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令和元年第１２回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 令和元年８月８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

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 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

議案第38号 教職員の懲戒処分について

議案第39号 令和２年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について

議案第40号 令和２年度秋田県立特別支援学校教科用図書の採択について

８ 可決した事項

議案第38号 教職員の懲戒処分について

議案第39号 令和２年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について

議案第40号 令和２年度秋田県立特別支援学校教科用図書の採択について

９ 報告事項

・秋田県教育委員会における障害者の雇用状況について
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・令和２年度秋田県立中学校入学者の募集及び選抜に関する教育委員会公告等につい

て

・令和２年度秋田県公立高等学校入学者の募集及び選抜に関する教育委員会公告等に

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１２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。

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３８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、議案第３９号「令和２年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について」、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３９号「令和２年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について」説明概要

・県立高等学校で使用する教科用図書の採択は、設置者である県教育委員会が行う。

・高校教育課は課内に「高等学校教科書調査研究委員会」を組織し、各教科用図書の内容等に

関する資料を作成し、教科書目録とともに各校に配布する。

・各校では「教科書調査研究委員会」を設置し、採択希望教科書を選定の上、教育委員会に提

出することになっていた。

・「高等学校教科書調査研究委員会」は、各校から提出された採択希望一覧について、各校の

選定理由の他に教育目標や教育課程との適合性や整合性等を確認し、各学校に指導・助言を

行う。

・これらを踏まえてまとめ直したものが、本日お示しした採択（案）一覧である。

【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】

例えば資料１１頁の学校番号５番の大館桂桜高等学校を見ると、工業の欄に多くの教科書が記
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載されていますが、専攻あるいは専学科ごとにこの中から教科書を選んで使用するということで

すか。

【高校教育課長】

工業の欄には来年度学校で採択する教科書の一覧が記載されております。

【米田教育長】

表には工業の欄に多数の教科書が記載されていますが、これはどのような状況を示しているの

か、イメージをつかみやすくするため、もう少し詳しく説明してください。

【高校教育課長】

各校内の学科に応じて、それぞれの教科書を選び使用しています。

【岩佐委員】

生徒に合わせて教科書を選んで使用しているということですね。

【高校教育課長】

その通りです。

【米田教育長】

他にも能代工業高等学校や男鹿工業高等学校を見るとたくさんの種類がありますが、これも同

様に生徒に合わせて選んでいるということですね。

【伊藤委員】

学科によっても違うと思いますが、生徒はこれらの教科書全てを購入して所持しているという

ことですか。

【高校教育課長】

実態としては、生徒がそれぞれ選択する科目で該当する教科書を購入しています。学年によっ

て違いはあります。

【米田教育長】

一人の生徒がすべての教科書を購入するというわけではないということですね。ちなみに私は

水産系の教科書が高いことは知っていますが、工業系の教科書も高いのでしょうか。

【高校教育課長】

多少高いのではないでしょうか。

【米田教育長】

水産系の教科書は発行部数が少ないので高いのですが、工業も高いのではないかと思います。
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【吉村委員】

資料１８頁の学校番号４０番の横手城南高等学校の平成３１年度の世界史Ａの欄は空白ですが、

平成３１年度は使用していなかったということでしょうか。横手城南高等学校以外にも空欄があ

る高校がありますが。

【高校教育課長】

学校にもよりますが、年度によって時間割を組み替えています。横手城南高等学校では、昨年

は該当する教科がなく空欄となっておりますが、今年は該当するため令和２年度の欄に教科書を

記載しています。

【吉村委員】

空欄がある他の高校も同じような状況ということでしょうか。

【高校教育課長】

その通りです。

【米田教育長】

学校によって教育課程が異なるため、履修年度も異なります。

【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】

異議なし。

【米田教育長】

それでは、表決を採ります。

議案第３９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】

では、議案第３９号を原案どおり可決します。

次に、議案第４０号「令和２年度秋田県立特別支援学校教科用図書の採択について」、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４０号「令和２年度秋田県立特別支援学校教科用図書の採択について」説明概要
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・議案第４０号参考資料に示すように、教科用図書には文部科学省大臣の検定を経た教科書、

