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平成３０年第４回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成３０年３月２２日 木曜日

２ 場 所 教育委員室

３ 開 会 午後２時

４ 閉 会 午後４時１５分

５ 出 席 者 教育長 米田 進

委 員 岩佐 信宏

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 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

福利課長 石田貞雄

７ 会議に付した事項

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

議案第８号 第２期あきたの教育振興に関する基本計画の改定（案）について

議案第９号 第２期あきたの教育振興に関する基本計画平成３０年度実施計画

（案）について

議案第10号 （仮称）２０１８教職員が実感できる多忙化防止対策（案）につい

て

議案第11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12号 秋田県いじめ問題対策審議会委員の任命について

議案第13号 教職員の懲戒処分について

議案第14号 教職員の懲戒処分について

議案第15号 教職員の懲戒処分について

８ 承認し、又は可決した事項

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

議案第８号 第２期あきたの教育振興に関する基本計画の改定（案）について

議案第９号 第２期あきたの教育振興に関する基本計画平成３０年度実施計画

（案）について
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議案第10号 （仮称）２０１８教職員が実感できる多忙化防止対策（案）につい

て

議案第11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12号 秋田県いじめ問題対策審議会委員の任命について

議案第13号 教職員の懲戒処分について

議案第14号 教職員の懲戒処分について

議案第15号 教職員の懲戒処分について

９ 報告事項

・平成３１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

10 会議の要旨

【米田教育長】

ただいまから、平成３０年第４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。

なお、２番伊藤委員は欠席しております。

審議に入る前に、議事の進行についてですが、報告第３号の「教育庁等職員の任免についての

専決処分報告」並びに、議案第１３号、議案第１４号及び議案第１５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、議案第８号「第２期あきたの教育振興に関する基本計画の改定（案）について」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８号「第２期あきたの教育振興に関する基本計画の改定（案）について」説明概要

・平成３０年度から第３期ふるさと秋田元気創造プランが始まることから、その指標等を反映

させる必要があるための改定である。

・改訂部分にはアンダーラインを引いている。

【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】

資料１４ページの中段にある「特別の時間 道徳」（仮称）となっていますが、（仮称）はい
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つまで記載されるのですか。

【義務教育課長】

教科としては道徳が実施されることは決まっておりますが、今回の改定は第３期ふるさと秋田

元気創造プランに合わせた改定ですので、次の「第３期あきたの教育振興に関する基本計画」を

立てるときには仮称がとれることになります。

【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「第２期あきたの教育振興に関する基本計画平成３０年度実施計画（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９号「第２期あきたの教育振興に関する基本計画平成３０年度実施計画（案）につい

