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平成２７年第１２回教育委員会会議録

１ 期 日 平成２７年８月６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１６分

５ 出席委員 北林真知子

田中 直美

長岐 和行

伊藤佐知子

岩佐 信宏

米田 進

６ 説明のための出席者

教 育 長 米田 進 教育次長 今井 一

教育次長 鎌田 信

総務課長 佐藤雅彦 施設整備室長 田松和彦

幼保推進課長 小柳公成 義務教育課長 佐藤昭洋

高校教育課長 安田浩幸 特別支援教育課長 西嶋崇広

生涯学習課長 沢屋隆世 文化財保護室長 近江谷正幸

保健体育課長 木浪恒二 福利課長 相原和義

７ 会議に附した議案

議案第３２号 秋田県産業教育審議会委員の任命について

議案第３３号 平成２８年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について

議案第３４号 平成２８年度秋田県立中学校教科用図書の採択について

議案第３５号 平成２８年度秋田県立特別支援学校教科用図書の採択について

議案第３６号 秋田県指定有形文化財の指定解除について

８ 議決した事項

議案第３２号 秋田県産業教育審議会委員の任命について

議案第３３号 平成２８年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について

議案第３４号 平成２８年度秋田県立中学校教科用図書の採択について

議案第３５号 平成２８年度秋田県立特別支援学校教科用図書の採択について

議案第３６号 秋田県指定有形文化財の指定解除について
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９ 報告事項

・平成２８年度秋田県公立高等学校入学者の募集及び選抜に関する教育委員会公

告等について

・平成２８年度秋田県立中学校入学者の募集及び選抜に関する教育委員会公告等

について

10 会議の要旨

【北林委員長】

ただいまより、平成２７年第１２回教育委員会会議を開催いたします。

会議録署名員は１番田中委員と４番岩佐委員にお願いします。

【北林委員長】

はじめに、議案第３２号「秋田県産業教育審議会委員の任命について」、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３２号「秋田県産業教育審議会委員の任命について」説明

【北林委員長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【北林委員長】

すでに十分に話合いもしておりますので、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３２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】

それでは、議案第３２号を原案のとおり可決します。

次に、議案第３３号「平成２８年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について」、高校教育

課長から説明をお願いします。
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【高校教育課長】

議案第３３号「平成２８年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について」説明

【北林委員長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【長岐委員】

資料に新旧対照表を付けていただいたのは、とても良かったと思います。ただ、この膨大な数

の教科書と高校の内容については、つぶさには分かっておりません。ですから、この調査研究委

員会や事務レベルでの結論を、信頼の原則で尊重して決めるほかありません。

毎年聞くことですけれどもお知らせください。参考資料１ページの備考欄の中ほどに「県教育

委員会」とあります。そこに「（２）各高校の採択希望教科書について、調査研究資料を基にし

て、教育目標や教育課程との適合性・整合性等について審査を行う。」「（３）不適切な部分に

は指導・助言を行い、再考を促し変更を命じる。」という記述があります。各高校の採択希望教

科書に関して、不適切な部分があったかなかったかということ、指導・助言を行ったとすればど

ういうことかということ、再考を促し変更を命じた例があるかということ、この３点を教えてく

ださい。

【高校教育課長】

指導・助言等に関しては、実際に学校から出てきたものに関して、各学校の教育課程と合致し

ているか、あるいは学校の教育目標と合致しているかということなどを審査しながら、やり取り

の中で指導・助言してございます。実際にはその点に関しまして、教科書の需要数が在籍生徒数

や各コースの生徒数、あるいは選択者数の状況と整合していないような状況に関しては、再確認

や指導等はしましたが、内容等に関してはございませんでした。

【長岐委員】

そうすると念押しですが、指導・助言を行いながら希望も採っていく中で、どうしても今のご

指摘のあった部分については指導したこともあるけれども、再考を促した、変更を命じたという

例はないというふうにお聞きしてよろしいでしょうか。

【高校教育課長】

おっしゃるとおりです。

【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。
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【北林委員長】

