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令和元年第９回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 令和元年６月５日 水曜日

２ 場 所 教育委員室

３ 開 会 午後２時

４ 閉 会 午後４時１５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

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 真田郁朗 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

報告第４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29号 令和元年度施策評価について

議案第30号 教職員の懲戒処分について

議案第31号 教職員の懲戒処分について

８ 承認し又は議決した事項

報告第４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29号 令和元年度施策評価について

議案第30号 教職員の懲戒処分について

議案第31号 教職員の懲戒処分について
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９ 報告事項

・令和２年度秋田県立中学校入学者選抜適性検査問題等作成方針について

・令和２年度秋田県公立高等学校入学者選抜学力検査問題作成方針について

・令和元年度秋田県公立高等学校入学者選抜定時制の課程１０月入学生募集要項につ

いて

・令和２年度秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科学生募集要項について

・令和２年度秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科入学者選抜学力検査問題等作成方針に

ついて

10 会議の要旨

【米田教育長】

ただいまから、令和元年第９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。

審議に入る前に、議事の進行についてですが、本日の議案第３０号と第３１号の「教職員の懲

戒処分について」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。

【米田教育長】

それでは、そのように進行いたします。

はじめに、報告第４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４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

・令和元年秋田県議会第２回定例会６月議会に提案する令和元年度秋田県一般会計補正予算案

等について、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、秋田県教育委員会の事務委任及び臨時代理等に関する規則第４条第１項の規定によ

り、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。

・今回の補正予算案の総額は、１億８，８５８万９千円の増額である。

・条例案は、「秋田県立高等学校設置条例の一部を改正する条例案」１件を提出しており、秋

田県立雄勝高等学校を秋田県立湯沢翔北高等学校の地域校とすることに伴い、秋田県立雄勝

高等学校の名称等に関する規定について所要の整備を行うものである。

・補正予算案と条例案は、議会最終日の６月２７日に可決成立することを見込んでいる。
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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。

【米田教育長】

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】

では、報告第４号を承認します。

次に、議案第２９号「令和元年度施策評価について」、総務課長から説明をお願いします。

（※総務課長のほか、施策６－１は高校教育課長が、施策６－７は生涯学習課長が説明）

【総務課長、高校教育課長、生涯学習課長】

議案第２９号「令和元年度施策評価について」説明概要

・秋田県政策等の評価に関する条例の規定により、「第３期ふるさと秋田元気創造プラン」

に掲げる教育委員会所管の施策について、教育委員会が毎年評価するもの。今回は平成３

０年度分を評価する。

・同プランの体系には、６つの戦略に３４の重点施策のほか、９の基本施策があり、そのう

ち教育委員会関係は、戦略６「ふるさとの未来を拓く人づくり戦略」の施策６－１から６

－５と６－７の６つである。

・このたび、教育委員会では定量的評価と定性的評価の両方の観点から各施策を総合的に評

価したことから、その判定の妥当性を審議いただく。

・施策６－１「自らの未来を主体的に切り開き、秋田を支える気概に満ちた人材の育成」は、

代表指標の平成３０年度実績の判明時期が令和元年１２月になることから、現時点では速

報値に基づく達成率でｂと判断している。また、成果指標・業績指標が全て１００％を越

えていることから、県内就職については一定の水準を維持していると判断し総合評価をＢ

とした。

・施策６－２「子ども一人一人に応じた教育の充実と確かな学力の定着」は、代表指標の達

成率が９９．７％と目標値には及ばなかったが、達成率が９９％を越えていることから、

探究型授業の成果が出ていると判断したほか、１００％を越える成果指標・業績指標が多

いことから総合評価をＢとした。

・施策６－３「世界で活躍できるグローバル人材の育成」は、代表指標が目標を達成したこ

とやイングリッシュキャンプ等の取組が進んでいることから、総合評価をＡとした。

・施策６－４「豊かな人間性と健やかな体の育成」は、代表指標や成果指標・業績指標の中

には全国平均を上回ったものがあるが、代表指標の一つである運動やスポーツをすること

が好きな児童生徒の割合が目標に届かなかったことから、総合評価をＢとした。

・施策６－５「子どもの成長を支える魅力的で良質な学びの場づくり」は、代表指標、成果
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指標及び業績指標の中には目標を上回ったものがあるものの、市町村におけるコーディネ

