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平成３１年第３回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成３１年３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３時２６分

５ 出 席 者 委 員 岩佐 信宏

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 教育次長 眞壁 聡子

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

福利課長 髙橋 忠太郎

７ 会議に付した事項

報告第２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５号 行政文書部分公開決定処分に係る審査請求に対する裁決について

議案第６号 秋田県立中学校管理規則の一部を改正する規則案

議案第７号 秋田県立高等学校管理規則の一部を改正する規則案

議案第８号 秋田県立特別支援学校管理規則の一部を改正する規則案

議案第９号 教育機関の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則案

議案第１０号 秋田県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の一

部を改正する規則案

議案第１１号 秋田県指定文化財の指定等について

議案第１２号 秋田県文化財保護審議会委員の任命について

８ 承認又は可決した事項

報告第２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５号 行政文書部分公開決定処分に係る審査請求に対する裁決について

議案第６号 秋田県立中学校管理規則の一部を改正する規則案
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議案第７号 秋田県立高等学校管理規則の一部を改正する規則案

議案第８号 秋田県立特別支援学校管理規則の一部を改正する規則案

議案第９号 教育機関の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則案

議案第１０号 秋田県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の一

部を改正する規則案

議案第１１号 秋田県指定文化財の指定等について

議案第１２号 秋田県文化財保護審議会委員の任命について

９ 報告事項

・秋田県教員育成指標及び教職員研修体系について

・平成３０年度秋田県学習状況調査結果の概要について

・平成３０年度秋田県高等学校学力・学習状況調査結果の概要について

・平成３１年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況について

・平成３２年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験の日程及び会場等について

10 会議の要旨

【岩佐委員】

現在、米田教育長は県議会の本会議に出席中であることから、本日の会議は教育長職務代理者

として私が進行いたします。

それでは、ただいまから、平成３１年第３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、３番大塚委員と４番伊勢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。

【岩佐委員】

審議に入る前に、議事の進行についてですが、議案第５号「行政文書部分公開決定処分に係る

審査請求に対する裁決について」の審議は、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。

【岩佐委員】

それでは、そのように進行いたします。

はじめに、報告第２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２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
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・平成３１年秋田県議会第１回定例会２月議会に２月２６日付けで追加提案した、平成３０年

度補正予算案及び条例案について、事前に知事から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、承認を求めるものである。

・補正予算案の総額は１億３，３４４万７千円の増額である。

・条例案は、教員特殊業務手当のうち、週休日等に運動部活動の指導をした際に支給される手

当の額を引き下げるものである。スポーツ庁が策定した「運動部活動の在り方に関する総合

的なガイドライン」において、中学校の休業日における運動部活動について活動時間の基準

が示されたこと等を踏まえての改正である。

・補正予算案は、２月２６日の本会議で可決された。条例案は、議会最終日である本日、３月

７日に採決される予定である。

【岩佐委員】

報告第２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。

【岩佐委員】

私から１点お聞きします。保育士修学資金貸付事業における返還免除の要件である、５年間な

いし３年間以上の勤務についてですが、同一の保育施設に連続してこの年数勤務することが必要

なのでしょうか。それとも、勤務する施設が途中で変わってもよいのでしょうか。

また、過疎地域は３年間以上となっていますが、過疎地域にある施設から過疎地域ではない地

域にある施設へ勤務先を変えた場合は、どのような算定になるのでしょうか。

【幼保推進課長】

勤務期間は連続していなくとも構いませんし、同一の施設でなくとも構いません。

勤務期間が中断する場合は、最長１年間の猶予期間があります。例えば、転職で勤務する保育

施設を変える際に一時的に勤務していない期間がある場合、あるいは育児休暇を取得する場合な

どですが、その期間は勤務期間には算入されません。

また、過疎地域から過疎地域以外に移る場合ですが、おそらく、過疎地域で勤務した期間を３

年間で割り返して、その割合をもとに５年間のうちの残りの勤務期間を計算することになると思

います。

【岩佐委員】

柔軟な対応で安心いたしました。

参考までに教えていただきたいのですが、これは貸付事業ですので、返還がされた場合は実施

主体である、（福）秋田県社会福祉協議会の収入になるのですか。

【幼保推進課長】

この制度が継続されれば、次の貸付の原資となります。制度が継続されない場合は国に返還す

ることになります。
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【岩佐委員】

他にございませんか。

ないようですので、承認してよろしいでしょうか。。

【全員】

異議なし。

【岩佐委員】

それでは、報告第２号を承認します。

次に、議案第６号「秋田県立中学校管理規則の一部を改正する規則案」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６号「秋田県立中学校管理規則の一部を改正する規則案」説明概要

・中学校学習指導要領の改訂による教科名称の変更に伴い、所要の規定の整理を行うものであ

る。

・施行は、平成３１年４月１日である。

【岩佐委員】

議案第６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。

【岩佐委員】

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。

【岩佐委員】

それでは、表決を採ります。

議案第６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。

【岩佐委員】

それでは、議案第６号を原案どおり可決します。

次に、議案第７号「秋田県立高等学校管理規則の一部を改正する規則案」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】

