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平成２６年第１０回教育委員会会議録

１ 期 日 平成２６年７月１０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３３分

５ 出席委員 田中 直美

猪股 春夫

北林真知子

長岐 和行

伊藤佐知子

米田 進

６ 説明のための出席者

教 育 長 米田 進

教育次長 島崎正実 教育次長 吉川正一

参事（兼）博物館長 風登森一 総務課長 金田 恵

施設整備室長 田松和彦 教職員給与課長 村上幸義

幼保推進課長 渡辺哲也 義務教育課長 廣野宏正

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 相原和義

７ 会議に附した議案

報告第 ４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

議案第２６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２７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２８号 秋田県立高等学校管理規則の一部を改正する規則案について

議案第２９号 秋田県立高等学校学則の一部を改正する規則案について

議案第３０号 秋田県立中学校学則の一部を改正する規則案について

議案第３１号 教職員の懲戒処分案について

議案第３２号 秋田県立博物館協議会委員の任命について

議案第３３号 秋田県生涯学習審議会委員の任命について
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８ 承認した事項

報告第 ４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

９ 議決した事項

議案第２６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２７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２８号 秋田県立高等学校管理規則の一部を改正する規則案について

議案第２９号 秋田県立高等学校学則の一部を改正する規則案について

議案第３０号 秋田県立中学校学則の一部を改正する規則案について

議案第３１号 教職員の懲戒処分案について

議案第３２号 秋田県立博物館協議会委員の任命について

議案第３３号 秋田県生涯学習審議会委員の任命について

10 報告事項

・平成２６年度秋田県立秋田明徳館高等学校「科目履修講座（後期）」募集要項

について

・平成２６年度秋田県教育委員会文化財専門職員募集要項について

11 会議の要旨

【田中委員長】

ただいまより、平成２６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番北林委員と４番伊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３１号の「教職員の懲戒処分案に

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。

【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４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します。

【総務課長】

報告第４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
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【田中委員長】

報告第４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】

先に説明があった案と、本案として議決されたもので変わったところはありますか。

【総務課長】

前にご説明した際は、財政当局の査定を受けていない状況でございまして、予算案について、

若干、変更がございました。変わった点は、秋田地区中高一貫教育校について、予算として２９

９万７千円の減額となってございます。また、家屋事後調査につきましても、３万９千円ほど減

額になっています。スーパーグローバルハイスクールに関しては、査定により２１８万９千円の

減額です。合計で、５２２万５千円の減額となっております。

【長岐委員】

それによって、これからの事業に大幅に影響が出るということはありませんか。

【総務課長】

大幅な影響はないと考えております。

【北林委員】

学校保健・学校安全管理事業で、「生徒に対する障害見舞金の給付に要する経費」として、か

なり大きな額が計上されていますが、これはなにか事故等があったのでしょうか。

【保健体育課長】

これは、平成２２年の校舎からの転落に伴う事故と、平成２３年の部活動中に野球のボールが

当たったことに伴う視力低下の事故についての障害見舞金です。

【田中委員長】

スーパーグローバルハイスクール事業については、今年度は県の予算で単独事業として実施す

るということですが、来年度の指定に向けて、どういった点を改善すればいいのかなど、今の段

階で考えていることがあれば教えてください。

【高校教育課長】

現時点では、文部科学省で募集の方向だとは聞いているのですが、どれくらいの予算規模で行

うかということにつきましては、まだ発表されておりません。しかし、来年度も応募したいと考

えており、取り組みを進めております。来年度に向けまして、４月当初に文部科学省に足を運び、

どこがまずかったのかなど、そういった点についても聞いております。

前回のスーパーグローバルハイスクールで、こちらで出した内容につきましては、英語力向上

ということが非常に目についたようです。グローバルリーダーを育成するというのは、ただ単に

英語力をつけることとイコールではなく、むしろ、課題解決力とか、そういうところが重視され
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るべきであろうということでありました。今後は、課題解決力をつけるための課題研究を中心に

