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平成２５年第４回教育委員会会議録

１ 期 日 平成２５年３月１４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７時００分

５ 出席委員 猪股 春夫

北林真知子

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 粟津尚悦 教育次長 白山雅彦

参事（兼）高校教育課長 福田世喜 参事（兼）特別支援課長 江橋宏栄

総務課長 深井 智 施設整備室長 伊藤良和

教職員給与課長 船木和紀 幼保推進課長 廣野宏正

義務教育課長 吉川正一 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 越後谷真悦

福利課長 金 義晃 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 ５号 教育機関の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則案に

ついて

議案第 ６号 市町村立学校職員の給与等に関する規則及び市町村立学校職員の

通勤手当に関する規則の一部を改正する規則案について

議案第 ７号 教職員の懲戒処分案について

議案第 ８号 教職員の懲戒処分案について

議案第 ９号 秋田県立海洋技術高等学校練習船に関する規則を廃止する規則案

について

議案第１０号 能代市立能代商業高等学校の認可の廃止について

議案第１１号 教職員の懲戒処分案について

議案第１２号 秋田県文化財保護審議会委員の任命について

議案第１３号 秋田県指定文化財の指定等について

議案第１４号 あきたの教育振興に関する基本計画「平成２５年度実施計画」
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（案）について

議案第１５号 教育庁等の職員の任免について

８ 議決した事項

議案第 ５号 教育機関の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則案に

ついて

議案第 ６号 市町村立学校職員の給与等に関する規則及び市町村立学校職員の

通勤手当に関する規則の一部を改正する規則案について

議案第 ７号 教職員の懲戒処分案について

議案第 ８号 教職員の懲戒処分案について

議案第 ９号 秋田県立海洋技術高等学校練習船に関する規則を廃止する規則案

について

議案第１０号 能代市立能代商業高等学校の認可の廃止について

議案第１１号 教職員の懲戒処分案について

議案第１２号 秋田県文化財保護審議会委員の任命について

議案第１３号 秋田県指定文化財の指定等について

議案第１４号 あきたの教育振興に関する基本計画「平成２５年度実施計画」

（案）について

議案第１５号 教育庁等の職員の任免について

９ 報告事項

・平成２６年度秋田県公立高等学校学級減等の予定について

・平成２５年３月特別支援学校高等部卒業生の進路状況について

・平成２５年度秋田県公立学校栄養教諭採用候補者選考試験の結果について

10 会議の要旨

【猪股委員長】

ただいまより、平成２５年第４回教育委員会会議を開催いたします。

会議録署名員は１番北林委員と３番長岐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７号、第８号、第１１号の「教職

員の懲戒処分案」及び議案第１５号の「教育庁等の職員の任免について」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。

【猪股委員長】

それでは、そのように進行します。

はじめに、議案第５号「教育機関の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則案につい
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て」、総務課長から説明をお願いします。

【総務課長】

議案第５号「教育機関の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則案について」説明。

【猪股委員長】

議案第５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。

【長岐委員】

この議案については、事前に説明受け、協議をした上での原案ですので、新たな意見はござい

ません。

【猪股委員長】

他になければ、表決をとってよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【猪股委員長】

それでは、表決をとります。

議案第５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。

【猪股委員長】

それでは、議案第５号を原案どおり可決します。

次に、議案第６号「市町村立学校職員の給与等に関する規則及び市町村立学校職員の通勤手当

に関する規則の一部を改正する規則案について」教職員給与課長の説明をお願いします。

【教職員給与課長】

議案第６号「市町村立学校職員の給与等に関する規則及び市町村立学校職員の通勤手当に関す

る規則の一部を改正する規則案について」説明。

【猪股委員長】

議案第６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。

【佐藤委員】

説明していただいた中で、通勤手当を支給するものとして高速道路の説明がありましたが、条

文の中には「特別急行列車等」とあります。
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【教職員給与課長】

御指摘のとおり、条文では「特別急行列車等」ですが、該当のほとんどが高速道路のことにな

りますので、説明の中では「高速道路料」と説明させていただきました。

【佐藤委員】

単身赴任手当のところで、「やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することと

なった職員」とありますが、「やむを得ない事情」とは、具体的にどのような事情でしょうか。

【教職員給与課長】

例えば、自宅とは別に家を所有しており、管理をするために別居する場合などが該当になりま

す。

【佐藤委員】

独身で両親を扶養している人が両親と別居しなければならなくなった場合は、対象にはならな

いのでしょうか。

【教職員給与課長】

両親を扶養している場合は対象にはなりませんが、配偶者がいなくても、１８歳未満の子ども

がいる人が子どもと別居する場合には、対象になります。

【猪股委員長】

他になければ、表決をとってよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【猪股委員長】

それでは、議案第６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。

【猪股委員長】

それでは、議案第６号を原案どおり可決します。

次に、議案第９号「秋田県立海洋技術高等学校練習船に関する規則を廃止する規則案につい

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９号「秋田県立海洋技術高等学校練習船に関する規則を廃止する規則案について」説明。
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【猪股委員長】

