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平成２９年第２０回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成２９年１２月１３日 水曜日

２ 場 所 教育委員室

３ 開 会 午後２時３０分

４ 閉 会 午後４時３０分

５ 出 席 者 教育長 米田 進

委 員 岩佐 信宏

伊藤佐知子

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 会議に付した事項

報告第 ８ 号 議会の議決を経るべき教育関係議案に対する意見についての専決

処分報告

議案第４４号 教職員の任免について

議案第４５号 教職員の任免について

議案第４６号 教職員の懲戒処分について

議案第４７号 教職員の懲戒処分について

議案第４８号 教職員の懲戒処分について

議案第４９号 第三次秋田県特別支援教育総合整備計画（案）について

８ 承認し、又は可決した事項

報告第 ８ 号 議会の議決を経るべき教育関係議案に対する意見についての専決

処分報告

議案第４４号 教職員の任免について

議案第４５号 教職員の任免について

議案第４６号 教職員の懲戒処分について

議案第４７号 教職員の懲戒処分について
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議案第４８号 教職員の懲戒処分について

議案第４９号 第三次秋田県特別支援教育総合整備計画（案）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２０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、１番岩佐委員と４番大塚委員にお願いします。

【米田教育長】

本日の議案ですが、予定されている議案第４４号及び議案第４５号の「教職員の任免につい

て」並びに議案第４６号から議案第４８号の「教職員の懲戒処分について」は、その他全ての案

件終了後に行うこととしたいと思いますが、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、そのように進行いたします。

はじめに、報告第８号「議会の議決を経るべき教育関係議案に対する意見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８号「議会の議決を経るべき教育関係議案に対する意見についての専決処分報告」につ

いて説明概要

・平成２９年秋田県議会第２回定例会１２月議会に議案を提出するに当たり、１１月２４日付

で知事から教育委員会関係議案について意見の聴取があったが、教育委員会会議を開くいと

まがなかったため、教育長が専決処分を行っており、このことを報告し、承認を得ようとす

るものである。

・補正予算案は、９，４８０万２千円の増額である。

・条例案は、給与等に関する３件と、県立美術館に関する１件の計４件を提出している。

【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。

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。
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【米田教育長】

それでは、報告第８号を承認します。

次に、議案第４９号「第三次秋田県特別支援教育総合整備計画（案）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４９号「第三次秋田県特別支援教育総合整備計画（案）について」説明概要

・パブリックコメント及び県内での説明会での意見を受け成案としたものである。

・県議会に対しては、１２月１１日の教育公安委員会で説明済みである。

・施策は三つの柱からなっており、計画期間は、平成３０年度から３４年度までの５年間であ

る。

・計画案の承認後に、各特別支援学校において計画の実現を図るため、５年間の「教育プラ

ン」を策定することになる。

【米田教育長】

議案第４９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。

【伊勢委員】

ⅰページの５にある「第三次秋田県特別支援教育総合整備計画推進協議会」の委員は、どうい

うメンバーで構成する予定ですか。

【特別支援教育課長】

現在の第二次整備計画においても、協議会を設置して評価しているところであります。具体的

には、小・中・高・特支の関係者、大学の関係者、労働・福祉の関係者及び保護者で構成してお

り、第三次整備計画においても同様の形で評価、改善方法について協議をしていただこうと考え

ております。

【米田教育長】

平成３０年度にこの推進協議会をスタートさせる予定で、毎年、計画がきちんと実施されてい

るかや改善すべき点はないかなど話し合って、次年度に向けていくというものですよね。

【特別支援教育課長】

はい。

【伊勢委員】

保護者の方は、どのくらいの割合ですか。

【特別支援教育課長】

委員数は全部で９名となっており、それぞれの分野から１名ずつとしておりますので、保護者
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も１名です。特別支援学校のＰＴＡから推薦をいただいております。第二次整備計画の際も１名