据えた事業計画になるように検討を進めてまいります。

【田中委員長】

今年度も英語力の推進など、高校教育課でいろいろと取り組んでいただいているようですので、

それも併せて、ぜひ、最初に思い描いていた中高一貫校が実現できるように進めていただきたい

と思います。

【高校教育課長】

そのようになるように努力したいと思います。

【田中委員長】

他になければ、報告第４号について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４号を承認します。

次に、議案第２６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」、総

務課長から説明をお願いします。

【総務課長】

議案第２６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」説明

【田中委員長】

議案第２６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。

【田中委員長】

特になければ、表決を採ってよろしいでしょうか

【全委員】

異議なし。

【田中委員長】

それでは、表決を採ります。

議案第２６号は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。
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【田中委員長】

それでは、議案第２６号を原案どおり可決します。

次に、議案第２７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」、教職員給与課長から説明をお願いします。

【教職員給与課長】

議案第２７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

【田中委員長】

議案第２７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】

配偶者同行休業条例が制定されたので、それに伴い規則改正をしなければいけないということ

ですが、教育委員会では、具体的にはどういう場面が考えられるのでしょうか。

【義務教育課長】

外国にある日本人学校など、在外教育施設に派遣をするということがございます。家族の方が

同行するといった場合に、配偶者が教員である場合がございます。在外教育施設に派遣する教員

に同行する教員が、この制度を活用していくということが想定されています。

【吉川次長】

同行する配偶者が教員である場合、これまでは退職しなければならず、戻ってきた際に、また

採用するという状況でした。今回の条例制定で、最長３年は身分が保障されることになりました。

【北林委員】

在外の日本人学校は、公立ではなく私立学校の扱いだと聞いていますが、派遣される教員本人

の給与は、どこから支給されることになっていますか。

【教職員給与課長】

国からです。国から委託されているかたちで支給しています。

【伊藤委員】

派遣された際に、そこに代替の職員は配置されるのでしょうか。

【教職員給与課長】

任期付職員、あるいは臨時職員を配置することになっています。
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【田中委員長】

派遣される職員の給与は国から支給されるということでしたが、県を退職して行くということ

になるのですか。

【教職員給与課長】

本人は退職ではありません。

【吉川次長】

身分はそのままこちらにあり、研修での出張となります。

【義務教育課長】

国が派遣する仕組みを整えております。県の職員である教員が外国に派遣される際に要する経

費を、国で負担するというかたちです。

【田中委員長】

在外教育施設に派遣されている間は、給与も全て国から支給されるということで、その教員は

県の職員ではあるけれども、県から給与は支給していないということですか。

【教職員給与課長】

国から出たもので賄っています。

【田中委員長】

国から一旦いただいたものを、県から支給しているというかたちですか。

【教職員給与課長】

国から直接ではなく、県で受けて支給しています。

【猪股委員】

通常は、現地で仕事をするわけですので、現地で給与をもらいます。ところが、身分は残って

いるのだから、例えば年金など、その分は日本で支払わなければならないわけです。そのような

ことがあるので、今のような仕組みになっているのではないでしょうか。

【教職員給与課長】

秋田県であれば、義務教育の教員が８名、特別支援教育の教員が１名の合計９名が派遣されて

います。いずれ秋田県の職員であり、給与の口座等もこちらで把握しておりますので、その口座

に振り込みます。最後に国から精算のかたちで委託金として県にお金が入ります。立て替えて県

で払っていますので、国から直接本人の口座に支給されるわけではありません。

【伊藤委員】

派遣される場合、給与額はそのまま継続でしょうか。それとも、海外派遣ということで給与額
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が上がったりするのでしょうか。

【教職員給与課長】

基本的には、秋田県にいる教員の給与ベースです。ただ、国によって経済状況等も違いますの

で、地域手当のようなかたちでいくらかは上乗せになっている場合もあります。

【田中委員長】

３１ページの⑥について、育児休業をしている場合、期末手当は勤務しているときと同じよう

に払われているのですか。

【教職員給与課長】

休んでいる期間と基準日によります。基準日に勤務していなければ支給されませんが、その算

定期間内に在職期間を含んでいれば支給対象となります。期末手当は、基準日の６月１日、１２

月１日を含んでいるかどうか、勤務しているかによります。後で、分かりやすいようにお示しし

たいと思います。

【田中委員長】

今回の改正は、配偶者同行休業制度が制定されたことに関する改正ということで、前回の協議

会で説明をいただいておりますので、その点については他によろしいでしょうか。

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。

【田中委員長】

それでは、表決を採ります。

議案第２７号は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。

【田中委員長】

それでは、議案第２７号を原案どおり可決します。

次に、議案第２８号「秋田県立高等学校管理規則の一部を改正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。

