振興に関する基本計画「平成２９年度実施計

画」について

議案第８号 市町村立学校職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則案

議案第９号 市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例附

則第五項から第八項までの規定による給料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３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７号 第２期あきたの教育振興に関する基本計画「平成２９年度実施計

画」について

議案第８号 市町村立学校職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則案
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議案第９号 市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例附

則第五項から第八項までの規定による給料を定める規則の一部を改

正する規則案

10 報告事項

・平成３０年度秋田県立特別支援学校入学者選考に係る日程等について

11 会議の要旨

【米田教育長】

ただいまから、平成２９年第５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。

【米田教育長】

はじめに、報告第３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３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。

【猿田委員】

吉井先生の専門は何ですか。

【総務課長】

体育です。スポーツ振興課は２０２０年の東京オリンピックに向けて合宿の誘致や選手の育成

を行っておりまして、現在、課長しかいないスポーツ振興課に振興監を新たに配置して強化を図

るものです。

【猿田委員】

御本人は何の競技をしていたのですか。

【義務教育課長】

専門の競技は分かりませんが、これまでも知事部局の総合政策課において対外的な業務で活躍

されており、その能力を買われたものと思います。

【米田教育長】

今、保健体育課長が所用で遅れてくるため、到着したら御回答いたします。
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【米田教育長】

３月３１日付で義務教育課の主幹で、４月１日付けの知事部局への出向となるのですね。

【総務課長】

はい。

【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。

【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

それでは、報告第３号を承認します。

次に、議案第７号「第２期あきたの教育振興に関する基本計画『平成２９年度実施計画』」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７号「第２期あきたの教育振興に関する基本計画『平成２９年度実施計画』」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】

２５ページの指標の「認定こども園数」について、平成２７年度が５３か所、平成２８年度が

６９か所となっており、平成２９年度が５３か所となぜ下がったのか教えていただけますか。

【幼保推進課長】

平成２９年度の５３か所については、計画を立てた当初の目標値となっておりまして、実際は

平成２９年４月１日現在では８１か所を認定できる予定となっております。

【岩佐委員】

目標値を見直すことはないのですか。

【米田教育長】

修正はしたいのですが、柔軟に対応できない現状です。
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【幼保推進課長】

次期計画の見直しの際には現状に合ったものとしたい思っており、現在の計画はこのままでお

願いしたいと思っております。

【総務課長】

「認定こども園数」については既に目標を超えておりますが、他の事業ではハードルの高い目

標値を設定しているものもございまして、実績が低いからといってその目標値を下げることはし

ないで、なるべく当初に掲げた目標値を目指して頑張っていくものであります。

【大塚委員】

４８ページでストレスチェックなどメンタルヘルス対策をとっているようですが、実際にメン

タルヘルス的に問題がでている先生方への対策はどのようにしているのでしょうか。

【福利課長】

ストレスチェック実施については今年度が初年度でした。高ストレス者が結構多く出ましたの

で、平成２９年度以降は、面接指導員の面談を申し込んだ人は既に面談を受けておりますが、面

談を希望しない職員に対しては教育委員会や共済組合で実施している相談窓口がありますので、

その周知に努め、できるだけ相談窓口を利用してもらうよう促していきたいと思っています。

【岩佐委員】

４１ページのタイ王国での探究型の事業（「Ａｋｉｔａ・Ａｃｔｉｏｎ」）についてですが、

「Ａｋｉｔａ・Ａｃｔｉｏｎ」は一般的に使う英訳と考えてよろしいですか。それとも、この事

業での英訳を「Ａｋｉｔａ・Ａｃｔｉｏｎ」と呼ぶということですか。

【義務教育課長】

「秋田の探究型授業」がオフィシャルなのですが、これをタイの方に理解していただくために

「Ａｋｉｔａ・Ａｃｔｉｏｎ」という名称を使って説明しております。

【岩佐委員】

今回のタイ王国向けの事業に関して使う英訳ということですか。

【義務教育課長】

そのとおりです。

【猿田委員】

１７ページで「探究活動等実践モデル校」を指定するとなっていますが、指定校は決まってい

るのですか。また、２２ページにも再掲されてますが関連があるからなのでしょうか。

【高校教育課長】

指定する学校は現在検討中です。主体的・対話的で深い学びの視点からの授業や指導法につい
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て全県で３校を地域ごとに指定したいと考えております。その他、新しい学習指導要領において、