では、表決を採ります。

議案第３３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】

それでは、議案第３３号を原案のとおり可決します。

次に、議案第３４号「平成２８年度秋田県立中学校教科用図書の採択について」、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３４号「平成２８年度秋田県立中学校教科用図書の採択について」説明

【北林委員長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【長岐委員】

先ほどの高校と同じ質問があります。不適切な部分があったかないか、指導・助言があったか

ないか、変更を命じたことがあったかないか。秋田南高等学校中等部の採択希望は、今現在、ど

こから上がってくるか。同じ県立の中学校であっても、数学などの教科書が違うのは、希望が違

うのか、指導が違うのか、そこをお知らせください。

【高校教育課長】

１点目の指導が入って変更になったケースはあるかということについては、高校と同様で、や

り取りの過程でいろいろ指導はありますけれども、それをもって採択をしない、変更するという

のはございませんでした。

それから、南高中等部に関しましては、現在、開設準備室がございます。そちらが中心になっ

て、南高の各教科の先生方と話し合いながら、いずれ入ってくる中学生の教科書を選択しており

ます。誰がというのは、そこがやっているということであります。

数学の教科書が他の中学校と違うという点に関しましては、南高で選んでいるこの教科書は、

内容的に少しレベルの高い教科書になっておりまして、他校で使っているものと比較しながら、

あるいは入ってくる生徒方をある程度考えながら、南高中等部としてこの教科書を使って指導し

たほうがいいのではないかということもありまして、違う教科書を選んだということであります。

【田中委員】

参考資料の「教科書採択のための組織及び手続きの流れ」で、高等学校は「高等学校教科書調

査研究委員会」、県立中学校は「県立中学校教科用図書委員会」となっていて、少し名称が違う

のですが、これは特に揃えるというものでもないのでしょうか。
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あと、「教科書」と「教科用図書」は何か使い分けされているのですか。

【高校教育課長】

１点目は、私も気になりましたが、ずっとそうやっていて特に大きい問題はないかと思ってそ

のままにしています。もともとそう決めた理由までは把握しておりません。

あと、「教科用図書」と「教科書」の違い、棲み分けや線引きなどについては、後でお知らせ

したいと思います。

【北林委員長】

では、根拠をはっきりさせる資料を後でよろしくお願いいたします。

【高校教育課長】

了解しました。

【鎌田次長】

県立中学校の教科書の採択では、県教委で作成した「教科用図書選定資料」を用いて各県立中

学校で調査研究をし、希望図書を県に申請します。この県教委で作成した「教科用図書選定資

料」はもともと、市町村立中学校の教科用図書選定用に用いられている資料であり、この資料を

使用して市町村立中学校の教科書は採択地区の「教科用図書採択委員会」で決定します。県立中

学校も同じ中学校であり、同じ「教科用図書選定資料」を使用しているということもありました

ので、県立中学校については採択地区の委員会の名称と同様な名称にしたという経緯があります。

【北林委員長】

確認しますが、各市町村教育委員会が中学校を対象にしては、この言葉を使っているというこ

となのですね。

【義務教育課長】

そのとおりでございます。

教育委員会と言いますか、採択地区では、そのような名称を使っております。

【北林委員長】

採択地区でそのような名称を使っているので、それを県も使うということなのですね。

【伊藤委員】

各高校の教育目標と生徒の実態に即して希望しているということであれば、例えば、お利口さ

んな学年とそうでない学年があっても、教科書は同じなのでしょうか。もう一つは、高校の場合

は、進度というか難易度に応じて、同じ会社の教科書でも「３３０」「３３１」など、番号があ

りますが、中学校はないのですか。これには示されていないので、お聞きしました。
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【高校教育課長】