【高校教育課長】

議案第２８号「秋田県立高等学校管理規則の一部を改正する規則案について」説明
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【田中委員長】

議案第２８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。

【田中委員長】

特になければ、表決を採ってよろしいでしょうか

【全委員】

異議なし。

【田中委員長】

それでは、表決を採ります。

議案第２８号は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。

【田中委員長】

それでは、議案第２８号を原案どおり可決します。

次に、議案第２９号「秋田県立高等学校学則の一部を改正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。

【高校教育課長】

議案第２９号「秋田県立高等学校学則の一部を改正する規則案について」説明

【田中委員長】

議案第２９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】

これは本日この会議で議決すると、確定することになりますか。

【高校教育課長】

そのとおりであります。

【長岐委員】

この案を提出するにあたって、各分野からいろいろ意見があったと思いますが、特に異論や反

対、要望などはあったものですか。

【高校教育課長】

平成２７年度の学級減等について３月に計画案等を示しましたときに、各学校にも調査をしま

したところ、このとおりでよろしいということで返事をいただいておりまして、特に異論があっ
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たものではありません。

【長岐委員】

これは、これから発表になるのですか。

【高校教育課長】

最終的には、これから発表ということになりますけれども、３月の段階で一度、報道等されて

おりまして、そこから変更などはありません。

【田中委員長】

角館高校定時制の学級増について、説明していただけますか。

【高校教育課長】

この後、角館高校定時制は２部制となります。それに伴いまして、学級を一つ増設するという

ことでございます。

【田中委員長】

１部のクラスが一つ、２部のクラスが一つということでよろしいでしょうか。

【高校教育課長】

そういうことになります。

【田中委員長】

それは受験をするときに、選ぶのですか。

【高校教育課長】

秋田明徳館高校等と同じように、自分で第１希望、第２希望というように書き込むことになり

ます。

【田中委員長】

他にご意見、ご質問はございませんか。

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。

【田中委員長】

それでは、表決を採ります。

議案第２９号は原案どおり可決することでよろしいでしょうか。
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【全委員】

異議なし。

【田中委員長】

それでは、議案第２９号を原案どおり可決します。

次に、議案第３０号「秋田県立中学校学則の一部を改正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。

【高校教育課長】

議案第３０号「秋田県立中学校学則の一部を改正する規則案について」説明

【田中委員長】

議案第３０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。

【田中委員長】

特になければ、表決を採ってよろしいでしょうか

【全委員】

異議なし。

【田中委員長】

それでは、表決を採ります。

議案第３０号は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。

【田中委員長】

それでは、議案第３０号を原案どおり可決します。

次に、議案第３２号「秋田県立博物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。

【生涯学習課長】

議案第３２号「秋田県立博物館協議会委員の任命について」説明

【田中委員長】

議案第３２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。

【田中委員長】

前任の委員の異動により、後任に就かれた同じ役職の方が委員になられるということですね。
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【生涯学習課長】

ご指摘のとおり、今回お願いします委員も同じ役職の方でございます。

【北林委員】

委員の地域別の分布についてですが、県北と県南が１名ずつで中央が１０名になっており、か

なり中央に偏っているのが気になります。これについては、何かございますか。

【生涯学習課長】

委員の選任にあたりましては、地域別のバランスにも充分配慮して手続きを進めておりますが、

大学等の機関や学識経験者、中央地区に本社や支店を置く会社の方にお願いをするという場合も

ありますので、中央地区の委員が県北・県南よりも増えてしまいます。しかし、領域としては全

県域を見渡しておりますので、全県的な視野に立った議論がなされるのではないかと考えており

ます。

【北林委員】

社会教育や学校教育の分野であれば、中央地区ではなくても他の地域に振り分けられる方々も

いらっしゃると思いますので、そのあたりを考慮していただきたいと思います。

【生涯学習課長】

例えば、学校教育関係者であれば、中央地区に限らず、他の地域から選ぶ余地もありますので、

そういったところにも配慮しながら、より一層、全県から選任できるようにしたいと思います。

【田中委員長】

次回の改選のときに考慮していただくということでよろしいでしょうか。

【田中委員長】

他にご意見、ご質問はございませんか。

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。

【田中委員長】

それでは、表決を採ります。

議案第３２号は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。
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【田中委員長】

