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平成２５年第１４回教育委員会会議録

１ 期 日 平成２５年１２月１２日 木曜日

２ 場 所 教育委員室

３ 開 会 午後２時００分

４ 閉 会 午後４時１０分

５ 出席委員 田中 直美

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 福田世喜

参事（兼）博物館長 風登森一 総務課長 金田 恵

施設整備室長 能登谷敏 教職員給与課長 村上幸義

幼保推進課長 廣野宏正 義務教育課長 吉川正一

高校教育課長 鎌田 信 特別支援教育課長 西嶋崇広

生涯学習課長 平川祐作 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

７ 会議に附した議案

報告第 ９号 議会の議決を経るべき教育関係議案に対する意見についての専決

処分報告について

報告第１０号 教育庁等職員の任免についての専決処分報告について

議案第４２号 教職員の懲戒処分案について

議案第４３号 秋田県いじめ防止等のための基本方針（案）について

８ 承認した事項

報告第 ９号 議会の議決を経るべき教育関係議案に対する意見についての専決

処分報告について

報告第１０号 教育庁等職員の任免についての専決処分報告について

９ 議決した事項

議案第４２号 教職員の懲戒処分案について
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10 報告事項

・秋田地区中高一貫教育校について

11 会議の要旨

【田中委員長】

ただいまより、平成２５年第１４回教育委員会会議を開催いたします。

会議録署名員は１番猪股委員と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４２号の「教職員の懲戒処分案」

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、いかがでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【田中委員長】

それでは、そのように進行いたします。

はじめに、報告第９号「議会の議決を経るべき教育関係議案に対する意見についての専決処分

報告について」総務課長から説明をお願いいたします。

【総務課長】

報告第９号「議会の議決を経るべき教育関係議案に対する意見についての専決処分報告につい

て」説明

【田中委員長】

報告第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。

【佐藤委員】

このことについては、先月の協議会においても詳しく説明していただきましたが、もう少し詳

しく教えていただきたいことがありますので、質問いたします。

幼保推進課の「子ども・子育て電子システム構築事業」についてですが、これは平成２７年３

月までの申し込みで、翌４月から運用が始まると聞きましたが、今回の申請が２５市町村中、秋

田市と大館市の２市だけとのことでした。残りの２３市町村については、今後どのような計画に

なっているのでしょうか。

【幼保推進課長】

今回の補正予算案では、今年度に支払いの予定がある２市について計上しており、システム改

修そのものについては、全ての市町村で計画しております。今年度中に事業が完了しない見込み

であることから、支払いは平成２６年度に行う市町村が大半を占めております。支払いが平成２

６年度になりますので、県からの助成も平成２６年度予算に計上する予定です。
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なお、今年度中に一部事業の終了が計画上可能である２市については、今年度中に一部修了し

