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平成２８年第１０回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成２８年６月１０日 金曜日

２ 場 所 教育委員室

３ 開 会 午後２時００分

４ 閉 会 午後３時５５分

５ 出 席 者 教育長 米田 進

委 員 岩佐 信宏

田中 直美

長岐 和行

伊藤佐知子

６ 説明のための出席者

教育次長 佐藤雅彦 教育次長 鎌田 信

総務課長 太田政和 施設整備室長 山崎 均

教職員給与課長 碇屋裕一 幼保推進課長 小柳公成

義務教育課長 佐藤昭洋 特別支援教育課長 小林 司

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 田久保清治

７ 会議に附した議案

報告第 ６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２３号 教職員の懲戒処分について

議案第２４号 秋田県産業教育審議会委員の任命について

議案第２５号 秋田県立図書館協議会委員の任命について

議案第２６号 秋田県立博物館協議会委員の任命について

８ 承認した事項

報告第 ６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２３号 教職員の懲戒処分について

議案第２４号 秋田県産業教育審議会委員の任命について

議案第２５号 秋田県立図書館協議会委員の任命について

議案第２６号 秋田県立博物館協議会委員の任命について
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10 報告事項

・秋田県いじめ防止対策推進条例（仮称）について

・平成２８年度秋田県公立高等学校入学者選抜定時制の課程１０月入学生募集要項

について

・平成２９年度秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科入学者選抜学力検査問題等作成方

針について

・平成２９年度秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科学生募集要項について

11 会議の要旨

【米田教育長】

ただ今から、平成２８年第１０回教育委員会会議を開催いたします。

議事録署名員は、２番田中委員と３番長岐委員にお願いします。

なお、猿田委員は本日は欠席、伊藤委員は都合により１時間ほど遅れて参加する予定です。

【米田教育長】

審議に入る前に、議事の進行についてですが、議案第２３号「教職員の懲戒処分について」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。

【米田教育長】

それでは、そのように進行いたします。

はじめに、報告６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６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

【米田教育長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【長岐委員】

予算が付く予定の、報告第６号参考資料の２ページ（３）①スーパー・プロフェッショナル・

ハイスクール事業について、全国でこの様な事業を行っている高校はどれくらいありますか。ま

た、今回、大曲農業高等学校に国の予算が付いたのはなぜですか。そして、この事業が行われる

ことにより、どのような成果や変化が出てくるのか教えていただけますか。
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【米田教育長】

本日、高校教育課長が都合により欠席のため、鎌田教育次長に答弁をお願いします。

【鎌田教育次長】

今年１０校が全国で採択されております。これまでに、毎年１０校採択され、現在３０校がス

ーパー・プロフェッショナル・ハイスクールに指定されています。事業内容ですが、女性農業者

を育成する事業や、人工衛星の内で植物を育成するプロジェクトに参加したり、田沢湖の水の浄

化やクニマスの研究などを大学と連携しながら行っていくという内容と伺っています。

【米田教育長】

全国で１０校うち、農業関係は３校認められていますが、どのような「ねらい」が認められた

のですか。

【鎌田教育次長】

詳しくは伺っておりませんが、大学や企業としっかりと結びついた研究が今後行われる点と、

今まで行われていなかった新しい研究としてクニマスの遺伝子についての研究など脚光を浴びる

ものや、女性農業者の育成などは今まで他県では無かったと聞いており、その点が認められたの

ではないかと思っています。

【米田教育長】

このあと、どのような成果が期待されますか。また、具体的な見通しはどのようになっていま

すか。

【長岐委員】

高校教育課長がいないので、担当からの説明をお願いします。

【高校教育課 指導班長】

専門的な農業などの人材が育成されることを目標に取り組んでいくのが大きな点であり、秋田

は農業県ですので、この取組を活かして秋田で活躍する人材育成を目指してまいります。

【長岐委員】

いつから始まるのですか。

【米田教育長】

今年度からです。

【長岐委員】

大曲農業高等学校では、刺激を受けてやる気が起きているような現象はありますか。
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【高校教育課 指導班長】