１点目の学校の方針の中には学年の方針等もあったりします。学年の考え方とか、あるレベル

の差異は当然あろうかと思います。したがって、学年によって教科書を変えるというのも学校の

中で検討して、そういう年もございますし、前年度まで使っていた教科書が徐々に学校の実態と

合わなくなって、ある年から変えるということもございますし、必ず使ったからずっと同じ、３

学年とも使うということではないので、毎年検討しながらということであります。

【伊藤委員】

この一覧には、なになに高校の国語という科目については、この会社で、番号はいくらと載っ

ていますが、３学年全部そうだということではないということですか。

【高校教育課長】

学年で必要な教科書はみな書いていると思います。１年目に使うと２年目に持ち上がっていき

ますので。

【伊藤委員】

なるほど。それは分かりました。

【高校教育課長】

２年になってまた新しく買う場合は、これでいいですけれども。

【伊藤委員】

分かりました。中学校のほうはどうですか。

【義務教育課長】

中学校の教科書にも番号はございますが、例えば、高校の同じ国語総合でも「３２９」「３３

０」というところの違いはありますが、中学校の教科書は学年毎になっていますので、番号を入

れなくても差し支えないです。番号はあります。

【伊藤委員】

分かりました。段階があるということですね。難易度というか。

【義務教育課長】

１社１種類だけです。

【北林委員長】

今の難易度に関する質問はいかがですか。難易度と番号は関係あるのですか。

【義務教育課長】

中学校はありません。
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【高校教育課長】

高校は、同じ会社であってもいろんなレベルの教科書が出ていますので、番号によって難易度

はだいぶ違うということはあろうかと思います。

先ほどの「教科用図書」と「教科書」ですけれども、法令上は「教科用図書」と使っておりま

す。略して「教科書」と言ったり、一般に「教科書」と言ったり、実際にそのものを「教科書」

と言ったり、まずそのように使い分けてはいるのですけれども、法令上は「教科用図書」のよう

であります。

【長岐委員】

高校のほうでも申し上げましたけれども、中学校のほうでも、採択を決めるのは狭義の意味の

教育委員会で決めなければいけないんです。そうすると、よくニュースで沖縄とかあちらのほう

の問題であると、各教育委員が実際に教科書を見ているのかとか、読んでいるのかとか、内容ま

で理解しているのかという議論がいろいろ報道されたことがありますね。じゃあここの面々が、

今の議論でも分かるように、全ての細部まで個々の教科書まで見ているかというと、見ていると

言えば嘘になりますね。だけれども、決は採らなければいけないと。こういうふうな状況です。

これはもう一回確認ですけれども、高校のときも言いましたけれども、全部見たほうがいいので

しょうけれども、見る時間的、物理的余裕もない状況の中ですから、これは信頼の原則で、選定

委員会から上がってくるもの、そして事務局レベルでこういうのがいいのではないかという案を

信頼の原則で、総論で聞いて、特に指導・変更したものがないとおっしゃるので、特段の問題は

ないということを事務局のほうを信頼申し上げてここで決を採ると。言わずものがなものですけ

れども。そうでなければ中身を分からないで、どうやって決を採るんだということを言われると。

ですからこれは、私どもがチェックしなければいけないのですが、そこは信頼申し上げて採用す

ると。こういう前提で決を採っていただきたいと思います。

【北林委員長】

皆さんよろしいですね。全県を対象にしているので、膨大な数であり、私たちが教科書を全て

端から端まで読んで理解するということは、まず不可能なことで、長岐委員がおっしゃったとお

りです。信頼の原則を適用するということで採決したいと思いますが、確認したいと思います。

【北林委員長】

質疑等ございませんか。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。

【北林委員長】

では、表決を採ります。

議案第３４号を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。

【北林委員長】

それでは、議案第３４号を原案のとおり可決します。

次に、議案第３５号「平成２８年度秋田県立特別支援学校教科用図書の採択について」、特別

支援教育課長から説明をお願いします。

【特別支援教育課長】

議案第３５号「平成２８年度秋田県立特別支援学校教科用図書の採択について」説明

【北林委員長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【岩佐委員】

「学校教育法附則第９条の規定による教科用図書」は、一般図書ということですから、たくさ

んの種類があると思います。その中から選定するプロセスを教えてください。例えば、図書選定

審議会である程度抽出し、それを各学校に提示して、その中から選択しているのでしょうか。

【特別支援教育課長】

一般図書はとても数が多く、文部科学省から毎年３月に一般図書一覧として、活用頻度の高い

３５０冊ほどを冊子にしたものが示されております。併せて、それ以外の教科用図書としての一

般図書を約３，８００冊リストアップした資料も担当の義務教育課から各学校に配られます。

この中から、特に知的障害の学校でよく使われていて効果的だという図書や新規の図書も合わ

せて、調査研究会で４０冊ほど分析し、それも参考資料にしております。題名だけではなかなか

分かりませんので、その内容についても資料として提供しております。ただ、各学校で毎年使っ

ていて、やはりこれはいいなというものがあれば、その現物を見ながら、各学校の選定委員会で

研究し、採択希望として上がってくるという状況であります。

【北林委員長】

４０冊分析するためには、実際に図書を見なければなりません。これは教科用図書のように見

本はあるのですか。それとも、どこからか取り寄せているのですか。

【特別支援教育課長】

隣の控室にも見本を用意しておりますが、こちらで把握している見本もありますし、参考資料

に採択手順を載せてありますが、その中の調査研究会に参考になるようなものを持ち込んだり、

各学校や図書館でいいものがあれば、それも持ち込んで、現物を見ながら分析しております。

【北林委員長】

持ち込むということは、すでに購入しているということですよね。個人で購入したものを持っ
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てくるのですか。

【特別支援教育課長】

各学校の図書室で持っているもの、それから、公立の図書館から借りるなどして持ち込んでお

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３５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】

それでは、議案第３５号を原案のとおり可決します。

次に、議案第３６号「秋田県指定有形文化財の指定解除について」、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３６号「秋田県指定有形文化財の指定解除について」説明

