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平成３１年第５回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成３１年３月２０日 水曜日

２ 場 所 教育委員室

３ 開 会 午後２時

４ 閉 会 午後２時４６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 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 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 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１６号 第２期あきたの教育振興に関する基本計画平成３１年度実施計

画（案）について

議案第１７号 秋田県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則案

議案第１８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１９号 教育職員免許法施行細則の一部を改正する規則案

議案第２０号 教育職員免許法施行細則の一部を改正する規則の一部を改正す

る規則案

議案第２１号 秋田県いじめ問題対策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１６号 第２期あきたの教育振興に関する基本計画平成３１年度実施計

画（案）について

議案第１７号 秋田県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則案
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議案第１８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１９号 教育職員免許法施行細則の一部を改正する規則案

議案第２０号 教育職員免許法施行細則の一部を改正する規則の一部を改正す

る規則案

議案第２１号 秋田県いじめ問題対策審議会委員の任命について

９ 報告事項

・２０２０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

【岩佐委員】

本日は米田教育長が別の用務により欠席のため、教育長職務代理者として私が会議を進行いた

します。

それでは、ただいまから、平成３１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、２番伊藤委員と３番大塚委員にお願いします。

【岩佐委員】

審議に入る前に、議事の進行についてですが、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」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、議案第１６号「第２期あきたの教育振興に関する基本計画平成３１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１６号「第２期あきたの教育振興に関する基本計画平成３１年度実施計画（案）につい

て」説明概要

・平成２７年３月に策定した「第２期あきたの教育振興に関する基本計画」は、平成３１年度

が最終年度となる。

・基本計画は毎年度その進捗を確認し、今後の取組に生かしながら進めていくこととしており、

今までの取組状況とその成果と課題を踏まえ、平成３１年度の実施計画（案）を取りまとめ

た。
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【岩佐委員】

議案第１６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。

【岩佐委員】

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「秋田県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則案」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１７号「秋田県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則案」説明概要

・平成３１年度の組織改編等に伴い、所要の規定の整理を行う改正である。

・主な改正としては、中央教育事務所及び同事務所由利出張所の分掌事務から「生涯学習及び

社会教育に関すること。」を除く。これは、生涯学習及び社会教育に係る事業の増加に伴い、

校種にとらわれない取組が増えていることから、地域性を考慮し、特に中央地区について、

職員が各事業の趣旨について理解を深め円滑に業務を遂行するため、教育庁内に業務を集約

するものである。

・施行期日は、平成３１年４月１日である。

【岩佐委員】

議案第１７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１７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１７号を原案どおり可決します。

次に、議案第１８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１８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」説明概要

・市町村立学校の統廃合に伴い、へき地学校等の指定を解除する改正である。

・廃校により、へき地学校１校、へき地学校に準ずる学校１校の指定が解除される。

・施行期日は、平成３１年４月１日である。

【岩佐委員】

議案第１８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。

【大塚委員】

へき地学校に赴任する方には、給料が加算されるということなのでしょうか。

【教職員給与課長】

はい、へき地の等級に従い加算されます。例えば、へき地の１級地に所在する学校であれば給

料等の４％が加算されます。へき地学校に準ずる学校であれば２％の加算になります。

【吉村委員】

へき地学校や、へき地学校に準ずる学校に指定される条件は何でしょうか。

【教職員給与課長】

文部科学省でへき地の等級付けの基準を設けています。

駅又は停留所までの距離、病院までの距離、高校までの距離、郵便局までの距離、スーパーマ

ーケットまでの距離、市の中心地までの距離、などがあり、それぞれを点数化し、例えば１級地

であれば合計４５点から７９点の間、へき地学校に準ずる学校であれば３５点から４４点の間、

などと点数により等級が決められます。

【岩佐委員】

他にございませんか。他になければ、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１８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１８号を原案どおり可決します。

次に、議案第１９号「教育職員免許法施行細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１９号「教育職員免許法施行細則の一部を改正する規則案」説明概要

・国の法改正に伴い、教諭の免許状の授与を受ける場合の単位の科目名を改めるほか、その他

所要の規定の整理を行う改正である。

・施行期日は、平成３１年４月１日である。

【岩佐委員】

議案第１９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１９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１９号を原案どおり可決します。
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次に、議案第２０号「教育職員免許法施行細則の一部を改正す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２０号「教育職員免許法施行細則の一部を改正する規則の一部を改正する規則案」説明

概要

・教育職員免許法の一部改正に伴い、規則内で引用している同法の条項を改める改正である。

・施行期日は、平成３１年４月１日である。

【岩佐委員】

議案第２０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２０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２０号を原案どおり可決します。