４月から指導してまして、具体的なものはこれから見えてくると思います。

【鎌田教育次長】

付け加えて、生徒たちは、先日新聞に大きく取り上げられたり、校舎が改築され新しくなって

いるところに、こうしてスーパー・プロフェッショナル・ハイスクール指定を受けたことにより、

非常にやる気を出して動いていると校長から聞いています。

【米田教育長】

研究期間が３年間予定されており、それを見通したプランニングもなされていて、それに沿っ

て研究が行われることになっています。

【田中委員】

参考資料２ページの（４）青少年教育施設を活用したネット依存対策事業について、国委託事

業となっていますが、秋田県は他県に比べネット依存が進んでいないと思いますが、採択に当た

りどういう所が評価されたのですか。また、県内の子どもだけが対象なのか他県からも受け入れ

るのか教えていただけますか。

【生涯学習課長】

文部科学省に確認しましたら４つの採択がありました。ただし、都道府県教育委員会単独で採

択になったのは秋田県のみであります。他の３つは、国の青少年教育施設との関係で採択になっ

ています。

採択の背景としては、未然防止のためインターネットセーフティ事業で、利用について保護者

を中心に啓発を行ってきましたが、中にはネット依存の傾向にあり昼夜逆転して、学校生活に支

障を来している子どももいるということで、ノウハウを蓄積することを目的としていることと、

事業に当たっては、医師の治療が必要となっております。他県では医師会との連携がうまくいか

なくて採択されず、受託できないということがネックになっていました。本県は医師会の協力を

得ることができたことによって採択になったと思います。

認知行動療法については、１０人程度が受入の限界です。まずは、県内の子どもたちを対象に

考えており、実際に病院に掛かっているなど困っている方々から声を掛けていきたいと思います。

【長岐委員】

参考資料１ページの２（２）の国委託事業である「小・中学校等における起業体験推進事業」

について、考え方は分かるのですが、自分の小学校時代・中学校時代・高校時代を考えると、い

ろいろな教諭やいろいろな人から刺激を受け、そのときそのときの選択をしながら生きてきたと

思います。小・中学校の頃から起業ということを考えてもらう視点は良いことだと思います。た

だ、現実に何をしたら良いか分からないし、社会がどうなっているかも分からない中で、起業精

神をどうやって作っていくのか、考えを教えていただけますか。
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【義務教育課長】

国の事業概要では、児童生徒が模擬会社を設立したり、商品開発、販売決算などであり、昔で

あれば田植えを体験をしようということで終わっていましたが、今は、田植えを体験しただけで

はこの秋田県を支える人材を育てられるのか、更に収穫して販売したらどのくらいのものになる

のかというところまで体験することで、地域の産業のしくみを学ばせていきたいと考えておりま

す。例えば、大館市の釈迦内小学校ではサンフラワープロジェクトで、ひまわりの種から絞った

油を販売するところまでやっていて、そこに地域の人が入って一緒になって体験しております。

ひまわり油で将来生計を立てられるのではなく、社会の仕組みを体験してもらうことを目的とし

た事業であります。国では１４地域を想定して募集したところ、採択は１１地域となっており、

そこに秋田県も入っております。本県の採択先は大館市と八峰町であり、大館市はほとんどの学

校でふるさとキャリア教育を行っていますが、少し足りないなと思う学校で実施する予定です。

八峰町は統廃合により中学校１つ、小学校２つになりましたので、この小・中で連携して、そば

打ちやアワビ養殖など町の特色ある取組を活かして行う予定です。

【長岐委員】

イメージが分かりました。実社会との関わりの中で、最終的に生きる力を子どもの頃から養っ

ていくということでよろしいですか。

【義務教育課長】

おっしゃるとおりです。小中の頃から秋田の良さや可能性も見つけてほしいですし、本県や日

本において貢献できるような子どもたちを育てるために、そうした仕組みを勉強させていきたい

と思っております。

【米田教育長】

１１地域採択されたとありましたが、秋田県は大館市と八峰町の２地域となるのですか。

【義務教育課長】

秋田県として１地域です。

【岩佐委員】

参考資料２ページの下の「あきたの文化遺産魅力発信事業」について、事業目的を見ると秋田

の文化遺産の魅力を県民に広く周知するとなっていますが、実施内容を見ると委員会の設置、意

見募集など広く周知するための下準備に見えます。この先、広く周知するためにどういった事業

を考えているのか、決まっていれば教えていただけますか。

【文化財保護室長】

この委員会を開きながら実際に場所を調査して、それを見ながらインターネットやＳＮＳなど

を通じて魅力を発信していきたいと考えておりますし、大学生によるワークショップについても、

大学生が中心となりながら同じくＳＮＳなどを利用して魅力を発信していくことを考えています。

また、県民からの意見募集については、県の広報を考えており、県民の意見を募集しながら魅力
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の発信を同時に進めていきたいと考えております。

