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平成３１年第１回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成３１年２月７日 木曜日

２ 場 所 教育委員室

３ 開 会 午後２時

４ 閉 会 午後２時５１分

５ 出 席 者 委 員 岩佐 信宏

伊藤佐知子

大塚和歌子

伊勢 昌弘

吉村 昌之

６ 説明のための出席者

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 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

福利課長 髙橋忠太郎

７ 会議に付した事項

報告第１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

８ 承認した事項

報告第１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

９ 報告事項

・平成３２年度秋田県公立高等学校・県立中学校入学者選抜に係る日程について

・平成３１年度秋田県立秋田明徳館高等学校「科目履修講座」について

・平成３１年３月特別支援学校高等部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】

それでは、ただいまから平成３１年第１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２番伊藤委員にお願いします。
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審議に入る前に、議事の進行についてでありますが、本日提案予定としてお知らせしておりま

した議案について、事務局から連絡がございます。総務課長、お願いします。

【総務課長】

本日提案を予定しておりました、行政文書部分公開決定処分に係る審査請求の裁決についての

議案につきましては、本日までに議案資料を整える見込みでありましたが、精査に時間を要して

おり、大変申し訳ありませんが、一旦提案を見送り、次回以降に提案させていただきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。

【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。

【米田教育長】

よろしいでしょうか。それでは、後日提案させていただくということで、よろしくお願いしま

す。

【米田教育長】

それでは、議事に入りたいと思います。はじめに、報告第１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１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」説明

概要

・平成３１年秋田県議会第１回定例会２月議会に提案された、平成３０年度補正予算案、平成

３１年度当初予算案及び関係議案について、事前に知事から意見を求められていたが、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し、原案どおり同意する旨を回答

している。このことを報告し、承認を得ようとするものである。

・補正予算案の総額は、１０億５，５０４万５千円の減額である。２月１５日から審議が始ま

り、２月１９日に採決が行われる見込みである。

・当初予算案の総額は、１，０７４億８，２５１万３千円であり、県全体の一般会計予算額の

１８．７２％である。

・条例案は、学校職員の定数に関する１件と、消費税増税に伴う県立美術館等の使用料改定に

関する１件である。

・当初予算案と条例案は、２月２０日から審議が始まり、２月議会最終日の３月７日に採決が

行われる見込みである。

【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。
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【岩佐委員】

資料４５ページにある保健体育課の１０款７項２目「運動部活動活力アップ支援事業」につい

て、備考欄にある「１．運動部活動指導員配置事業」と「２．秋田型運動部活動サポート事業」

の違いと、「秋田型」という部分がどのような特色を持つのか教えてください。

【保健体育課長】

「１．運動部活動指導員配置事業」は、中学校の運動部活動に対して指導員を配置する事業で

す。県内の市町村に意向調査をした結果、秋田市と由利本荘市から活用したいという意向があり、

その分の予算を計上したものです。経費の内訳は、国３分の１、県３分の１、市町村３分の１と

なっています。

「２．秋田型運動部活動サポート事業」については、これまで８年間取組を進めてきた高校野

球強化事業のプロジェクトは８年間で初期の目標を達成したため終了しますが、これまで継続し

てきた強化策の主体を県内の野球関係団体に移すものは移しつつ、県として支援が必要であるも

のは残しながら、野球以外の運動部活動と合わせて活力アップを図っていこうとするものです。

【岩佐委員】

「１．運動部活動指導員配置事業」について、秋田市と由利本荘市しか手を上げていないのは

意外に感じますが、他の市町村から手が上がらないのは何か理由があるのでしょうか。

【保健体育課長】

昨年の３月に国から運動部活動のガイドラインが示され、これを受けて県としての方針を９月

に示しております。こうした中、秋田市と由利本荘市については、既に市としての活動方針を示

しております。

他の市町村では、昨年１２月に文化庁から文化部のガイドラインが示されたばかりということ

で、方針設定がやや出遅れているところがある状況でございます。次年度は他の市町村でも活用

したいという方向で動いていると認識しています。

【吉村委員】

資料６３ページの幼保推進課の修学資金貸付事業について、「河辺地区を除く秋田市」という

説明がありました。勤務する保育施設の所在地により、返還免除に必要な勤務期間が３年か５年

と異なるようですが、その理由はどのようなものですか。

【幼保推進課長】

過疎地域と呼ばれる地域に該当するかどうかで分かれています。県内はほとんど過疎地域に該

当しますが、該当しないのが河辺地区を除く秋田市、潟上市、大潟村となっています。この地域

については５年間以上の勤務が返還免除の要件となっています。それ以外の地域は過疎地域に該

当し、３年間以上勤務していただければ返還免除になるということです。

【吉村委員】

過疎地域の方が年数は少ないのですね。２年間の違いは結構大きいと思いますが、これは国の
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指針なのですか。