て」説明概要

・本実施計画は、第２期あきたの教育振興に関する基本計画の着実な推進のため、毎年策定す

るものである。

・本年度の取組状況とその成果と課題を踏まえ、平成３０年度に向けた実施計画を取りまとめ

たのものである。

【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。

【伊勢委員】

資料５１ページの①にあるＣＳ（コミュニティ・スクール）アドバイザーやＣＳディレクター

は具体的にどういったものですか。
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【生涯学習課長】

ＣＳアドバイザーは、県に１人設置してコミュニティ・スクールの理解促進を図る役割を担い

ます。ＣＳディレクターは、各学校に１人配置して地域との結びつきを具体的に進めるという役

割を担います。

【伊勢委員】

具体的にはどういった人がなるのですか。

【生涯学習課長】

ＣＳアドバイザーは、年間２５日間程度の勤務で、あまり経験者はいませんが、由利本荘市が

先駆けてコミュニティ・スクールを進めている関係で、以前に由利本荘市の教育委員会に派遣さ

れた方をお願いしようかと考えています。

また、ＣＳディレクターは、各学校の校長先生等の意向を受けて、教員を退職された方や地域

住民の代表の方、ＮＰＯの代表の方、ＰＴＡの保護者の方など、地域との結び付けに適した方に

お願いしたいと考えております。

【岩佐委員】

資料１２ページの航空機産業人材について、どういったスキルや資質を求めているのですか。

また、ドローンの活用についてどの部分に落とし込んでいるのか教えていただけますか。

【高校教育課長】

航空機産業人材については、航空機を製造するには機体、内装、エンジンなど様々あるのです

が、本県では内装部分などの一部を製造している企業が多くなっております。子どもたちからす

れば、航空機産業でイメージするものと地元企業が担っているものとに違いがあるように思えま

すが、何らかの航空機産業に就職してほしいという思いはあり、更に由利工業高校で専門カリキ

ュラムを選択した子どもたちには、より高度な知識や技術を身に付けて企業に就職してもらいた

いと思っています。由利工業高校では１年生から専門的なカリキュラムを導入しており、１４０

人全員が航空機概論を勉強し、２年では科を超えてこのコースを選択することとなっております。

その過程で我々が思うものと違った面白さを見つけたり、興味を引き出されたりして、より高い

技術や知識について専門的に学びたいと意欲を持つ生徒もおります。また、ドローンについては

工業高校だけではなく、農業高校等においての作業にも使えることもありますので、機械として

学ぶ部分もありますし、設計や農業など様々な分野で活用されていますので、高校生のうちから

企業の方から協力を得ながら学習しているところであります。

【岩佐委員】

航空機産業を一つの切り口として幅広い知識と技術を学ぶきっかけとしてほしいし、また、ド

ローンもあるという考え方でよろしいですか。

【高校教育課長】

本県で力を入れている輸送機産業に、高校生たちにも一生懸命に取り組んで欲しいと思ってい
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ます。

【大塚委員】

資料１５ページの⑨地域医療体験学習参加者数が減っているようですが、医療の人材は需要が

あるのに、なかなか、なり手がいない状況にあると思います。是非、高校生のうちから体験をさ

せて医療分野にも人が増えてほしいと思います。

また、資料４９ページについて、先生の多忙化が全国的にも問題となっています。年齢が上の

先生は若い先生をよく見ていく、もっと上のトップとしては「多忙である状況を変えていくん

だ」という意識が大切になってくると思います。メンタルヘルスという言葉がありますが、相談、

ストレスのチェックをして、ではその次はどうするのか、ということを考えていかなければなら

ないと思います。

【高校教育課長】

地域の医療体験について、県教育委員会として実施をしていましたが、各市町村等でも医師不

足が大きな課題になっていて、横手市ですとか大館市ですとか、市が企画をして地域の医療につ

いて学ばせる講座を行っているところも多くなっており、そちらの方に参加する高校生も増えて

います。県でやっているものと、市町村や病院がやっているものをトータルして数えるとそれほ

ど大きく減ってはいないと考えています。

【伊勢委員】

資料３３ページの③教育相談体制の充実と不登校やひきこもりの児童生徒への支援のところで、

一番最後に「心の居場所」と書いていますが、これは具体的にはどういうものをイメージしてい

ますか。

【義務教育課長】

県では、不登校になっている中学生に対して学習支援を行う「スペース・イオ」というところ

を設けています。また、各市町村では適応指導教室を開いております。県も市町村も一体となっ

て、学校以外の学びの場であったり、居場所を作る取組を行っています。

【伊勢委員】

「スペース・イオ」のようなところをイメージしているということですね。

もう一つ、同じ３３ページの③にスクールソーシャルワーカーとありますが、内容からすると

社会福祉の知識、子どもの心理に関する知識、児童相談所の知識など、かなり広範な専門知識を

有する方が必要なのかなと思われますが、スクールソーシャルワーカーはどのような人がなるの

でしょうか。

【義務教育課長】

県内５か所に２名ずつ、計１０名配置しています。その２名は、一人は社会福祉士等の福祉の

専門知識を持つ方を、もう一人は校長経験者を配置しています。二人をペアとして配置すること

で、学校現場での対応の仕方についてうまく相乗効果を発揮できるようにしています。
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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。

【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、議案第１０号「（仮称）２０１８教職員が実感できる多忙化防止計画（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１０号「（仮称）２０１８教職員が実感できる多忙化防止計画（案）について」説明概