それでは、議案第３２号を原案どおり可決します。

次に、議案第３３号「秋田県生涯学習審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。

【生涯学習課長】

議案第３３号「秋田県生涯学習審議会委員の任命について」説明

【田中委員長】

議案第３３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】

過去の開催回数や審議内容等について説明してください。

【生涯学習課長】

最近ですと、昨年の７月に開催しております。協議の内容につきましては、「学ぶ機会の提供

と学んだことを活かす環境づくり」について、「ライフステージに応じた生涯学習のあり方」に

ついてお願いしてございます。

これに対して委員の方々からは、様々なご指摘をいただいております。例えば、「世代間の交

流や、お年寄りの方から若い方まで楽しんでいけるような、幅広い年齢層に合ったプログラムを

考えていくべきではないのか。」といったことや、「自分から学んでステップアップをして、そ

の後、その学んだ内容を活かして、教えていく立場になるのは非常に難しい。そういったことに

対して後押しをしていったほうがいいのではないか。」という意見もございました。また、講座

の内容につきましても、「日本の文化を学ぶような講座がもう少しあればいいのではないか。」

というご指摘もございました。

【猪股委員】

この２年間に、何回くらい開催していますか。

【生涯学習課長】

この２年間では、平成２５年７月に１回、平成２４年１０月に１回です。年に１回のペースで

開催しております。

【猪股委員】

今年は、いつ開催予定ですか。

【生涯学習課長】

平成２６年につきましては、就任後に開催をさせていただきたいと思います。
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【田中委員長】

再任の方は皆さん２期目で、３期目以上の方はいらっしゃらないようですが、これは何か規定

等を設けているのでしょうか。

【生涯学習課長】

前回の選任の時点で、全委員を改選させていただいております。今回につきましては、議論の

継続性等を考慮しまして、約半数の委員に残っていただいております。

また、総務部総務課で規定を設けておりまして、特別な理由がなければ原則２期までというよ

うな規定があります。なるべく３期以上の方は選ばないようにという内規がございます。

【田中委員長】

その規定は、どの委員会についても適用されるのですか。

【生涯学習課長】

知事部局の総務部総務課で、そのことについては明確に規定されておりますので、特別な事情

があれば別ではありますが、原則として３期目以上は選ばないようにということになっておりま

す。

【田中委員長】

博物館協議会委員や、文化財保護審議会委員などいろいろな委員会がありますが、どこまでが

そういう規定に当てはまるのでしょうか。

【風登参事】

博物館協議会委員は、昨年度が改選の時期でした。委員長を務めていた方が４期目になるとこ

ろだったのですが、そのように２期までというのがありましたので、今現在の委員は２期目の方

が２名しかおりません。今年度に入ってから２名替わりましたので、４名残っていたという状況

にあります。

【田中委員長】

博物館協議会委員については、２期目の２名以外は全て１期目の方ということですね。

それでは、知事部局での委員の任期の規定については、後ほど報告してください。

【長岐委員】

由利耕心大学とは、どのような大学ですか。

【生涯学習課長】

由利耕心大学は、昭和５３年に設立された学習講座を自主的に運営している生涯学習団体であ

ります。正式な名称は、由利耕心大学講座でございます。県中央教育事務所由利出張所長がその

学長を務めております。由利本荘市西目公民館を拠点に、主に由利本荘市とにかほ市を中心に活

動をしております。今年は、由利本荘市教育長や、秋田大学教授、中央の大学教授などからご講
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演をいただくなど、年間１０回の講座を計画しております。

