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平成３１年第６回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成３１年４月１１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１０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 渡部 克宏

総務課長 片村 有希 施設整備室長 俵谷 浩

教職員給与課長 真田 郁郎 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 伊藤 雅和

特別支援教育課長 新井 敏彦 生涯学習課長 中山 恭幸

文化財保護室長 武藤 祐浩 保健体育課長 高橋 周也

福利課長 佐藤 広文

７ 会議に付した事項

議案第２２号 平成３１年度秋田県教科用図書選定審議会委員の任命

議案第２３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

議案第２４号 秋田県社会教育アドバイザー規則の一部を改正する規則案

議案第２５号 秋田県立美術館美術顧問の任期更新について

８ 議決した事項

議案第２２号 平成３１年度秋田県教科用図書選定審議会委員の任命

議案第２３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

議案第２４号 秋田県社会教育アドバイザー規則の一部を改正する規則案

議案第２５号 秋田県立美術館美術顧問の任期更新について

９ 報告事項

・平成３１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３１年度秋田県公立高等学校入学者選抜一般選抜学力検査の抽出調査結果に

ついて

・平成３１年３月高等学校卒業者の就職決定状況について

・平成３１年３月特別支援学校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】

それでは、ただいまから、平成３１年第６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、４番伊勢委員と５番吉村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。

【米田教育長】

はじめに、議案第２２号「平成３１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２２号「平成３１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、学校長等、教育

委員会関係者、学識経験者等で構成する２０名を、秋田県教科用図書選定審議会の委員とし

て県教育委員会が任命する。

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

・教育委員会関係者については、市町村の教育委員会や学校教育課長等及び教育事務所長から

７名を選出している。

・学校長等や教育委員会関係者は、地域や専門教科のバランスを考慮して選出している。

・学識経験者等は、大学教員や保護者等から５名を選出している。

・今年度の審議会では、２０２０年度から使用する小学校教科用図書と特別支援学校小・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】

議案第２２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】

２０２０年度から使用するということは、あと１年の間に教科書を決めるということで、私も

昨年の資料を見ましたが、膨大な冊数です。どのように審議し、決定するのですか。

【義務教育課長】

確かに膨大な冊数となるので、選定審議会委員に審議していただくための調査研究用のコンパ

クトな資料を作成することにしています。調査研究委員として各教科から数名の委員を選出し、

教科書を見ながらどのような特徴があるのかを記載した資料を作成します。教科書を手に取り、

作成した資料を参考にしながら審議・決定していただく流れになっています。



- 3 -

【米田教育長】

選定審議会委員が認められた後、どのようなプロセスを経て教科書の選定に至るのでしょうか。

【義務教育課長】

実際に教科書を採択するのは各地区の採択地区協議会です。一度、各採択地区協議会の事務局

長に集まっていただいて、連絡協議会を開催します。その後、教育委員協議会で今年度の流れを

説明し、第１回目の審議会を５月上旬に開催します。その際に、どういった方向で教科書の採択

業務を進めるかを審議いただきます。その後、調査研究委員が資料を作成し、第２回目の審議会

でその資料の内容を審査します。審議会で了解が得られた資料を、今度は各採択地区に資料とし

て提供します。詳しいスケジュール等については、４月下旬の教育委員協議会で再度説明いたし

ます。

【米田教育長】

いずれまた、詳しいスケジュールを示し、ご理解をいただくようにします。

他にございませんか。

ないようですので、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２２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２２号を原案どおり可決します。

次に、議案第２３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２３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

・平成３１年度の市町村立の小・中学校、及び義務教育学校の教職員の配置基準と県で行って

いる少人数学習推進事業の配置基準に基づいて、定数配置を各市町村の学校の種類ごとに定

める必要があり、規則の一部を毎年改正することにしている。

・具体的な改正内容は、資料の別表のとおり。毎年分かりにくいという指摘を受けるため、５

ページ以降に参考資料を掲載している。

・例えば、資料５ページの鹿角市の部分を見ると、統廃合により学校が２校減、小学校では前
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年度比で教員が１２人減になっており、今年度の小学校の校長・教員の定数は１０５人とな