た部分について支払う予定であることから、今回の補正予算案に計上しております。

【佐藤委員】

残りの２３市町村も、平成２７年度中には新しいシステムを取り入れて運用するということで

すね。

【幼保推進課長】

はい。そうです。

【田中委員長】

平成２６年度に県立美術館で実施する特別展について、協議会のときに一度説明していただい

ておりますが、再度、詳細について説明していただけますか。

【生涯学習課長】

「草間彌生氏巡回展」は、来年７月上旬から９月上旬までの５９日間に渡って開催する予定で

す。開催に当たっては、県教育委員会、秋田市教育委員会、地元の放送局との実行委員会形式で

運営していくことを予定しております。年明け早々に、実行委員会を立ち上げ、そこから具体的

にそれぞれの負担金額等を決めていくことになります。来年度予算について、今年度中に決めな

ければならないという事情があり、年度内に債務負担行為限度額を設定して、順次進めていくこ

とになります。

【田中委員長】

草間彌生氏は大変有名な方で、この巡回展を見たい方もたくさんいると思いますので、詳細が

決まり次第、また報告をしていただきたいと思います。

【生涯学習課長】

巡回展の概要が決まりましたら、改めて報告したいと思います。

【田中委員長】

他になければ、報告第９号を承認してもよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【田中委員長】

それでは、報告第９号を承認いたします。

次に、報告第１０号「教育庁等職員の任免についての専決処分報告について」義務教育課長か

ら説明をお願いします。
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【義務教育課長】

報告第１０号「教育庁等職員の任免についての専決処分報告について」説明

【田中委員長】

報告第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。

【猪股委員】

随分と急な話だったと思いますが、実際、引き継ぎに問題はなかったでしょうか。

【義務教育課長】

１２月２日に、横手市議会で同意を得たその日のうちに、タイトな日程で引き継ぎを行いまし

た。短期間での引き継ぎでしたので、今後は、その都度情報をいただきながら、学校経営に支障

がないように努めていくとのことです。

【長岐委員】

今回の専決処分報告については、従前と違い、事前に連絡がきておりましたので、特に意見は

ありません。

【田中委員長】

他にご意見等なければ、承認してもよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【田中委員長】

それでは、報告第１０号を承認します。

次に、議案第４３号「秋田県いじめ防止等のための基本方針（案）について」高校教育課長か

ら説明をお願いいたします。

【高校教育課長】

議案第４３号「秋田県いじめ防止等のための基本方針（案）について」説明

【田中委員長】

議案第４３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】

先日、協議会においても協議をしましたので、そのときの議論を踏まえて手直しをしていただ

いた箇所を確認しました。協議会のときに、いじめを傍観していること自体も卑怯なことである

旨についてもっと踏み込んで記載してほしいという話をしましたが、その部分については盛り込

まれておりません。文部科学省のホームページを確認すると、基本方針の中に、「いじめを認識
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しながら放置することがないように」という文言があります。本県の教育は、他県からも注目を

