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平成２３年第１０回教育委員会会議録

１ 期 日 平成２３年５月１０日 火曜日

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３時１０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

米田進

６ 説明のための出席者

教育長 米田 進 教育次長 山田芳浩

教育次長 白山雅彦

参事（兼）高校教育課長 福田世喜

総務課長 佐々木則夫 施設整備室長 和泉良正

教職員給与課長 船木和紀 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

生涯学習課長 小川秀昭 文化財保護室長 佐々木人美

保健体育課長 小野巧 福利課長 鶴田宣夫

総合教育センター所長 風登森一

７ 会議に附した議案

議案第２３号 秋田県立近代美術館協議会委員の任命について

８ 議決した事項

議案第２３号 秋田県立近代美術館協議会委員の任命について

９ 報告事項

・平成２４年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験の概要について

・平成２３年度全国高等学校総合体育大会開催事業について

10 会議の要旨

【北林委員長】

ただ今より平成２３年第１０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。

始めに、議案第２３号秋田県立近代美術館協議会委員の任命について生涯学習課長から説明を

お願いします。
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【生涯学習課長】

議案第２３号「秋田県立近代美術館協議会委員の任命について」説明

【北林委員長】

議案第２３号について説明していただきましたが、質疑等ありませんか。

【田中委員】

秋田県立近代美術館協議会の会議は年何回開催されますか。

【生涯学習課長】

例年は７月と１月の年２回開催しております。会議の内容はこちらから近代美術館が抱える課

題をお示しし、その内容について協議会委員から提言をいただく形をとっております。

【猪股委員】

昨年度の内容は具体的にはどのようなものでしたか。

【生涯学習課長】

昨年度はセカンドスクールの利用について議論がされました。これは図工教員がいない小学校

等で近代美術館を活用していただくため、周知に取り組むべきであるというものです。

次に、福島県立美術館の所蔵するコレクションを展示する企画展において、魅力的な名称とし

て欲しいという提言がありましたが、これを受けて名称を「洋画のキラキラ福島県立美術館名品

展」と特徴のある名称としました。

その他にも寄贈美術品の活用や、入場者数の増加に関する取組、彫刻広場の活用などを提言頂

いておりますが、それぞれの提言を受けた対応を行っております。

【田中委員】

近代美術館の企画展のチラシを拝見すると、魅力的なものとなるような工夫がされております。

これも協議会委員の方々からの提言があってこそだと思うので、今後とも積極的な提言がなされ

るような工夫をお願いします。

【生涯学習課長】

開催中の企画展である「アートでむしむし展」など、来場者の興味を惹くネーミングに努めて

おりますが、今後ともそのような取組に努めてまいります。

【北林委員長】

近代美術館には非常に長いエスカレーターがありますが、このエスカレーターでは事故などは

これまで発生していないのでしょうか。

【生涯学習課長】

事故についてはこれまで報告は受けておりません。なお、エスカレーターは東日本大震災に伴

う節電のため、現在停止中です。
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【北林委員長】

あれだけ長いエスカレーターですから、万が一のことがあったら大変だと開館当初から危惧し

ております。今後は利用者における高齢者の割合も増えてくることでしょうから、何らかの手だ

てが必要だと考えております。

【生涯学習課長】

地震などにより事故が発生する可能性もありますので、安全面の確保については今後検討して

まいります。

【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２３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２３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。

始めに、平成２４年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験の概要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年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験の概要について」説明

【北林委員長】

次に、「平成２３年度全国高等学校総合体育大会開催事業について」保健体育課長から説明を

お願いします。

【保健体育課長】

「平成２３年度全国高等学校体育大会開催事業について」説明

【北林委員長】

報告事項を一括して説明いただきましたが、質疑等ございませんか。
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【田中委員】