議案第９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。

【北林委員】

船川丸についての規則ということでしたが、もし新しい持てば、個別に新しい規則を定めるこ

とになるのですか。

【参事（兼）高校教育課長】

大型実習船である船川丸から、小型実習船「ＮＡＭＡＨＡＧＥ」に代わります。船川丸は遠洋

航海があり、乗組員となる実習教諭や実習する生徒のために、船員法だけでは網羅できない部分

について、規則で位置付けすることが必要でした。次の小型実習船については、宿泊を伴う遠洋

航海等は行いませんので、改めて規則を策定する必要はありません。

【猪股委員長】

将来、遠洋航海をする実習船をもった場合には、規則を作らなければいけないということです

ね。

【参事（兼）高校教育課長】

長期の宿泊を伴う実習を行う場合には、必要になります。

【猪股委員長】

他になければ、表決をとってよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【猪股委員長】

それでは、議案第９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。

【猪股委員長】

それでは、議案第９号を原案どおり可決します。

次に、議案第１０号「能代市立能代商業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１０号「能代市立能代商業高等学校の廃止の認可について」説明。
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【猪股委員長】

議案第１０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。

【長岐委員】

この場で審議をするのは、廃止の認可についてだけですか。

【参事（兼）高校教育課長】

そうです。財産の移動等については、秋田県と能代市において協定を既に結んでおり、協定に

基づいて進めているところです。

【猪股委員長】

他になければ、表決をとってよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【猪股委員長】

それでは、議案第１０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。

【猪股委員長】

それでは、議案第１０号を原案どおり可決します。

次に、議案第１２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１２号「秋田県文化財保護審議会委員の任命について」説明。

【猪股委員長】

議案第１２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。

【北林委員】

１名だけ新任ですが、再任される方は何期目なのか説明をお願いします。

【文化財保護室長】

今、手元に資料がありませんので、後ほどお答えいたします。
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【佐藤委員】

委員は９名ですが、条例には２０名以内とありますし、過去はもっと多かったように思います

が、この人数で全ての分野を網羅できるのでしょうか。

【文化財保護室長】

９名でぎりぎり間に合っているというのが現状です。専門の方がなかなかいないということと、

後継者がなかなか育っていなこともあり、現在の文化財保護室で扱っている範囲では、９名でぎ

りぎりであり、１名でも欠けると困る状態にあります。

【佐藤委員】

どのような場合に、審議会を開いているのですか。

【文化財保護室長】

審議会として全委員にお集まりいただくのは、諮問を受けるときと出していただくときです。

また、現地調査会として、移動できない文化財を実際に調査するため、全委員に足を運んでいた

だいています。なお、文化財にき損等があった場合に、その専門の委員に現場に赴いていただく

こともあります。

【佐藤委員】

どのような流れで、文化財の指定や選定を審議していただくのでしょうか。

【文化財保護室長】

文化財保護室で、学識経験者等から御意見をお聞きして、指定文化財に相応しいものをリスト

化しております。そのリストを検討して、専門の先生の意見を得た上で、順次審議会に挙げてい

くようになっています。

【佐藤委員】

全ての分野に関して、リストをもっていると考えてよろしいでしょうか。

【文化財保護室長】

そのとおりです。

【北林委員】

先ほど、この人数でぎりぎりであると説明がありましたが、これ以上適切な人物がいないとす

れば、いずれは委員を引き継ぐ人がいなくなるということだと思いますが、そのことについては

どのようにお考えですか。

【文化財保護室長】

今回、新任を１名お願いしたいと思っておりますが、私たちは次の世代が育っていくことを期

待しておりますし、現在の委員から、後任の推薦を常に受けております。後継者が全くないわけ
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ではなく、現在の委員の方々に匹敵するような実績や評判が高まってきた段階で、お願いするよ

うな形が望ましいと考えております。

先ほどの再任の委員の任期について、説明いたします。

１９ページ上段から順に読み上げます。小笠原委員は３期目、小川委員は２期目、佐藤委員は

３期目、嶋田委員は３期目、土田委員は２期目、富樫委員は３期目、林委員は３期目、蒔田委員

は２期目になります。

【猪股委員長】

他になければ、議案第１２号について表決をとってよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【猪股委員長】

それでは、議案第１２号を原案どおり可決します。

次に、議案第１３号「秋田県指定文化財の指定等について」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１３号「秋田県指定文化財の指定等について」説明。