浴びていることやこれまでもいじめは絶対に許されな行為だと訴えてきたことを考えると、「い

じめを傍観することも卑怯な行為である」という文言をぜひ加えてほしいと思います。

【高校教育課長】

資料１３ページの「１ いじめ防止等に関する基本的な考え方」の「（１）いじめ問題の克服

に向けた基本的な方向」の中で、「いじめを認識しながら放置することがないように」という文

言は入れております。

【佐藤委員】

文言としてはありますが、今いちピンときませんし、言葉として弱い印象を受けます。１２月

７日に、「秋田県学校保健・学校医研修会」があり、そのときＮＰＯ法人「ストップいじめナ

ビ」を立ち上げ、いじめ問題に取り組んでいる荻上チキ氏の講演がありました。講演の中で、学

校でいじめを受けたときにサポートしてほしいと思うのは、１番が友達、２番が担任、３番が親

という分析結果があるという話を聞きました。学校や先生たちだけでなく、教室の中で子どもた

ちが主体的にいじめをなくすという気持ちで、勇気を発揮するような環境を作っていく必要があ

ると思います。先ほど述べたとおり、傍観すること自体が卑怯なことであり、勇気を出してやめ

させなければならないということを盛り込んでほしいと思います。

【高校教育課長】

国で出している資料の中にも、「観衆としてはやし立てたりおもしろがったりすること」など

の文言が入っておりますので、今佐藤委員から御指摘があったことを参考にしながら、盛り込ん

でいきたいと思います。

【長岐委員】

今回、議案として提出されていますが、どこまで議決すればよいのでしょうか。

【福田次長】

重要な基本方針ということから、議案で提出して、教育委員会として決定してほしいというこ

とです。

１２月２６日に、臨時教育委員会会議を開催していただき、そこで再度訂正したものを審議し

ていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

【田中委員長】

本日指摘があったところを訂正していただき、訂正したものを再度議案として提出していただ

くということで、本日は表決を採らないことでよろしいでしょうか。

【長岐委員】

訂正箇所が佐藤委員からの指摘があった部分だけであれば、修正する部分を示して表決を採っ

てもよいのではないでしょうか。
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【佐藤委員】

まだあります。

資料１６ページの「③学校は、国が定める「いじめの防止等のための基本的な方針」及び「秋

田県いじめ防止等のための基本方針」を参酌し」とありますが、「及び」の後に「この」という

文言が必要ではないでしょうか。

【福田次長】

御指摘や御意見を出していただき、精査した上で、再度、次回の教育委員会会議に提出いたし

ます。

【田中委員長】

そうすれば、今の佐藤委員からの御指摘の点については、文言を加えることを検討していただ

き、再度提出してください。

その他、何かございますか。

【佐藤委員】

いじめをする側の子どもへの対応が主になっていますが、いじめられる側の子どもに対するこ

とは、安全を確保することだけの記載でよいのでしょうか。いじめは、子どものときから大人に

なっても、どの社会でもあり得ることで、多かれ少なかれ、耐えていかなければならないのです

が、そういう視点からの記載がありません。必要ではないでしょうか。

【長岐委員】

今、「倍返し」という言葉が流行しています。この言葉をとてもいい言葉だと言う人もいます

が、この言葉を突き進めていくと、「やられたらやり返す。倍にして。」という意味になります

から、程度が過ぎるといじめの方向に向う気がします。「倍返し」という言葉自体は、いじめに

は関係しませんが、度が過ぎるといじめになりかねないという要素をもっているということも、

考えていかなければならないと思います。将来、実社会に出たときは、佐藤委員の意見も必要だ

とは思いますが、教育委員会としてスローガンを掲げるときは、不幸になったらどうするという

ことではなく、幸せになるためのことを掲げると思いますので、やはり、「いじめはなくそう」

というスローガンになるのではないでしょうか。

【佐藤委員】

長岐委員の気持ちがよくわかりました。

１５ページに、「道徳教育」という言葉があり、ここは加害者側を改めさせるための表現に読

めるのですが、いじめられる側の負けない気持ちを見つけるための「道徳教育」という意味も含

めることができれば、よいのではないかと思いました。

【義務教育課長】

道徳教育は、中学校で２４項目あり、大きく四つの視点に分かれています。一つは、「主とし

て自分自身に関すること」、二つ目は「主として他の人とのかかわりに関すること」、三つ目は
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「主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること」、四つ目が「主として集団や社会との

かかわりに関すること」となっています。例えば、たくましさなどは、一つ目の視点に含まれて

おります。道徳教育は、 いじめに特化したものというよりも、人間としてどう生きていくかを

示したものと捉えていただければ、分かっていただけるのではないかと思っていますが、佐藤委

員の御指摘の部分も配慮しながら、いじめ問題に取り組んでいきたいと思います。

【猪股委員】

この基本方針を、どのようにして学校に徹底させ周知していくのか、その手段について教えて

ください。

【高校教育課長】

できれば、今年中に市町村教育委員会と各県立学校に通知し、この基本方針を基に、今年度中

には、各学校において学校ごとの基本方針を作成してほしいと考えております。

【猪股委員】

各学校で作成させるために、今回教育委員会で議決することになるのですか。

【高校教育課長】

県としてのいじめに対する基本的な考え方を示すということと、この基本方針を基にして、各

学校において学校ごとの基本方針を作成してほしいという理由から、教育委員会で審議していた

だいております。

【猪股委員】

学校を支えているのは、地域社会や保護者の方ですので、その方々にもこの基本方針に基づい

て取り組んでいくんだということを周知させる必要があると思いますが、いかがでしょうか。

【高校教育課長】

各校において、ホームページに掲載して公表するように、指導していきたいと思います。

【猪股委員】

ホームページで公表する程度では足りないという意味を込めて、質問しています。次回の教育

委員会会議に議案を再度提出するまでに、いじめ問題に対する県教育委員会の真剣な思いを県民

にアピールする手段を考えていただきたいと思います。

【高校教育課長】

これから検討させていただき、次回の教育委員会会議のときに説明させていただきたいと思い

ます。

【田中委員長】

次回の教育委員会会議において議決した後に市町村教育委員会に通知されるということでした
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が、通知を受けて今年度中に各学校で各自のものを作成することを考えると、今からこういうも

