
1 

 

教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録  

 

１ 日 時 

   平成２７年６月２３日（火） 

    開会  ９時３０分 

    閉会 １０時０８分 

 

２ 場 所 

   教育委員室 

 

３ 出席委員及び欠席委員の氏名 

   出席委員 前田光久委員長、森脇健夫委員、岩崎恭典委員、柏木康惠委員、 

山口千代己教育長 

  欠席委員 なし 

 

４ 出席職員  

教育長 山口千代己（再掲） 

副教育長 信田信行、次長（教職員担当）木平芳定、 

次長（学校教育担当）山口顕、次長（育成支援・社会教育担当）中嶋中、 

次長（研修担当） 中田雅喜 

教育総務課 課長 長﨑敬之 

教職員課 課長 小見山幸弘、課長補佐兼班長 竹尾和彦、班長 岡村芳成、 

主幹 田中宏明、主査 中西祐司 

高校教育課 課長 長谷川敦子、班長 井ノ口誠充、主幹 杉坂英則 

特別支援教育課 課長 森井博之、課長補佐兼班長 早津俊一、主査 酒井未央、

指導主事 須川豊 

生徒指導課 課長 芝﨑俊也、子ども安全対策監 山口勉、班長 伊藤雅子 

 

５ 議案件名及び採択の結果            

          件  名                                審議結果 

   議案第１４号 専決処分の承認について（人事関係）         原案可決 

   議案第１５号 平成２８年度三重県立特別支援学校の学科改編等   原案可決 

について 

        

６ 報告題件名 

          件  名 

   報告１ 訴訟事件の判決について 

   報告２ 平成２８年度三重県公立学校教員採用選考試験の申込状況について 

   報告３ 事務局職員の人事異動報告について 
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   報告４ 平成２８年度三重県立高等学校入学者選抜実施日程・三重県立特別 

支援学校入学者選考実施日程について 

   報告５ 三重県いじめ問題対策連絡協議会委員の任命について 

 

７ 審議の概要 

・開会宣言   

前田光久委員長が開会を宣告する。 

   

・会議成立の確認 

全委員出席により会議が成立したことを確認する。 

 

・前回審議事項（平成２７年６月４日開催）の審議結果の確認 

  前回定例会審議結果の内容を確認し、全委員が了承する。 

 

・議事録署名人の指名 

  森脇委員を指名し、指名を了承する。 

 

・会議の公開・非公開の別及び進行の確認 

議案第１４号及び報告３は人事管理に関する案件であるため、議案第１５号は公表

前であるため、報告１は内容に個人情報が含まれるため、非公開で審議することを決

定する。 

会議の進行は、公開の報告２、報告４及び報告５の報告を受けた後、非公開の議案

第１５号、議案第１４号を審議し、報告３、報告１の報告を受ける順番とすることを

決定する。 

 

・審議事項 

報告２ 平成２８年度三重県公立学校教員採用選考試験の申込状況について （公開） 

(小見山教職員課長説明) 

報告２ 平成２８年度三重県公立学校教員採用選考試験の申込状況について 

平成２８年度三重県公立学校教員採用選考試験の申込状況について、別紙のとおり

報告する。平成２７年６月２３日提出 三重県教育委員会事務局 教職員課長。 

１ページをご覧ください。５月１５日から６月１日にかけて教員採用選考試験の申

込みを受け付けまして、今年度の状況を取りまとめました。平成２８年度採用の欄を

見ていただきたいのですが、申込者数（ａ）の欄の中段にあります合計の欄ですが、

３,２３４人ということで、申込者数（ｃ）の欄ですが、昨年度、平成２７年度採用

の欄が３,２８４名ということで、全体では５０名減という形になっておりますが、

ほぼ申込者数の確保はできたかと考えております。 

それぞれの校種は、小学校、中学校から栄養教諭まで、こちらにもお示ししており

ますが、それぞれの校種も申込時点の倍率にいたしまして、小学校で今年度４.１倍、

昨年度は申込時点で４.４倍ということで、少しこの辺は下がっておりますが、逆に中
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学校は７.８倍、昨年度が７.５倍ということで、申込者数の増減は一番右の欄にござ