っている。１０５人の内訳は正規採用が９９人、臨時講師が６人である。国の法律では１ク

ラス４０人であり、国の基準で計算すると実際は鹿角市に教員が１０４人いれば良いという

ことになるが、１０５人としている理由は、県の少人数学習推進事業により、１学級増えて

１人増となった学校があるからである。国の基準による人数と少人数学習推進事業によって

増えている人数を足した人数となっている。

・同じように能代市も統廃合の影響により、人数が減少している。その他に統廃合がある市町

村はないが、全県的に児童数が減少しているため、前年度に比べて数字が落ちているところ

が多い。

・全県で前年度比小・中合わせて７０人減、他の職種も合わせると７４人減となっている。今

後も似たようなペースで落ちていくと考えられるため、来年度も別表の数字が変わるという

ことになる。

・改正後の規則は、平成３１年４月１日から適用する。

【米田教育長】

議案第２３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。

【伊勢委員】

資料５ページの参考資料の中で、秋田市の定数を見ると前年度比で小学校では１８人減、中学

校では５人増となっています。普通、小学校が減れば中学校も減ると考えられるが、中学校が増

えていることについて、何か理由はあるのでしょうか。

【義務教育課長】

学校数そのものは変わりませんが、例えば転校というような事情があり、国の基準によってク

ラスが１増える学校があれば１人増えますし、また、昨年度より市全体の生徒数が減っていても、

県の少人数学級の基準により、配置される人数が多くなる場合もあり、全体として教職員の人数

が増えるという状況が背景にあるものと考えられます。

【米田教育長】

学級数について、国の基準に県の基準が加わっているということですが、県のトータルではど

のくらい増えていますか。

【義務教育課長】

詳しい資料が手元にないのですが、例年小学校は学級数が全県で４０～５０の間で増えていま

す。中学校は更に増えています。

【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】
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異議なし。

【米田教育長】

それでは、表決を採ります。

議案第２３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２３号を原案どおり可決します。

次に、議案第２４号「秋田県社会教育アドバイザー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２４号「秋田県社会教育アドバイザー規則の一部を改正する規則案」説明概要

・中央教育事務所社会教育班の廃止に伴い、業務を生涯学習課に移管する。その関係で、中央

地区を担当する社会教育アドバイザーを生涯学習課に配置する必要があるため規則を改正す

るものである。

・平成３１年４月１日から適用する。

【米田教育長】

議案第２４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】

従来の社会教育班と社会教育アドバイザーの職業上の違いはあるのでしょうか。

【生涯学習課長】

中央教育事務所社会教育班には、県の職員が２名配置されていました。その他に社会教育アド

バイザーとして、別の方を任命しておりました。具体的には、社会教育班は県が実施している施

策について、主に各市町村・各学校への連絡調整業務を担っています。社会教育アドバイザーに

ついては、非常勤の職員でおおむね週に２回、各市町村訪問の際に指導助言をしたり、家庭教育

に関する出前講座に講師として各学校に出向き、講座を開催したりしています。

【吉村委員】

社会教育アドバイザーに任期はあるのですか。

【生涯学習課長】

１年更新です。
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【吉村委員】

人数は何人ですか。

【生涯学習課長】

各教育事務所に１名、生涯学習センターに１名配置しており、合計４名です。

【米田教育長】

合計４名の人数は変わらず、うち１名が生涯学習課に配置されるということですね。

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、表決を採ります。

議案第２４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２４号を原案どおり可決します。

次に、議案第２５号「秋田県立美術館美術顧問の任期更新について」、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２５号「秋田県立美術館美術顧問の任期更新について」説明概要