のを作成する予定であるということだけでも伝えておかないと、時間が足りないのではないかと

思いますが、いかがでしょうか。

【高校教育課長】

すでに会議の席などで、このようなスケジュールで進めるので心得ていてほしいと伝えており

ますし、文部科学省の資料についても各校には配付しておりますので、各学校ではそのつもりで

考えていると思います。

【田中委員長】

他になければ、議案第４３号「秋田県いじめ防止等のための基本方針（案）について」は、今

回は表決は採らず継続審査とし、次回の教育委員会会議で再度審議いたします。

次に、報告事項に入ります。

「秋田地区中高一貫教育校について」高校教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

「秋田地区中高一貫教育校について」説明

【田中委員長】

「秋田地区中高一貫教育校について」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】

秋田南高校は、県内でも有数の進学校であると認識しております。にもかかわらず、新しい構

想を考えたわけであり、大きな特色が二つありますが、中高一貫教育校の構想が先なのか、スー

パーグローバルハイスクールに重みを置くのか教えてください。

現在の秋田南高校のままでスーパーグローバルハイスクールになることは可能でしょうか。そ

れとも、中高一貫教育校にならないと、スーパーグローバルハイスクールにはなれないのでしょ

うか。

【高校教育課長】

中高一貫教育校ではない、現在の秋田南高校としてのスーパーグローバルハイスクールも可能

です。

現在、文部科学省で概算要求をしているところですが、本県でも申請をし、平成２６年度から

は、高校だけのスーパーグローバルハイスクールとしてスタートできればと考えております。

【長岐委員】

それと並行して、中高一貫教育校もつくるという二つの柱があるということですね。どちらの

構想が先だったのでしょうか。
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【福田次長】

経緯としましては、秋田南高校の同窓会関係者等から、中高一貫教育校にしてほしいという要

望が昨年３月にありました。そのときには、文部科学省にはスーパーグローバルハイスクールの

構想はありませんでした。最初は、秋田南高校からの要望を受け、秋田南高校が中高一貫教育校

になることについての検討を行いましたが、その検討の途中に、文部科学省からスーパーグロー

バルハイスクールの構想が出てきて、秋田県ではどう考えていますかという確認がありました。

そこで検討したところ、英語教育に実績があり、最もふさわしいと考えられるのは秋田南高校だ

という結論になり、中高一貫教育校とスーパーグローバルハイスクールを合せた構想になりまし

た。

【長岐委員】

秋田南高校は、かなりの実績を残している学校ですので、その実績を資料の中に入れていただ

いてとても良かったと思います。ただ、一つお願いがあります。英語教育に重みを置いた特殊な

学校ができるようなイメージですが、進学校として素晴らしい実績を残してきた学校ですので、

そのことも忘れず、さらに発展させた良い学校を目指していただきたいと思います。

なお、最終決定は、いつになりますか。

【福田次長】

平成２８年度スタートですので、平成２７年度中に中高一貫教育校の設置条例を制定すること

で、正式な決定となります。

【北林委員】

併設校ですから、中学校からの８０名がそのまま高校に進学することになってはおりますが、

他の高校を受検することもできるのでしょうか。

【高校教育課長】

法的にはできることになりますが、入学する段階において、６年間在学する意思を確認した上

で、入学させることになると思います。県北地区、県南地区の中高一貫教育校の状況を見ても、

転勤等によりやむを得ず県外に引っ越しする場合以外は、ほとんどがそのまま進学しています。

【北林委員】

秋田市にある中高一貫教育校は、他校への進学者が多いことが課題の一つになっていると聞き

ます。同じようなことにならないように、小学校６年生で決意したことをそのまま継続するため

に、学校の特徴を揺るぎなく運営していくことが大事になると思います。県北地区、県南地区の

中高一貫教育校と同じように、６年間学んでいく生徒を育てていただきたいと思います。

【高校教育課長】

御所野学院中高一貫校の場合は、併設型にはなっておりますが、地域の事情などもあり、他の

中高一貫教育校とは形態が違っています。一般的な併設型の中高一貫校は、中学校が小さく、高

等学校の方が外からの入学者もいることから大きな規模になるのですが、御所野学院の場合は、
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地域の中学校としての役割もあるため、中学校の方が大きくて、高校になると規模が小さくなる