【田中委員長】

他にご意見、ご質問はございませんか。

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。

【田中委員長】

それでは、表決を採ります。

議案第３３号は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。

【田中委員長】

それでは、議案第３３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年度秋田県立秋田明徳館高等学校「科目履修講座（後期）」募集要項について」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】

「平成２６年度秋田県立秋田明徳館高等学校「科目履修講座（後期）」募集要項について」説

明

【田中委員長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【伊藤委員】

１科目あたりの受講料は、規定で決まっているのですか。

【高校教育課長】

決まっています。

【猪股委員】

どの講座が人気があるのでしょうか。

【高校教育課長】

通年講座で「専門郷土史」という講座がありまして、これは定員２５名ですが、今年は受講者
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が５２名集まっており、全て受け入れております。また、受講者が少ないのは、ロシア語初級の

数名でございます。

【田中委員長】

講座内容や募集人員などで、前期と変わったところはありますか。

【高校教育課長】

前期と概要としては変わっていませんが、前期と後期でそれぞれのプログラムが終わるような

仕組みになっております。また、通年の講座は、ここに載せてございません。

【田中委員長】

他になにかございませんか。

次に、「平成２６年度秋田県教育委員会文化財専門職員募集要項について」、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】

「平成２６年度秋田県教育委員会文化財専門職員募集要項について」説明

【田中委員長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【長岐委員】

今回は１名の採用予定ということですが、これまでの倍率などはどのような状況ですか。

【文化財保護室長】

ここ３年間、１名ずつ採用しておりますけれども、倍率は約５倍から１０倍です。つまり、採

用予定１名に対して、５名から１０名程度の応募です。

【長岐委員】

受験資格要件が複数挙げられていますが、それを全て満たす方がそれほど集まってくるのです

か。

【文化財保護室長】

このような採用に関しては、受験者が全国から集まってまいります。先ほど申しました受験者

の２割程度が秋田県出身、８割が県外からです。仕事の場所が全国にあり、いろいろな地域から

集まるので倍率が高くなります。先ほど、３年前までの最近の情勢をお話ししましたが、過去は

もっと受験者が多かったのですが、大震災後の調査のために各県で需要が非常に多くなり、売り

手市場になってきて、下がった結果でもあの程度です。

受験資格については、例えば、これから夏に発掘作業を行いますと、作業員を何十人も使って

作業することになります。そうしたときに、健康管理なども含めて、かなり経験を積んだ人でな
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ければ安全を確保できませんので、条件を厳しくしております。

【田中委員長】

他に、質疑等ございませんか。

それでは、先ほどの審議会等の委員の任期について、もう一度、生涯学習課長から説明をお願

いします。

【生涯学習課長】

審議会委員の任期については、具体的には「秋田県審議会等管理要綱」がございまして、そこ

で「第４ 審議会等の委員」という項目の５番目に、「同一審議会での在任期間が２期又は４年

を超える場合は選任しないものとすること。ただし、特別の事情がある場合は除く。」と規定さ

れてございます。いずれ、今回の生涯学習審議会委員については、１期目、２期目ということで

ございますが、２期を超えてもその方がいないと議論の支障になるというような特別な事情があ

れば、２期を超えても選任される場合もあります。

【田中委員長】

この管理要綱は、いつ定められたものですか。

【生涯学習課長】

この要綱は、平成１１年１２月３日から施行されております。

【北林委員】

教育委員会のみならず、県の審議会は全てこの要綱に従うということになるのですか。例えば、

教育委員会では産業教育審議会や教科用図書選定審議会、文化財保護審議会など、いろいろあり

ますけれども、この審議会管理要綱の及ぶ範囲と及ばない範囲があるのでしょうか。

【田中委員長】

たくさんの審議会等がありますので、これについては、資料を整えて、また報告していただく

機会を設けていただいてはどうでしょうか。

【総務課長】

取り扱い等について、次の協議会などでご説明したいと思います。

【田中委員長】

では、次の機会に資料を提示して報告していただければと思います。

それでは、次に議案第３１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。

【全員】

異議なし。
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【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。

（傍聴人退席）

※秘密会のまま終了