高等学校では総合的な学習の時間が総合的な探究の時間となる見込みであることを踏まえつつ、

教科横断的な学びについて研究する学校や、カリキュラム・マネジメントが新しい学習指導要領

で示される見込みですので、カリキュラムの構築について何校か指定したいと考えております。

なお、記載については、関連があるということで再掲しています。

【猿田委員】

７ページの「職場定着支援員」について、どういう任免の仕方をする予定ですか。また、今年

度はキャリアアドバイザーが１３名で新年度は１１名ということで、アドバイザーが支援員に移

行になったということですか。

【高校教育課長】

全体の人数については予算等がありますので、職場定着支援員４名を追加する観点からキャリ

アアドバイザー２名から予算を捻出したということであります。職場定着支援員は教育委員会が

採用することを考えておりますが、各地域でキャリアアドバイザーや就職支援員の方々をまとめ

ていただくことになりますので、できれば経験のある方やそういった力のある方を採用、配置し

たいと考えております。

【米田教育長】

職場定着支援員を単純に４名増やしていきたかったのですが、いろいろありまして平成２８年

度と比べて２名増に留まったということです。

【猿田委員】

この職場定着支援員の動きは難しいと思います。企業を回るのか、就職してから悩みを抱えた

社会人が支援委員のところへ相談に行くとか、具体的な役割はどうなっているのですか。

【高校教育課長】

職場定着支援員は、卒業生が就職した企業を回って企業の方から話を聞いたり、卒業生と話を

したりして、職場への定着度合いを、雇う側と働く側の両面から見たいと考えております。また、

卒業生から悩みなどを聞いたり相談窓口であることを面談で伝えたりしていくことが継続的な職

場定着の支援につながっていくと考えますので、職場定着支援員の働きというものを我々がきち

んと方向性を固めてそのように動けるようにしていきたいと考えております。

【猿田委員】

今回新屋高校の卒業式に出席した際、いただいた冊子に就職した生徒のコメントが載っていま

したが、就職を希望する生徒にとって担任や部活の先生と共に就職支援員の助言が大変参考にな

ったとのことでありました。職場定着のついては、採用した企業の努力が一番であると思います

が、キャリアアドバイザーや就職支援員の存在は大きいと思いますので、生徒が在学中に職場定

着支援員の存在も周知するよう努めた方が良いと思います。
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【高校教育課長】