という珍しい状況になっています。現在、御所野学院中学校には９５名の生徒がおり、うち１５

名は最初から他校に進学することになっておりますが、その１５名が抜けていくときに、「私も

一緒に他の学校に」という気持ちになる生徒もいるようです。

新しい中高一貫教育校においては、県北地区、県南地区の中高一貫校のノウハウを継承しなが

ら、そのまま中高一貫校の高校に進学するように指導してまいりたいと思います。

【佐藤委員】

学校名はどうなるのでしょうか。

また、文部科学省から、到達度テストの導入や人物重視の試験にするという案が出されていま

すが、その動きとリンクしているのでしょうか。

【高校教育課長】

直接的にはリンクはしておりませんが、新しい中高一貫教育校に入学する子が高校を卒業する

際には、到達度テストが導入されることも想定されますので、今後対応を考えていきたいと思い

ます。

【佐藤委員】

到達度テストよりも、人物重視の方が特に関係があるように感じます。

【高校教育課長】

例えば、横手清陵学院の場合、ＳＳＨと言われるスーパーサイエンスハイスクールの指定を受

けていますが、難関大学に入学する場合に、６年間で培った力を発揮して、ＡＯ試験で入学する

生徒が何人かおります。それぞれの学校の特徴に合わせた進路指導等をしてまいりたいと思いま

す。

また、学校名については、今後、検討していきたいと思っています。

【猪股委員】

この基本構想は、どこの部署が担当するのでしょうか。

【高校教育課長】

高校教育課と秋田南高校が連携して進めています。

【猪股委員】

そうであれば、県内の高校関係者だけということになりますが、中学校の関係者は入らないこ

とになるのでしょうか。

【高校教育課長】

秋田南高校には、現在中学校の先生も交流人事でおりますので、その方々の意見を聞きながら、

義務教育課とも連携して進めているところです。
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【猪股委員】

ぜひ、基本構想の段階から、広い意見を取り入れていただきたいと思います。

【田中委員長】

中学校は県立中学校になるのですか。

【高校教育課長】

そうです。

【田中委員長】

新設となる中学校については、中高一貫教育校なので、秋田南高校の目指す学校の構想の中に

含まれると解釈してもよろしいでしょうか。

【高校教育課長】

中高一貫教育校が６年なので、核となるスーパーグローバルハイスクールなどの方針は、中学

校も含めて、６年間で育てていきたいということになります。

【田中委員長】

秋田南高校から、中高一貫教育校にしたいという希望があったということですが、それは高校

３年間だけでなく、長い時間をかけて育てたいという意向があるのでしょうか。

【高校教育課長】

そういう意味合いも含まれておりますし、学校としてもバージョンアップしたいという意気込

みも感じられました。

【田中委員長】

先日、千葉県に視察に行ったときに、千葉県立千葉中学校・千葉高等学校という中高一貫教育

校を視察してきました。千葉高校は、ＡＯも指定校推薦もあるが、ほとんどの生徒が一般の試験

を受けて難関大学に入学しているということでした。

新しい中高教育一貫校は、ＡＯ試験を受けやすくするためという考え方ではない方がいいと思

います。せっかく中高一貫教育校を新しく作ることになりますので、そこでしか学べないような

内容の学校にしていただきたいと思います。

【高校教育課長】

秋田南高校をどのように運営していくかは、この後時間をかけて、教育課程など考えていきた

いと思います。また、今秋田南高校では、課題解決型の学習を導入したいということから、課題

研究を取り入れることを考えているところです。その課題研究は、中学校の段階から取り入れる

ことになるかと思いますので、課題を自分で見つけて解決していく力を、６年間という時間をか

けて培っていけるのではないかと期待しているところです。
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【猪股委員】