【猪股委員長】

議案第１３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。

【北林委員】

今回、指定するものとして３点が挙げられていますが、これらは新しいものではなくもともと

あったものだと思います。もともとあったものが徐々に文化財に指定されるのは、新たな価値観

で価値が認められたからなのか、調査がなかなか進まずにようやく価値があるものだと分かった

のか、１回に審議できる数が限られているために挙げきれないのか、実際はどのような理由から

なのでしょうか。

【文化財保護室長】

調査を進めるものとしてリスト化しているものの、調査能力に限界があることが一番の理由で

す。毎年、何点かについて調査を進め、調査がまとまったと認められる段階で、審議会に諮ると

いう手順を踏んでおります。

【佐藤委員】

刀の名称変更についてですが、２月を３月に読み間違えていたのか、理由を教えてください。



- 9 -

【文化財保護室長】

刀ですので、文化財として指定される前に、刀の登録をしております。刀の登録証に基づいて

指定しておりましたので、それが昭和４８年の登録であり、さび等で見えなかったのか、その時

の状況を窺い知ることはできません。現在は、比較的確認しやすい状態にあります。

【佐藤委員】

見間違えたということですか。

【文化財保護室長】

見間違えとは断言できません。読み取りのミスなのか、記載ミスなのかは分かりません。

【佐藤委員】

新技術によって、正しく判明したということではないのですね。

【文化財保護室長】

そういうことではございません。

【猪股委員長】

他になければ、議案第１３号について表決をとってよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【猪股委員長】

それでは、議案第１３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。

【猪股委員長】

それでは、議案第１３号を原案どおり可決します。

次に、議案第１４号「あきたの教育振興に関する基本計画「平成２５年度実施計画」（案）に

ついて」総務課長から説明をお願いいたします。

【総務課長】

議案第１４号「あきたの教育振興に関する基本計画「平成２５年度実施計画」（案）につい

て」説明。

【総務課長】

続きましては、事前に委員の皆様からいただいた御意見、御質問等について、各課から順番に
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お答えいたします。