任命は新年度になってからですので今年度内の周知は難しい状況ですが、企業訪問をさせてい

ただく中で職場定着を図っていきたいと考えております。

【岩佐委員】

１１ページの「航空機関連の専門カリキュラム」はどういったことをやるのですか。航空機産

業に求められる流通の修得などを目指すのか、物理学、航空力学、航空工学などの知識の修得な

のか具体的に教えていただきたい。

【高校教育課長】

「航空機関連の専門カリキュラム」については、この４月から由利工業高校で始めたいと考え

ております。生徒の選択方法としては、新たな学科として作るのではなく、２年生から選択する

コースの一つに「航空機コース」を作って選択できるようにすることを考えております。具体的

な内容については、専門性を突き詰めていくというよりは、航空機について広く関心を持てるよ

うな、裾野を広げていくような人材育成を考えています。このため、特定の学科ではなく広く選

択できるようにしました。１年生は全ての生徒が週１コマで航空機概論という科目を履修するこ

とを考えています。その中で航空機や航空機産業の歴史や飛行機の仕組み、航空機英語などを学

ぶことを考えています。２年生以降はコース選択になりますので、専門性を深めた学習を選択し

た生徒に提供したいと考えております。

【伊藤委員】

４３ページの「私立学校運営費補助金」とその下の「経済的負担の軽減」について、前回いた

だいた案では抜けていたのはなぜですか。また、秋田県と秋田県育英会の関係について説明をお

願いします。

【総務課長】

２月９日に案としてお配りしたものに、この部分が抜けていたのは意図的なものはなく作業上

のミスであります。本来載せるものが載っていなかったということで大変申し訳ありませんでし

た。また、秋田県育英会については、財団法人で元々は自主的に運営を行っておりましたが、年

間１０億くらいの原資が必要になりますので、その部分を県で補助しております。ただし、毎年

返還がありますので、返還額が増えると補助金の額が少なくなる仕組みです。現在３５０人の枠

で運営しておりますが、国で給付型の奨学金を平成２９年からスタートする予定となっており、

そちらに流れる可能性がありますので、様子を見ながら３５０人枠の適正規模を検討していきた

いと思っております。

【伊藤委員】

秋田県育英会で運営している奨学金は、一種と二種があるのですか。

【総務課長】

秋田県育英会で運営している奨学金は、全て無利子であります。
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【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７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７号を原案どおり可決します。

先ほどの吉井先生の専門競技について、保健体育課長が到着しましたので回答をお願いします。

【保健体育課長】

高校、大学と剣道をしていました。

【米田教育長】

次に、議案第８号「市町村立学校職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則案」につい

て、教職員給与課長から説明をお願いします。

【教職員給与課長】

議案第８号「市町村立学校職員の給与等に関す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。

【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。
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【米田教育長】

では、表決を採ります。

議案第８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８号を原案どおり可決します。

次に、議案第９号「市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例附則第五

項から第八項までの規定による給料を定める規則の一部を改正する規則案」について、教職員給

与課長から説明をお願いします。

【教職員給与課長】

議案第９号「市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例附則第五項から

第八項までの規定による給料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。

【伊藤委員】

配偶者同行休業される職員の方はどのくらいいらっしゃいますか。

【教職員給与課長】

現在１名おります。

【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９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。
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【米田教育長】

それでは、議案第９号を原案どおり可決します。

次に、報告事項の「平成３０年度秋田県立特別支援学校入学者選考に係る日程等について」、

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３０年度秋田県立特別支援学校入学者選考に係る日程等について」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。

【大塚委員】

県内で１校ということで、どうやって通学させるのですか。

【特別支援教育課長】

栗田支援学校高等部環境・福祉科については自力通学ということで進めております。秋田市又

はその周辺で公共の交通機関を使って通学できる範囲の生徒が入っています。

【伊藤委員】

どうして秋田市又はその周辺限定になっているのでしょうか。

【特別支援教育課長】

限定ではありませんが、公共の交通機関を使って通学できる範囲であれば可能です。栗田支援

学校高等部環境・福祉科については、公共の交通機関等を利用して一人で通学が可能な者という

募集となっております。秋田市のほか男鹿市、潟上市等からの通学生がおります。

【伊藤委員】

自力通学できることが職場に自分で通勤できるという意味合いから、そのようにしているとい

うことですか。

【特別支援教育課長】

栗田支援学校高等部環境・福祉科では卒業後に１００％の就労を目指すことを掲げております。

自力通学につきましては、卒業後の職場への通勤にもつながるということで、そのような条件で

募集をしております。

【米田教育長】

他に何か御質問等はありませんか。

予定された案件は以上ですが、他にございませんか。

本日が平成２８年度最後の教育委員会会議になります。出席している課室長で本日が最後とい

う方がおりますので紹介いたします。
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山崎施設整備室長でございます。

碇屋教職員給与課長でございます。

佐藤義務教育課長でございます。

田久保福利課長でございます。

以上で本日の会議を閉じます。

お疲れさまでした。