【岩佐委員】

これは単年度の事業ではなく、これから継続していくものですか。

【文化財保護室長】

今現在、３年間を見込んでおります。今年は先ほどお話ししたように、文化遺産の魅力の発見

を中心にしていきますが、来年、再来年と事業を進めながら、どのように広げていくか検討し、

モデルケースを作っていきたいと考えております。

【米田教育長】

他になければ、承認してよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

それでは、報告第６号を承認します。

次に、議案第２４号「秋田県産業教育審議会委員の任命について」、鎌田教育次長から説明を

お願いします。

【鎌田教育次長】

議案第２４号「秋田県産業教育審議会委員の任命について」説明

【米田教育長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【田中委員】

説明の中で３名以外の方々は再任とのことでしたが、まだ任期途中なので、３名が異動のため

後任の委員が今回の議案に上がったということでよろしいですか。

【米田教育長】

今の部分を確認しますが、任期は平成２７年８月６日から平成２９年８月５日となっています

が、よろしいですか。

【鎌田教育次長】

３名のうち下２名の、兼子達弘さんと奥瑞生さんは行政、教育関係の充て職になりますので、

異動若しくは退職によって新しい方が役職として入ったものであります。また、産業経済界は前

任でありました猿田委員が教育委員になりましたので、その辞任に伴いまして新しい方が入った

ものであります。



- 7 -

【米田教育長】

感想ですが、産業経済界７名のうち女性が５名というのは目立つなと思いました。いろいろな

経済界で活躍されている方がいるんだなと認識しました。

【米田教育長】

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。

【米田教育長】

では、表決を採ります。

議案第２４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。

【米田教育長】

それでは、議案第２４号を原案のとおり可決します。

次に、議案第２５号「秋田県立図書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２５号「秋田県立図書館協議会委員の任命について」説明

【米田教育長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【米田教育長】

ないようですので、表決を採ってよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

では、表決を採ります。

議案第２５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。

【米田教育長】

それでは、議案第２５号を原案のとおり可決します。

次に、議案第２６号「秋田県立博物館協議会委員の任命について」、同じく生涯学習課長から

説明をお願いします。

【生涯学習課長】

議案第２６号「秋田県立博物館協議会委員の任命について」説明

【米田教育長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【米田教育長】

２番、７番、８番の３名が交代ということですが、退職若しくは人事異動ということでしたが

退職された方の代わりに入った方は何番ですか。

【生涯学習課長】

２番の石川真公民館長が、前の方が退任されて、その後の北部公民館長になられたことにより

委員をお願いしたものであります。７番、８番は人事異動によるものです。

【米田教育長】

他にないようですので、表決を採ってよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

では、表決を採ります。

議案第２６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。

【米田教育長】

それでは、議案第２６号を原案のとおり可決します。

次に、報告事項「秋田県いじめ防止対策推進条例（仮称）について」、鎌田教育次長から説明

をお願いします。
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【鎌田教育次長】

報告事項「秋田県いじめ防止対策推進条例（仮称）について」

【米田教育長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【岩佐委員】

秋田県いじめ問題対策連絡協議会について、定期的に協議会を行ってどのような内容を決める

のですか。また、秋田県いじめ問題対策審議会について、常設で設置しておき何かあれば即座に

対応できるものなのか、それとも事態が発生した際に緊急で設置されるものなのか、その辺の解

説をお願いします。

【鎌田教育次長】

秋田県いじめ問題対策審議会については、第三者委員会的に重大事項等が発生した場合に調査、

審議をする機関であります。秋田県いじめ問題対策連絡協議会については、年に何回開催するか

はこのあと検討する必要はありますが、定期的に開催していきたいと思っております。いじめ防

止のためにどのような施策が必要なのか、情報の共有を図るために各機関の方々と定期的に情報

交換をしていくことができると考えております。

【岩佐委員】

秋田県いじめ問題対策審議会について、事態が発生した都度設置すると説明ありましたが、委

員の候補者を準備していて何かあれば、その中から個別に依頼して即座に立ち上げると理解して

よろしいですか。

【鎌田教育次長】

このあと、最終的に決める予定ですが、今のところ５名程度の委員を最初に決めておき、事態

が発生したときに、その方々にお願いする方式を考えております。

【長岐委員】

この件については、新聞に出ていましたがオープンになっているものですか。

【鎌田教育次長】

Ａ３判の１枚ものの資料については、議会等でも公表しております。

【米田教育長】

６月８日の教育公安委員会で、このＡ３判の資料を出して、いくつか意見を伺ったところであ

ります。それで、昨日の新聞に載ったところであります。
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【田中委員】