はじめに、総務課関係についてですが、「ミドルリーダー養成研修は、どのような先生方がど

のような判断で選ばれたものか」「ミドルリーダーについて市町村教育委員からの推薦後、どん

な審査を誰が行って該当者を決めるのか」との佐藤委員からの質問にお答えします。

ミドルリーダー養成研修（小・中学校対象）は、平成２３年３月改訂の「秋田県教職員研修体

系」で新たに実施することになった研修です。学校運営や教育実践の中核として活躍が期待でき

る小・中学校の教員を受講対象とし、学校運営上の課題解決策や学校組織マネジメント等の研修

を行い、その資質の向上を図ることを目的としています。

人選については、総合教育センター所長が各教育事務所長に推薦を依頼する形になっており、

各教育事務所では各市町村教育委員会にさらに推薦を依頼し、各教育事務所で書類審査により、

これまでの経歴や現在の職務遂行状況等を総合的に判断して人選し、総合教育センター所長に推

薦しています。

具体的な推薦対象教員は、公立小・中学校に勤務する３５～４５歳程度の教諭であり、本研修

の趣旨に添い、今後学校の中核として活躍が期待できる教諭です。各教育事務所所管の学校のう

ち、小学校から４名、中学校から４名の計８名であり、３教育事務所から８名ずつの２４名とな

っております。

【幼保推進課長】

「幼稚園と保育園の双方を経営している園においても、母親の育児休暇中は、法の谷間があっ

て保育園の子どもが幼稚園に行けない状態になると聞いたが、認定こども園でも解決できなの

か。」という北林委員からの質問にお答えします。

例えば、満３歳未満の子どもですと、母親の育児休暇取得により、保育に欠ける状態が解消さ

れ、保育所利用対象から外れます。一方で、幼稚園の入園対象が満３歳以上になりますので、満

３歳未満だと幼稚園にも入園できない事態が発生することがあります。その点については、認定

こども園でも解決はできず、子育て支援のサービスを受けていただくことになります。

【北林委員】

子育て支援のサービスとは、具体的にどのようなサービスですか。

【幼保推進課長】

例えば、園庭解放という形で、毎日決まった時間に幼稚園に行くわけではないものの、保護者

同伴の上で幼稚園の園庭で遊ぶとか、児童館で保護者がいる中で同年齢の子どもたちと遊ぶなど

の機会はあります。また、急遽必要が生じた場合に、時間に応じて保育していただく一時預かり

のサービスもあります。

【北林委員】

園庭解放も保護者が同伴しなければならないとのことですが、親が入院していたり出産後で同

伴はできない場合は実質的に保育に欠ける状態になります。法律上、いい方法はないものでしょ

うか。
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【幼保推進課長】

物理的にどうしても子どもの面倒が見られない状態になった場合には、一時預かりという形で、

その期間を活用できるようになっています。保育所や幼稚園に常時在籍するということではあり

ませんが、保育に欠ける状態が一時的に発生する場合には、今述べたような形の保育サービスが

提供されております。

【北林委員】

その子どもの立場は変わるけれども、在籍していた保育所で一時預かりしていただけるという

ことですか。

【幼保推進課長】

施設によって形は様々ですが、必要があったときに、受け皿がないということがないように、

環境を整えるようにしています。

【北林委員】

実際に、能代市で幼稚園と保育所を両方経営している所に行ったときに、保育士の方から、園

としてどうにかしてあげたくてもどうにもできないという話を聞きました。幼保推進課長の説明

では、谷間に落ちる子どもはいないということですので、園に情報が行き届いていないというこ

とでしょうか。

【幼保推進課長】

施設により、それぞれ一時保育の形がありますので、施設単位でみると、施設によっては対応

しきれない所もあるかと思います。

【猪股委員長】

よろしければ、次に進んでください。

【義務教育課長】

田中委員から頂きました、「ホームページに掲載されている“『問い』を発する子ども”の育

成と読解力向上の実践事例が、実際にどのくらい学校現場で活用されているのか確認する必要が

あるのではないか」という質問につきまして、お答えいたします。

それぞれの活用状況についての各学校に対する調査は行ってはおりませんが、義務教育課ホー

ムページの閲覧状況を調べました。

まず、“「問い」を発する子ども”の育成の資料掲載ページについては、平成２４年２月２８

日の更新後、平成２５年３月１１日現在で、１，４６１件のアクセスがあります。また、義務教

育課学力向上支援Ｗｅｂ（算数・数学及び理科の単元評価問題や教育情報の配信をしており、各小

・中学校では定期的に掲載内容を確認している）においては、平成２４年度版の“「問い」を発

する子どもの育成”の資料は、平成２５年２月５日の配信開始後、平成２５年３月１１日現在で、

延べ９６３回のダウンロードが行われております。

読解力向上の実践事例につきましては、平成２３年１１月２日の更新後、平成２５年３月１１
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日現在で、２，２８１件のアクセスがあります。

両者共に、総合教育センターのホームページからもアクセスできるようになっており、それも

加算すると、相当数のアクセス数、ダウンロード数になり、各学校で複数回の活用がなされてい

ると考えております。

“「問い」を発する子ども”の育成、読解力向上のいずれにつきましても、小・中学校の研究

主題の中に組み込む学校もあるなど、各校で実践事例を活用した取組が進みつつあると捉えてお

ります。また、市町村単位で研修を行っているところもあります。

今後も、学校訪問、学校教育の指針等を通して、取組の具体化について啓発を進めてまいりた

いと思います。

次に、北林委員から質問のありました「１９校で１つの複式学級を解消の意味」についてです

が、１９校でそれぞれ１クラスずつ複式学級を解消したということになります。

【北林委員】

３つの複式とは、１・２年生、３・４年生、５・６年生それぞれが複式になっているというこ

とでしょうか。

【義務教育課長】

規模が小さい学校だと、１・２年生、３・４年生、５・６年生で複式になっている場合もあり

ますが、全てが複式学級の場合は、配置基準により、一つの複式を解消します。

【北林委員】

わかりました。

【義務教育課長】

佐藤委員から御指摘のありました「人権教育指導の手引」について、御指摘のとおり平成２２

年度に発行しておりますので、その部分を付加した文章にしております。この手引きには、社会

や道徳の授業での実践例も載せておりますので、各学校においても活用していると捉えておりま

す。

次に、「異校種間の人事異動の意味を当該教諭は理解しているのか」という北林委員からの御

質問についてお答えします。

中学校の教科の需要数等から、市町村教育委員会の理解を得て、当該教員の力量を十分に考慮

し、小学校教員を中学校に配置したりすることはあります。また、今は小中連携が進んでおりま

すので、中１ギャップへの対応として、小学校６年生の担任等を中学校へ異動させるケースもあ

ります。ただし、御質問にあったような、「出産休暇等により、勤務年数を軽減する」などとい

うことは、想定していません。

【北林委員】

出産休暇を取得した分、勤務年数が長くなるということですか。
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【義務教育課長】

