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平成２８年第１４回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成２８年９月８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３時３５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

猿田五知夫

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 高校教育課長 佐藤有正

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

福利課長 田久保清治

７ 会議に附した議案

議案第３７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

議案第３８号 平成２９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３９号 平成２９年度秋田県立特別支援学校高等部教科用図書の採択につ

いて

議案第４０号 秋田県立特別支援学校学則の一部を改正する規則案について

８ 議決した事項

議案第３７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

議案第３８号 平成２９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３９号 平成２９年度秋田県立特別支援学校高等部教科用図書の採択につ

いて

議案第４０号 秋田県立特別支援学校学則の一部を改正する規則案について



- 2 -

９ 報告事項

・大修館書店による教材の無償提供が行われた高等学校に関する調査について

・平成２９年度秋田県立特別支援学校入学者募集公告について

10 会議の要旨

【米田教育長】

ただいまから、平成２８年第１４回教育委員会会議を開催いたします。

議事録署名員は、１番岩佐委員と２番田中委員にお願いします。

【米田教育長】

はじめに、議案第３７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」、総務

課長から議案の説明を、高校教育課長から条例の概要の説明をお願いします。

【総務課長】

議案第３７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」説明

【高校教育課長】

議案第３７号関係「秋田県いじめ防止対策推進条例について」説明

【米田教育長】

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】

いじめの定義について、外形的にいじめとは認められなくても、本人がいじめとして心身の苦

痛を感じれば、それはいじめであるという趣旨で認識しています。逆に外形的にいじめと認めら

れるのに、本人が心身の苦痛を感じないと訴えれば、それはいじめと認められるのですか。

【高校教育課長】

いじめに当たるか当たらないかの判断については、表面的、形式的な判断ではなく、いじめを

受けている児童生徒の立場に立つことが基本になりますので、法律、条例もこのような規定にな

っております。また、本人が心身の苦痛を感じていなくても、外形上そういった行為があるとき

は、必要に応じて指導等が行われる場合もございます。

【岩佐委員】

ここには書いていないけれども、そういうものも包含したいじめの定義と解釈してよろしいで

すか。

【高校教育課長】

いじめの定義については、児童生徒が心身に苦痛を感じているとなっておりますので、それが
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いじめかというとなかなか難しいと思います。例えば、本人が心身の苦痛を感じていないと言っ

たとしても、それが本心なのか、言い出せないのかということもありますので、教員等が確認し

たときに、本人が苦痛を感じていないからといって安易にいじめではないとするのではなく、外

形上の行為や児童生徒の立場に立って慎重に判断する必要があると思います。

【岩佐委員】

ここでは児童生徒による行為をいじめの定義にしておりますが、広い意味で捉えると教職員に

よるいじめも想定されますが、そのあたりはどうお考えですか。

【高校教育課長】

条例第２条第１号に定義がありますが、児童生徒に対して児童生徒が行うものとなっていまし

て、児童生徒間のいじめを規定しているのがいじめ防止対策推進法及び条例になります。教師に

よる場合は、いじめというよりは不適切な指導になると思いますが、当然あってはならないこと

であり、防止を徹底する必要があると思います。

【岩佐委員】

今年６月に県教育委員会から出された「教職員の不祥事発生防止に向けて」という冊子に、体

罰的な部分ははっきり書かれていますが、教師のいじめ的な部分についてはあまり触れられてい

ません。改訂の際は盛り込んでいただきたい。

【高校教育課長】

当然ながら、体罰に限らず教師の不適切な言動により児童生徒を傷つけてはなりませんので、

県内の全ての教職員への指導を徹底したいと思います。

【田中委員】

いじめの定義を全ての人が共有することが重要だと思います。今後どうやって現場の先生や子

どもたちにきちんと浸透させるのか、計画などがあれば教えていただきたい。

【高校教育課長】

いじめの認知を正確に行うことが重要と考えます。我々も校長会や各校の生徒指導主事が集ま

る会議、いじめ防止の研修会などでリーフレットを配布し、いじめの認知を正確に行うことの重

要性を伝えております。

また、併せて、いじめの認知件数が多いことが悪いことではないことも伝えています。認知件

数が多いということは、教職員の目が行き届いている証拠であると考えています。このことにつ

いては、教職員だけではなく保護者や地域の方々に対しても周知を図っていく必要があると考え

ております。

【田中委員】

意図的ではなくても、ちょっとしたずれから生じたものであっても、今回示された定義による

といじめになるケースがあると思います。そういうことを、みんなが分かっていないと、知らな
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いうちにいじめと言われるものになってしまうこともあるので、先生も子どもの親も地域の方々