議案第７号「秋田県立高等学校管理規則の一部を改正する規則案」説明概要

・高等学校学習指導要領の改訂による教科名称の変更に伴い、所要の規定の整理を行うもので

ある。

・施行は、平成３１年４月１日である。

【岩佐委員】

議案第７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。

【岩佐委員】

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。

【岩佐委員】

それでは、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。

【岩佐委員】

それでは、議案第７号を原案どおり可決します。

次に、議案第８号「秋田県立特別支援学校管理規則の一部を改正する規則案」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８号「秋田県立特別支援学校管理規則の一部を改正する規則案」説明概要

・特別支援学校学習指導要領の改訂による教科名称等の変更に伴い、所要の規定の整理を行う

ものである。

・施行は、平成３１年４月１日である。

【岩佐委員】

議案第８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。

【岩佐委員】

特になければ、表決を採ってよろしいでしょうか。
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【全委員】

異議なし。

【岩佐委員】

それでは、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。

【岩佐委員】

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「教育機関の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則案」について、

生涯学習課長から説明をお願いします。

【生涯学習課長】

議案第９号「教育機関の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則案」説明概要

・利用者の要望に答えるとともに、より身近な場所で読書に親しめる環境づくりの充実に努め

るため、次の改正を行うものである。

土日や休日の開館時間を現行の午前１０時から午前９時に変更する。

館内の資料整理のみならず、市町村立図書館や学校図書館等へのセット貸出の対応に充てる

ため、休館日を現行の毎月第一水曜日から毎週水曜日に変更する。

・施行は、平成３１年４月１日である。

【岩佐委員】

議案第９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。

【岩佐委員】

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。

【岩佐委員】

それでは、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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【岩佐委員】

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「秋田県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改

正する規則案」について、生涯学習課長から説明をお願いします。

【生涯学習課長】

議案第１０号「秋田県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正する

規則案」説明概要

・新たに学校運営協議会を設置する大曲工業高等学校及び六郷高等学校の２校を別表に追加す

る改正である。

・施行は、平成３１年４月１日である。

【岩佐委員】

議案第１０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。

【岩佐委員】

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。

【岩佐委員】

それでは、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。

【岩佐委員】

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「秋田県指定文化財の指定等について」、文化財保護室長から説明をお願

いします。

【文化財保護室長】

議案第１１号「秋田県指定文化財の指定等について」説明概要

・第９０回秋田県文化財保護審議会において、「旧長岐家住宅」、「根子ノ沢遺跡出土土器」、

「外町屋敷間数絵図」の３件を秋田県指定文化財に指定すること及び秋田県指定天然記念物

「青サギ群生地」の指定を解除することが適当であるとの答申があった。この指定及び解除

について、秋田県教育委員会の議決を得る必要がある。

・議決後は県公報で告示するが、指定及び指定の解除の月日は公報の告示日となる。
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【岩佐委員】

議案第１１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。

【岩佐委員】

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。

【岩佐委員】

それでは、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。

【岩佐委員】

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「秋田県文化財保護審議会委員の任命について」、文化財保護室長から説

明をお願いします。

【文化財保護室長】

議案第１２号「秋田県文化財保護審議会委員の任命について」説明概要

・当該審議会の委員について、１名を除き任期が平成３１年３月３１日付けで満了となるため、

その後任の任命について承認を得ようとするものである。

・今回の内訳は、欠員となっていた美術の分野への新たな委員の任命と、１０名の委員の再任

である。

・新任の三浦委員は、元県立近代美術館副館長である。開設準備時から近代美術館に関わり、

美術作品に造詣の深い方であることから、今回新たに美術の専門家としてお願いする。

【岩佐委員】

議案第１２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。

【岩佐委員】

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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【岩佐委員】