文部科学省が著作の名義を有する教科書、学校教育法附則第９条の規定による教科用図書

の３種類がある。

・児童生徒の障害の種類や程度、発達段階に即した教科用図書を採択する。

【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。

【大塚委員】

採択一覧表を見ると、全て良い図書に見えますので、毎年選択肢がこれだけ多いと選ぶ先生方

は悩むと思います。実際には、現場の声を生かしてこの中から選んでいくことになるのでしょう

か。

【特別支援教育課長】

子どもの普段の様子や実態を見ながら、子どもに合う教科用図書を採択します。文科省の図書

目録だけではなく、教育委員会で作成した選定資料も各学校に配布しているので、これらの資料

や現物を見ながら採択しております。

【大塚委員】

ＣＤが付いている現代的な図書もあります。ＣＤ付きはやはり人気なのでしょうか。

【特別支援教育課長】

子どもの実態にもよりますが、耳から情報が入りやすい子どもにはＣＤ付きの教科用図書を選

ぶこともあります。ＣＤ以外にも例えば、絵本に触ると音が出たり英語を話したりする絵本など

があります。子どもが興味や関心を持てる教科書用図書を採択することとしております。

【伊藤委員】

教科用図書が３種類あるという説明がありましたが、文部科学省で著作権を持つ図書がある理

由は何でしょうか。

【特別支援教育課】

詳細は存じ上げませんが障害種別にそれぞれの障害に合ったものとして、視覚と聴覚と知的に

ついては、文部科学省が自ら作成し発行しております。

【伊藤委員】

憶測になりますが、発行部数が少ないなど一般企業にメリットがあまりないため、文部科学省

自らが研究して教材を確保するという意気込みを持っているからではないかと考えていますが、

どうでしょうか。

【特別支援教育課長】
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中には非常に値段の張るものもあります。伊藤委員がおっしゃる通りの理由もあるかと思いま

す。

【米田教育長】

児童によって採択する絵本が異なるということですが、いろいろな絵本を使用していく中で最

初にこの絵本、次はこの絵本というように、どの絵本を使用するかについては先生が個々の子ど

もに応じて計画を立てているのでしょうか。

【特別支援教育課長】

子どもの実態に合わせて、図書を選んで使用します。例えば１年生では文部科学省の著作教科

用図書を使用し、２年生では一般図書の絵本を使用するなど、個々の子どもに応じて指導計画を

立てています。

【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】

異議なし。

【米田教育長】

それでは、表決を採ります。

議案第４０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４０号を原案どおり可決します。

次に、報告事項の一つ目、「秋田県教育委員会における障害者の雇用状況について」、総務課

長から説明をお願いします。

【総務課長】

報告事項「秋田県教育委員会における障害者の雇用状況について」説明概要

・「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、事業主に対して一定率以上の雇用を義務

づけている。毎年６月１日現在で調査を実施し、１１月頃に結果を公表している。

・県教育委員会の雇用率は２．０９％である。

・昨年より障害者の退職が多かったことや新規の採用者で教員がいなかったこと、事務職員で

は知事部局と一括採用しており教育委員会では３人の配置を希望したが、１人の配置となっ

たこと等の理由から昨年と比べると雇用率が低くなっている。

・今年度は教育庁単独で４名の事務職員採用枠をもうけており、教員採用試験では特別選考を
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行う。事務職員はこれから一人でも多く増えるよう機会を捉えて採用試験をＰＲしていく。

【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。

【大塚委員】

障害者の中には精神障害や身体障害、知的障害などいろいろありますが、障害の種類によって

は仕事の性質上、難しい面やできないこともあるのではないでしょうか。また、知事部局の法定

雇用率２．５％の数字の根拠を教えてください。

【総務課長】

障害者の雇用の状況ですが、重度障害者１人採用した場合は２人と数えて、短期時間職員は０．

５人と数えます。算定後の人数は身体障害者が１３９．５人、知的障害者が１．５人、精神障害

者が２．５人となります。

【米田教育長】

学校という職場では仕事の性質柄、なかなか採用に至らないこともあるのではないでしょうか。

また、教員と事務職員に大きく分かれると思いますが、採用に違いはあるのでしょうか。

【総務課長】

身体障害者は教員、教員以外も同じくらいの人数がおりますが、知的障害者は少なく、教員が

１人、教員以外で１人です。知的障害者の教員は実習助手を務めています。なお、精神障害者は

実数では３人おります。

【米田教育長】

教職員と事務職員それぞれの割合も紹介してください。

【総務課長】

教員７，３９３人のうち障害者は８４人で実雇用率は１．４２％です。教員以外では職員１１

８７．５人のうち、障害者は５９．５人で実雇用率は６．２６％となっております。

【米田教育長】

大塚委員の２つ目の質問である法定雇用率２．５％の根拠は分かりますか。

【総務課長】

一般企業は２．２％であり、公務員は２～３年に１回は見直すことになっています。徐々に上

がってきて今の状況に至っています。

【米田教育長】
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そもそもなぜ法定雇用率は２．５％という数値になったのでしょうか。