いますが、おおむね昨年と同程度の申込者数があったと考えております。 

それでは、２ページをご覧ください。１ページで全体をご説明させていただきまし

たが、中学校、高等学校の教諭等につきまして、それぞれ科目ごとの申込者数をお示

ししております。中学校であれば国語、社会、数学、保健体育、英語の人数が多くな

っておりますが、この人数につきましても、おおむね昨年と同程度というところで申

込みをいただいている状況でございます。 

高校につきましても、数学が１０３、保健体育が１９０、保健体育は昨年も２００

人の方に申し込んでいただいている状況になっております。 

続きまして、３ページです。それぞれ過去の申込者数の状況を一覧表にさせていた

だきました。近年ですと、一番下の合計欄の申込者数のところを見ていただきますと、

おおむね３,３００人、３,２００人という申込者数になっておりまして、今回も一定

の規模を確保しているかと考えております。 

今後の予定ですが、１次試験は７月１８日、津高、津西高、津東高、津商業高を会

場に実施させていただきます。１次試験の合格発表は８月６日、２次試験は８月１６

日に論述試験等をさせていただきまして、技能の２次試験は８月１９日、面接を８月

２１日から２８日にかけて実施させていただきまして、最終の２次の合格発表を９月

下旬という形で進めたいと思っております。 

  簡単ではございますが、申込状況等は以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

【質疑】 

委員長 

  私たちも例年見学に行かせてもらって、８月１９日ぐらい、まだ特定はできていな

いんですね。それぐらいに教育委員も見学させていただくということですか。 

教職員課長 

  今、ご予定として組ませていただいていますので、後でご案内させていただきます。 

委員長 

  今報告をいただきました数字の点でご意見、ご質問はありませんでしょうか。 

岩崎委員 

  説明を受けているはずですが、教職経験者特別選考〔Ⅱ〕は、どういう内容でした

か。 

教職員課長 

  講師を経験した方です。 

岩崎委員 

  講師を経験している人で、学校長の推薦というパターンですね。 

教職員課長 

  ２つありまして、まず、５年間の間に３６ヶ月以上の講師をされている方プラス、

昨年度、一次合格をして、本年度、講師をしてみえて、２ヶ月以上の講師経験がある

方で推薦を受けた方です。 
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岩崎委員 

  その方が去年に比べると２００人、申し込みが増えたということですね。 

委員長 

  私は１点あります。２ページのところで真ん中の欄に「※スポーツ特別選考〔Ⅰ〕 

の４名を含む。」と書いていただいてありますが、これは例えば高校総体や国体をに

らんでいるという判断でいいんですか。 

教職員課長 

  そのとおりでございます。 

委員長 

 あと、よろしいですか。 

教育長 

  小学校が４倍ですが、以前、丹保委員がよく言われたのは、６倍ぐらいないと非常

に質の保証が難しいという話があるので、そのあたりを今後、教員養成大学でしっか

り学んでいただいた方に受験していただけるよう働きかけ、倍率を上げていきたいと

考えています。 

  それから、委員長が言われたスポーツ特別選考ですが、これは２階のスポーツ推進

局と連携しながら、指導者が足りないのか選手が足りないのかということも含めて調

整をさせていただいて、４名の枠を別枠ということで競技種目を絞ったという形にな

っています。 

委員長 

  という意思表示が一番最後の合計のところの約５００プラス４、あえてプラス４と

いうふうに書いてもらってあるということかと思います。 

  よろしいですか。 

 

 －全委員が本報告を了承する。－ 

     

・審議事項 

報告４ 平成２８年度三重県立高等学校入学者選抜実施日程・三重県立特別支援学校入 

学者選考実施日程について （公開） 

(長谷川高校教育課長説明) 

      報告４ 平成２８年度三重県立高等学校入学者選抜実施日程・三重県立特別支援学

校入学者選考実施日程について 

      平成２８年度三重県立高等学校入学者選抜実施日程・三重県立特別支援学校入学者

選考実施日程について、別紙のとおり報告する。平成２７年６月２３日提出 三重県

教育委員会事務局 高校教育課長・特別支援教育課長。 

  １ページをお開きください。平成２８年度三重県立高等学校入学者選抜の実施日程

について報告をいたします。入学者選抜の日程につきましては、中学校、高等学校が

翌年の年間計画を立てる必要があるということから、毎年２月に前期選抜と後期選抜

の検査日、合格発表日を予定として公表をさせていただいております。 

  今回、入学願書の受付期間などすべての選抜日程を策定いたしました。それでは、
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資料をご覧ください。 

まず、検査日についてです。前期選抜は２月９日火曜日、１０日水曜日のいずれか

一日又は両日で実施いたします。スポーツ特別枠選抜、連携型中高一貫教育に係る選

抜や、過年度生を対象とした特別選抜も合わせて実施いたします。合格内定の通知は、

２月１６日火曜日に行います。 

後期選抜は３月１０日木曜日に検査を実施し、３月１７日木曜日に合格者発表を行

います。また、３月２３日水曜日に後期選抜において病気等で欠席した者のために追

検査を、また、合格者数が入学定員に満たなかった高等学校で再募集の検査を実施い

たします。再募集後、合格者数が入学定員に満たなかった夜間定時制課程では、追加

募集の検査を３月２９日火曜日に実施いたします。その後、通信制課程においては、

再募集の検査を４月３日日曜日に実施いたします。 

平成２８年度高等学校入学者選抜に関する日程については、以上です。 

続いて、特別支援学校入学者選考の実施日程について、報告者をかえてご説明いた

します。 

(森井特別支援教育課長説明) 