今は、出産休暇取得した後、ほとんどの方がそのまま育児休業に入りますので、例えば７年の

勤務年数のうち、産休、育休により、実質的には２年しか勤務しないような場合もあります。

【北林委員】

問題は、異校種間の人事交流をすることの意味を本人がよく理解していないのではないか、と

いうことです。このような人事交流に白羽の矢が立ったということは、それなりのことを期待さ

れているからだと思います。自分たちが小学校で育てた子どもが、中学校でどう育つのかを見て、

小学校にフィードバックできるいい機会であることを、校長や教頭がしっかりと伝えるべきだと

思います。本人がしっかり自覚するような、発令の仕方をしていただきたいと思います。

【義務教育課長】

北林委員のおっしゃるとおりです。少なくとも内示の段階では、趣旨を校長から説明するよう

にしてまいりたいと思います。

なお、小学校から中学校、あるいは中学校から小学校への異動については、本人の同意は特に

必要ありません。

【北林委員】

同意を得る必要はなくても、本人の納得を担保する必要はあると思います。先日、高校から中

学校に異動になった教諭が研究発表会で、高校から中学校に異動することは、全く新しい職業に

就くのにも等しく、毎日が新たな勉強だと発表していました。よく説明をし、本人の納得を引き

出す努力はしていただきたいと思います。そうでないと、子どもたちにとっても意味がないと思

います。

【義務教育課長】

本人の意識が高まるように、配慮していきたいと思います。

【参事（兼）高校教育課長】

北林委員からの質問項目にありました、「中高兼任」についてお答えします。大館国際情報学

院の中・高等学校と、横手清陵学院中・高等学校では、中学校の教諭に対して高校の兼務を、高

校の教諭に対して中学校の兼務の辞令をそれぞれ出しています。また、矢島の中高連携校につい

ても、中学校と高校をかけもちする形の教諭がおります。

【義務教育課長】

佐藤委員から御質問のありました「他県との人事交流の背景」についてですが、平成１５年か

ら、北東北ということで、青森県、岩手県と交流してきました。青森県、岩手県が本県と交流す

る前から北海道と交流していた経緯があり、平成１９年度から北海道とも交流を始めました。沖

縄県と広島県については、それぞれから、秋田県の教員と交流したいとの申し出があり、その申

し出に応じて始まりました。他県での教育実践の経験により、その教諭の資質・能力の向上を図

るとともに、本県に戻ってきてから学校の活性化に十分寄与できるものと考えます。
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【佐藤委員】

他県からの要請は、他にはありませんか。もし他の県からまた要請があれば、それは全て引き

受けることになるのでしょうか。

【義務教育課長】

今年度になって、佐賀県から、交流ではありませんが、秋田県で１年間研修させてほしいとい

う申し出があり、２５年度から１年間本県で勤務することになりました。

【佐藤委員】

東日本大震災のときに宮城県に本県の教諭を派遣し、派遣が終わって戻ってきた際に、そのと

きの経験を発表していただき、大変有意義な時間を過ごしたことがありました。平成１５年度か

らですと、長い期間行ってきていると思いますので、実績と成果、課題等を教えていただきたい

と思います。

【義務教育課長】

最低でも年に１回は、交流している教諭を集めて情報交換をしており、交流が終わるときには

報告書を提出してもらっていますので、それらのものを整理して、お示ししたいと思います。

次に、北林委員からの「夏、冬休み中の勤務時間は通常と全く同じか」という質問についてお

答えします。基本的には勤務時間は同じですが、長期休業等により授業が行われない日を利用し

て、授業がある日はなかなか取れない休暇を、夏季休暇と合わせて取ることを奨めております。

【北林委員】

夏季休暇とはなんですか。

【総務課長】

特別休暇の中の一つで、年次有給休暇とは別に、夏休みを５日間取得できる制度があります。

【参事（兼）高校教育課長】

北林委員からの「農林業について、高校卒業後すぐに専門性を生かした進路に就くものが少な

いのはなぜなのか。受け皿がないのではないか。就職支援員は農林業でも職場を開拓しているの

か。」という質問について、お答えいたします。

農業法人や直接農業に関係ある業種は少なく、関連する農協や食品会社、あるいは農業関係の

建設会社等への就職も農業関連企業への就職とみております。そこまで広げて見てみると、年度

にもよって違いますが、約３０％前後が、農業高校を卒業して専門性を生かして就職しているこ

とになります。

秋田労働局職業紹介状況によると、新規高卒者の産業別の県内農林漁業求人数は、狭い範囲で

整理をした求人数になりますが、平成２３年３月卒業者に対しては２２名、２４年３月卒業では

３１名、この３月の卒業生に対しては５４名の募集となっており、求人数はそもそも少ない数で

したが、ここ数年は、農業法人や林業関係の仕事に就く者が増えており、農林業従事者の高齢化
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に伴い今後益々増えていくものと思われます。