・平成２５年の美術館移転開館にあわせて美術顧問を設置し、本県にゆかりがあり、芸術文化

や美術教育において、優れた識見を有する高階秀爾氏に美術顧問を委嘱しているが、今回２

年の任期が終了するため、引き続き委嘱期間を更新するものである。

・高階氏については、日本の美術学者・美術評論家として平成２４年にその分野で初めて文化

勲章を受章するなど、今後も引き続き県立美術館の顔としてふさわしい方であると判断した。

・委嘱期間は平成３１年４月２５日から令和３年４月２４日の２年間となる。

【米田教育長】

議案第２５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】

謝金等はどのくらいですか。定期的な報酬ではなく、その都度謝金を支払っているのでしょう

か。
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【生涯学習課長】

委嘱事項として、講演と適宜な情報発信の２点が挙げられます。講演は年１回であり、講演料

として謝金を支払っています。情報発信については、適宜機会を見て発信してもらう形にしてい

ます。

【岩佐委員】

金額は決まっているのですか。

【生涯学習課長】

講演料は３５万円です。

【吉村委員】

今後、高階氏が美術顧問をやめるとなった際も、美術館顧問は他の方に委嘱するなどして、継

続していくのでしょうか。

【生涯学習課長】

今後もし新しい人に代わる時には、また新たに任命したいと考えています。

【米田教育長】

今年の講演は１０月５日ということで予定は固めているのですね。

【生涯学習課長】

はい、そうです。

【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】

それでは、表決を採ります。

議案第２５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２５号を原案どおり可決します。
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次に、報告事項の一つ目の「平成３１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３１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３１年度の新規採用者は２２１名である。前年度比で２７名の増である。

・前年度の選考試験で合格し採用延期となっていた者が３名、今回の試験の合格者数が２２５

名、辞退者については、辞退者が４名、採用延期者が４名の計８名、東京都との協調選考に

よる採用者は１名である。

【吉村委員】

辞退者４名の辞退理由は何でしょうか。

【高校教育課長】

辞退者４名については、民間企業への就職あるいは家庭の事情などによるものと聞いています。

【米田教育長】

辞退者は県内の人でしょうか、県外の人でしょうか。

【義務教育課長】

記憶によると、県内の人だったと思いますが、英語関係の民間企業へ就職したと聞いています。

後は家庭の事情で２名が辞退したと聞いています。

【米田教育長】

特別支援学校の方はどうでしょうか。

【特別支援教育課長】

家庭の事情のうちの１名は、本県出身者だが、結婚が決まったということで辞退し、もう１名

は家庭の事情で急遽家業を継がなければならないということで辞退したと聞いています。

【米田教育長】

辞退するとは思わずに採用はするわけですが、結果的に新規採用が配置されるところにやむを

えず講師が配置されるケースもあるわけですね。

【米田教育長】

他にございませんか。

特になければ、次に二つ目の「平成３１年度秋田県公立高等学校入学者選抜一般選抜学力検査

の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。

【高校教育課長】

報告事項「平成３１年度秋田県公立高等学校入学者選抜一般選抜学力検査の抽出調査結果につ
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いて」説明概要

・合計点は２８０．２点で前年度を８．５点下回った。１００点換算点では、５６．０点で前

年度比で１．７点低下した。

・国語の平均点は６３．４点で前年度を６．３点上回った。得点分布では６０点以上の層が増

加しており、普段の学習の成果が現れている。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、一定の文量で記述することに課題が見られる。

・社会の平均点は４８．７点で前年度を１３点下回った。用語・語句を含めた個別の事実に関

する基礎的な知識の定着については、学習の成果が表れている。一方で、それらを活用して

資料から必要な情報を読み取って適切に判断したり的確に説明したりすることに課題が見ら

れる。

・数学の平均点は５３．７点で前年度を２．３点上回った。得点率では、全体の４割で７０％

を越えており、学習の成果が見られる。一方で複数の知識及び技能を活用して解決すること

に課題が見られる。

・理科の平均点は６５．０点で前年度を１．０点上回った。特に知識理解に関する問題の正答

率が高くなっており、普段の学習の成果が現れている。一方でこれまで学んだ科学的な概念

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４９．４点で前年度を５．１点下回った。今年新傾向の問題が出たため、受

験生に戸惑いがあったかもしれない。リスニング問題の得点率は高く、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る。一方で読み取った内容や考えを基本