要

・今回、文科省は各都道府県に、多忙化に対する取組の方針や計画を策定するよう求めている。

中央教育審議会でも平成２９年度に集中的に議論された。

・秋田県においても多忙化防止の検討を重ねており、とりまとめた結果を今回お諮りするもの

である。今回の説明は、５ページにまとめた概要版資料を使用して行う。

・秋田県は平成２０年と平成２２年の２回、「多忙化防止対策」を策定していたが、今回は対

策だけではなく、多忙化防止への基本的な考え方を入れ込んだ関係上、「多忙化防止計画」

と名称を改めた。

・また、今回初めて、時間外勤務時間や学校閉庁日、最終退校時刻など、具体的な数値目標を

定めた。多忙化防止対策について四つの重点項目を設定し、集中して取り組む。

・市町村教育委員会への働きかけや関係団体との協議等を行い、対策を進めていく。

・計画期間は平成３０～３２年度で、この３年間で数値目標の達成を目指す。

【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】

資料１ページ目で、小中学校と県立学校で多忙化を表す評価基準が違いますが、これは何か理
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由があるのですか。

【総務課長】

県立学校については、教育庁で作成したエクセルのシートで、出勤時間と退勤時間を入力すれ

ば勤務時間が分かるようになるものを全校に配付しており、その集計結果から平均の勤務時間を

算出できるようになっています。

小中学校については３年に一度調査を行っていますが、市町村により勤務時間管理簿が紙であ

ったり、パソコンでの管理であったりと、勤務時間の把握の仕方が２５市町村で同じではありま

せん。そのため、調査でも「時間外勤務時間が何時間何分か」という聞き方ではなく、例えば

「時間外勤務時間が１時間から２時間くらい」というところに丸をつけてもらうような調査の仕

方をしている。その関係で資料のような割合として出ています。同じベースで集計結果が出てい

ないため、このようになっています。

【岩佐委員】

ある程度基準を決めて、しっかりとした統計を取ることがこれからは必要ではないかと思いま

す。

【総務課長】

今回、市町村に対する働きかけの一つとして、正しい勤務時間の把握についてまとめ、市町村

の教育長会議等の場で、理解を求めていきたいと考えています。

【大塚委員】

高等学校では時間外の要因に「授業準備」があるが、小中学校の要因では入っていない。小中

学校では保護者対応が入っていたり、中学校では部活動が入っていたり、小学校、中学校それぞ

れの問題点があると思うので、そこにまずスポットを当てていくと小中学校では変わってくるだ

ろうなと思いました。

もう一つ、「調査・報告」、「分掌事務」、「成績処理」は何が違うのでしょうか。

【米田教育長】

まず、小中学校の方から状況を教えてもらえますか。

【義務教育課長】

「調査・報告」は、文部科学省や県・市町村教育委員会からの各種調査や、もしくは様々な活

動報告をする作業で、多忙感の要因になっているという指摘があります。

「分掌事務」は、校務分掌と呼んでいる各学校での役割、例えば教務主任、研究主任などの仕

事が該当します。

「成績処理」は、児童生徒のテストの採点や指導要録の作成などが該当します。

「授業準備」については、実は、小中学校の調査では多忙化原因の選択肢の中で「授業準備」

ではなく「教材研究」というものになっていますが、あまり原因として挙がってきていません。

「教材研究」は、あまり多忙化にはつながっていないものと思われます。
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中学校については、「調査・報告」や「分掌事務」に加え、やはり「部活動」が時間外勤務の

