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平成２３年第７回教育委員会会議録

１ 期 日 平成２３年３月２４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６時３５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１２号 秋田県教育委員会教育長の任命について

議案第１３号 秋田県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則案について

議案第１４号 市町村立学校職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則案について

議案第１５号 北秋田市立合川高等学校の廃止の認可について

議案第１６号 秋田県文化財保護審議会委員の任命について

議案第１７号 教職員の懲戒処分案について

議案第１８号 教職員の懲戒処分案について

議案第１９号 教職員の懲戒処分案について

議案第２０号 教職員の懲戒処分案について

８ 議決した事項

議案第１２号 秋田県教育委員会教育長の任命について

議案第１３号 秋田県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則案について

議案第１４号 市町村立学校職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則案について

議案第１５号 北秋田市立合川高等学校の廃止の認可について

議案第１６号 秋田県文化財保護審議会委員の任命について
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議案第１７号 教職員の懲戒処分案について

議案第１８号 教職員の懲戒処分案について

議案第１９号 教職員の懲戒処分案について

議案第２０号 教職員の懲戒処分案について

９ 報告事項

・平成２４年度秋田県公立高等学校学級減等について

・平成２４年度秋田県立特別支援学校入学者選考に関わる日程等について

10 会議の要旨

【北林委員長】

ただ今より平成２３年第７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１７号、議案第１８号、議案第１

９号及び議案第２０号の教職員の懲戒処分案件は、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。

【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１２号については教育長の任命案件であることから秘密会にしたいと思います

がいかがですか。

【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。

（傍聴人退室）

（傍聴人入室）

【北林委員長】

ただ今の審議の結果、平成２３年４月１日からの教育長として、米田進秋田県立秋田北高等学

校長を任命することに決定しました。

それでは審議を継続します。議案第１３号「秋田県教育委員会行政組織規則の一部を改正する

規則案について」及び議案第１４号「市町村立学校職員の給与等に関する規則の一部を改正する
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規則案について」総務課長から説明をお願いします。

【総務課長】

議案第１３号「秋田県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則案について」

議案第１４号「市町村立学校職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則案について」説

明

【北林委員長】

議案第１３号及び議案第１４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。

【猪股委員】

へき地学校に関して、４級地となっている１校はどこの学校でしょうか。

【総務課長】

鹿角市立大湯小学校の田代分校です。ここは冬期間だけ開校する冬季分校です。

【佐藤委員】

へき地手当の支給はその学校がへき地にあるかどうかで支給が決まるとのことでしたが、へき

地学校に勤務する教員は学校の近くに住んでいるのでしょうか。

【総務課長】

必ずしもそうとは限りません。

【佐藤委員】

そうすると比較的都市部に住んでいても、勤務する学校がへき地学校であればへき地手当が支

給されるのですね。制度の趣旨からすると違和感があるのですが、いかがでしょうか。

【総務課長】

ご指摘のとおりへき地手当の支給は学校の所在地により決定されます。車のない昔の時代に作

られた制度ではありますが、国で定めた現行のルールに則って支給することとしているものです。

【田中委員】

車のない時代であれば、学校の所在地に応じてへき地手当を支給する意味もわかりますが、通

勤の状態も変わってきている中にあっては、個々の教員の実情に応じた支給とするように見直す

必要もあるのではないかと思うのですが、そういったことは可能でしょうか。

【総務課長】

現在のへき地手当制度は文部科学省が全国一律で定めた制度であるため、見直すことはできま

せんが、へき地手当の基準の決定を都道府県へ移管することも検討されているようなので、そう

なった場合は県として改めて検討することとなります。
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【佐藤委員】

行政組織規則を改正して図書館に主幹の職を置くことができるようにするとのことでしたが、

それにはどのような背景があったのでしょうか。

【総務課長】

県立図書館では外国人利用者の増加により英語によるレファレンスサービスの需要が増してき

ております。また、レファレンスサービスに限らず英語の能力を活かした企画が求められており

ますので、そういった能力を持った方を配置するために主幹のポストを新設する必要があります。

【田中委員】

主幹というのは具体的にはどういったポストなのでしょうか。

【総務課長】

管理職手当上の位置づけとしては、課長の管理職手当は本俸の１６％相当であるのに対し、主

幹は１２％です。なお、学校においては大規模校では校長が１４％で教頭が１２％、小規模校で

は校長が１２％で教頭が１０％です。そのため手当上は大規模校の教頭や小規模校の校長ぐらい

の位置づけにあるポストになっております。

【北林委員長】

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。

【北林委員長】

では、表決を採ります。議案第１３号及び議案第１４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】

では議案第１３号及び議案第１４号を原案どおり可決します。

次に、議案第１５号「北秋田市立合川高等学校の廃止の認可について」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１５号「北秋田市立合川高等学校の廃止の認可について」説明

【北林委員長】

議案第１５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。
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【長岐委員】