もいじめの定義を理解していかないといけないと思います。今までのいじめの定義と違ってきて

いるので、県で条例を策定するだけではなく、市町村でも条例等の整備がされていくと思います

が、そういった見通しがあれば教えていただきたい。

【高校教育課長】

条例を制定したのは目的ではなく手段であり、教育に関する人たちが共通認識を持って取り組

んでいく必要があると思っております。いじめの定義を広めにしているのがこの条例のポイント

でありまして、心身の苦痛を感じている児童生徒を救おうということが、この条例の趣旨だと思

いますので、定義だけではなく条例の趣旨を伝えることで理解が深まっていくものと思います。

当然ながら市町村教育委員会との連携や各学校が理解するということが大事になりますので、そ

の辺をしっかり啓発活動を行っていきたいと思っております。

【義務教育課長】

小・中学校の観点から申しますと、学校数が多いのですが、生徒指導主事の会議など多くの機

会を通して条例の周知を図っていく必要があると思います。また、市町村教育委員会や校長会を

通して指導等を行ってまいりますが、それ以上に最先端にいる教員に対して周知する機会を設け

ていきたいと思います。

【長岐委員】

全国的にみて条例の制定は、秋田県は何番目ですか。

【高校教育課長】

現時点で、都道府県で条例を制定しているのが４都道県と承知しておりますので、５番目にな

ります。

【米田教育長】

具体的にはどこか。

【高校教育課長】

北海道、東京都、千葉県、長野県です。

【長岐委員】

法律があって更に条例を作るということなので、秋田県の条例はここが目玉だというところや、

ここが法律より詳しくなっているというところを、３～５点くらい教えていただきたい。

【高校教育課長】

法律に重なる部分は多くありますが、本県として特別に表記したい部分と第４章の組織につい

ては条例で規定しなければならないことになっているので、それに対応した部分です。

個別に申しますと、４ページの第３条の基本理念の第２号で、心身に重大な影響を及ぼすこと
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や犯罪行為に取り扱われる場合があることを児童生徒に理解させるとともに、思いやりのある心

を育むことを明記しております。第３号については、法律にないものを新たに１号立てたもので

特徴的な部分となっております。５ページの第９条に県民の責務について書いており、健やかに

成長できる環境づくりやいじめの事実と思われる情報の提供に努めるなど、県民一丸となって取

り組むことを記載しております。また、第１２条については個人の価値を尊重しながら自他の敬

愛と協力を重んずるということをあえて明記しております。また、人権に関する理解を深めるた

めの教育、体験活動等の充実についても記載しております。第１３条第２項にいじめに関する通

報や相談を受けた者、いじめを受けた児童生徒の個人情報の保護、生命及び身体の安全の確保に

ついて、当然ではありますが明記しております。第１６条には、法律に規定はありませんでした

がネットいじめ防止には情報モラル教育が大事ですので記載しております。

【長岐委員】

県を挙げていじめ防止を行うという、法律に更に踏み込んだ意欲のある条例と理解してよろし

いですか。

【高校教育課長】

おっしゃるとおりです。法律に加えて更に規定できるのを規定するという条例になっておりま

す。

【長岐委員】

この原案は教育委員会で作られたものですか。また、手続の流れについて教えていただきたい。

【総務課長】

教育委員会が原案を作成して、文言等は法律の関係もありますので、知事部局の総務課法制担

当でつめて作成してまいりました。

【米田教育長】

相当時間を要したと思いますが、その辺はどうですか。

【総務課長】

２か月ぐらい作業してまいりました。

【猿田委員】

条例が制定されることにより、教職員にとって今までと何が変わるのですか。

【高校教育課長】

条例が成立した際は、県の基本方針も改訂する必要があると考えております。条例の規定や考

え方などを整理して基本方針に示していくことが必要だと思いますので、どこに重点を置くのか

とか、どこがこれまでと違うのかという点は、その基本方針改訂の中で反映させるとともに、今

後、学校関係者などに条例について説明する際は、趣旨をしっかり伝えることが大切と考えてお
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ります。