また、農業系高校に配置されている就職支援員等は、生徒の希望に応じて農林業分野での職場

開拓をしていただいております。全体の求人数は多くない状況にありますが、農業高校の教諭や

就職支援員等の頑張りもさらに必要だと考えております。

【参事（兼）特別支援教育課長】

田中委員から御質問のありました、「高等学校特別支援隊」の意味についてですが、８ページ

に新たに説明を加えさせていただきました。障害等のある高校生の支援のため、教育、心理、福

祉、労働等の専門家により構成されるチームのことであり、県北、県央、県南の３地区に設置し、

高等学校の要請により必要なメンバーを組み合わせて派遣します。これは、従来、小・中学校に

ついては、平成１５年から県北、県央、県南地区の３地区で専門家支援チームとして対応してき

ました。高等学校では、小・中学校とは異なり、就職の問題が生じますので、労働の部分につい

て支援を厚くしています。

【生涯学習課長】

田中委員から御質問がありました、２３ページの県立図書館の「打って出る司書」についてで

ありますが、打って出る司書は、高度な知識と豊富な経験をもとに、主に公立図書館や公民館図

書室に直接出向き助言・支援していくことで、きめ細やかに地域の実情にあった人材の育成を始

め、読書に関わる環境を整えていく役割を担っております。この他、小中、高等学校への支援と

いうことに関しては、下から二つ目のポツにこの度追加したとおり、小中学校教員・司書教諭を

対象とした、学校図書館の活性化などをテーマに総合教育センターの「学校支援講座」の中で研

修を行うほか、県立高等学校に対して「学校図書館職員等研修会」を開催し、学校司書や司書教

諭、学校の図書委員を対象とした研修・相談支援を行っております。

また、ここに記載しておりませんが、市町村図書館等が行う学校職員を対象とした研修会で講

師として研修を担当しております。

平成２５年度につきましては、回数を増やすなどこうした取組を強化し、学校図書館に関わる

人材の育成に努めてまいります。

【義務教育課長】

学校図書館の活用の状況についても御質問がございましたので、義務教育課から説明させてい

ただきます。

ただ今生涯学習課から説明がありました取組に加えまして、学校教育の指針やホームページ等

での学校への読書活動の呼びかけ、「司書教諭の手引」の活用の促進により、学校図書館の活性

化に取り組んでいます。指導主事による学校訪問での指導も継続しておりますが、資料１３ペー

ジにある、指標の「学校図書館を活用した授業を、学期に数回程度以上計画的に行う学校の割

合」は、２２年度に比べて２３年度は増加してきております。全国学力・学習状況調査の質問で、

学校図書館や市町村立の図書館の活用率があまりよくないという状況もありますので、各学校に

おいても図書館の利用が進むように、意識を高めているところです。２６年度には、小学校では

８０％、中学校では６０％を目指して、取り組んでいきたいと思います。
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【北林委員】