資産の処理方法は普通財産に変更するとのことですが、現段階での今後の見通しはどうでしょ

うか。

【参事(兼)高校教育課長】

校舎については北秋田市の財産であることから、北秋田市が今後の方向性を検討していくこと

となります。また、それ以外に合川高校で使用していたフェンシングの備品などは、県に無償譲

渡する手続を取っております。

【長岐委員】

それでは震災の被災者の受入に合川高校を使用するかどうかは北秋田市が判断するのですね。

【参事(兼)高校教育課長】

そのとおりです。

【北林委員長】

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。

【北林委員長】

では、表決を採ります。議案第１５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。

では議案第１５号を原案どおり可決します。

次に、議案第１６号「秋田県文化財保護審議会委員の任命について」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】

議案第１６号「秋田県文化財保護審議会委員の任命について」説明

【北林委員長】

議案第１６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。

なければ私から質問があるのですが、今回の候補者は前任者と同様に魁新報社の文化部長です

が、この職にある方が審議会委員を務めてどれくらいたっていますか。

【文化財保護室長】

具体的に何年というのは手元に資料がありませんが、最初の頃から長年務めていらっしゃいま

す。
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【北林委員長】

県内に本社のある報道機関は魁新報社以外にもあるかと思いますが、そういった方は委員に任

命することは出来ないのでしょうか。

【文化財保護室長】

任命することが出来ないわけではありませんが、他の審議会との関係で、文化財保護審議会委

員については魁新報社の文化部長にお願いしているという経緯があります。

【北林委員長】

具体的にどういった弊害があるという訳ではないのですが、毎年同じ職の方へ依頼するだけで

はなく、その時々に応じて依頼する方を変えることも検討いただけないでしょうか。

【文化財保護室長】

魁の文化部長に依頼している経緯などを調査し、検討してまいりたいと思います。

【北林委員長】

他にありませんか。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。

【北林委員長】

それでは表決を採ります。議案第１６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】

では議案第１６号を原案どおり可決します。

次に報告事項に入ります。一括して説明していただいてから質疑等いただきます。

「平成２４年度秋田県公立高等学校学級減等について」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２４年度秋田県公立高等学校学級減等について」説明

【北林委員長】

次に「平成２４年度秋田県立特別支援学校入学者選考に関わる日程等について」特別支援教育

課長から説明をお願いします。
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【特別支援教育課長】

「平成２４年度秋田県立特別支援学校入学者選考に関わる日程等について」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。

【佐藤委員】

公立高等学校の学級減について、秋田高校については普通科において４０人クラス７学級から

４０人クラス６学級へと減ずる予定のようですが、１クラス当たりの人数を減ずることについて

は検討してこなかったのでしょうか。

【参事(兼)高校教育課長】

第六次秋田県高等学校総合整備計画においては、進学の中心校は６学級以上、専門校について

は５学級以上を維持することとしております。この中において県内で１学年８学級以上の高校は

秋田高校のみとなっている現状を鑑み、秋田高校も１学級減ずると昨年示したところです。それ

に基づいて中央地区において秋田高校を１学級減ずることとしたものです。

【北林委員長】

昨年度示した予定に基づく学級減ということですね。

【参事(兼)高校教育課長】

そのとおりです。

【教育長】

何故３５人学級にしないのかという点については、定数を積算する際に文科省は４０人学級で

積算するため、秋田高校のような大規模校を３５人学級にしてしまうと財政上の負担が増すため、

クラスの人数を減らすのではなく学級数を減らすこととしているものです。

【田中委員】

この学級減の計画が進めば小坂高校は１学年２クラスとなってしまします。以前、２学級程度

の小規模校では教員の専門性が維持できないなどの問題点が指摘されておりましたが、小坂高校

ではそういった問題に対応できるのでしょうか。

【参事(兼)高校教育課長】

１学年あたり２学級となっている高校は米内沢高校、二ツ井高校、雄勝高校、矢島高校があり

ます。矢島については中学校と連携した取組を行っておりますが、その他の３校については非常

勤講師を配置するなどして対応しているところです。小坂高校も全ての学級が２クラスとなれば、

そういった学校と同様の取組により、専門性の維持に支障がないよう配慮してまいります。

【教育長】

まもなく後期試験の合格発表を行いますが、かなりの学校で定員割れしている状況です。

少子化のスピードは予測以上ですので、５月１日の状況を踏まえて定員については再検討する
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必要があるかもしれません。