【北林委員長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【伊藤委員】

県の有形文化財の指定を受けていても、個人のやり取りで県外に出てしまうということは、致

し方ないことなのでしょうか。

【文化財保護室長】

文化財であっても絵画や工芸品は動産物件であり、個人の財産権の尊重ということも保護条例

の中で謳われておりますので、売買というかたちで移動するのはやむを得ないということであり

ます。
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【米田教育長】

所在地が県外に移ったということですが、移転後に当該県の有形文化財になるかならないかは、

あくまでも所有者の意向によるものなのでしょうか。

【文化財保護室長】

県外に出てしまいますと、もう我々の思いの及ばないところになってしまいます。あくまでも

県の条例で文化財指定しているのは、県内にあって、県が価値があると認めたものについてです

ので、残念ながら県外に出てしまいますと、あとは所在する都道府県の考え方によるということ

になろうかと思います。

【米田教育長】

最終的に認められるかどうかということには、新しい所有者の意思も関わってくるのですか。

【北林委員長】

つまり、新しい所在地の監督庁に届け出るかどうかは、所有者の意思によるものなのかという

ことをお聞きしたいのだと思います。

【文化財保護室長】

そうなりますと、所有者のお気持ちにお任せするしかないと思います。過去に本県の指定物件

であったということは残るかと思いますが、それを受けてどうするかは新しい所有者のお気持ち

次第かと思います。

【田中委員】

個人の所有物が有形指定文化財に指定されるためには、秋田県の場合は、所有者が申請するの

ですか。

【文化財保護室長】

県指定文化財にしてほしいという意思表示ということでしょうか。ケースバイケースですが、

現在は、多くの場合は各市町村などからの推薦に基づいて審議会に話があり、リストに載せてい

くなかで、順番に価値を見ながら指定していくということになります。

【田中委員】

そうすると、秋田県の場合は、誰が所有しているのかということよりも、その地域にこういう

文化財があって、有形文化財として指定されるのがふさわしいということで、その地域から挙が

ってくるというかたちで指定される場合が多いということなのでしょうか。

【文化財保護室長】

基本的にはそのようなかたちで、あくまでも誰が所有しているのかではなく、その文化財の歴

史的価値や意義というものを審議会で検討し、審議していった中で価値が認められれば、その指

定の答申を得るということになります。
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【伊藤委員】

有形文化財の指定を受けていると、例えば、管理代などは県から補助が出るなど、何かメリッ

トがあるのですか。

【文化財保護室長】

基本的に、毎年、何かにかかる経費に補助していくということはありません。もし、補修する

ことが必要な場合は、補修費に対して補助していくということが主になります。

建造物の場合、それを維持していくために、毎年、ある程度お金をかけなければならないとい

うことについては、県や市が補助していくことになりますが、所有者に負担していただくという

部分も多く出てまいります。

【北林委員長】

有形登録文化財の場合、特に建築は、所有者の金銭的負担が大きく、非常に頭を悩ませていま

す。秋田県でも所有者のグループができて、みんなで知恵を出しあっていこうとしています。そ

ういった団体を公的に支援していくということも、今後、考えていかなければならないですね。

維持・管理は、難しい問題ですね。

【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３６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】

それでは、議案第３６号を原案のとおり可決します。

次に、報告事項に入ります。「平成２８年度秋田県公立高等学校入学者の募集及び選抜に関す

る教育委員会公告等について」及び「平成２８年度秋田県立中学校入学者の募集及び選抜に関す

る教育委員会公告等について」、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２８年度秋田県公立高等学校入学者の募集及び選抜に関する教育委員会公告等につい