公立図書館が学区にない市町村もたくさんあると思います。今、地域の方々が学校に足を運ん

で学校図書館を利用する地域はないのでしょうか。本県にコミュニティスクールは２校しかあり

ませんが、そこでは地域の方々も公立図書館と同じように利用できるようになっているようです。

これまでは人手としての充実でしたが、もし地域の人も足を運べる図書館を運営しているのであ

れば、生涯学習課が支援して、その学校図書館に図書を入れる方法もあるかと思いますが、実態

はいかがでしょうか。

【義務教育課長】

図書の充足率については、基準が決められておりますが、各市町村に交付税措置されており、

各市町村ではその基準を上回るよう努力しているところです。市町村によって温度差があり、１

００％を超えている市町村もあれば、６０％前後の市町村もあります。ただ、義務教育課の予算

で措置することは、予算上非常に厳しいのが現状かと思います。

地域の人が学校に足を運んで学校図書館を利用している実態があるかどうかについては、きち

んと調査したことはありませんので、手元に正確な情報がありません。定期的、恒常的に地域の

人が学校図書館を利用している事例は、私が知る限りでは、情報はありません。

【北林委員】

先ほど生涯学習課の予算でというお話をしたのは、もし実態があったり、そういう状況が進ん

でいれば、生涯学習の分野でもありますので、子どもも大人も利用できる本が公立学校にも整備

されるといいと思ったからです。そのためには、生涯学習課が予算措置して、学校に図書を揃え

ることを考えてもよろしいのではないでしょうか。

【生涯学習課長】

生涯学習課所管の県立図書館においては、４０項目のテーマで１３８セットを用意し、各高校

に対して巡回するような形でセット貸しをしています。必ずしも常時その図書館に揃えることで

はなく、新しい本や話題性のある旬な本などについては、随時セットで巡回させています。

市町村に対しても相互貸出という形で貸出はしており、市町村の足りない部分について県立図

書館が補う取組も行っています。それ以外の必要な部分については、市町村の自立の面からも、

独自に整備するなど頑張っていただきたいと思います。

【北林委員】

生涯学習課からも市町村に勧めていただきたいと思います。

【生涯学習課長】

徐々にではありますが、読書活動の大切さは理解されてきていると感じています。それぞれの

市町村が、子ども読書推進計画を立てて、随時整備していくことになりますが、県の取組もだい

ぶ浸透しており、市町村においても読書活動に力を入れてきているように見受けられますので、

さらに推進していきたいと思います。
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【佐藤委員】

今、書籍をｉＰａｄ等で読む人も増えてきていると思いますが、図書館の将来についてどのよ

うに考えていらっしゃるでしょうか。

【生涯学習課長】

民間でできることと図書館で提供すべきものの線引きは難しいと思いますが、おそらく、今後

は、図書館は建物で完結するのではなく、インターネットやｉＰａｄ等も活用し、「知」の拠点

として情報を提供する役割も担っていかなければならないと感じています。現在図書館では、デ

ジタルアーカイブとして、デジタル化したものの提供も行っております。これからは、単純に建

物としてあるだけではなく、時代に合ったサービスを提供していくことになるかと思います。図

書館の役割について、長期的な計画を立てながら、ステップアップさせていきたいと考えており

ます。

【長岐委員】

「方向性はまだ決まっていない」ことが前提ですよね。

【生涯学習課長】

電子書籍は一部公開になっております。できるところから進めていきたいということです。

【佐藤委員】

可能性として、説明していただいているということですよね。

【生涯学習課長】

そうです。

【猪股委員長】

他になければ、次に進んでください。

【生涯学習課長】

次に、田中委員から御質問のありました「秋田県青少年劇場」についてでありますが、青少年

の心を豊かに育むことを目的に、小中高校の児童生徒に芸術鑑賞教室を開催し、鑑賞の機会を与

えるものであります。

この教室では、ミニコンサートや、演劇公演を内容としており、県・開催市町村・財団法人日

本青少年文化センター又は公益社団法人日本青少年演劇協会の三者の費用負担による、共催事業

であります。県では派遣元の日本青少年文化センター等から示された開催日程を市町村に示し、

募集し、重複する場合には、調整するなどしております。開催回数につきましては、おおかたが

国からの交付金によることから、回数が限られる面もあります。開催に当たって市町村では、ど

ちらかというと都市部というよりは、コンサート会場やホールが地域にない学校に、演劇・コン

サートの鑑賞機会を与えようとする傾向がみられます。



- 18 -

【猪股委員長】

それでは、保健体育課関係について、お願いします。

【保健体育課長】

北林委員から御質問のありました、「調査品目を入れ替えた理由」についてでありますが、本

活用率の元となっている「学校給食使用物資調査」では、米や牛乳、肉類等も含め４１品目を調

査対象としております。食育の観点から、生産や流通状況を考慮し、使用頻度や摂取量の多い食

品となるようにして欲しいとの学校現場からの意見や、農林水産部で「ふるさと食材導入促進事

業」の補助対象食品となっている冷凍カット野菜「さやいんげん」「かぼちゃ」「さといも」、

更に米粉パンといった活用状況も把握したいとの希望により、今回の調査より調査品目全体を通

しての見直しを行いました。

その中で、主要野菜１５品目のうち、「レタス」はＯ１５７による食中毒発生以来、学校給食

でほとんど使用しないことから削除、県産の生産量が少なく食育指導に活用しにくい「玉ねぎ」

を、主要野菜の次のカテゴリーとなる野菜５品目へ移行し、県内産の流通量も多くよく使われる

食材として子どもたちに身近であり、教材としての教育効果も期待でき、食育指導に活用しやす

い「アスパラガス」と「小松菜」を、野菜５品目から主要野菜１５品目へ移行しました。

続きまして、北林委員から御質問のありました、「『指導力のある部活動指導者を育成する取

組の推進』する取組」とあるが、この指導者の育成方法とはどうするのか」についてですが、

「これからの運動部活動の在り方」や「小・中・高等学校体育担当者連絡協議会」等の講習会や

各専門部が実施している実技指導の中で、好ましい人間関係を育成するなど、指導者としてのあ

るべき姿を示しながら、「常に基本に忠実なプレー」や「教え込む指導ではなく考えさせる指

導」に重点を置くよう、指導者の資質向上を図ってまいります。また、運動部活動テクニカルサ

ポート事業においては、外部指導者への研修会を行っております。これらを通じて、資質の向上

を図ってまいりたいと思います。

【北林委員】

今話題になっている体罰について、教育の一環として体罰行為に及んだ事案は、ほとんどが運

動部関係です。体罰に頼らない指導方法が分からないから、体罰行為に及ぶのだと思います。効

果的に指導できる指導者を育成していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

【保健体育課長】

先ほど説明した研修会や講習会においても、体罰に関する指導内容を盛り込む予定ですが、さ

らに、文部科学省でもプロジェクトチームを組んでおりますので、来年度以降、手引や指導方針

等が作成されるかと思います。それを受け、本県においても手引等を作成していきたいと思いま

す。

【猪股委員長】

個別の案件について、それぞれ説明していただきましたが、その他に、質疑等ございませんか。
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【佐藤委員】