的な語句を用いて適切に表現することに課題が見られる。

・抽出結果については、各高等学校に入学者の今後の指導に生かしてもらうために３月末にペ

ーパーで同じ資料を送付した。また、５月中には全県の中学校と高等学校に分析資料を冊子

の形で配布し、生徒の学習指導・授業改善に生かしてもらう。

【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。

【米田教育長】

基礎的な事項だが、抽出したのは全体の何％で、枚数は何人分でしょうか。

【高校教育課長】

一般選抜における全日制課程の受験者５，１８５人の約８％に当たる４１２人を抽出していま

す。

【大塚委員】

数学の大問５のⅠとⅡで得点率が０％の問題があるが、全体的に見てもかなり低いのではない

でしょうか。また、この分野の問題の出題方法に関しても検討していかなければならないのでは

ないでしょうか。最後の問題は難しいということもあるが、何か原因はあるのでしょうか。

【高校教育課長】
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その点については、我々も課題を感じているところです。８％抽出の中で得点率が０％になっ

ているが、統計学的には８％抽出で全体像を把握できると考えており、全体像につながるものと

捉えています。ただ、この問題については、各学校にも聞き取りをし、解答状況を確認しました。

やはり難しい問題であることは確かですが、一生懸命に解こうとしている受験者はいるというこ

とでした。レベルの高い問題ではあるが、高校の学習の指標となる資質能力ということをメッセ

ージとして示したいと考えています。今後も現状を検証しながら出題していきたいと考えていま

す。

【米田教育長】

受験者５，１８５人全員分の解答を確認したわけではないのですね。

【高校教育課長】

全員分調べたわけではありません。

【米田教育長】

かつて問題としてどうかと話題になったこともあります。小問Ⅰの最後の問題が０％というの

も気になります。時間がかかっても良いので詳しく調べてみてはどうでしょうか。

【高校教育課長】

前向きに検討します。

【岩佐委員】

各教科で設定している平均点や通過率はどれくらいを想定しているのでしょうか。また、それ

は毎年変わるのでしょうか。それとも毎年一定レベルの難易度の問題を出しているのでしょうか。

【高校教育課長】

平均点の設定は、各教科ともに５７点±５点を想定しています。５２～６２点を想定して作問

しています。

【岩佐委員】

その平均点からはみだしている教科も多いようですが。

【高校教育課長】

小問毎の得点率を見ると幅があり、問題の難易度ということもありますが、その中で各教科の

合計点数が先ほど申し上げた範囲に収まるように作問しています。

【米田教育長】

小問毎にどのくらいの点数が期待できるかを積み上げて、５教科の平均点の予測を出している

ということですね。
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一番最初の問題というのは大きな壁を作らないように比較的易しい問題を出すのですが、社会

だけ、珍しく平均点低いです。これは予想外だったのでしょうか。

【高校教育課長】

最初の大問からかなり難しい問題となっています。歴史の問題だったのですが、歴史の流れを

トータルのものとして捉えて、思考し、メッセージを発出する問題となっています。これは受験

者にとって難しいところがありました。来年度の作問時の反省点等にしていきたいと考えていま

す。

【米田教育長】

完全正答率と得点率の違いは何でしょうか。

【高校教育課長】

完全正答率は小問毎に配点があり、満点を取った生徒の割合です。得点率は、小問毎の部分点

も足して、実際に取った得点を表しています。

【米田教育長】

記号等で答える部分は完全正答率と得点率が一致するが、記述問題では部分点があるので、完

全正答率と得点率にはずれが生じるということですね。

【大塚委員】

小学校の５・６年生で英語が教科化され、３・４年から英語に触れるということで、今後、英

語を早い段階で勉強している人が増えていくと考えられます。今後、英語の正答率はやはり上が

ってくると予想されるのでしょうか。

【高校教育課長】

低学年の段階からの英語学習の積み重ねが当然、英語の基本的な力として反映されることは考

えられますが、先ほども申し上げたとおり、５２～６２点の平均点となるように問題を作成しま

すので、毎年受験生の力に応じて問題の難易度を設定することに変わりはなく、英語だけ急激に

正答率が上がることはないのではないかと考えています。

【米田教育長】

リスニングは全て２回聞かせているのですか。

【高校教育課長】

はい、そうです。

【米田教育長】

昨年１１月に実施された大学入学共通テストの試行問題のリスニングでは、１回聞かせる問題

と２回聞かせる問題がありました。やはり１回よりも２回聞かせる問題の方が正答率は高かった
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ため、テクニカルなもので難易度を変えることもできると思います。