次に、議案第２１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２１号「秋田県いじめ問題対策審議会委員の任命について」説明概要

・昨年、４名の委員を２年の任期で任命したが、１名の委員から辞任の意向があったため、後

任の委員の任命について承認を得ようとするものである。

・今回任命しようとする委員の任期は、前任者の残任期間である平成３１年４月１日から平成

３２年３月３１日までとなる。

【岩佐委員】

議案第２１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。



- 7 -

【伊藤委員】

この審議会はどのくらいの頻度で行われているのですか。

【高校教育課長】

基本的には年に１回開催しています。ただし、いじめの重大事態等があった場合はその調査に

当たるため、その場合はまた別に開催します。

【伊藤委員】

今年度あるいは昨年度は、どのくらい重大事態があったのですか。

【高校教育課長】

今年度、昨年度はございません。

【岩佐委員】

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。

【岩佐委員】

それでは、表決を採ります。

議案第２１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２１号を原案どおり可決します。

次に、報告事項「２０２０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。

【特別支援教育課長】

報告事項「２０２０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

・特別支援学校の入学者選考日及び合格発表日について説明。

・栗田支援学校高等部環境・福祉科は、県内に１校のみの、知的障害の生徒のための職業学科

である。そのため、独自に選考日を設定し、不合格者が出た場合には他の知的障害特別支援

学校高等部普通科を受験することができるよう配慮している。

・募集人員等については、２０１９年９月中旬に報告する予定である。
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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。

【伊藤委員】

今日初めて、栗田支援学校の環境・福祉科は知的障害の生徒を対象にしているのだと認識を新

たにしたのですが、軽度の発達障害、自閉症スペクトラム障害などの生徒はここにはあまり入学

しないのですか。

【特別支援教育課長】

はい。特別支援学校の対象となる障害種に、発達障害は含まれていません。栗田支援学校は、

枠としては知的障害の特別支援学校となっています。

【伊藤委員】

それでは、情緒障害の生徒さんはここは受験できないということですか。

【特別支援教育課長】

国で定めている障害の区分からいいますと、特別支援学校に該当する障害の種類に情緒障害は

含まれておりません。しかし、自閉症であっても知的の障害がある場合には特別支援学校に入学

しています。

【伊藤委員】

そうなりますと、高機能自閉症やアスペルガー症候群などの生徒は、入学しづらいと考えてよ

ろしいでしょうか。

【特別支援教育課長】

これは法律上のことになりますが、文部科学省の示している方針では、それらの生徒は基本的

には通常の学校で教育するものとなっています。特別支援学校に該当する生徒は、認定特別支援

学校就学者といいまして、障害があり、その障害種に応じて特別支援学校に該当する人です、と

される仕組みです。その中で、情緒障害は特別支援学校に就学する障害種には入っていません。

したがって、基本的には、伊藤委員がおっしゃったような生徒は、中学校卒業後は高等学校に入

学する生徒であるとされています。

【伊藤委員】

わかりやすく教えていただき、ありがとうございます。ただ実際問題として、情緒障害で、知

的には高いのですが集団に馴染めない子どもたちが問題になっていると思っています。集団での

教育が厳しい場合に、就労を考えてトレーニングできるスペシャルなコースがあると良いと期待

してしまいます。今後、もし機会があればお願いいたします。

【岩佐委員】

報告事項は以上ですが、他に何かございませんか。
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特になければ、報告第３号については、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。

【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。

秘密会とする前に、本日が平成３０年度の最後の教育委員会会議となります。出席している次

長や課室長で、退職や人事異動により本日が最後の出席となる方がおりますので、太田教育次長

から紹介をお願いします。

【太田教育次長】

それでは、紹介いたします。

眞壁 聡子 教育次長です。秋田南高等学校・秋田南高等学校中等部校長への異動となります。

保坂 一美 施設整備室長です。定年退職後、再任用職員として能代支援学校事務長への配属

となります。

嵯峨 要 教職員給与課長です。定年退職後、再任用職員として男鹿工業高等学校事務長への

配属となります。

小林 司 特別支援教育課長です。大曲支援学校長への異動です。

髙橋 忠太郎 福利課長です。定年退職後、再任用職員として雄物川高等学校事務長への配属

となります。

本日は欠席しておりますが、近江谷 正幸 文化財保護室長が、大曲高等学校長へ異動となり

ます。

また、渡部 克宏 高校教育課長においては、教育次長として引き続き会議に出席しますので、

よろしくお願いいたします。

【岩佐委員】

お疲れ様でした。

それでは、秘密会としたいと思いますので、傍聴の方は退室願います。

※秘密会のまま終了