３校種教諭等の採用は今年が始めてでしょうか。

【参事(兼)高校教育課長】

そのとおりです。

【田中委員】

３校種すべての免許状を持っている人はどの程度おり、どの程度の応募を見込んでいるのでし

ょうか。

【参事(兼)高校教育課長】

小中学校の教員については確認しておりませんが、高校籍では約１０％が３校種の免許状を有

しております。応募者の見込みについては、初めての試みであるため予測しにくい部分もありま

すが、趣旨をご理解いただき、多くの方に応募いただきたいと考えております。

【田中委員】

小中の連携や中高の連携が注目されておりますが、３校種教諭等が連携を促進することを期待

します。全国的に見ても珍しい募集だと思うので、全国に発信し、秋田県だけではなく他県から

も受験生が集まるように配慮していただければと思います。

【参事(兼)高校教育課長】

小中高の幅広い生徒を指導できる魅力がありますので、多くの優秀な人材に受験していただき

たいと思っています。

【猪股委員】

これまで選考試験に立ち会っておりますが、中学校教諭と高等学校教諭とでは重視するポイン

トが異なっていたように見受けられます。３校種教諭はどういった点を重視するのでしょうか。

【参事(兼)高校教育課長】

３校種にまたがって指導ができる適正を持っていることを重視しております。出題に関わりま

すので、詳細は差し控えますが、義務教育課と高校教育課が連携しながら接続を重視した出題と

したいと考えております。

【猪股委員】

そういった想いは要項の中に記載されていますか。

【参事(兼)高校教育課長】

筆答試験では中高の専門部分を元に小学校の内容を見ることとし、模擬授業では３校種にまた

がる内容を課すこととしております。

【猪股委員】

模擬授業の内容も決めていますか。
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【参事(兼)高校教育課長】

校種についてはある程度決定しておりますが、その内容は１次試験の合格者に開示することと

しております。

【長岐委員】

３校種教諭は他県でも行われていますか。

【参事(兼)高校教育課長】

小中高をまたがる採用は福井県以外ではほとんどありません。２校種にまたがる採用を行って

いる都道府県は１０県ほどあります。本県でも一時期行っていましたが、現在は行われておりま

せん。

【北林委員長】

２校種教諭が現在行われていないのは何故ですか。

【白山次長】

以前、保健体育で中高の２校種教諭がいたことは承知しております。これは保健体育は中学生

にも高校生にも通じるものがあるため、採用していたものと推測しますが、なぜ、いつから、中

高別々に採用することにしたかは承知しておりません。

【北林委員長】

当時は今ほどは中高の連携を意識していなかったのかもしれませんね。

【白山次長】

中高の接続に関してはここ数年非常に意識しております。そのような観点からすると３校種教

諭はこれから大事になってくるものと考えております。くくり採用は福井でも行っていますが、

ここは他県に先駆けて行う秋田式の採用として位置付けております。

【北林委員長】

良い試みだと思います。最初は志願者が少ないかもしれませんが、３校種採用という枠がある

ことが広がれば、養成段階で校種をまたがる免許状を取得させるインセンティブになるかもしれ

ません。是非継続した取組として頂きたいと思います。

私は中学校の教員が専門校の取組を十分理解していないと感じていますが、３校種教諭がそう

いった校種間の壁を取り除いてくれることを期待しています。

東京の板橋区では幼保から高校まで一貫して環境教育を行っているという記事を拝見しました。

このように一人の子どもを一貫して育てる教育の在り方を考えるに当たって良い試みであると感

じています。

【長岐委員】

受験生の立場からすると、３校種教諭が採用後どのように活躍するのかが見えにくいように思

います。差し支えない範囲で、どのような活用を考えているのか説明してください。
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【参事(兼)高校教育課長】