どのような力がついているのかを見ながら、またどうするか考えないといけないと思いますが、

今のところは想像できません。

【米田教育長】

他になければ、次に三つ目の「平成３１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３１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内定率は９９．７％で、前年同期比０．２ポイントの増加であ

る。未内定者は７名で、前年同期比５名の減である。

・男女別では、男子の就職決定率は９９．８％、女子の就職決定率は９９．５％である。

・県内就職内定率は９９．６％で、前年同期比０．３ポイントの増である。県外就職内定率は

９９．７％で、前年同期比０．２ポイントの減である。

・公務員を含む就職内定率は、９９．５％で、前年同期比０．１ポイントの増である。

・民間企業と公務員を合わせた県内就職希望率は６５．１％で、前年同期比１．９ポイント

の減である。県内就職の割合は、６５．０％で、前年同期比１．９ポイントの減である。

・求人数が今年も増加している。各学校毎のきめ細やかなキャリア教育や就職支援員による指

導が高い就職決定率につながったものと考えている。

・未決定者の生徒についても、引き続き各学校で指導を継続していく。新規高卒扱いとなる６

月末までハローワーク等の関係機関とも連携し、進めていく。

【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】

県内の公務員を希望していて、内定を得られなかった４名については、今後、再チャレンジす

るのでしょうか、それとも進路を変更したのでしょうか。それから、未決定者で就職を希望して

いる人も引き続き就職を求めていくのでしょうか。

【高校教育課長】

今年度の公務員試験を受験するつもりでいる生徒もいます。現在、市内の専門学校で公務員試

験対策講座を受講しています。また、地方公共団体の臨時職員として勤務している生徒もいます。

【米田教育長】

公務員試験を受けるために専門学校に通う生徒の扱いはどうなるのですか。進学としてカウン

トされるのでしょうか。
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【高校教育課長】

集計上は進学になります。

【米田教育長】

進路状況調査の最終版には進学として扱われるということですね。

【米田教育長】

今年は求人数が増えており、県内よりも県外に引っ張られる傾向が強かったように感じます。

学校毎に見ても、その傾向が感じられるのでしょうか。

【高校教育課長】

日本全体で求人数が増えており、中央の大手企業の求人でも秋田県の高校生に対する期待は大

きく、これまでの企業と学校とのつながりを通して優秀な生徒がほしいということで、学校とし

ても期待を込めて送り出しているところです。保護者も待遇面や将来性など総合的に考えて、県

外に就職先を選ぶ状況があります。

【米田教育長】

進路状況調査は、後ほど冊子にまとめて提供いたします。

他になければ、次に四つ目の「平成３１年３月特別支援学校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３１年３月特別支援学校卒業者の就職決定状況について」説明概要

・平成３０年度卒業者１９６名のうち、就職希望者は３月３１日時点で７５名である。希望者

のうち、就職内定者数は７４名で内定率は９８．７％である。卒業者全体に占める割合は３

７．８％である。今年度も高い割合で推移した。

・就職決定先は業種別に見ると、製造業、卸売業・小売業、医療・福祉、宿泊業・飲食サービ

ス業の順で割合が高かった。昨年度に比べると、宿泊業・飲食サービス業への就職が増えて

いる。昨年度は１名だったが、今年は１１名である。

・仕事の内容としては調理補助、接客サービス、清掃等に従事している。

・今後も生徒全員が希望する進路実現を果たせるように進路指導の充実に努めていきたい。

【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】

ここ数年の傾向を教えてください。

【特別支援教育課長】

職業教育推進事業や職域開拓促進事業により、農業分野にも毎年数名が就職しております。今

年度就職した２名のうち、１名は農園で農作業員として、もう１名は養鶏場で畜産農業の仕事に
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従事しています。

【米田教育長】

今後、新たな職域を開拓する可能性はありますか。また、どのような分野が考えられますか。

【特別支援教育課長】

地場産業への食い込みということでは、木工系や農業系等が挙げられます。伝統工芸も当初、

考えましたが、入っていけないというところが正直なところです。

【米田教育長】

ここ５～６年で就職する生徒は７０～８０人と増えており、今後も同じような傾向が続くと思

われますが、職域を更に広げることも合わせながら指導していただければと思います。

【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。

お疲れ様でした。

教 育 長

４ 番

５ 番