【佐藤委員】

震災の影響で被災生徒が転入してくる可能性もあろうかと思います。

仮に多くの生徒が転入学を希望した場合には、この学級減の予定も変化するということでしょ

うか。

【参事(兼)高校教育課長】

転入学の問い合わせについては今日現在では数件に留まっております。

被災生徒の転入学については個人単位で受け入れる場合もあれば、学校単位での受入となる場

合もあるかもしれません。

定数の関係では５月１日の生徒数が、教員数の積算基準となっております。４０人規模で生徒

数が増えると追加的に１名教員を配置できることとなりますが、こういった状況を踏まえて今後

検討してまいります。

なお、県内の高校では定員割れしている学校もあることから、ある程度の受け入れる余裕はあ

ります。

【北林委員長】

その他何かありませんか。

【総務課長】

失職した教員に対する退職金の支給についてご報告致します。交通事故により禁固刑以上が確

定し、失職した教員について、退職金の支給について検討した結果をご報告致します。個々の職

員の退職金に関わる情報は通常公表はしないのですが、今後の公務に関する影響などを考慮し、

公表することと致しました。

本人の非違行為によって免職又は失職した場合、非違行為の抑止という観点から原則的には退

職金を支給しません。一方で退職金はこれまでの勤続に対する功労報酬であるという性格上、免

職や失職となった場合でも一定の合理的な理由があれば、その一部を支給できるように国で制度

改正がなされ、県でも同様の改正を行いました。条例では退職金の支給にあたって勘案すべき項

目が次のとおり６つ挙げられております。

１つ目が当該退職者の職務及び責任、２つ目が勤務状況、３つ目が非違の内容、程度及び非違

に至った経緯、４つ目が非違後における言動、５つ目が非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度、

６つ目として非違が県民の信頼に及ぼす影響です。

以上の６項目を勘案した結果、本事案については、自動車運転による過失致死によるものであ

りますが、今回は私用による運転であり、公務中の事故ではないこと。教員の勤務評価は良好で

あったこと。被害者が死亡した結果は重大であるものの故意や重大な過失は認められず、執行猶

予がついていること。事故後に遺族へ謝罪するなど適切な対応をしていること。事故が報道され

社会的な制裁を受けていること。教育委員会としては免職すべきという判断は行っていないこと

などを勘案し支給することが適当であると判断しました。

また、支給する場合の支給割合でありますが、いつでもだれでも起こしうる交通事故での過失

事案については、他県の例も参考にしました。結論としてはその支給の上限を５割とすることが

適当であると考えております。
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今回の案件については過去の処分より重く停職６月であることから、その重さを考慮し一定の

割合を減ずることが適当と考え、上限から１割を減じ４割の支給をすることといたしました。

【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。

【教育長】

本事案については地方公務員法の規定で失職し、退職金も支給されないとした場合、教育委員

会としては停職相当としているにもかかわらず、実質的には懲戒免職と同様の効果をもたらすこ

ととなります。

被害者が死亡するという重大な結果となってしまいましたが、いつでもだれでも起こしうる事

件であり、今後の公務への影響を考えるとその一部を支給することが適正であると判断しました。

【北林委員長】

他になければ私から一言申し上げます。

先日発行された教育委員会の広報誌「教育あきた」についてですが、大館鳳鳴が選抜出場を決

めた瞬間の写真を表紙絵に使用しておりました。

今までになく目をひく写真であり、内容を見ても満足感のある内容でした。以前の教育あきた

の内容と比較するとフォントや見出しに工夫がなされ、全体的に読みやすくなっています。

私はかねてから、教育委員会が積極的に情報を発信していかなければならないと提言しており

ますので、今回の教育あきたが人の目をひく工夫がなされていることは大変喜ばしいことである

と考えております。

根岸教育長は教員の高齢化によって年齢構成がアンバランスになっている状況にあっては、地

域の力を借りたり、小中高の連携を強化したりすることが重要だとおっしゃっております。市民

の力を借り、地域の力で学校を元気にするためには、市民に訴えかける力を持った広報が必要不

可欠です。

そういった観点からすると、このような目をひく写真を使った教育あきたは、教育あきたの新

しい第一歩を踏み出したと言ってもいいのではないかと思っています。

その他にも地域の力を借りるという観点からすると、学校支援地域本部事業の推進が求められ

ますが、学校支援地域本部事業のパンフレットを見ても非常に目をひくパンフレットとなってお

りました。パンフレットの色とフォントとコピーを工夫すれば同じ予算額でも何倍もの効果を上

げることが出来ます。

教育あきたや学校支援地域本部事業のパンフレットを、教育委員会の発信力向上の第一歩とし、

変革を恐れずに改善を続けていただくことを望みます。

また、今年度の総合教育センターの研究発表会も、これまでから一歩も二歩も進んだ取組とな

っておりました。発表の中身自体はそれほど変わっていませんでしたが、全体発表での発表の仕

方や、教材の提示の仕方はずいぶんと改善されておりました。参加した先生に訴えかける力がこ

れまでとは比べものにならないほど強化されておりました。

仕事をきっちりと成し遂げることはもちろん大切ですが、それを市民や受け手にどのようにア

ピールしていくかによって、その効果がまったく違ったものとなるため、今後とも頑張っていた

だきたいと思います。

次に、議案第１７号、議案第１８号、議案第１９号及び議案第２０号についてですが、人事案
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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、退席願います。

（傍聴人退室、議案書配付）

※秘密会のまま終了。


