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平成３０年第５回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成３０年４月１２日 木曜日

２ 場 所 教育委員室

３ 開 会 午後４時

４ 閉 会 午後５時１０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 眞壁聡子 教育次長 太田政和

総務課長 今川 聡 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 石川政昭 高校教育課長 渡部克宏

特別支援教育課長 小林 司 生涯学習課長 中山恭幸

文化財保護室長 近江谷正幸 保健体育課長 高橋周也

７ 会議に付した事項

議案第１６号 平成３０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１７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

８ 可決した事項

議案第１６号 平成３０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１７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

９ 報告事項

・認定こども園の設置状況等について

・平成３０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

・平成３０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３０年３月高等学校卒業者の就職決定状況について

・平成３０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
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10 会議の要旨

【米田教育長】

ただいまから、平成３０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、１番岩佐委員と５番伊勢委員にお願いします。

なお、３番猿田委員は欠席しております。

【米田教育長】

はじめに、議案第１６号「平成３０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】

議案第１６号「平成３０年度秋田県教科用図書選定審議会委員の任命について」説明概要

・「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」等の規定により、学校長、教育委

員会関係者、学識関係者等２０名を、秋田県教科用図書選定審議会委員に任命する。

・学校長等は、公立の小・中学校及び特別支援学校の校長及び教頭から８名選出している。

・教育委員会関係者は、市町村の教育長、学校教育課長、教育事務所長等から７名を選出して

いる。

・学校長等及び教育委員会関係者は、地域や専門教科のバランスを考えて選出している。

・学識経験者等は、大学教員、保護者等から５名選出している。

・今年度の審議会では、平成３１年度から使用する中学校の「特別の教科 道徳」、特別支援

学校小・中学部及び小・中学校特別支援学級用の教科用図書についての調査研究等を支援す

る。

・この２０名について教科書発行者との不適切な関係がないことを確認済みである。

【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】

中学校の道徳の教科書の選定ということで、この後８月３１日までの任期ということですが、

今後の流れはどうなっていますか。

【義務教育課長】

この後、採択地区協議会という地域の協議会の事務局の方を集めて説明会を開催します。その

後、４月２６日の教育委員協議会で諮問文を確認いただき、５月２日に１回目の審議会を行いま

す。その場で、今年度の諮問内容を述べた後、採択要領等について審議いただきます。それを踏

まえ、総合教育センターで「調査研究」ということで、教科書についての資料作成に入ります。

その資料の内容について、６月１日に再度審議会を開き、内容を審議します。審議していただい

た資料を、今度は教育委員協議会で承認をいただいた後、各地区にその資料を送り、教科書の選

定作業に入るという流れになります。
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【米田教育長】

最終決定に至るまでに、また情報提供がなされるということですね。どこかの時点でスケジュ

ールの資料を提示してほしいと思います。確か、昨年はプロセスを書いたものが出されていたは

ずです。

【義務教育課長】

スケジュールの資料があるので、それを提出したいと思います。

【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１６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１６号を原案どおり可決します。

次に、議案第１７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】

議案第１７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」説明概要

・市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の教職員の配置基準並びに県で行っている少人

数学習推進事業の配置基準に基づき、平成３０年度の市町村別の学校の種類ごとの定数を定

める必要がある。

・具体的な改正内容は、資料の別表のとおりで、これが平成３０年度の各市町村ごと、学校の

種類ごと、教職員の職種・職名ごとの定数となる。

・改正後の規則は、平成３０年４月１日からの適用とする。

【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。

【義務教育課長】

例年、この会議で別表の定数の意味が分かりづらいという御指摘がありますので、補足します。
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小・中学校の１学級は４０人が基本で算定することになっており、学級の担任のほかに、校長、