て」及び「平成２８年度秋田県立中学校入学者の募集及び選抜に関する教育委員会公告等につい



- 12 -

て」説明

【北林委員長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【田中委員】

高等学校も中学校もどちらもですが、選抜実施要項は、誰でも手に入れられますか。

【高校教育課長】

ホームページに掲載しますので、誰でも手に入れられますが、冊子としては学校にのみ配付と

なります。

【長岐委員】

中学校の選抜方法は適性検査、高校の選抜方法は学力検査または口頭試問とあります。学力検

査と適性検査の違い、どういう使い分けか教えていただければと思います。

【高校教育課長】

中学校の適性検査については、小学校で身に付けた内容を総合的に判断して、中学校の学習に

対応していけるかどうか、その適性を見るという意味合いが強いので、そのように整理している

ということです。

【北林委員長】

その中学校に適しているかどうかということを見るのですね。３校ありますので、１校に適し

ていても、他の学校では適さないことがあり得るということなのでしょうか。

私立学校では、入学試験と言うと思いますが、公立で義務教育であるということから、入学試

験という言葉を使えない理由があるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。そこが違

うのではないかと思っていました。

【鎌田次長】

文部科学省で、公立中学校に入学するときには、学力検査ということをしてはいけないという

ことになっていて、中学校に入るために適性を見るということであればいいだろうということで、

他県でも全て適性検査というかたちを採っております。

本県の場合は、ただ単にその一つ一つの教科の力ということではなく、横断的な力や聞き取る

ことができる力などを総合的に見ているので、適性検査としてはふさわしいのではないかと思っ

ているところであります。

【長岐委員】

そうお聞きすると、義務教育の段階では、文部科学省が学力検査をやってはいけないというか、

はっきり言うとそういうことでしょうか。
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【鎌田次長】

学力検査という言葉は、これを使ってはならないというような指導をされてきております。た

だ、適性を見る中では、学力に関するような知識なども当然必要なわけでして、そういったとこ

ろをただ単に教科ではなく、横断的に考えたりする力なども包括して見られるような検査を作っ

ているという現状であります。

【北林委員長】

適性は、知識を問うだけではないということですね。今の教育に即して、考える力も見るとい

うことなのだと思います。

【北林委員長】

中学校の検査日を昨年よりも２週間早く設定したということですが、この理由はどういったこ

とだったのでしょうか。

【高校教育課長】

昨年までは、１月上旬に実施しておりましたが、高校の前期入試の出願時期と重なるというこ

ともあって、今回、南高中等部が始まるという機会に、日程を早めて年末に行おうということで

す。

【長岐委員】

大学の附属中学校と県立中学校の検査日は、同じですか。併願ができる日程になっているので

しょうか。

【高校教育課長】

秋大附属中学校の日程は把握しておりませんが、おそらく併願はできないのではないかと思っ

ています。まだあちらの日程は分かりません。

【北林委員長】

結果的に、同じ日程になるかもしれないし、ならないかもしれないということなのですね。

【高校教育課長】

附属中学校の日程は、そのくらいの時期だというくらいしか承知しておりませんので、まだは

っきりしていません。

理由としましては、来年度、秋田南高校中等部の場合は、非常に多くの児童が受けることが予