実施計画案に、学校給食における食物アレルギーについて記載していただき、大変良かったと

思いますが、実際に、学校の先生たちが、この食物アレルギーに対応しなければならないという

状況は、非常に大変なことだと思います。教職員が上手に連絡を取り合っていないと、なかなか

機能しないと思います。大切なのは、各業種間におけるコミュニケーションです。小学校高学年

や中学生くらいになると、自分がどのようなアレルギーをもっていて、何に気を付けなければな

らないかを十分理解していると思いますし、自分自身で責任をもって対応しなければいけません。

担任が把握してチェックすることももちろん大切ですが、常に担任が対応できるわけではないの

で、学校全体で情報を共有しておく必要があると思います。アレルギーがある子どもがいる学校

においては、常に、繰り返し確認し合うことが大事になると思います。

【保健体育課長】

御指摘のとおりだと思います。給食における食物アレルギーによって子どもが亡くなった事案

もありました。給食センターから学校、学校から教室、教室での配食、この３段階での十分な確

認が必要になります。保護者から学校への正確な伝達、校内での情報共有も含め、先日、県内３

地区で開催した研修会で話をしたところですが、新年度になっても最大限の注意を払うように伝

えてまいりたいと思います。

【猪股委員長】

他に質疑等なければ、議案第１４号について表決をとってもよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【猪股委員長】

それでは、表決をとります。

議案第１４号を原案どり可決することでよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【猪股委員長】

それでは、議案第１４号を原案どおり可決します。

次に、報告事項に入ります。

「平成２６年度秋田県公立高等学校学級減等の予定について」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２６年度秋田県公立高等学校学級減等の予定について」説明。
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【猪股委員長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

私から質問させていただきますが、定員の減少については入学者の現状を見るとやむを得ない

ことだと思いますが、定時制の定員について、現在は様々な方が入学すると思いますので、もし

定員を満たす３５名が実際に入学するとなると、授業は大変でないでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

御指摘のとおりの実情がございます。実際は、秋田明徳館高校においては入学する生徒が多い

ですが、他の定時制高校では少人数です。ただし、募集定員を実際の数に合わせて、例えば２０

名に絞りますと、募集定員数に応じた教員配置になりますので、教員配置の面で大きな問題が出

てきます。もともと定時制では少人数の教員で運営しておりますので、教員が１名でも減ると授

業運営が困難になります。その辺りも考慮した上で、３５名の募集定員となっております。

【猪股委員長】

実際に定時制高校を見ていると、定員３５名を満たす生徒が入学した場合、先生たちは非常に

大変になると思います。学級減とは異なる問題かも知れませんが、今は様々な生徒が定時制高校

に入学しますので、その辺りについても考慮していただきたいと思います。

他になければ、「平成２５年３月特別支援学校高等部卒業者の進路状況について」特別支援教

育課長から説明をお願いします。

【参事（兼）特別支援教育課長】

「平成２５年３月特別支援学校高等部卒業者の進路状況について」説明。

【猪股委員長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【北林委員】

例えば、ビルクリーニング業は検定試験がありますが、検定や資格などを取得して就職する生

徒はどのくらいおりますか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

介護福祉業については、介護福祉士２級を全員が取得しております。ビルクリーニングについ

ては、それぞれの団体による検定試験があり、取得しております。また、あんま・マッサージ・

鍼・灸は国家資格が必要であり、その資格がないと就職できません。様々な資格に挑戦し、就職

にむすびついていると考えております。

【北林委員】

今説明された、３業種ということでよろしいですか。
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【参事（兼）特別支援教育課長】

基本的な漢字検定やワープロ検定なども取得しております。

【長岐委員】

就労業種内訳の「大学」とは、大学の職員ということでよろしいですか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

そのとおりです。

【長岐委員】

「学習アシスタント」とは、どのようなことをするのでしょうか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

特別支援学校の作業学習などの助手です。特別支援学校には、実習助手がおりますが、その実

習助手の助手になります。

【北林委員】

「保育園」や「病院」ではどのような仕事をするのでしょうか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

清掃やメンテナンス、修繕など、学校の校務技師のような仕事をすることになります。

【長岐委員】

障害者雇用の法定雇用率も、４月１日からまた上がりますので、今後もますます頑張っていた

だきたいと思います。

【猪股委員長】

他になければ、次に、「平成２５年度秋田県公立学校栄養教諭採用候補者選考試験の結果につ

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２５年度秋田県公立学校栄養教諭採用候補者選考試験の結果について」説明。

【猪股委員長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【北林委員】

平成２１年度の配置人員が１５名なので、平成２２年度に７名採用すると、合わせて２２名に

なるところが２１名になっており、そこから２４年度まで毎年１名ずつ減少しておりますが、こ

れは定年退職によるものでしょうか。
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【保健体育課長】

そのとおりです。

【猪股委員長】

今後の採用予定についてですが、近年は５名から６名を採用していますが、今後もこのくらい

の採用予定でしょうか。

【保健体育課長】

学校栄養職員の任用替えによる採用は、今後も続ける予定です。なお、以前にもご説明したと

おり、平成２８年度採用からは、直接栄養教諭を採用しますので、任用替えとの２本立てで進め

てまいります。何名の採用予定かは未定ですが、一定の人数を確保していくことになります。

【猪股委員長】

他になければ、次に、議案第７号、第８号、第１１号及び第１５号についてですが、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。

【猪股委員長】

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、退

室願います。

（傍聴人退室）

※秘密会のまま終了。