それでは、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。

【岩佐委員】

それでは、議案第１２号を原案どおり可決します。

次に、報告事項の一つ目の「秋田県教員育成指標及び教職員研修体系について」、総務課長か

ら説明をお願いします。

【総務課長】

報告事項「秋田県教員育成指標及び教職員研修体系について」説明概要

・平成２９年４月の「教育公務員特例法の一部を改正する法律」の施行により、教員育成指標

の策定が義務づけられ、昨年３月に教職員共通の指標を策定したが、今年度は専門性の高い

養護教諭と栄養教諭に係る教員育成指標を策定した。

・基本的には教職員共通の教員育成指標の基本方針を基にしているが、基本的な資質能力のう

ち「教科等指導力」の部分を、養護教諭、栄養教諭の教員育成指標では「専門的指導力」と

して整理したほか、それぞれの職種に特化した部分も盛り込んでいる。

・教職員共通の教員育成指標については、運用１年目であり、基本的な事項について変更はな

い。

・秋田県教職員研修体系については、平成３１年度に実施する研修等を反映させているが、昨

年度の改訂から大きな変更はない。

【岩佐委員】

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】

質問ではないですが、教員育成指標には、一枚に人生の目標が書かれているようで、自分の職

業に置き換えたら「今、自分はどこにいるだろうか」と考えてしまいます。研修体系にしても、

先生方はこうした研修をしてスキルアップを目指しているということが分かり、素晴らしいなと

思いました。

【総務課長】

ありがとうございます。研修については、総合教育センターでの研修、各教育事務所が主催す

る研修、市町村ごとの研修、校内研修などがありますので、全体を体系としてまとめたものがこ

の教職員研修体系になります。
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【岩佐委員】

他にございませんか。

特になければ、次に二つ目の「平成３０年度秋田県学習状況調査結果の概要について」、義務

教育課長から説明をお願いします。

【義務教育課長】

報告事項「平成３０年度秋田県学習状況調査結果の概要について」説明概要

・教科の学習状況に関する調査の結果として、小学校では全ての学年・教科において「おおむ

ね満足」となっている。

・中学校では、第１学年の全教科及び第２学年の国語、数学、理科は「おおむね満足」な状況

であるが、第２学年の社会、英語においては、習得した知識や技能を活用することについて

少し課題が見られ、改善するための取組が必要と考えている。

・質問紙調査の結果からは、児童生徒には望ましい学習習慣や生活習慣がおおむね身について

いることがうかがえる。

【岩佐委員】

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】

特になければ、次に三つ目の「平成３０年度秋田県高等学校学力・学習状況調査結果の概要に

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年度秋田県高等学校学力・学習状況調査結果の概要について」説明概要

・調査は県内の全ての県立、市立、私立高校の高等学校を対象に実施している。

・この結果の概要のほかに、より詳細な「分析と提言」という資料を作成し、３月下旬までに

各校に配付する予定である。

・学習状況調査においては、学習のねらいや目標をしっかり提示して授業を行っていると思う

か、授業で生徒同士で意見交換したり、自分の考えを発表したりする活動をよく行っている

か、という問いでは、肯定的な回答が多く見られた。

・また、勉強することに対しての興味・関心を持って意欲的に取り組んでいるか、普段の授業

で振り返り活動をよく行っていると思うかという問いでは、やや否定的な回答が多く見られ、

改善が求められる。

・学力調査と学習状況調査のクロス分析においては、普段の授業で、生徒同士で意見交換した

り、自分の考えを発表したりする活動をよく行っていると思うか、という質問に対して肯定

的な回答をしている生徒の平均正答率は、そうでない生徒の平均正答率よりも高い傾向が見

られる。仲間と協働して課題に取り組む、自分の考えを発表するといった学習活動が、学力

向上に結びついているものと考えられる。
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【岩佐委員】

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】

特になければ、次に四つ目の「平成３１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。

【高校教育課長】

報告事項「平成３１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

・１月３１日現在における内定状況をまとめたものである。

・就職については、前年同様に比較的順調に推移しているが、未内定者も５６名おり、各関係

機関と連携して一人一人の進路実現に努めていく。

【岩佐委員】

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】

高校生の就職の話ではないですが、最近テレビで、大卒者の就職試験も様変わりしてきており、

グループ討議をさせたり、自分の意見を述べさせたりと答えの決まっていない課題が多く、その

人そのものを問うような試験が多いという話を聞きました。

探究型授業や、主体的に問題を解決していく基礎力、また、先程の高校の学力・学習状況調査

の説明では、自らの考えを発表したりする学習活動が生徒の学力向上に結びついているというこ

とでした。長い目で見れば、こうした力が将来就職する際に結びついていくのではないか。質問

ではありませんが、そのような感想を持ちました。

【岩佐委員】

他にございませんか。

特になければ、次に五つ目の「平成３２年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験の日程

及び会場等について」、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年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験の日程及び会場等につい

て」説明概要

・第一次選考試験、第二次選考試験ともに、例年と同様の時期での実施である。第一次選考試

験では、東北６県の共通開催日が７月２０日に設定されており、本県もそれに合わせている。

・会場も今年度と同様である。

・変更点としては、一つ目に、年齢にかかわらず意欲ある優秀な人材を確保するため、受験資

格年齢を撤廃する。

・二つ目に、大学推薦特別選考の募集対象について、小学校教諭に加え、養護教諭も対象とし、

また、対象大学を７大学へ拡充する。
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【岩佐委員】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【吉村委員】

大学推薦特別選考について、指定大学を７大学に拡充するということでしたが、今は指定大学

がいくつあるのか、また、大学名がわかれば教えてください。

【高校教育課長】

現在は秋田大学で５名の方を募集しています。来年度は、北海道教育大学、弘前大学、岩手大

学、盛岡大学、宮城教育大学、そして東京学芸大学についても、１名ずつ募集する予定です。養

護教諭については、弘前大学から２名募集する予定です。

【岩佐委員】

報告事項は以上ですが、他に何かございますか。

特になければ、議案第５号については、個人情報に関係する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。

【岩佐委員】

異議がございませんので、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