で問題なく進めてきておりますので、１名で進めたいと思います。

【伊勢委員】

１名の方で十分保護者の意見を反映できているとすればそれでいいと思いますが、可能であれ

ば保護者の委員が増えてもいいのではないのかなと思います。

【米田教育長】

委員が必ず９名でないといけないわけではないと思うので、柔軟に対応していけるように考え

てみてはどうですか。

【特別支援教育課長】

検討したいと思います。

【岩佐委員】

各学校で策定する「教育プラン」は、いつまでに策定し、どこへ提出し、どこで吟味するのか

教えてください。

【特別支援教育課長】

本日、議決をいただいた際は、年明けには各学校に周知したいと思っております。そして、今

年度内に次年度から取り組む「教育プラン」を策定をしてもらう予定です。策定してもらう旨の

連絡は各学校にしておりますので、準備はしているものと思います。また、策定したものは特別

支援教育課に提出してもらうことになっております。

【米田教育長】

各学校では、この整備計画に合わせた５年間の計画を策定してもらうということですね。

【特別支援教育課長】

はい。

【大塚委員】

Ａ３資料の中段「４ 担当教員の専門性の向上」の中に「特別支援学級担当者の免許状保有率

の向上」とありますが、何か特別な免許状があるのですか。

【特別支援教育課長】

特別支援学級については、担任に特別支援教育の免許状が義務付けられているわけではありま

せん。持っている先生もおりますが、持っていない先生の割合が高い状況であり、専門性を高め

た上で指導に当たって欲しいことから、免許状の保有率を高めたいと考えております。
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【大塚委員】

ほとんどの方が持っているものと思っていましたが、持っていない方が多いのですか。

【米田教育長】

特別支援学級についてのことです。

【特別支援教育課長】

現在、小・中学校合わせて特別支援学級で特別支援教育の免許状を持っている先生の割合は２

０．１パーセントとなっております。

【米田教育長】

大塚委員は、その割合は低いという印象を持っているのです。

【特別支援教育課長】

全国平均に届いていない状況ですので、是非高めていきたいと考えております。

【大塚委員】

免許状の取得については、それに向けて勉強もしますし、持つことで自信にもつながるのでい

いことだと思います。みんなが持っているものだと勘違いしていました。

【義務教育課長】

小・中学校の特別支援学級となりますので、採用の段階では小学校又は中学校の免許状が必要

となっております。保有率を高めていくことも大切ですが、小・中学校と特別支援学校の教員の

人事交流を行っております。特別支援学級の重要性も高まっておりますので、免許状の保有率向

上と併せて、研修の充実等を図っていくことが重要と考えております。

【伊藤委員】

６ページの「現状と課題」のところで、「効果的な交流及び共同学習を行うため」とあります

が、「効果的」をどのようにとらえているのですか。どの程度の交流が効果的若しくは効果的で

ないとなるのか、教えていただけますか。

【特別支援教育課長】

イベント的な単発の交流は多く行われております。場を一緒にするということで交流の形を作

ることも多く行われておりますが、そうではなく、双方の教育効果を考えた交流を計画的に実施

していくものを考えております。

【伊藤委員】

時期的に交流が難しいことがあると思います。例えば、中学生であれば思春期でいろいろな問

題が起こりやすい時期だったり、いじめの案件が発生したりすることもありました。確かにイベ

ント的なものでないというのも大事だと思います。
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【特別支援教育課長】

事前に障害理解授業を実施することも少しずつ増えてきております。だた交流するだけではな

く、そういったものを併せながら効果を狙っていきたいとい思います。

【米田教育長】

１月から３月まで周知活動を行うことになっていますが、具体的にどのような形で進めていく

予定ですか。

【特別支援教育課長】

既に１０月から１１月にかけて各学校に直接行って説明をしてきたところです。今後は各会議

において、関係部分を取り上げ具体的に説明する予定です。

【米田教育長】

保護者や関係者にも理解していただくことも必要と考えますが、その辺はどのように考えてい

ますか。

【特別支援教育課長】

１０月から１１月の各学校説明に保護者の方々も何名か来ていただいておりましたし、整備計

画案自体は学校から保護者の方々の目に触れるように提案してもらっています。３月までに具体

的な部分まで保護者へ説明することは難しいですが、来年度がスタートしてからは様々な機会を

捉えて保護者への周知を図っていきたいと考えております。

【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４９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４９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。
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【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

・１１月３０日現在で就職内定率は９３．５パーセントなっており、未内定者は１４４人とな

っている。

・県内就職内定率は９２．２パーセントで、県外就職内定率は９６．１パーセントとなってい

る

・男子は９４．４パーセントで、女子が９２．２パーセントとなっている。

・順調に推移しており、今後も各学校とハローワークが連携して支援を行っていく。

【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】

どちらかというと定時制や私立高校の生徒が苦戦しているように感じますが。

【高校教育課長】

そのとおりです。定時制の生徒については、進路について明確な目標がなく、うまく進路指導

にのってこない生徒もおります。

【米田教育長】

他にありませんか。

特になければ、議案第４４号及び議案第４５号の「教職員の任免について」並びに議案第４６

号から議案第４８号の「職員の懲戒処分について」の審議に入りますが、人事案件であることか

ら、秘密会としたいと思いますが、いかがでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

異議がないので、秋田県教育委員会会議規則第２６条により秘密会とします。

傍聴の方は、退室願います。

※秘密会のまま終了


