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平成２３年第３回教育委員会会議録

１ 期 日 平成２３年２月３日 木曜日

２ 場 所 教育委員会委員室

３ 開 会 午後２時００分

４ 閉 会 午後５時２８分

５ 出席委員 北林真知子

猪股春夫

田中直美

長岐和行

佐藤一成

根岸均

６ 説明のための出席者

教育長 根岸均 教育次長 片野裕

教育次長 濱田純

参事（兼）生涯学習課長 佐々木義幸

参事（兼）高校教育課長 白山雅彦

総務課長 佐々木則夫 施設整備室長 和泉良正

幼保推進課長 船木文子 義務教育課長 橋田裕

特別支援教育課長 江橋宏栄 文化財保護室長 古内一樹

保健体育課長 小野巧 福利課長 鶴田宣夫

給与・旅費センター長 畑中厚 総合教育センター所長 福田世喜

７ 会議に附した議案

議案第 ２号 教職員の懲戒処分案について

議案第 ３号 秋田県産業教育審議会委員の任命について

８ 議決した事項

議案第 ２号 教職員の懲戒処分案について

議案第 ３号 秋田県産業教育審議会委員の任命について

９ 報告事項

・平成２３年度秋田県立中学校入学者選抜結果について

・平成２３年度 秋田県公立高等学校入学者選抜 前期選抜志願状況について

・平成２４年度秋田県公立高等学校・秋田県立中学校入学者選抜に係る日程について

・秋田県公立高等学校入学者選抜一般選抜学力検査の検査時間変更について

・平成２３年３月卒業予定者の就職内定状況について

・早期退職希望者数と教員採用追加合格について

・文化財の国指定について
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10 会議の要旨

【北林委員長】

ただ今より平成２３年第３回教育委員会会議を開催いたします。

会議録署名員は２番田中委員と４番佐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ありますが、議案第２号は人事案件であることから、

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。

【北林委員長】

それでは、そのように進行いたします。

始めに、議案第３号「秋田県産業教育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。

【参事(兼)高校教育課長】

議案第３号「秋田県産業教育審議会委員の任命について」説明

【北林委員長】

ただ今の説明について質疑等ございませんか。

【猪股委員】

昨年度の活動状況はどうだったのでしょうか。

【参事(兼)高校教育課長】

平成２２年度は金足農業高校を会場にし、農業高校の授業の実態をご覧いただきながら、主に

農業教育についてご意見をいただきました。

具体的には、実習用の農機具の中には陳腐化しているものもあるため、順次更新していかなけ

ればならないというご意見をいただきました。また、地域との連携はどのようにとっているのか

といった質問に対しては、地域住民に対して畑作や花き栽培の研修会をしたり、地域の幼稚園児

に対して芋掘りや花の迷路を行うようにしたりしているとご説明いたしました。

さらに、各委員がお住まいの近くで産業祭が開催される際にはご案内申し上げ、ご意見を頂戴

しております。

【猪股委員】

産業教育審議会の建議から具体的に改善した成果はありますか。

【参事(兼)高校教育課長】

例えば先ほどの花き栽培の研修会では、これまでは教員が講師となって地域住民に講習会をし

ておりましたが、生徒が講師となった方がよいとの提言をいただきました。
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【猪股委員】

個別の話と言うよりは、もっと大きな意味で秋田県の産業教育が変わった例はありますか。

【教育長】

インターンシップは今はどの高校でも行われていますが、それは産業教育審議会の建議が大き

な節目となったと記憶しております。

【猪股委員】

産業界を代表する方がいらっしゃるので、もっと意見が出せるような会議運営の工夫をお願い

します。

【佐藤委員】

昨年の開催状況を拝見したところ、１５人の委員のうち８名しか参加されていないようでした。

年１回の会議ですので多くの方が参加できるような工夫をしていただきたいと思います。また、

住所地も全県をカバーするようなものとしていただく必要があると思います。

【参事(兼)高校教育課長】

審議会委員のうち、産業経済界の方は急遽予定が入ることもあり、１００％の方に出席いただ

くことの難しさを感じています。しかし、来年度は１００％の方が出席いただけるような日程調

整に努めます。

また、地域バランスについては昨年度は県北地域の方がいらっしゃらなかったので、三種町と

能代市の方に委員をお願いしました。大館地域あたりからも参加いただけないか複数の方に依頼

をしたのですが、引き受けていただけませんでした。

【教育長】

補足説明ですが、以前はホテルで審議会を行っていたのですが、１０年ほど前から学校を会場

に行うようにしました。その結果、本県の産業教育の実態を知っていただく機会となり、好意的

に捉えられています。

【北林委員長】

私が審議会委員になった最初の年は県庁で行いましたが、２年目からは学校で行っており、実

態を知るという点では良かったと思います。

昨年度の審議会には私も出席しましたが、委員１５人中７人が欠席しており、やっと定足数に

達したという状況でした。

また、産業界の方々から「我々はこういう人材が欲しい」というメッセージがあれば、産業教

育の指標となるのですが、そういった発言は乏しかったと思います。

本県の産業教育の方向性が決まると言っても過言ではない会議であり、１年に１回しか開催さ

れないのですから、会議の重要性を委員に認識していただくとともに、日程の調整についても工

夫いただきたいと思います。

さらに、出席いただくだけではなく前向きで創造的な意見を出していただく工夫をしなければ、

意味のない会議になってしまいます。辛辣な言い方ですが昨年の会議は行う意味のない会議でし
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た。私が委員だった５年間は出席率ももっとよかったですし、積極的な意見が出ていたように思