【長岐委員】

法律があるのならば同じような条例を作る必要はないと意見したこともありましたが、今回の

最終案を見ますと国は国で作っていますが、県は県で県民を挙げて取り組む。また、県議会にお

いて制定すること自体が県を挙げていじめを防止するという姿勢を示すというところが、一番大

きく変わるのではないでしょうか。そして、先ほど高校教育課長がお話しした内容が具体的に浸

透していけばいいのかと思います。

【高校教育課長】

条例ができたから終わりではなく、これをきっかけに県全体でいじめ防止対策に一層取り組ん

でいくことが大事と考えております。定めるだけではなく学校関係者や県民の方々に県全体で取

り組んでいけるように周知、普及啓発することが大事と考えております。

【長岐委員】

いじめはセクハラ、パワハラとよく比べられますが、セクハラはボーダレスで境界がなく、相

手が嫌だと思えばセクハラになります。自分一人がいじめだと思っても、誰が見てもいじめでは

ないというケースがないわけではない。いじめはセクハラと違ってボーダーのあるケースがある

ため、いじめの有無については、かなり慎重な判断が求められるし、今後の運用は非常に難しい

と思います。

【米田教育長】

ひとつひとつの事案に対して慎重に対応していかなければいけないということを、我々は心に

とめないといけないということですね。

【伊藤委員】

条例を運用するというよりは、条例を作ることによって全ての人が意識し続けるということが

大事だといつも思っております。いじめとは何かと考えたことがない人がいること自体がよくな

いと思います。大人になった時に家庭内暴力やＤＶなどに関連してきますので、子どものうちか

らこういったことはだめと意識させるものとして条例があることは大事であると考えます。

【岩佐委員】

第２９条の「秋田県子どもの権利擁護委員会」について、本来の委員会の趣旨と構成メンバー

を教えていただきたい。

【高校教育課長】

秋田県子ども・子育て支援条例に基づく組織でありまして、子どもの権利の救済の観点から設

けられている委員会であります。構成メンバーは弁護士、精神科医、臨床心理士と承知しており

ます。
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【米田教育長】

この秋田県子ども・子育て支援条例はいつ頃できたものですか。

【高校教育課長】

平成１８年に制定されております。

【米田教育長】

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。

【米田教育長】

では、表決を採ります。

議案第３７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３７号を原案どおり可決します。

次に、議案第３８号「平成２９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。

【高校教育課長】

議案第３８号「平成２９年度秋田県立高等学校教科用図書の採択について」説明

【米田教育長】

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】

各学校に教科書会社から見本本が送られるという説明でしたが、膨大な量になると思うのです

が全ての見本本が送られるということなのですか。また、新旧対照表を見ますと同じ教科書会社

でも数字が違うのがありますが、内容が同じでも去年と今年では数字が違うのか、それとも内容

が違うのものなのかということを教えていただきたい。

【高校教育課長】

１点目については、膨大となりますが教科書採択の基本的な資料となりますので各学校に送ら

れております。２点目については、教科書会社名の後ろに番号が付いておりますが、この番号に

よって教科書の内容が異なっています。今回の高等学校の教科書については、周期である４年に
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一度の改訂が行われた関係で、ほとんどの教科書会社で数字が変わっております。

【長岐委員】

３２ページの参考資料のアンダーラインを引いているところは、新たに書いたものなのか、そ

れとも強調したものか、アンダーラインの意味は何ですか。

【高校教育課長】

昨今の事案がありましたので、今回、６月７日に各学校に指示を出す際に強調したものであり

ます。また、教科書等の編著者に関与した者は委員としないという点については、高校教育課で

も重ねて確認をしており、そのような者は委員から外れておりました。

【米田教育長】

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。

【米田教育長】

では、表決を採ります。

議案第３８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３８号を原案どおり可決します。

次に、議案第３９号「平成２９年度秋田県立特別支援学校高等部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３９号「平成２９年度秋田県立特別支援学校高等部教科用図書の採択について」説明

【米田教育長】

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】

過去に、個々の生徒の能力や資質に合わせて教科書を選んでいるという説明をいただきました

が、今回の高等部についても同じですか。
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【特別支援教育課長】