教頭、養護教諭、事務職員等で一つの学校の職員が構成されます。それらを全て積み上げて、例

えば鹿角市であれば小学校で合計１３３人の教職員を配置していることとなっております。

ただし、県では少人数学習推進事業を実施しており、１学級４０人よりも小さい学級編成をし

ています。そのため、場合によっては学級担任の数を県費で増やしている市町村もあり、それも

含めてどれくらい必要になるのか、というのがこの別表の内容です。表には講師も正職員も含ま

れており、この全ての数が、全市町村に配置されている職員のトータルということになります。

【米田教育長】

例えば、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村は、町村内にあるのは１小学校、１中学校なの

で、そのままこの人数が一つの小学校・中学校に配置されている職員ということになります。秋

田市では学校がたくさんあり、どの学校に何人いっているかは、この表には示されていないとい

うことになります。

【伊藤委員】

資料８ページの別表と１１ページの表の２枚ありますが、この二つが出されている理由は何で

しょうか。

また、なぜ今のタイミングでこの資料が出てくるのでしょうか。もっと早い段階に予想できる

ことではないでしょうか、毎年、今の時期に出しているのでしょうか。

【義務教育課長】

資料の１０ページ、１１ページは参考資料です。１１ページの表は前年度比を含めた資料であ

り、下部に全県分の前年度比を記載しています。８ページは実際の議案の一部になります。

また、例年この時期に議案としているのは、小・中学校の学級編成の確定日が４月１日である

ためです。４月１日を経ないと実際の教員数が確定しません。教育委員会会議の開催は４月１日

よりも後であるため、事後承諾のような形になってしまいますが、ここで議決していただいて、

県の公報にも載せて周知している、という流れです。

【米田教育長】

議案である８ページの別表には、１１ページの参考資料の表のように前年度との比較は付かな

いということですね。

【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】

それでは、議案第１７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」を原
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案どおり可決します。

次に、報告事項の一つ目の「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】

報告事項「認定こども園の設置状況等について」説明概要

・平成２９年４月１日と比較した認定こども園の増減等を説明。

・平成３０年４月１日付けで認定こども園が８園増設された。内訳は、全て幼保連携型認定こ

ども園である。

・保育所型認定こども園の増加数はプラスマイナスゼロである。秋田市で１園増加したが、潟

上市で１園減っている。

・保育所型認定こども園は、法的には「児童福祉施設」に該当する。幼稚園型認定こども園は、

法的には「学校」に該当する。幼保連携型認定こども園は、「学校かつ児童福祉施設」とさ

れ、幼稚園と保育所の機能を合わせ持っている。

・平成３０年４月１日現在で、県内の認定こども園は８９園である。増え方は鈍化してきてい

るが、昨年比で８園増加しており、第２期ふるさと元気創造プランで掲げた、平成２９年度

の目標５３園を大きく上回り、受け皿は一定程度整備が進んだと考えている。

【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】

県で認可する場合、だいたい認可されるものなのですか。それとも、却下されて再提出して認

可になるということもあるのですか。

【幼保推進課長】

認定こども園になる園に対し、幼保推進課が年に３回程度の現地指導を、最長で２年間行いま

す。１、２年指導を受けて、修正をしながら３月末の審議会で認定を受けますので、大抵は認可

されます。

【米田教育長】

認定こども園の数について、平成３０年度から３１年度の見通しはどうなっていますか。

【幼保推進課長】

現在、指導を受けているところがいくつかありますが、一桁、５園前後にとどまるのではない

かと考えています。

【米田教育長】

他になければ、次に二つ目の「平成３０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。
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【高校教育課長】

報告事項「平成３０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」説明概要

・全日制課程の受検者のうち４６３人、全体の８％程度を対象とした抽出調査である。

・平均点の合計は前年度比で６．５点低下した。１００点満点換算では、５７．７点で１．３

点低下した。

・記述問題の増加に伴い、平成２４年度から、完全正答率に加え部分点も含めた得点の割合で

ある得点率も記載している。

・国語の平均点は５７．１点で、前年度を２．１点下回った。自分の言葉で記述する問題の割

合が高くなったために全体的な得点率が下がったと考えられる。表現の特徴を捉え、部分的

な内容を読み取ることは概ねできているが、読み取ったことを与えられた条件に応じて自分

の言葉でまとめ記述することに課題が見られる。

・社会の平均点は６１．７点で前年度を６．５点下回った。基礎的な知識の定着が伺える一方

で、資料から読み取ったことや習得した知識・技能を活用して自分の言葉で表現する問題に

は課題が見られる。

・数学の平均点は５１．４点で前年度並みである。数学的な技能に関わる問題や基本的な図形

の見方、考え方には学習の成果が見られるが、複数の知識及び技能を活用して解決する問題

に課題が見られる。

・理科の平均点は６４．０点で前年度を４．５点上回った。観察、実験の技能に関する問題の

完全正答率が高くなっており、普段の学習で観察、実験を重視している成果が出ている。一

方で、これまで学んだ科学概念を活用して考えることには課題が見られる。

・英語の平均点は５４．５点で、前年度を２．５点下回った。リスニング問題の完全正答率が

高く、授業の中で聞いたり話したりする音声を中心とした指導の成果が見られた。一方で、

基本的語彙を活用し、文脈に合う内容を考えて表現することには課題が見られる。

・調査結果については、３月末にデータを高校に送付し、入学後の指導に活用するよう通知し

ている。

・５月中には、全県の中学校と高等学校に詳細な分析内容を冊子として配布し、授業改善に役

立ててもらう。

【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】

全体的に数値が下がっていることについて、理由はありますか。

【高校教育課長】

５教科全体の平均はマイナス６．５点ですが、上昇している教科もあり、教科ごとに見れば、

概ね想定していた範囲に収まっていると考えています。教育庁としては５７点を基準とし、プラ

スマイナス５点の範囲に平均点が収まるように想定して問題を作成しています。
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【大塚委員】