  資料の下の部分にあります平成２８年度三重県立特別支援学校入学者選考実施日

程をご覧ください。特別支援学校の入学者選考については、選考日を２回、設定して

おります。日程につきましては、高等学校の入試日程と合わせて実施いたします。選

考については、出願期間を１月２８日木曜日から２月２日火曜日とし、２月１０日水

曜日に選考を行います。合格者の発表は２月１６日火曜日です。 

  再募集の選考については、出願期間を２月２４日水曜日から２月２９日月曜日と

し、３月１０日木曜日に選考を行います。合格者の発表は３月１４日月曜日です。 

  県立特別支援学校の受検の希望がある生徒は、県立高等学校の受検に関わらず、入

学願書受付締切日前の２月１日月曜日までに出願を希望する学校において、必ず教育

相談を受けることとします。教育相談は、特別支援学校が生徒の実態の把握を行うと

ともに、保護者や生徒が当日の授業の様子を見て、学校への理解を深めてもらうこと

が目的です。 

  以上が、平成２８年度三重県立高等学校入学者選抜実施日程・三重県立特別支援学

校入学者選考実施日程についての説明です。よろしくお願いいたします。 

 

【質疑】 

委員長 

  報告４についてご質問、ご意見はよろしいですか。 

 

 －全委員が本報告を了承する。－ 

 

・審議事項 

報告５ 三重県いじめ問題対策連絡協議会委員の任命について （公開） 

(芝﨑生徒指導課長説明) 

  報告５ 三重県いじめ問題対策連絡協議会委員の任命について 
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  三重県いじめ問題対策連絡協議会委員の任命について、別紙のとおり報告する。平

成２７年６月２３日提出 三重県教育委員会事務局 生徒指導課長。 

  説明は、山口子ども安全対策監が行います。 

(山口子ども安全対策監) 

  １ページをご覧ください。三重県いじめ問題対策連絡協議会の委員につきましては、

先般、４月１４日の教育委員会定例会におきまして、人事異動に伴う委員５名の交代

について報告をさせていただいたところです。今回は、委員の任期が、本年６月３０

日をもって満了となることから、次期委員の任命を行おうとするものです。 

  １ページ右側の太線で囲んでありますのが新委員の一覧です。裏面の２ページをご

覧ください。ここには上段に国のいじめ防止対策推進法、中段に本県のいじめ防止基

本方針、下段には本県の対策連絡協議会、本協議会の条例ということで、３つ載せて

おりますが、国の推進法、県の基本方針のところに下線が引いてあります。そこの部

分にこの協議会を構成する機関、団体が具体的に示されております。 

また、一番下の設置条例を見ていただきますと、委員の任期は１年、そして、再任

も可ということを謳っております。 

１ページにお戻りください。ただ今見ていただきました国の法、県の基本方針に基

づき、委員を構成する各機関・団体に、委員の推薦の依頼をしておりましたところ、

この一覧のとおり委員をそれぞれ推薦していただきました。新たな委員といたしまし

ては、上から４人目になりますが、三重県小中学校長会から推薦をいただきました津

市立高野尾小学校の森公子校長、その４行下に三重県市町教育長会から推薦をいただ

きました鈴鹿市の長谷川正人教育長、その下、同じく大紀町の稲葉元教育長、以上３

名が新たな委員でございます。 

他の委員につきましては、再任される方が６名、そして、先ほど申し上げた人事異

動によって交代をされて、そのまま継続をしていただく方が５名です。 

なお、本協議会の会議につきましては、年２回の開催を予定しておりますが、日程

については、現時点では未定です。今後、委員のご都合を確認させていただいて、第

１回会議の日程調整を進めてまいります。 

説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

【質疑】 

委員長 

  三重県いじめ問題対策連絡協議会委員の任命ということですが、新たに７月１日か

ら新任の方も再任の方もということでスタートするという報告ですが、よろしいです

か。 

 

 －全委員が本報告を了承する。－ 

 

・審議事項 

議案第１５号 平成２８年度三重県立特別支援学校の学科改編等について (非公開) 

特別支援教育課長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原 
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案どおり可決する。 

 

・審議事項 

議案第１４号 専決処分の承認について（人事関係） (非公開) 

教職員課長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どお 

り可決する。 

   

・審議事項 

報告３ 事務局職員の人事異動報告について （非公開） 

教職員課長が説明し、全委員が本報告を了承する。 

   

・審議事項 

報告１ 訴訟事件の判決について （非公開） 

教職員課長が説明し、全委員が本報告を了承する。 

  

 