基本的な進め方は同じでありますが、例えば視覚支援学校の全盲の生徒の場合は点字の教科書

を使います。同じ学年で複数の生徒を指導する場合は、その点字の教科書を優先して弱視の生徒

も同じ教科書で同じ指導をするという形を取っておりますので、一部規制はありますが基本的に

は個々の生徒に合わせて選択しております。

【米田教育長】

例えば、視覚支援学校の国語総合は点字の教科書ということですか。

【特別支援教育課長】

そのとおりです。

【米田教育長】

視覚支援学校は全て点字で作られている教科書と理解してよろしいですか。

【特別支援教育課長】

全てではありません。学年によって弱視の生徒に指導する場合に点字に限定されないという選

択の仕方がありますので、全てではありません。

【米田教育長】

弱視の方にも程度があると思いますが、拡大文字で構成されている教科書もあるということで

すか。

【特別支援教育課長】

はい。選ばれた教科書の中には、文字が大きく示されているものだということで選択されてい

るものもあります。

【米田教育長】

全ての教科書発行者が、全て点字版を作成しているわけではないのですね。

【特別支援教育課長】

そのとおりであります。

【米田教育長】

個々の生徒に合わせて何を使うのがいいか、教員が考えて使用しているということですね。

【特別支援教育課長】

そのとおりであります。



- 10 -

【伊藤委員】

一般図書を使う場合もあると伺っていましたが、一般の教科書と比べてコストはどうなってい

ますか。

【特別支援教育課長】

小・中学部の場合は無償となっており、高等部の教科書の場合は一度購入した後で就学奨励費

という制度がありますので、その制度の中で全額戻ってくることになります。

【伊藤委員】

一般図書が教科書になっている子どももいるということでしたが、一般図書の分を教科書代と

して無償で配付されるということですね。その場合、高かったり安かったりというのはどのよう

になっていますか。

【特別支援教育課長】

一般図書は本屋に売っているものですので、教科書の定価に比べますと高いものとなっていま

す。

【米田教育長】

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。

【米田教育長】

では、表決を採ります。

議案第３９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３９号を原案どおり可決します。

次に、議案第４０号「秋田県立特別支援学校学則の一部を改正する規則案について」、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４０号「秋田県立特別支援学校学則の一部を改正する規則案について」説明

【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。
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【田中委員】