います。しばらく見ない間にこうなってしまったと残念な思いがあります。

富山へ教育視察を行って強く感じたのですが、秋田県は産業教育と産業を推進する知事部局と

の連携が弱いと思います。少なくとも、教育委員会としては産業界の動向を敏感に受け止め、産

業教育に活かしていくのだという態度をしっかりと持たなければなりません。

【佐藤委員】

議事録の中で岩手にトヨタの工場を誘致できたのは、岩手には優秀な人材がいるからだという

話がありましたが、秋田の子どもたちも高い学力を持っていることが証明されているのですから、

そういった部分を前面に出し、産業教育と産業振興をコラボレートさせていく必要があろうかと

思います。

また、積極的な議論をする上で、年に１回だけの議論ではどのような話をすればいいのかイメ

ージがわきにくいかと思いますので、前回の議事録を事前に送付するなど、良い意見が出るよう

な工夫をいただければと思います。

【北林委員長】

産業振興における人づくりという観点から、知事部局に対しても教育委員会がしかけていかな

ければなりません。

専門高校で学ぶ子どもたちは、その多くが秋田で就職し秋田の未来を支える人材になります。

秋田の未来を左右する人材を育成するという観点に立てば、もっと予算措置を含めて力を入れて

臨むべきです。

例えば富山では富山工業高校の設備更新に今年度１億２，０００万円をかけ、今後も毎年４，

０００万円の経費をかけて整備していく計画だそうです。こういった姿勢は知事部局と共に富山

は工業で生き残っていくという考えを共有しているからこそ出来るものだと思います。

【田中委員】

今回の委員の人選については、若い女性も多く活発な意見が出されることを期待しています。

【北林委員長】

学識経験者が昨年度に比べて１人減っているのは何故でしょうか。

【参事(兼)高校教育課長】

これまでは秋田大学の工学資源学部と教育文化学部から１名ずつ委員を推薦いただいておりま

した。しかし、今年は中高の接続を強く意識するという観点から、学校関係者として秋田県中学

校長会会長にも委員を務めていただくこととしました。その結果、より産業教育に関連のある工

学資源学部からのみ推薦いただき、県立大学、国際教養大学、秋田大学から各１名推薦いただく

ことに変更したものです。

【北林委員長】

中高の接続の観点からすると大変良いことだと思います。

会議の運営に関してですが、校長からの学校説明が長すぎて審議の時間が確保できていなかっ

たと思いましたので、対処いただきたいと思います。
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【参事(兼)高校教育課長】

承知いたしました。

【北林委員長】

他になければ、表決を採ってもよいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【北林委員長】

では表決を採ります。議案第３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。

【北林委員長】

それでは議案第３号を原案どおり可決します。

次に報告事項に入ります。一括して説明いただいてから質疑等いただきます。「平成２３年度

秋田県立中学校入学者選抜結果について」及び「平成２３年度秋田県公立高等学校入学者選抜前

期選抜志願状況について」及び「平成２４年度秋田県公立高等学校・秋田県立中学校入学者選抜

に係る日程について」及び「秋田県公立高等学校入学者選抜一般選抜学力検査の検査時間変更に

ついて」及び「平成２３年３月卒業予定者の就職内定状況について」及び「早期退職希望者数と

教員採用追加合格について」高校教育課長から説明をお願いします。

【参事(兼)高校教育課長】

「平成２３年度秋田県立中学校入学者選抜結果について」

「平成２３年度秋田県公立高等学校入学者選抜前期選抜志願状況について」

「平成２４年度秋田県公立高等学校・秋田県立中学校入学者選抜に係る日程について」

「秋田県公立高等学校入学者選抜一般選抜学力検査の検査時間変更について」

「平成２３年３月卒業予定者の就職内定状況について」

「早期退職希望者数と教員採用追加合格について」説明

【北林委員長】

次に「文化財の国指定について」文化財保護室長から説明をお願いします。

【文化財保護室長】

「文化財の国指定について」説明

【北林委員長】

報告事項を一括してご説明いただきましたが、質疑等ございませんか。
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【教育長】