【特別支援教育課長】

私たちの資料によると、平成３０年４月１日から法定雇用率の算定基礎を見直して、計算式の

分子に精神障害者を足しています。

【米田教育長】

当初は２％を目標として、達成した後は２．２％にまた上がったということですよね。

【総務課長】

当初の目標の２％の数字の根拠について、確認の上で後ほど報告いたします。

【米田教育長】

法定雇用率はさらに上がりそうですね。

【大塚委員】

数字ありきの印象を受けます。仕事の性質上誰でも良いわけではありませんし、雇用率は達成

したが、その分現場が大変になったということでは本末転倒だと思います。実際、自分の職場で

も身体障害者の人を雇いたいと思い支援センターに行きましたが、なかなか見つからないと聞き

ました。数値目標達成ありきになるのではないかと疑問を感じます。

【伊藤委員】

障害者手帳を持っている方は１～２級の人が多いが、実際は６～７級の方もいます。６～７級

の方は、取得するメリットがないため取得している人が少ないのだと思います。例えば、税金の

減税など社会的メリットがあればもっと取得や雇用の促進は進むのではないでしょうか。

【米田教育長】

教員は教えることが仕事であり、免許が必要になりますが、そもそも障害者の中で免許所有者

が少ないといった事情もあります。いずれ、法定雇用率に近づけるために工夫していきたいと思

います。

【吉村委員】

教育庁単独で４名採用するということですが、この４名は事務職員でしょうか。

【総務課長】

おっしゃる通りです。

【吉村委員】

試験方法など採用方法は決まっているのでしょうか。
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【総務課長】

一般教養試験と面接です。人事委員会で行います。

【吉村委員】

法定雇用率達成のための意気込みは確かに必要ですが、雇用される側にメリットがあるかが一

番重要だと考えます。数字達成に執着せずに、ちゃんと相手のことを考えて対応するべきだと考

えます。

【米田教育長】

他になければ、次に二つ目の「令和２年度秋田県立中学校入学者の募集及び選抜に関する教育

委員会公告等について」、義務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の募集及び選抜に関する教育委員会公告等につい