【幼保推進課長】

はい。これは厚生労働省の事業で、原資の１０分の９は国から出ており、そこに県から１０分

の１を加えて貸し付けるものですが、年数は全国的にこのような制度になっています。

【米田教育長】

他に質疑等ございませんでしょうか。

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１号を承認します。

次に、報告事項「平成３２年度秋田県公立高等学校・県立中学校入学者選抜に係る日程につい

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３２年度秋田県公立高等学校・県立中学校入学者選抜に係る日程について」説

明概要

・公立高等学校の前期選抜、一般選抜、２次募集の実施日と合格者発表日、県立中学校の適性

検査等実施日と選抜結果通知日について説明。

・曜日の関係で若干の変更はあるが、例年とほぼ同じ日程である。

【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。

【岩佐委員】

今回の報告事項の趣旨とは異なるとは思いますが、県立中学校、例えば横手清陵学院中学校は

去年も今年も定員を割り込んでいるということで、選抜において２次募集等を検討していないか、

また、何か定員割れに対する対策を考えているか、あるいは定員自体を少なくすることもあり得

るのか、などについて教えてください。

【高校教育課長】

現在、校長が中心となり魅力アップに努めており、校内の先生方の意識をはじめ、様々な取組、

改革を行っています。同時に、中高一貫教育校の良さ、魅力について、周辺地域の小学生を中心

に校長自らＰＲに努めているところです。今回の入学試験においても、定員には満たなかったも

のの昨年度と比べ志願者数が若干増えてきており、今しばらくこうした取組の成果を見守ってい

きたいと考えております。
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２次募集につきましては、小学校６年生が対象ということもあり、この時期に何度も受検をす

るということは精神的にも負担が大きいと考え、現時点で検討しておりません。

現在、学校を中心に努力をしておりまして、支援しながら成果が上がることを期待していると

ころです。

【岩佐委員】

今、志願者数は増えているという説明がありましたが、入学者数は昨年から横ばいということ

で、これは受検したけれども合格しなかったという場合が多いのですか、それとも合格したけれ

ども辞退をしたという場合が多いのでしょうか。

【高校教育課長】

受検者数が定員には達していない状況ではありましたが、受検者の中で不合格になった生徒が

何人かおりました。定員内不合格と呼んでいるケースです。

【米田教育長】

橫手清陵学院中学校については、確かに定員割れが続いており、我々としてもその要因として

様々なものがあると考えておりますが、委員からも地元にいらっしゃる方として「このような意

見もある」と教えていただけるとありがたいです。

【米田教育長】

他にございませんか。なければ、報告事項の二つ目「平成３１年度秋田県立秋田明徳館高等学

校『科目履修講座』について」、同じく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３１年度秋田県立秋田明徳館高等学校『科目履修講座』について」説明概要

・今回は「前期」と「通年」の講座の募集に関するものである。

・平成３０年度から、講座、科目等の変更はない。

・秋田明徳館高校の前身の秋田東高校の頃から長期間にわたって実施している講座である。来

年度は、これらの講座について様々な面から在り方を検討していく予定である。

【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。

【大塚委員】

秋田明徳館高校の通信制課程の生徒募集は３００名と出ていたのですが、この科目履修講座と

は別のものですね。

【高校教育課長】

はい、そうです。通信制課程の募集とは別のものになります。
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【大塚委員】