栗田支援学校は今までも人数が増えてきており教室が足りないと聞いていますが、また定員が

増えるとどう対応するのですか。

【特別支援教育課長】

栗田支援学校において教室不足ということが数年前にあったわけですが、道路を挟んだ向かい

に旧秋田養護学校の校舎がありまして、その教室を改修して新たに教室を設けております。した

がいまして、今のところはこの人数でも対応できるということで受入れするものであります。

【米田教育長】

「今のところ」というのはどういうことですか。

【特別支援教育課長】

希望者が毎年増えておりまして、我々としては小・中学校の人数が少なくなってきているので、

特別支援学校の在籍もピークでそろそろ少なくなってくるのではと予想しているのですが、まだ

予想に反して今年度も数名増えておりますので、先がはっきり読めないということで「今のとこ

ろ」という表現を使わせていただきました。

【長岐委員】

せんぼく校については８人が２学級で１６人と分かりやすいのですが、栗田支援学校について

はどういう原因で増えているのか、分かる範囲で教えていただきたい。

【特別支援教育課長】

栗田支援学校に限らず、特別支援学校の高等部に対しての保護者の考え方が少し変わってきて

おりまして、自分の子どもが社会参加していく一つのステップとして特別支援学校の高等部を評

価してもらっているということで高等部は増えております。

その中でも栗田支援学校については、秋田市において知的障害を主とする特別支援学校は栗田

支援学校と秋大附属特別支援学校の２校しかないという現状がありまして、秋大附属特別支援学

校については定数が国で決められており、それ以上とらないかたちで進めております。秋田市内

の中学生や栗田支援学校中等部の３年生が自宅から通えるということで、どうしても人数が増え

ているのが現状です。

【米田教育長】

せんぼく校については、学年が１つ増えるので単純に新しく入ってくる８人分増やすというこ

とですよね。栗田支援学校についても中学部から上がってくる生徒分が増えるということで、そ

の部分を増やすという考え方でよろしいか。

【特別支援教育課長】

中学校からの希望者が多いということです。
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【伊藤委員】

小・中学校では特別支援学校へ行かせないと考える保護者が多いのですが、高校生になるのを

向かえて、時期的にそういうことを言っていられないということで職業訓練や就職活動を丁寧に

行っている特別支援学校が評価されている結果です。正直に言いますと、もっと小さいうちから

しかるべき教育を受けていた方がいいと思います。

【米田教育長】

現状として、ニーズが増えているということで、今後も人数が増えていくことが予測されると

いうことですか。

【特別支援教育課長】

そのとおりでございます。

【長岐委員】

確認ですが、特別支援教育の理念が高校段階で浸透してくる。また、それはもっと早くから浸

透すればいいということですか。

【伊藤委員】

その子に合わせた教育を提供できるぐらい保護者の方の理解が深まっていただくといいかと思

います。

【米田教育長】

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。

【米田教育長】

では、表決を採ります。

議案第４０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４０号を原案どおり可決します。

次に、報告事項に入ります。「大修館書店による教材の無償提供が行われた高等学校に関する

調査について」、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】

報告事項「大修館書店による教材の無償提供が行われた高等学校に関する調査について」説明

【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【米田教育長】

ないようですので、次に入ります。

報告事項「平成２９年度秋田県立特別支援学校入学者募集公告について」、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】

「平成２９年度秋田県立特別支援学校入学者募集公告について」説明

【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【米田教育長】

確認しますが、栗田支援学校の定員が改正前９６名で改正後１０４名で８名増というのは、今

回新たに４０名の募集にリンクしてくるのですか。

【特別支援教育課長】

そのとおりで、昨年度とその前は３２名の募集となっており、３２と３２と今回の４０で、計

１０４名ということです。

【伊藤委員】

この募集人員は、予め入学希望者を把握した上での数ですか。

【特別支援教育課長】

そのとおりであります。全ての中学校と特別支援学校中等部に８月１日現在での希望調査を取

りまして、それを元に定員を出しております。

【岩佐委員】

定員が決まりましたが、定員を超えた場合はフレキシブルに対応しているのですか。

【特別支援教育課長】

８月１日の希望はその後変わる可能性がございます。そのため、おおよその人数を把握した上

でその人数をまかなえる定員人数としておりますので、若干の動きがあっても対応が可能となっ

ております。
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【米田教育長】

年度途中に転入の希望があった場合はどうなるのですか。

【特別支援教育課長】

受け入れることを基本に教育相談を行い、それが好ましいものであれば受け入れるということ

を、これまでもずっと行ってきております。

【田中委員】

栗田支援学校について、環境・福祉科の募集人員が８名となっていますが、学校全体としては

１年生が４８名の募集ということですか。

【特別支援教育課長】

普通科と環境・福祉科の両方合わせて４８名ということです。平成２９年度の新１年生の定員

となります。

【米田教育長】

予定された案件は以上ですが、他にございませんか。

【高校教育課長】

県立高校に勤務する職員による同校の職員に対する脅迫容疑による逮捕事案がありましたので

現状について御報告いたします。被疑者は、大館桂桜高等学校に勤務する技能主任、和田博勝、

５０歳、男性でございます。逮捕された日時、場所につきましては、平成２８年９月１日午後７

時、大館警察署でございます。逮捕容疑は脅迫でございます。

事案の概要は、当該技能主任が逮捕前日の８月３１日午後９時３５分頃、同校勤務の職員と電

話中に「おまえら、ぶっ殺してやる」などど脅迫したというものでございます。

本事案を受けまして大館桂桜高等学校では、逮捕翌日に全校集会を開き、事案の状況等につい

て説明するとともに、保護者宛の謝罪の文書を配布しております。

今後は学校からの事故報告書の提出を受けまして、事実を十分に確認し、対応等について検討

してまいりたいと考えております。以上御報告申し上げます。

【米田教育長】

ただいまの報告について、何か御質問等はございませんか。

【米田教育長】

他に何かございませんか。

【生涯学習課長】

全国知事会の「第９回先進政策創造会議優秀政策の選定について」御報告いたします。９月６

日に全国知事会から、全国の３，４００ある政策の中で優秀政策として本県の「秋田で学ぼう！
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教育留学推進事業」が人口減少対策分野の第２位に選定され、表彰されました。本県の課題であ