数学の各大問の最後の問題で正答率や得点率が低くなっていますが、今回、数学は難しかった

のですか。

【高校教育課長】

大問の最後の問題は例年、難易度が高めの問題になっています。ただあまりにも低いと、学力

をしっかり見ることができないので、これからも検討していきます。

【米田教育長】

数学の「大問３（４）三角形の相似と面積比」は難しかったのですか。

【高校教育課長】

与えられた図形が複雑で、相似の三角形の組み合わせを見つけるのが難しかったのではないか

と考えています。

【米田教育長】

数学の大問５の選択問題で、Ⅱを選択させた学校はどれくらいですか。

【高校教育課長】

Ⅰを選択している学校が約６割、Ⅱを選択している学校が約４割で、例年このくらいの割合に

なっています。

【米田教育長】

他になければ、次に三つ目の「平成３０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】

報告事項「平成３０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」説明概要

・平成３０年度の新規採用者は、全校種合計で１９４名である。

・前々年度、前年度の採用延期者で今回採用された者が４名いる。今回の試験で合格した者は

１９５名だが、辞退者が１名、採用延期者が５名いる。また、東京都との協調選考による採

用者が１名いる。これにより採用者は計１９４名となる。

【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】

東京都との協調選考について、改めて説明をお願いします。
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【高校教育課長】

秋田県の一次試験の成績を使い東京都で二次試験を受験する制度で、合格した場合には、東京

都で５年程度勤務した後、秋田県に戻ってきて教員をするというものです。

【岩佐委員】

一次試験は必ず秋田県で受験しなければいけないということですか。

【高校教育課長】

そのとおりです。

【義務教育課長】

制度自体はすでに終了しており、今は東京都で採用になった者が少しずつ戻ってきている段階

です。今年度は１名、来年度は２、３名が予定されています。採用に当たり特別選考をし、合格

の場合は秋田県で改めて採用するという形式になっています。

【米田教育長】

小学校で１名の辞退者がいますが、他県で採用されたのですか。

【高校教育課長】

他県で教員をしている方であり、そちらでの勤務を続けるということでした。

【米田教育長】

他になければ、次に四つ目の「平成３０年３月高等学校卒業者の就職決定状況について」、高

校教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

報告事項「平成３０年３月高等学校卒業者の就職決定状況について」説明概要

・公務員を除いた今年度の就職決定率は９９．５％で、前年同期比０．２ポイントの減少であ

る。未決定者は１２名で、前年同期比５名の増である。

・県内就職決定率は９９．３％で、前年同期比０．３ポイントの減少である。県外就職決定率

は９９．９％で、前年度と同じである。

・男子の就職決定率は９９．９％、女子は９８．９％で、若干男子の決定率が上回っている。

・公務員を含む就職決定率は９９．４％で、前年同期比０．２ポイントの減少である。

・民間企業と公務員を合わせた県内就職の割合は、公立全日制、公立定時制、私立高校合わせ

て６６．９％で、前年同期比１．７ポイントの増加である。求人数の増加のほか、各学校で

のきめ細かなキャリア教育や就職支援員等による職場開拓、関係機関との連携が効果的に機

能している結果と考えている。

・新規学卒となるのが６月末までであるので、未決定の生徒に対しては関係機関と連携しなが

ら引き続き指導していく。
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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。

【岩佐委員】

公務員を除いた表と含む表の両方を出している理由は何ですか。

【高校教育課長】

公務員を含む表は就職者全員の状況を確認するため、公務員を除く表は民間企業のみの状況を

確認する趣旨です。

【米田教育長】

労働局の調査との違いも説明していただけますか。

【高校教育課長】

労働局の調査では、公務員や自営業は含まれないという違いがあります。

【米田教育長】

他になければ、次に五つ目の「平成３０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】

報告事項「平成３０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」説明概要

・平成２９年度の卒業者数は２０１名、そのうち就職希望者は３月３１日現在で７７名である。

・就職決定者は７６名で、卒業者全体に対する就職決定率は３７．８％である。

・業種別では、製造業、卸売業・小売業、福祉・医療への就職が多い。

・職域開拓促進事業を進め、新たな職域として農業分野を開拓しており、２名の就職に結びつ

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。

【米田教育長】

職域開拓について、今後進めていくとすればどのような業種や分野が考えられますか。

【特別支援教育課長】

現在は農業法人の開拓に当たっています。今回も農業分野に２名就職していますが、１名がＪ

Ａで、１名が農業法人です。農業法人の開拓については実績がなかなか上がっていませんが、こ

れを広げていきたいと考えています。他には地場産業へ関わっていきたいと考えています。地場

産業は家内工業であったり、少人数で行っているところがほとんどなので、ハードルは高いので

すが、視野を広げて進めていきたいと考えています。
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【米田教育長】

予定された案件は以上ですが、他にございませんか。

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。