いじめの定義が何年か前に資料にあるように定められましたが、実際にいじめたとされる人と

いじめられたとされる人の話が食い違う事案があります。この条例を見ると、いじめられた人を

守るための内容に見えますが、お互いに苦しい思いをしていて、いじめたとされる人は自分たち

でいじめたという認識がない状況です。こうしたケースは、この中でどのように扱われるのです

か。また、扱うことができるものでしょうか。

【鎌田教育次長】

いじめの定義が変わったことによって、委員がおっしゃった疑問を持つ方もおられると思いま

すが、例えば、いじめと自分自身が認識していなくても、そうした行為があって、そして相手方

が苦痛を訴えるような場合は、いじめというように認定されてしまいます。被害者側の生命など

を第一に考えながらやっていく必要があることから、この様な定義が生まれてきたと思います。

認知の問題もいろいろあるわけですが、認知がいっぱいされるから駄目だとかそういう問題では

なく、積極的に認知していき防げるものは未然に防いでいこうという考えになっているものと思

います。

【長岐委員】

意見になりますが、パワハラ、いじめ、セクハラというのが若干一緒くたになっていると思い

ます。セクハラは、良いか悪いかの判断なく、性的言動があって嫌やだと思えばセクハラになり、

境目がないボーダレスであります。パワハラ、いじめについては、総合的に判断する必要があり、

被害者側だけに立って判断するのでなくトータルで考えて、被害者といわれている人を保護して

いこうという主旨でセクハラとは違います。ただ単に自分が被害者であると訴えたのが、全てい

じめになる主旨ではないと思います。定義が曖昧な故に扱う際に問題が起こってくると考えます。

【米田教育長】

その辺も含めて、このあと細かいところを検討していく必要があると思います。法律のものを

そのまま落とし込むかなど、検討を続けていくことになると思います。

このあと、説明にもありましたとおり７月に条文案を提示し、パブリックコメントなどのプロセ

スを経て９月の議会に提出する日程となっておりまして、これからいろいろ意見を伺うことにな

りますのでよろしくお願いいたします。

【米田教育長】

他になければ、次に「平成２８年度秋田県公立高等学校入学者選抜定時制の課程１０月入学生

募集要項について」、鎌田教育次長から説明をお願いします。

【鎌田教育次長】

報告事項「平成２８年度秋田県公立高等学校入学者選抜定時制の課程１０月入学生募集要項に

ついて」
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【米田教育長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【田中委員】

資料２１ページ８に「後期の授業は前期に引き続いた内容で行われるので、相応の学力を有

し、」とありますが、出願資格は現在高等学校に在籍していない者ということで、ブランクがあ

るけれども、１年の前期をやっていなくでも、付いていける人であれば大丈夫という意味だと思

いますが、例えば高校２年生３年生に相当する年齢の子どもたちも受けることは可能なのでしょ

うか。また、その場合は高校１年の後期からスタートすることになるのですか。

【鎌田教育次長】

年齢が高校生２、３年生になっていたとしても、高校に在籍していなければ受験は可能であり

ます。１年の後期からです。

【長岐委員】

なぜ、この１０月入学があるのかというのが一点と、若干名ということですが特別支援科のよ

うなもので特別な人を受けさせるものなのか、それとも一般的なオープンなものなのか教えてい

ただけますか。

【鎌田教育次長】

まず１点目ですが、３月等の受験に失敗したけれど是非高校へ進みたいという子どもや、ある

いは、高校の受験は合格したけれどその高校が合わなかった、例えば、全日制ではなく定時制で

やってみたいという子どもで途中で中退したなど、そういった子どもたちの勉強意欲をかなえる

ための受験機会と捉えております。２点目については、特別な人をということではなく一般的に

オープンにして行っております。

【米田教育長】

他になければ、次に「平成２９年度秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科入学者選抜学力検査問題

等作成方針について」、鎌田教育次長から説明をお願いします。

【鎌田教育次長】

報告事項「平成２９年度秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科入学者選抜学力検査問題等作成方針