る人口減少に教育委員会として何かできないかということで、提案し、事業を展開してきました。

現状としましては、今まで教育留学として７人の申込みがあったほか、この後、もう１人宮

城県から９月以降の申込み予定です。留学生が出たり入ったりしますので、今日現在では宮城県

と大阪府から来た小学５年女子と小学４年男子の２人が教育留学をしております。

感想については、秋田の教育はやはり違うと口に出して子どもたちは話してくれています。学

び合うスタイルは自分の学校にはなかったという感想が多く聞かれています。また、今までにあ

った教育留学に関する問い合わせは全国から５６件、うち移住定住に関する保護者からの問い合

わせは３件ございました。

教育留学短期スペシャルⅠということで、首都圏との夏休みのずれを利用して募集をしており

ます。こちらは東京、神奈川、千葉、埼玉から２１人の小学１年から中学２年までの子どもが利

用しております。私の一番の感想は、話の聞き方を学んだという意見で、とても印象に残ってお

ります。また、家庭学習の自学ノートについても指導しておりまして、とても勉強になった、戻

ってからも続けたいなどという感想がありました。

また、受け入れた合川小・中学校の子どもたちからは、自分たちの勉強スタイルのよさを再確

認したことや他県の様々な情報をたくさん得ることができたというという感想をもらっておりま

す。先生方からは、楽しい授業展開をすることを心がけたという話をいただいたり、課題解決型

の学習や家庭学習の良さ、子どもたちにコミュニケーション能力が身に付いていることを再確認

することができたという意見をいただいております。以上御報告いたします。

【米田教育長】

何か質問や感想等がございましたらお願いします。

【伊藤委員】

具体的にどちらの小・中学校で受け入れをしたのですか。

【生涯学習課長】

合川小・中学校です。

【伊藤委員】

国内留学などを経験している子どもで、元の学校に行けなくなってというケースをよく見かけ

ますが、この中にはそういった子どもはいませんでしたか。

【生涯学習課長】

今回受け入れた子どもは、勉強をねらいとして活用しておりました。また、今言われた不登校

気味の子どもたちについては、北秋田市でリフレッシュ学園というのを運営しておりますので、

そちらに入っていただくという対応をしております。

【猿田委員】

宿泊はどのようにされているのかということと、政策３，４００件のうち人口減少対策分野が



- 16 -

何件あるのか教えていただきたい。

【生涯学習課長】

総合政策課で選定し、推薦されて第２位に選ばれたものでありまして、政策３，４００件のう

ち人口減少対策分野が何件あるのかは、こちらでは把握しておりません。

【米田教育長】

内訳等については、総合政策課に問い合わせると分かるのですか。

【生涯学習課長】

全国知事会に問い合わせます。

【猿田委員】

宿泊についてはどうですか。

【生涯学習課長】

宿泊については、北秋田市のリフレッシュ学園の隣りに教職員住宅がございまして、そこに今

２人おります。また、週に２回ほど民泊を活用してそこから学校に通うスタイルとなっておりま

す。

【伊藤委員】

親はこちらには来ていないのですか。

【生涯学習課長】

留学ですので、親はいなく子どもだけです。

【米田教育長】

大阪府の子どもが長期間になっていますが、来てみていいと感じて１２月２２日までとしてい

るのですか。

【生涯学習課長】

入る前に親との面接と本人にも確認をします。そして、視察をしてから入っていただくスタイ

ルとなっております。この子については、最初から長い期間でやりたいということで来ていただ

いております。また、相手先の教育委員会とも協議をしないといけませんので、１か月前から学

校と教育委員会と打合せをした上で受入れを決定する仕組みとなっております。

【田中委員】

今朝の北羽新報に、家族で授業参観を３日間くらい行う事業で知事部局のツアーが載っていま

したが、それとこれは別のものですか。
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【生涯学習課長】

人口問題対策課の「親子の体験ツアー」という事業で、この夏に募集をかけたものです。

教育委員会の教育留学で受け入れている子どもの様子を見せたいということで、親子が実際の

合川小・中学校の授業の様子を見に来たというものです。一緒に交流する場面は作れなかったの

ですが、受け入れている施設の見学もしておりますし、リフレッシュ学園の様子も見ながらまわ

ったというものです。連絡を取るなどの連携はしております。

【米田教育長】

特になければ、以上で本日の会議を閉じます。

お疲れ様でした。