要因として一番多く挙がっています。スポーツ庁から示されたガイドラインを踏まえながら、今

回の多忙化防止計画を考えたというところになります。

【米田教育長】

高校の状況はどうですか。

【高校教育課長】

高校の方も、平成２５年度も２８年度も同じものが時間外勤務の要因として挙げられています。

時間外の割合は部活動指導が多いと思います。部活動といっても毎日長時間練習しているような

部活動の顧問ではない人もいますが、そういう人は「分掌事務」や「生徒対応」等で時間をとら

れることが多いようです。

「分掌事務」は教務、生徒指導、進路指導などです。中には、進路指導主事などで資料を作っ

たり、生徒のための準備をしたり、「生徒対応」と重なるところもあるようです。

「生徒対応」は生徒指導であることもあれば、進路指導であることもあります。特に３年生の

担当となれば、個別に進路について指導に当たっていることも多いと思われます。

【米田教育長】

特別支援学校の状況はどうですか。

【特別支援教育課長】

時間外勤務の要因として挙げられたものは、平成２５年度と２８年度で全く同じ項目となって

います。特別支援学校の時間外勤務時間は１４．３時間と、これが一般に言われる「多忙」とい

う枠に入るかどうか、という時間ではありますが、「分掌事務」は先ほどから言われているよう

に学校の中での業務の役割分担に当たる部分です。

「書類作成」については、特別支援学校では小中高校以上に保護者との毎日の連絡で、個々の

障害の状況であるとか、授業実施における前後の評価であるとか、小中高校とは異なる様々な書

類の作成があるため、２番目に挙がってきていると思われます。

【大塚委員】

小学校と中学校に学校訪問に行きましたが、その時にもらう資料の作成が「調査・報告」に該

当するのでしょうか。各授業の資料は簡潔にしていただいても構わないと思います。十分、先生

方の努力は伝わってきます。

資料３ページ目に四つの重点項目がありますが、時間管理・時間意識については個人のマネジ

メントに尽きるのではないかと思います。学校閉庁日やノー残業デーを実行して、時間をマネジ

メントするべきだと思います。

【米田教育長】

中学校であれば「教材研究」という授業の準備が時間外の要因として出てきていません。「部

活動」で時間を取られるため「教材研究」をやるのが遅くなり、結果として時間外の勤務につな
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がってしまう、ということは高校と同様に中学校でも当然あると思うのですが、項目としてはど

うなっているのですか。

【義務教育課長】

「教材研究」は小学校で６．１％、中学校では２．７％しか挙がっていません。「教材研究」

を多忙化の要因として捉えるよりは、「調査・報告」などに負担感があるのかなと思います。

実際の労働時間で考えれば「教材研究」にかける時間は決して少なくないと思われ、実際と気持

ちの乖離があるのではないかと考えています。

【米田教育長】

負担感、多忙感を感じる要因となるものが「調査・報告」などそういう風なものである、とい

う捉え方なのかなと感じます。

【伊勢委員】

資料２ページ目の計画策定の５つのポイントにある「県民の共通理解」とありますが、これは

どのように実現していくのですか。

【総務課長】

本日御審議いただいている計画をウェブサイトで公開したり、学校を通じて保護者や地域住民

の方々に多忙化の現状やそれに対する取組ををチラシなどで御理解いただいたりすることを考え

ています。

【伊勢委員】

学校の先生がこんなに忙しいのだという情報を伝えても「何を言っているんだ、私の方が忙し

い」と言う人もいると思います。たとえ、そのように理解を得られない人がいたとしても、学校

の先生の労働時間を減らしていくことは正しい方向性であると思います。理解を得るというだけ

ではなく、反発を受けても進めていかなければ多忙化の問題の解決は難しいと思います。

【岩佐委員】

夜間の留守番対応についてですが、緊急の部分には対応しつつ、留守番電話を導入するという

説明がありましたが、どのようなイメージですか。

【総務課長】

本当に緊急を要するときには、校長など管理職が対応することになります。

【米田教育長】

ある高校では留守番電話の活用として、遅刻や欠席の連絡は留守番電話で記録して、ある時間

を過ぎたらそれを担任の先生に渡すという取組を行っており、とても楽だと言っていました。

例えば、留守番電話対応の場合では、「緊急の場合はここに連絡してください」という声を流

すということも考えられるのではないかと思います。
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それから、資料２ページ目の「高等学校の部活動については、引き続き検討」というところを