について」

【米田教育長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【長岐委員】

この専攻科は、何年目になるのですか。
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【鎌田教育次長】

今度で５回目となり、４年経過しております。

【長岐委員】

新聞等では、非常に就職がいいと聞いていますが、現実的にほぼ１００％に近い就職率ですか。

【鎌田教育次長】

先ほどの答弁を訂正いたします。４年と言いましたが５年間やっております。

専攻科につきましては評判が良く、県南のいろいろな会社に就職させていただいていると聞い

ております。

【長岐委員】

作った甲斐があるということですね。資格は高校卒業程度で短大卒業程度ではないですよね。

そうすると、今就職率がいいのに専攻科に行くということは２通りの理由、考えがあると思いま

す。ひとつは、思った就職に行けなかったのでもう一回パワーアップして就職に向かう人と、も

う少し勉強してから社会に出ようという人です。そういった分析はないのですか。

【鎌田教育次長】

現状では両方あると思っております。このあとの募集要項で詳細を説明いたしますが、２つの

選抜がありまして、前半が特別選抜ということで推薦的なもので、自分たちがやってきたことを

更に上に行って勉強したいという子どもたちです。一般選抜に関しては、そういった子どももい

ますが、進学を断念した方や就職がうまくいかなかったので、もう少しスキルアップしてからい

こうかなという子どもたちが多い現実があります。

【米田教育長】

さらに２次選抜もありますので、いろんな条件の子どもに対して、目指す方がいればどうぞと

いうスタンスになっています。

【田中委員】

理科が追加され、機械一般又は理科の選択になったのはなぜですか。

【鎌田教育次長】

元々、機械一般だけで行っていましたが、そこには必ずしも専門高校を出てこなくても枠とし

てはオープンでしたが、機械一般だけですと普通高校から来る生徒にとって難しくなってしまい

ます。これまでの実績から意欲があれば育てることができることもあり、一般の普通高校からく

る生徒にも受けやすいように、理科物理系の問題を出すというように、今年から変えたいという

ことです。
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【岩佐委員】

湯沢翔北高校の専攻科は教育委員になる前に見学に行ったことがあり、生徒のモチベーション

も高く素晴らしいと思いました。入学される方で湯沢翔北高校出身者がどれくらいいるのか。ま

た、こうした専攻科という仕組みを他の高校にも広げる予定はあるのか、この２点についてお伺

いします。

【鎌田教育次長】

湯沢翔北高校にも工業科がありまして、そこから上がってもらうのがベストであります。昨年

は少なかったようですが、今年に関しては既に９名くらい受けたいという人がいて、定員１０人

に対してなので良い方向に向かっていると思っております。また、今現在でどこかに専攻科を新

たに設けることは考えておりませんが、もちろん状勢を見ながらですが。

【長岐委員】

履歴書に記載する場合は、「湯沢翔北高等学校専攻科修了」と書くのは詐称でないですよね。

また、「湯沢翔北高等学校修了」でも詐称ではないですよね。この専攻科という制度は全国的な

ものなのか、それとも秋田県教育委員会独自のものなのか教えてほしい。

【鎌田教育次長】

全国的に見ても専攻科というものは、多くはありませんが存在するシステムでございます。卒

業は、あくまでもの学歴としては高卒扱いになりますが、ほとんどの人が「湯沢翔北高等学校専

攻科卒業」と記載しており、地域の方々もそれを分かっていて短大卒と同じように給与等も扱っ

てもらっております。就職する時期も大学と同じように既に解禁となっております。

【米田教育長】

湯沢翔北高校専攻科については、県南・湯沢地区に高等教育機関が無いということで、是非造

ってほしいという地元の強い要望があったものです。地元の人たちも、更に２年間プラスして専

門的な技術を学んでくる子どもたちに対しは、それだけの待遇をするなど考慮しています。

【米田教育長】

他になければ、次に「平成２９年度秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科学生募集要項について」、

鎌田教育次長から説明をお願いします。

【鎌田教育次長】

報告事項「平成２９年度秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科学生募集要項について」

【米田教育長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【伊藤委員】

特別でも一般でも、他校からの受験はあるものでしょうか。湯沢翔北高校の卒業生でない高校
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修了者でどのくらい希望者がいるのでしょうか。

【鎌田教育次長】

他校からも当然ありまして、平成２８年４月ですと今の専攻科の１年生ですが、仁賀保高校、

六郷高校、横手清陵高校、平成高校、雄物川高校、増田高校、羽後高校、雄勝高校というように

県南地区から受けている状況があります。

【長岐委員】

「合格した場合には必ず入学することを確約できる者」となっていますが、紙に書いてもらう

ことはしないのでしょうか。

【鎌田教育次長】

そういうことはしておりません。

【長岐委員】

あくまでもスローガンで、強制はできないですよね。

【鎌田教育次長】

そのとおりです。意志がしっかりある者ということです。

【長岐委員】

過去に特別選抜で合格した人で、別に行ったことはあるのですか。

【鎌田教育次長】

後ほど回答いたします。大抵はそのまま行っていると思います

【米田教育長】

報告事項は以上ですが、他に何かありませんか。議案第２３号については、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。

【米田教育長】

異議がないので、秋田県教育委員会会議規則第２６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