例えば中学校の教員が、生徒たちの成長とともに高校教員となることが可能となりますし、逆

に中学校で見えてきた課題を解決するために小学校へ転任することも考えられます。このように

自らの問題意識に応じて長いスパンの中で校種を連なる指導が出来ることが魅力であると考えて

います。

こういった魅力は秋田大学の生徒には説明会で説明をする予定ですし、ホームページでもアナ

ウンスしてまいります。

【長岐委員】

市町村との関係で採用後の人事の処遇が難しくはならないでしょうか。本人が希望する校種へ

の希望が必ずしも叶うとは限りません。

【北林委員長】

福井県も類似の事例がありますので、参考にしていただければと思います。

【猪股委員】

生徒の面から見たメリットはどのようなものがあるでしょうか。

【参事(兼)高校教育課長】

高校で実績を積んだ教員が中学校や小学校に行けば、高校ではこういった勉強をするという説

明がより実感を持って伝わると思います。また、小中学校の細やかな指導が高校でも実践される

ことが期待できます。

【猪股委員】

もっと具体的なイメージができれば、受験生も増えると思うのですが、義務教育課はこの採用

をどのように考えていますか。

【義務教育課長】

福井県では高大の接続を強く意識しており、もっと言えばどのように就職するかといった部分

を含めて発達段階を踏まえた継続的な指導を行っているところにその特徴があります。

本県の課題である中高の接続や高大の接続を促進するため、うまく活用していきたいと考えて

います。

【佐藤委員】

この採用によって生じた効果の検証はいつ頃行う予定ですか。

【参事(兼)高校教育課長】

中学校３年間、高校３年で効果を測定するとすればだいたい６年くらいで結果がわかると考え

ております。採用枠を拡大するかどうかはその時点において総合的に判断してまいります。
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【猪股委員】

毎年の採用枠についてはどうでしょうか。

【参事(兼)高校教育課長】

毎年の採用枠については採用された教員をみて判断してまいります。

【白山次長】

学校種の接続を強く意識することでみえてくるものもあると考えておりますし、優秀な人材を

確保するという観点から３校種枠の採用者については長いスパンで検証して参りたいと考えてお

ります。

【田中委員】

受験者の立場では３校種は試験の内容がわからず不安な部分もあろうかと思います。どういっ

た部分にウェイトを置くのでしょうか。

【参事(兼)高校教育課長】

教科に関する分野については、小学生にも授業するため基礎的な部分をベースとしながらも、

高校でも授業ができるようある程度の専門性も有しているかどうかを重視します。人格に関する

部分については、子どもへの対応力を有しているかどうかを重視します。

【田中委員】

ただいま説明のあった実施要項に載っていない情報はどのように受験生は知ることができるの

でしょうか。

【参事(兼)高校教育課長】

３校種採用の魅力と重視するポイントについては整理した上でホームページ等を活用し、周知

して参ります。

【北林委員長】

予定された案件は以上ですが、ほかに何かありましたら発言願います。

【参事(兼)高校教育課長】

４月２８日に由利工業高等学校で発生した火災についてご報告いたします。

火災の状況ですが４月２８日午後８時１０分ころ、由利工業高等学校部室棟から火災が発生し

ていることを発見した１年生部員が警察へ通報しました。警察から連絡を受けた消防が消防車５

台で消火活動にあたり、２０分後に木造平屋２００㎡を全焼して鎮火に至りました。

火災による人的被害はありませんでしたが、部室棟は今後使用できない状況となり、部室棟に

保管されていた用具や生徒の私物は火災によって焼失したか水浸しの状態となりました。

火元はソフトボール部の部室とみられておりますが、ソフトボール部員が８時に部室を出た段

階では異常は認められませんでした。警察と消防が翌２９日に出火原因の調査を行っております

が、現在に至るまで出火の原因は不明です。

事後の処置として２９日午前中に全校集会を行い、落ち着いて行動すること、気がついたこと
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があれば情報提供することを求めました。保護者に対しては午後から開かれたPTA総会の場で、

お詫びをするとともに全ての保護者に報告とお詫びの文書を生徒を通じて配付いたしました。

次に、新生児の遺棄による高校生の逮捕事案について報告します。

県南地区の男子高校生が５月８日湯沢警察署にて保護責任者遺棄の容疑で逮捕されました。男

子生徒は５月７日午前２時半頃湯沢市字古館山地内の野外ステージに生後間もない女の子を遺棄

したものです。出産したのは県南地区の別の高校に通う女子生徒です。男子生徒は５月７日の午

後７時３０分ころ県警本部に相談をし、翌５月８日の午前に逮捕されました。事案についてはた

だいま調査中です。

高校教育課としては昨日全県の高校へ命の大切さと性の指導について徹底させる文書を発出し、

指導の徹底をお願いしたところです。来週校長会が開催されるので、その場でも改めてお願いす

る予定です。

【北林委員長】

その他特になければ、以上で本日の会議を閉じます。