保健体育課長から補足していただけますか。

【保健体育課長】

高校になると競技の専門性が高まってきますし、地域や学校の実状に沿ったものでなければな

らないということがあり、一律に何時間、何日と決めてしまうことは難しいと考えます。

週あたり、月あたりでどのくらいの運動時間になるのか、また、シーズンスポーツもあります

のでシーズン中とシーズンオフでバランスをとる、などを考えながら、教員の多忙化ももちろん

ですが、生徒たちの健康管理にも配慮した上で設定していきたいと思います。今後、各関係団体

と協議を進めていきたいと考えています。

【米田教育長】

高校の部活動については検討して各学校に通知するということですが、運動部活動指導の手引

も並行して改定するということでよろしいですか。

【保健体育課長】

部活動の時間や日数については、４月中にはある程度の方向性を定めて各学校に通知したいと

考えています。その内容も含めた上で運動部活動指導の手引を８月いっぱいで完成させ、９月以

降に各学校に周知していきたいと考えています。

【米田教育長】

この多忙化防止計画は、進行管理して状況をチェックしながら改善すべきところは改善してい

かなければならないと思います。

【総務課長】

教育委員会会議の場でも取組状況を説明していきますので、御助言いただければと思います。

【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１０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１０号を原案どおり可決します。

次に、議案第１１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１１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

明概要

・改正理由は二つあり、一つ目は４月に予定している井川義務教育学校の設置により、同校に

勤務する職員に支給する給与等を定めるためである。２月議会で給与等に関する二つの条例

を一部改正しており、それに伴い規則で所要の規定の整理を行うもの。具体的には、記載さ

れている学校種に「義務教育学校」を加え、管理職に「副校長」を加える。

・二つ目は、へき地学校に準ずる学校に指定されていた学校が廃校となったため、指定を解除

するためである。

・施行は平成３０年４月１日からとする。

【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。

【米田教育長】

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１１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１１号を原案どおり可決します。

次に、議案第１２号「秋田県いじめ問題対策審議会委員の任命について」、高校教育課長から

説明をお願いします。

【高校教育課長】

議案第１２号「秋田県いじめ問題対策審議会委員の任命について」について説明概要

・いじめ問題対策審議会は、法律、医療、心理、教育の各分野の方々からいじめの防止等のた
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めの対策の推進に関する重要事項を調査・審議していただくもの。

・任期は２年で、この３月３１日で任期が満了となるため、後任について承認を得るために議

案を提出する。内訳は再任が３名で新任が１名である。

【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】

今年度は審議会を行ったのですか。

【高校教育課長】

今年度は１回、つい先日２月に行いましたが、何か特定の案件についてではなく、文部科学

省の調査の結果等をご覧いただき、色々と御意見をいただきました。

【米田教育長】

審議会の中でアドバイス等をいただいて、指導等に生かしていくということですね。

【高校教育課長】

はい。また、県のウェブサイトにも議事録を掲載し、皆さんに読んでいただくことができるよ

うにしています。

【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１２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１２号を原案どおり可決します。

次に、報告事項「平成３１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。
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【特別支援教育課長】

報告事項「平成３１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」説明概要

・各学校、学科の選考日と合格発表日について説明。

・栗田支援学校高等部の環境・福祉科は、県内唯一の知的障害特別支援学校の職業学科である

ため、独自に選考日を設定することで、仮に不合格となった場合でも他の知的障害特別支援

学校高等部普通科を受験できるように配慮している。

・募集人員等は９月上旬に公告する予定。

【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】

選考方法については、変わりはないですか。

【特別支援教育課長】

変わりありません。

【米田教育長】

他にありませんか。

特になければ、報告第３号、議案第１３号、議案第１４号、議案第１５については、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。

秘密会とする前に、本日が平成２９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

長で今日が最後の出席となる方がおりますので紹介いたします。

鎌田教育次長でございます。

佐藤義務教育課長でございます。

沢屋生涯学習課長でございます。

木浪保健体育課長でございます。

石田福利課長でございます。

お疲れ様でした。

それでは、傍聴の方は退室願います。

※秘密会のまま終了