ーターの配置率や地域と連携して防災訓練等を実施する学校の割合が低くなっており、学

校・家庭・地域が連携・協働して地域ぐるみで子どもを育む体制整備が十分に進んでいると

は言えず、総合評価をＢとした。

・施策６－７「地域を元気にする住民参加の学びの場と芸術・文化に親しむ機会の提供」は、

成果指標や業績指標は１００％を越えているものの、県立美術館利用時のバス代補助等の

事業の規模縮小に伴い、代表指標である芸術・文化施設をセカンドスクール的に利用した

小・中学生の割合が伸びず、目標に達しなかったことから、総合評価をＣとした。

【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】

施策６－７の代表指標の判定がｄとなっているが、ｄで間違いないのでしょうか。資料３５頁

に記載されている指標の判定基準を確認すると、達成率が８０％以上９０％未満はｃとすること

になっているので、ｃではないでしょうか。

【生涯学習課長】

第３期ふるさと秋田元気創造プランの「４施策の数値目標」における現状値が実績値を上回っ

ているため、今回はｄ判定にしています。

【伊藤委員】

それはなぜでしょうか。

【太田次長】

確かに達成率は８６．８％で８０％以上ですが、代表指標の達成率の判定基準で、ｄの欄を見

ると実績値が前年度より改善した場合は、ｄとすることになっていますので、それに従ってｄと

判断しています。

【伊藤委員】

セカンドスクール的利用ということでは、毎年同じ場所を訪問することは難しく、３年に１回

くらいの周期になるかと思います。高い値を期待することは難しいのではないでしょうか。

【生涯学習課長】

たしかにその点は考えられます。このため絶対値ではなく、割合で設定しました。

【岩佐委員】

バス代の補助がなくなったことが残念です。事業としては３年で終了するとしても、子どもは

毎年変わるので、今後は県立美術館の大壁画「秋田の行事」を一度も見たことがないまま秋田を

出る子どもも出てくるのではないでしょうか。補助を継続してもらいたいと思います。また、男



- 5 -

鹿のナマハゲについても、せっかくユネスコ無形文化遺産に登録されたので、ナマハゲをもっと

身近に見ることができれば良いと思いました。男鹿市の事情もあるでしょうが、博物館や美術館

でもナマハゲを見ることができれば更に身近に感じるのではないでしょうかと考えております。

【大塚委員】

施策６－２の成果・業績指標として、国公立大学希望達成率が記載されていますが、国公立大

学に入りたくても必ずしも全員が思い通りにはいかないと思いますので、その中でも達成率が９

３％というのは、すごい数字ではないかと考えています。また、施策６－７の取組状況として、

良質な芸術・文化体験機会の充実と文化遺産の保存・活用とありますが、博物館・美術館等の利

用についても、宣伝の方法は今はいろいろな手段があります。例えば能代市には翁飴という飴が

あり、スポーツ選手がＳＮＳに出したところ、全国から注文が殺到して大変だったという話を新

聞で読みました。ＳＮＳで少し発信するだけで莫大な宣伝になると感じています。金足農業高校

の金農パンもそうですが、例えばテレビだけなど１種類の宣伝方法ではなく、いろいろな発信手

段を検討しても良いと思います。

【米田教育長】

国公立大学希望達成率については、私も高い数値だと思います。年度によっても違いますし、

生徒一人一人の希望によって達成率が変わってくるのは当然ですが、昨年度の結果を高校教育課

長はどのように考えていますか。

【高校教育課長】

秋田県においては、国公立大学を希望する生徒の割合が高いです。生徒が設定する目標は、手

が届く場合と届かない場合がありますので、手が届かなくても来年に向けて頑張り目標を達成す

するという場合もあるため、数値に表れない部分も当然あると考えております。特に今年の卒業

生は低学年の頃から国公立大学を意識する傾向がある程度強かったのではないでしょうか。適性

な目標を定め、目標達成を目指す生徒が若干増えてきたと捉えております。各学校の頑張りもこ

の数値に表れていると考えております。

【米田教育長】

博物館・美術館等の宣伝方法については、どうでしょうか。マスメディアと組んだ展示も功を

奏していると思っているのですが、今の状況を教えてください。

【生涯学習課長】

やはり県単独でやろうとするとお金がかかるため民間とのタイアップでやっているものもあり

ます。昨年はチームラボのイベントなど写真撮影可にした場合もあり、来場者が写真を撮影し、

ＳＮＳで拡散することで来場者が伸びました。今年度も県立美術館の「岩合光昭の世界ネコ歩き

２」写真展など想定よりも来場者が多いです。民間とのタイアップで行っているものであり、公

報の効果が出てきているのではないかと感じています。
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【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２９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２９号を原案どおり可決します。

次に、報告事項の一つ目、「令和２年度秋田県立中学校入学者選抜適性検査問題等作成方針に

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「令和２年度秋田県立中学校入学者選抜適性検査問題等作成方針について」説明概要