千葉中学校・千葉高校の場合、高校入学試験がない分の先取り教育は行っていなくて、むしろ、

中学校１年１年の授業を深める方針でした。ぜひ、そういう方向で考えていただきたいと私も思

います。

【高校教育課長】

現段階では、先取りをするという教育課程は考えておりませんので、委員からお話があった方

向で考えていきたいと思います。

【田中委員長】

他になければ、先月、教育委員の県外視察として千葉県に視察に行かせていただきました。視

察した高校については、先日の教育委員協議会でも報告させていただきましたので、２日目の習

志野市立秋津小学校への視察について、私から報告いたします。

秋津小学校は、学社融合の教育を進めており、学校教育と社会教育が融合した生涯学習コミュ

ニティを実現させた学校です。資料にある「交流」とは、ふれあい活動のことで、校内の音楽会

や敬老会に地域の方を招待して交流していました。「連携」とは、学校側のメリットを中心に考

えた活動で、教科用指導等における地域人材を活用したり、遊具・教具等を提供していただくこ

とです。また、「融合」とは、目標の共有、活動の協働のこと言い、秋津小学校では、正課クラ

ブ活動、大運動会を一緒に開いたり、遊具・教具等を一緒に制作したりしています。

この秋津小学校は、昭和５５年に東京湾の埋め立て地に新しくできた街に建てられました。そ

の後、新しくできた街ということもあり、地域のつながりが全くなかった学校だったので、新し

い祭りを作ったそうです。学校の校庭を地域の祭りのために使っていただいたり、その祭りに子

どもたちが参加したりという交流から始まって、その後、地域の人が学校でお話し会や読み聞か

せで学校に入ったりという交流が続きました。数年が経ち、平成２年に習志野市教育委員会から

「生涯学習研究推進校」に指定されましたが、新しい街だったので、図書館も公民館もなく、一

番集まりやすいところが学校だったということで、子どもが少しずつ減り始めて空き教室ができ

たときに、そこにコミュニティルームを開設して、地域の人がそこでサークル活動とか生涯学習

活動を始めるようになりました。それが平成７年のコミュニティルームの開設になります。その

後、そのコミュニティルームでのサークル活動に、放課後、子どもたちが参加したり、サークル

活動で学校に来た方が子どもたちの授業にお手伝いで入ったりと、今の学校支援地域本部事業の

ような連携が生まれて、そこから、文部科学省の「新しいタイプの学校運営の在り方に関する実

践研究」に指定されたり、文部科学省から「コミュニティ・スクール推進事業」の委嘱を受けた

りして様々な形がシステム化され、平成１８年度からは、習志野市から「コミュニティ・スクー

ル」の指定を受けて、現在に至っております。

私が、この秋津小学校のことを初めて知ったのは、昨年の５月に、北教育事務所主催の学校・

家庭・地域連携総合推進事業の指導者研修会があり、そこに、 秋津コミュニティの顧問で文部

科学省コミュニティ・スクールマイスターの岸裕司氏が来ており、秋津小学校とコミュニティの

融合のことについて講演をしていただいたのがきっかけです。それがコミュニティ・スクールだ

と私は思っていたのですが、コミュニティ・スクールには留まらず、生涯学習の場でもあり、学

校教育の場でもあり、学校を中心とした学校教育と社会教育が融合した活動が展開されている学
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校でした。