フィギュアスケートの紀平梨花選手が、スマートフォンを使ってタクシーの中で勉強している

様子をテレビで見て、学びの場が多様化していると感じました。「そういう学び方もあるのか」

と、通信制の高校の人気がアップするのではないかと思いましたが、秋田明徳館高校の通信制課

程では、テキストが送られてくるのか、それともネットを活用しているのか、どんな媒体で行っ

ているのですか。

【米田教育長】

今のは「Ｎ高等学校」の話だと思いますが、高校教育課長からお願いします。

【高校教育課長】

秋田明徳館高校では、インターネット等は使っておらず、テキスト、郵送等であります。ただ

し、通信制高校の場合、秋田明徳館高校の場合は月２回ほどスクーリングということで、実際に

学校に来て、通常の高校のように授業を受けるという機会を設けております。Ｎ高等学校の場合

もスクーリングがありますが、期間や日数は少ないと聞いております。

【大塚委員】

秋田県内で通信制課程があるのは秋田明徳館高校のみですか。

【高校教育課長】

公立高校では秋田明徳館高校のみですが、私立では何校か、いわゆる広域の通信制という形で

あります。

【米田教育長】

大変注目されているネットを活用した学校ですので、我々も注目しています。

【米田教育長】

他にございませんか。

先程もお話にありましたように、大分長い間同じようなやり方でやってきているということで、

来年度、この科目履修講座の内容も含め、在り方を検討してみたいということですので、その点

についても了承していただければと思います。

【米田教育長】

それでは、三つ目に移ります。報告事項「平成３１年３月特別支援学校高等部卒業予定者の就

職内定状況ついて」、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３１年３月特別支援学校高等部卒業予定者の就職内定状況ついて」説明概要

・就職内定先の業種としては、製造業、卸売業・小売業、医療・福祉の順に高い割合となって

いるが、今年度はその他にも幅広い業種に内定している点がこれまでにない特徴である。
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・このほか、福祉サービスを利用予定としている生徒についても、順調に手続が進んでいる。

・年度末まであと２か月を切ったところであるが、希望する進路につながるように、各学校と

も進路指導主事を中心に実習等を重ねているところである。

【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。

【伊藤委員】

就職内定率が８２．１％は素晴らしいと思います。最近、障害者雇用が前よりも注目され、ど

んどん利用されてくるのかなと思っているところですが、秋田県の特別支援学校高等部の卒業生

について、障害者枠で就労し、高卒者と同様にフルタイムで働き、給料・ボーナスをいただいて

いける子どもたちはどのくらいの割合でいるのですか。

【特別支援教育課長】

常勤は決して多くはないです。やはり、中身を見るとパート勤務が多くなっております。

勤務条件については、常勤ですと一般と変わりません。

常勤がどれくらいの割合かまでは調査しておりませんが、一つ一つ拾っていけば数値は出てく

ると思います。ざっと言って、半分には届いていない状況にあると思います。

【米田教育長】

人数もそれほど多くはないですし、細かく見ていけば割合は分かるのですよね。時間が掛かっ

てもよいので、把握しておいてください。

【特別支援教育課長】

はい。後ほど把握し、お知らせします。

【伊藤委員】

ぜひ勉強したいなと思っています。やはり、常勤で、障害を明らかにして、周りの人のサポー

トを得て就労していくことができるということはありがたいことだと思いますし、長く続けられ

る要件でもあると思うので、もっともっとそのような人が増えてくれればいいなと思っています。

障害名を明らかにしないがために、ひきこもりのようにずっと家にいる子どもたちを沢山知っ

ていますので、もっともっと、社会の受入もそうですが、子どもや家族そのものもサポートを受

けて、就労してもらえればよいと思います。

【特別支援教育課長】

特別支援学校の場合は、ほぼ１００％実習という形を経て雇用の相談をしますので、障害等に

ついては、従業員、家族を含めて一緒のテーブルで説明をして、サポートの確認もした上での就

労になっております。



- 8 -

【伊藤委員】

すみません。私が申し上げたのは特別支援学校ではなく、むしろ普通の学校にいる子どもたち

で、特別支援の方になかなか向かえない方々のことでありました。それは我々の努力不足だと思

いますが、もっともっと活用できるようにしていきたいと思っております。ぜひ常勤でやれてい

る子どもたちの要因を分析していただいて、勉強させていただきたいなと思っております。

【米田教育長】

これは２～３月で就職先を見つけて就労できるケースもあるとのことですよね。

【特別支援教育課長】

はい。昨年度も、今の時期の就職内定率はだいたいこれぐらいでありました。現在も実習を終

えて雇用の可否の結果待ちという生徒もおりますし、数値はこれから上がっていきます。

【米田教育長】

いずれ、最終的にどうなったかということもお知らせできるのですね。

【特別支援教育課長】

はい、そうです。

【米田教育長】

他にございませんでしょうか。

予定された案件は以上ですが、他に何かございませんでしょうか。

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。