高校入試について補足説明しますが、本県では前期、一般、後期と３回の受検機会があります。

このことについて、１点目が私立高校から公私のアンバランスを解消するために後期選抜を止め

て欲しいという要望があります。

２点目は前期選抜に関してですが、学力を身につけさせるために推薦入試を減らす傾向にある

ようです。

【田中委員】

来年度から検査時間が延長されるとのことでしたが、これにより面接時間が短くなるようなこ

とはあるのでしょうか。

【参事(兼)高校教育課長】

まずは検査時間を延長したとしても、生徒が帰る時間が遅くならないように配慮いたします。

現在も面接試験が遅くなっても５時までには生徒を帰すようにしています。

【佐藤委員】

他の地域では推薦入試を縮小しているとのことでしたが、本県で選抜の機会を３回設けている

のは何かメリットがあるということでしょうか。

【参事(兼)高校教育課長】

受検の機会を３回設けるのは平成１７年から行っております。生徒の受検機会を確保すること、

選抜方法を多様化させることにより多様な物差しで選抜できることから３回実施としているとこ

ろです。

ただし、時代の変化により選抜の方法も変化しておりますので、他県の動向を見据えながら時

代にマッチした選抜方法を検討してまいります。

【濱田次長】

選抜の方法については課内検討をしている最中です。

県民及び有識者を含めた検討会を来年度立ち上げる予定です。

【教育長】

この仕組みは極めて大切な問題ですので、事務局で原案を作成しますが、教育委員からの提案

をいただければと思います。

中学校の立場では３回チャンスがあることを肯定的に捉えているようです。最初は３回も落ち

てしまうのが可哀想だから反対という意見もありましたが、今は肯定的な意見です。

【田中委員】

娘が受検したので、保護者の立場から申しますと、初年度は前期の倍率が相当高くなっていま

した。前期選抜は学科試験だけではなく、面接試験やプレゼンテーションの練習も必要なのです

が、落ちてしまうと他の子どもに比べて１ヶ月程度ロスしてしまう例もあるようです。そのため、

前期はよほど自信のある生徒や、学力以外の面で秀でた特長が有る生徒以外は受けるべきではな

いという風潮がありました。
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前期選抜は、学力だけでは計ることが出来ない能力のある子どもにとってのチャンスの場とな

っており、ようやく定着しつつあるように思います。

これをがらっと変えてしまうと、とまどいが生まれるので、慎重に検討いただければと思いま

す。

【北林委員長】

前期選抜と後期選抜は学力検査はないのでしょうか。

【参事(兼)高校教育課長】

前期選抜は学力検査はありませんが、面接の中で口頭試問を行う場合があります。

【北林委員長】

思っていたほどは選考方法に違いはないのですね。

【猪股委員】

各校ごとにどこに重きをおくか違うと思います。高校では３回選抜を行うことについてどのよ

うに考えているのですか。

【参事(兼)高校教育課長】

前期であれば要項に出願の条件が一覧で示されておりますので、それに応じて出願することと

なります。後期も同様に重視する要件を定めておりますが、前期に比べると大まかな内容になっ

ている傾向があります。

【猪股委員】

就職の内定状況について、昨年よりも厳しいという実感があるのにも関わらず、昨年同月比よ

りも改善していることについては、関係者の努力の成果であると思います。

ところで、以前と比べると就職先の業種が異なっているように思うのですが、就職先の業種分

けを分析しやすいものへ見直す必要があろうかと思うのですが、いかがでしょうか。

【参事(兼)高校教育課長】

委員ご指摘の業種別の就職状況については２月末くらいのものをまとめてご報告いたします。

【猪股委員】

本県のキャリア教育の成果が実際に出ているのかどうか分かるようにまとめていただきますよ

うお願いいたします。

【佐藤委員】

高等学校の入試の結果は毎年年次比較していることと思いますが、試験時間が延長されること

により比較の方法が変わることはあるのでしょうか。

【参事(兼)高校教育課長】

単純に前年度と比較することは出来なくなろうかと思います。また、問題の質もじっくり考え
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て回答する問題とすることにより、作問についても影響を受けるかと思います。

【佐藤委員】

文化財の国指定について、県の指定から国の指定になるということで喜ばしいことであります

が、具体的に国の指定になることにより保存にあたって有利な点はあるのでしょうか。

【文化財保護室長】

県の指定よりも国の指定の方が重要度が増すことにより、国からの補助等が受けられることに

なります。

【北林委員長】

県の指定の場合は県からの補助がなされるのでしょうか。

【文化財保護室長】

県の補助がある場合とない場合があります。国の指定となっているものは全て補助がでます。

【教育長】

平成２６年の国民文化祭の開催に向け、秋田の文化財をモーションキャプチャーなどの最新技

術を活用して保存しようという動きがあります。

【北林委員長】

入試問題に戻りますが、入試は中学生の学習の指標となるという説明でしたが、非常に大切な

ことで秋田県の教育はこういった方向を目指しているという意思を表明することになります。そ

ういう問題づくりをよろしくお願いします。

【参事(兼)高校教育課長】

６月頃に入試の分析結果を公表しておりますので、それを通じて秋田県の課題をアナウンスす

るとともにわか杉思考コンテスト等でもメッセージを発信してまいりたいと思います。

【北林委員長】

他になければ、議案第２号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。

【北林委員長】

異議がないので、秋田県教育委員会会議規則第２８条により秘密会とします。

傍聴の方はしばらくの間退室願います。

※秘密会のまま終了。