対応していただいたのが、教頭先生と秋津コミュニティ顧問の岸さんでしたので、学校側とコ

ミュニティ側両方のお話を聞くことができました。地域の方が学校を使う際に、鍵の問題や、セ

キュリティの問題など課題はあると思いますが、コミュニティルームは、シャッターで完全に学

校とは切り離すことができるようになっており、コミュニティルームの管理責任者は市の教育委

員会で、火元の責任者は地域住民で構成されるコミュニティルームの運営委員会が担っていると

いうことで、学校は毎日１７時に学校の施錠をして学校側のシャッターを閉めれば、後は地域の

方が夜の１０時まで管理しているということでした。コミュニティ・スクールには学校運営協議

会がありますが、たいてい年に２、３回しか開催されず、地域の方の意見が反映されるとは言い

難いと私は常々感じておりました。秋津小学校でも、学校運営協議会の開催回数は年に３回でし

たが、メンバーがほとんど同じ「パートナー会議」という会議があり、その会議を毎月行うこと

によって、学校と地域双方の問題が共有されているということでした。また、地域と学校どちら

にもメリットがある、”Ｗｉｎ－Ｗｉｎ”の関係ができているというお話もありました。それ以

外にも、予算が厳しいので、光熱費は学校に負担していただき、他に必要な経費は、お祭りなど

での何かを売ったり、お化け屋敷などを催したりして、売り上げや入場料等で対応しているとい

うことでした。

この学社融合の成果ですが、一つには、学校教育と生涯教育の双方が活性化されるということ

で、子どもたちにも色々な人に出会う機会や色々な体験をする機会が与えられ、先生たちも授業

に補助に入っていただくなどのメリットがあり、地域の人たちも子どもたちから元気をもらった

り、自分たちの生きがいにもなっているということでした。二つ目は、安心・安全と信頼関係の

構築ができているということです。池田小学校の事件のときに、学校を開くことの是非について

議論はあったそうですが、学校を守るためには、学校を開くことと閉じることの二つの方法があ

り、秋津小学校では、学校を開くことで安全を守る道を選択したということでした。以前、子ど

もが不審者に会ってしまったときに、慌ててコミュニティルームに逃げ込んできたことがあり、

なぜここに逃げて来たのかを聞いたところ、「ここにくれば、○○さんがいると思ったから」と

答えた、ということがあった話もしてくださいました。また、成果の三つ目として、地域全体が

活性化し、地域の人のことも良く知っているということから、実際にこの地域では、犯罪率が低

下しているということでした。他の地域では子どもの数が減少傾向にあるにも関わらず、この地

域では、この学校を卒業した子どもたちが親の世代となって戻ってきており、子どもの数が増加

しているということでした。

学校側の課題の一つとして、地域の行事は土日だったり、色々な会議が夜にあり、出席するの

が大変だということから、先生にとっては忙しい学校だということでした。ただ、出席すること

によって、色々な情報も得られるので、メリットもたくさんあるという話もされていました。二

つ目は、地域の人はとても一生懸命やってくれるのですが、保護者間で意識に温度差があり、Ｐ

ＴＡに全く参加しない保護者もいるということでした。三つ目として、体験活動を学校の教育課

程の中にどう組み込むかという部分が難しいという話もありました。また、コミュニティ側の課

題としては、コミュニティの活動にも新しい人をどんどん入れていかなければならないので、Ｐ

ＴＡに声をかけたり誘ったりしなければならないが、地域住民も保護者も主体者であるという責

任と自覚が必要であるということと、コーディネーターの養成は常にやらないといけないという

ことが挙げられました。また、学校側の課題にもありましたが、ＰＴＡが地域の人に頼ってしま
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い、ＰＴＡがあまり機能していないという問題点もあるそうです。

他の学校にも取組が浸透しているかを聞いたところ、隣の学校の一つは、後を追って同じよう

な形で進行しているが、同じ中学校区のもう一つの学校では、総合型スポーツクラブがあり、子

どもも保護者も地域の人もそこに行くことが多く、学校を中心としたコミュニティづくりはでき

ていないという話でした。

私は、ここ数年、なぜ学校支援地域本事業がなかなか広がらないのか疑問に思っていました。

学校も地域に対して壁がまだあると感じており、どうしたら、もっと地域の人も学校に入ってい

けるのかずっと考えていました。その秘密が「学社融合」というところに隠されているのではな

いかと思ったのですが、私が考えていたよりも、ずっと究極の、学校や生涯学習の在り方がある

ように感じました。

地域の実情によっては、秋津コミュニティのやり方をそのまま取り入れるのは難しいと思いま

すが、こういう形があるということを皆さんにも知っていただき、方向性を探っていただけたら

いいと思い、本日報告させていただきました。

【米田教育長】

２００４年にコミュニティ・スクールが法制化され、２００６年に習志野市教育委員会よりコ

ミュニティ・スクールに指定されたようですが、約３５０名の全校児童数になったことが、コミ

ュニティ・スクールになる一つのきっかけになったように思いますが、その辺りについてはどう

ですか。

【田中委員長】

コミュニティ・スクールは一つの形であって、コミュニティ・スクールの指定の有無に関わら

ず、指定になる前から「学社融合」の状態があったので、なぜこの段階でコミュニティ・スクー

ルになったかについては、うかがいませんでした。

それでは、次に進みます。

議案第４２号に入る前に、佐藤委員が１２月２１日をもって、任期満了により退任されます。

佐藤委員におかれましては、平成２１年１２月より４年間、医師としてお忙しい職業の傍ら、教

育委員として務めてくださいました。さらに、平成２３年１１月から平成２４年１１月までの１

年間は委員長として、さらにお忙しい任務を全うされました。一期で退任されることは残念なこ

とですが、医師としての御見識の他にも、色々な角度から御意見や御指摘をいただいたりして、

私たちも勉強になり、深い議論ができたと思います。ありがとうございました。

それでは、佐藤委員から退任の御挨拶をお願いいたします。

【佐藤委員】

教育委員の皆様、事務局の皆様、４年間、ありがとうございました。学校現場の先生や子ども

たちにも感謝したいと思います。

この４年間では、「あきたの教育振興に関する基本計画」の推進に特に力を注ぎました。挨拶

原稿などをよく見直したりもしましたが、全てにこの基本計画の話題を入れたりして、微力なが

ら推進のために尽力できたと思っています。

近い将来、教育委員会は新しい制度になるかも知れませんが、現在の本県の教育委員会は、時
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には厳しい議論になることもありましたが、常に前向きな議論を行っておりますので、どんな制

度になろうともしっかり進んでいくのだと自信をもって思います。

私はここで教育委員会の業務から身を引くことになりますが、今後も広報誌「教育あきた」は

送ってくださるということなので、皆様の活躍を知ることはできます。また、平鹿総合病院を通

して、キャリア教育の面から、今後も引き続き協力させていただきたいと思います。

長い間、本当にありがとうございました。

【田中委員長】

ありがとうございました。

それでは、議案第４２号に入ります。議案第４２号は、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。

【田中委員長】

異議がないので、秋田県教育委員会会議規則第２７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。