想され、採点等を含めて非常に手続きが煩雑になるだろうということで、年度末に移したという

ことであります。

【北林委員長】

今までの経験から、もう少し時間が取れればという考えがあって前倒しにしたのかと思ってお

聞きしました。今回は、南高校と南高校中等部の試験の重なりが近いため、南高校関係が煩雑に
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なるということですね。

【高校教育課長】

他校も前期入試があって、今までも煩雑なことは煩雑でしたが、南高の場合は、受験生が多く

なるのではないかと予想されるということです。

【田中委員】

今回、秋田南高等学校中等部が新設されたということで、倍率というか、かなりの受験生が集

まるというのは、いくらか予想はできているのですか。

【高校教育課長】

細かい予想はできていませんが、７月２５日にオープンスクールがありまして、６年生の児童

だけで、３百数十人が参加しております。全員が受験するということではないと思いますが、定

員８０人ですので、倍率は高くなるのではないかなと予想しています。

【田中委員】

選抜方法に、適性検査、作文、面接とありますが、みんなが納得できるような、きちんと線引

きできるような検査方法でやっていただくことが大切だと思いますので、よろしくお願いします。

【高校教育課長】

今の点は、一番重要だと我々も思っており、高校教育課、開設準備室、南高校の校長や先生方

といろいろと協議しながら、６年間頑張れる生徒を採りたいということで、それにふさわしい入

試になるように最善を尽くしてやっておるところです。

【北林委員長】

他になければ、次にまいります。その他、何かございませんか。

【岩佐委員】

昨日、「秋田県学校警察連絡連携制度」の協定を結んだということでしたが、それに関して事

務局から報告があればお願いします。

【総務課長】

昨日８月５日に、県教育長と県警本部長の間で協定書を締結いたしました。本日８月６日から

適用開始となっております。

【長岐委員】

一部の新聞報道と私たちが説明を受けていたものと、未締結県の件数がずれているかのように

思いましたので、そこを教えていただければと思います。
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【総務課長】

文部科学省の全国調査では、本県を含めて８つの県で協定書を締結していないというように公

表されました。８つのうち５つの県は、覚書や申合せといった形式で、協定書ではないけれども

準ずる扱いが図られているということも、同時に文部科学省から発表されました。本日のある新

聞には、秋田、兵庫、岡山と３つありましたが、残りの５つは準ずる扱いがあったということで、

それ以外の３つのほうを掲載したということだと思われます。協定書という意味では、調査時点

では８つの県でまだ結ばれていなかったとうことも間違いではありません。

【長岐委員】

協定書と言えども、覚書と言えども、合意があったのは間違いがないので、そうすると、新聞

報道の３つというのが、合意もなにもなかったと聞いてよろしいですか。

【総務課長】

文部科学省の公表の時点では、そのような状況でした。

【北林委員長】

他にございませんか。

【長岐委員】

人事について、確認したいことがあります。人事案件ですので、その取扱について、委員長か

ら各委員に諮っていただきたいと思います。

【北林委員長】

人事案件について、確認したいことがあるということですが、この件については秘密会として

取り扱いたいと思いますが、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、これ以降は、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