・昨年と方針の内容に変更点はなし。

・適性検査問題は教科横断的な思考力や判断力を把握することができるような内容とする。

【伊藤委員】

検査教科に英語は入らないのでしょうか。

【高校教育課長】

本方針が適用される受験生は英語をまだ教科として習っていないため、該当年度に検討します。

【伊藤委員】

それは何年後でしょうか。

【高校教育課長】

来年度になります。

【米田教育長】

他になければ、次に二つ目の「令和２年度秋田県公立高等学校入学者選抜学力検査問題作成方

針について」、高校教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】
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報告事項「令和２年度秋田県公立高等学校入学者選抜学力検査問題作成方針について」説明概

要

・中学校学習指導要領に基づくものである。

・昨年と内容に変更点はなし。

【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】

いずれ新しい学習指導要領に該当して教育を受けた生徒が受験する際は、方針の内容も変わる

ということでしょうか。

【高校教育課長】

新しい学習指導要領に沿った内容となります。

【米田教育長】

他になければ次に、報告事項の三つ目「令和元年度秋田県公立高等学校入学者選抜 定時制の

課程１０月入学生募集要項について」、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「令和元年度秋田県公立高等学校入学者選抜 定時制の課程１０月入学生募集要項に

ついて」説明概要

・検査期日は令和元年９月７日（土）であり、選抜方法は作文、口頭試問及び面接である。

・令和元年９月１２日（木）午後４時から午後５時までの間に合格者の受験番号を発表する。

【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。

【米田教育長】

昨年度の状況はどうなっていますか。

【高校教育課長】

昨年度は大館鳳鳴高校はⅠ部Ⅱ部とも志願者はいませんでした。明徳館高校は全体で３名が入

学しました。内訳はⅠ部が２名、Ⅱ部が１名です。なお、明徳館高校の入学志願者はⅠ部が２名、

Ⅱ部が３名の計５名でした。横手高校も残念ながら志願者はいませんでした。

【大塚委員】

１０月に入学する生徒を募集するということですが、例えば転校など１０月に入学する理由は

何かあるのでしょうか。
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【高校教育課長】

年度や学校によって状況は異なると思いますが、入学志願者は様々な事情を抱えていて、この

時期に受験するという場合が多いのではないかと考えております。一度他の学校に入学したもの

の進路変更で入学を希望するというケースもあると考えております。

【岩佐委員】

１０月に入学した際の年限と卒業時期を教えてください。

【高校教育課長】

１０月に入学してから３年～４年経過し、単位取得後の９月に卒業することができます。また、

９月までに単位を取得し、卒業資格はあるものの他の生徒と一緒に過ごし３月に卒業することも

選択することができます。

【米田教育長】

他になければ次に、報告事項の四つ目「令和２年度秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科学生募集

要項について」、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「令和２年度秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科学生募集要項について」説明概要

・特別選抜については、出願期間は令和元年９月３日から９月１０日までとする。

・特別選抜の検査日は令和元年９月１９日（木）であり介護福祉科は小論文と面接、生産技術

科は実技と面接を実施する。

・特別選抜は令和元年９月２６日（木）に合格発表を行う。

・一般選抜の検査日は令和元年１１月１４日（木）であり筆記検査と面接を実施する。

・合格者が定員に満たない場合は、令和２年１月下旬又は２月上旬に二次選抜を行う。

【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。

【岩佐委員】

専攻科では高卒と同じ資格を取得できると認識しているが、取得できる資格や就職状況を教え

てください。

【高校教育課長】

介護福祉科については、介護福祉士の国家試験の取得率が開校以来６年連続で１００％を達成

しています。また、生産技術科については、課程の内容は資格取得に直結している内容ではあり

ませんが、在籍する生徒が全国大会である若年者ものづくり協議大会に出場し、旋盤部門で銅賞

やフライス盤で敢闘賞を受賞していることなどから、かなり高いレベルにいることは間違いない

と考えております。就職状況については、主に羽後町、湯沢市、横手市といった地元企業に就職

しており、県内企業を中心に順調に就職が決まっています。介護福祉科の今年の卒業生は８名お
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りましたが、湯沢市に２名、横手市に４名、羽後町に２名就職しています。生産技術科について

は、県内企業を中心に順調に就職が決まっています。今年の卒業生９名のうち湯沢市に４名、横

手市に５名就職しています。就職先の会社名から、専門性を十分発揮することができる就職先で

あると考えております。

【米田教育長】

他になければ次に報告事項の五つ目「令和２年度秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科入学者選抜

学力検査問題等作成方針について」、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「令和２年度秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科入学者選抜学力検査問題等作成方針に

ついて」説明概要

・昨年と内容に変更点はなし。

【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。

特になければ、議案第３０号と議案第３１号の「教職員の懲戒処分について」の審議に入りま

すが、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。

【米田教育長】

異議がないので、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