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。

・作文については、今回から各県立中学校により異なる出題とする。

・秋田南高等学校中等部は個人面接、その他２校は個人面接と平行して集団面接を行う。

【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。

【吉村委員】

選抜方法ですが、面接の内容は各校によって異なるのでしょうか。

【高校教育課長】

その通りです。各校それぞれに選抜の観点があるため、秋田南高等学校中等部では個人面接を

行い、その他２校は個人面接と集団面接を行います。

【伊藤委員】

学力検査でなく適性検査としている理由は何でしょうか。

【高校教育課長】

学校教育法施行規則の中で、公立の中等教育学校においては学力検査を行わないと定められて

いるため、学力検査ではなく、適性検査を行っています。

【米田教育長】

作文については、３校の中でそれぞれ異なる課題が出題されるということが、昨年度との変更

点ですね。
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【高校教育課長】

はい。その通りです。

【米田教育長】

県外からの受験者は各校５名が上限となっていますが、昨年度の状況を教えてください。

【高校教育課長】

昨年度、秋田南高等学校中等部で県外からの受験者は２名いました。他の２校については県内

他地区からの受験者はいましたが、県外からの受験者はいませんでした。

【伊藤委員】

知人から中高一貫校に入学する際に、ここの高等学校に進学するという念書を記入させられる

と聞きました。事実でしょうか。

【高校教育課長】

各学校の事情によりますが、念書というよりも誓約書といいますか、この学校に入って６年間

頑張るといった意思の確認するための文書に署名いただく書類はあると思います。それが一方的

に拘束力を持つことはまた別の話だと思います。

【伊藤委員】

実際、途中で進路を変更する場合も考えられると思いますが、それでも縛りが必要なものでし

ょうか。

【高校教育課長】

６年間同じ仲間と切磋琢磨することが中高一貫校の特色です。ただ、おっしゃるように途中で

状況が変化する場合もあるかと思います。学校側は当初の思いを貫くように指導はするものの、

それは強制ではありません。

【大塚委員】

選抜方法は適性検査、作文、面接とありますが、中でも一番大事な試験は何でしょうか。

【高校教育課長】

どれも大事でそれぞれの観点で見て選抜するため、どれか一つにウェイトが集中しているとい

うことはありません。

【伊藤委員】

中高一貫校に入っている生徒は成人式に出られないといった事情があって、気の毒に思います。

なんとかならないものでしょうか。教育委員会の問題ではないと思うが、参考までにお話ししま

す。
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【米田教育長】

そのような現状があるということですね。

【岩佐委員】

出られないというよりは、出にくいということですね。

【伊藤委員】

そうです。小学校は一緒でも中学校はみんなと別ですし、式終了後に中学校単位で集まること

もありますから。

【義務教育課長】

中学校ごとに座席指定しているところもありますからね。

【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】

ないようですので、先ほどの報告事項一つ目「秋田県教育委員会における障害者の雇用状況に

ついて」で、後ほど調べて報告することとしていた、法定雇用率の数字の根拠について総務課か

ら報告をお願いします。

【総務課長】

法定雇用率の数字の根拠について報告いたします。雇用率は、常用の労働者数と失業者数を足

して分母にし、障害者で働いている人の数と働きたい障害者の数を足して分子にして計算してい

ます。最近は働きたい障害者が増えているため、雇用率は上がっています。

【伊藤委員】

自分の障害に見合った仕事となると、仕事が全員に行き渡らない事情もあるかと思います。近

年は重症の方が多いように感じます。

【米田教育長】

他になければ、次に三つ目の「令和２年度秋田県公立高等学校入学者の募集及び選抜に関する

教育委員会公告等について」、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「令和２年度秋田県公立高等学校入学者の募集及び選抜に関する教育委員会公告等に

ついて」説明概要

・全日制の課程では、県北地区で１５名の減、中央地区で１５名の減、県南地区では１０名の

減となっており、合計４０名の減となっている。
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・通信制の課程については、昨年と内容に変更点はなし。

・秋田市立御所野学院高等学校では、令和２年度選抜から本実施要項に基づく前期選抜及び一

般選抜を実施する。また、これとは別に秋田市立御所野学院中学校３年生を対象とする学校

独自の連携型中高一貫入学者選抜が前期選抜と同一日に実施される。今後、秋田市教育委員

会のホームページに詳細が記載される。

・９月１１日に各校で説明会を開催する。秋田市では１１日より前にホームページを整備す

る。

・資料４２頁にある通り、令和２年度前期選抜から出願の条件と配点を一覧で掲載するこ

とで透明化を図っている。

・本資料は今後校正等で修正される可能性がある。

【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。

【伊勢委員】

今の説明以外で特に大きく変わる部分はありますか。

【高校教育課長】

制度上、特に大きく変わる部分はございませんが、先ほども説明しましたとおり前期選抜の配

点の中身を公表している点が今回大きく変わった点です。

【米田教育長】

ちなみに資料６頁の右上のイメージ図は昨年度から示している資料です。今回は資料４２頁以

降が新たに公表される部分です。

【吉村委員】

これらの資料を子どもたちが見る機会はあるのですか。

【高校教育課長】

各中学校に配布しますし、ホームページにも掲載されるため、中学生が見る機会は当然あると

思います。

【岩佐委員】

資料４２頁の花輪高校における出願の条件を見ると、花輪高校だけ他の高校と比べて出願条件

が具体的ですが、これは例えば学校全体で部活動を強くしていきたいなどの意図があるのでしょ

うか。

【高校教育課長】

ご指摘の通りと考えております。特に花輪高校では、特定の部活動の名前と学校の特色を地域

連携の中で出していきたいという意思の表れだと考えております。
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【吉村委員】

資料４２頁の表に実技という欄がありますが、現在実技を実施している学校はありません。昔

は実技もあったということでしょうか。

【高校教育課長】

何年前かは把握しておりませんが、情報系の学校において、実際に実技がありました。

【米田教育長】

全体を見て実技を実施する高校がなければ、この欄は削除して良いのではないでしょうか。

【高校教育課長】

ご指摘の通りだと思います。毎年見直しておりますが、ある程度年数が経過し、今後とも実技

の実施が想定されないということであれば、削除を検討します。

【米田教育長】

最終的なチェックを行い、ミスがないようにしてください。

【岩佐委員】

資料５２頁の大曲農業高等学校太田分校では、口頭試問と面接を実施していますが、口頭試問

と面接はどのように違うものなのでしょうか。

【高校教育課長】

面接では、主に高校生活への意欲や中学校生活で頑張ったこと等が中心になりますが、口頭試

問では３教科の内容を口頭によって発問し、受験生がどう答えるかを見ます。太田分校につきま

しては、学力検査を実施しないため、その代わりに３教科の力を問うために口頭試問を実施しま

す。

【米田教育長】

他になければ、議案第３８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。
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※秘密会のまま終了


