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平成２８年第１７回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成２８年１０月２７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２時４５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

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 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４２号 平成２９年度秋田県教育委員会定期人事異動方針（案）について

議案第４３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４４号 秋田県いじめ問題対策審議会委員の任命について

８ 承認した事項

議案第４２号 平成２９年度秋田県教育委員会定期人事異動方針（案）について

議案第４３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４４号 秋田県いじめ問題対策審議会委員の任命について

９ 会議の要旨

【米田教育長】

ただいまから、平成２８年第１７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。
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【米田教育長】

はじめに、議案第４２号「平成２９年度秋田県教育委員会定期人事異動方針（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４２号「平成２９年度秋田県教育委員会定期人事異動方針（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。

【長岐委員】

新旧対照表について、検討した内容が見やすく、とても分かりやすいと思います。

【伊藤委員】

１（２）について、昨年度と順番が変わり「積極的な人事交流等」が最初にきている理由は何

ですか。

【総務課長】

現在、次期学習指導要領の改訂に向けた審議がされており、これからチーム学校として取り組

んで行くに当たり、いろいろな視点から学校を運営していくという考えから この四つの中では

一番に重きを置いたものとしております。

【猿田委員】

「長年」、「相当年数」、「一定年数」という表現がありますが、目安はどうなっているのか

ということと、人事異動については３月に向けて検討されていくと思いますが、進め方の大まか

な日程を教えていただけますか。

【総務課長】

その学校での立場とか家庭状況等がありますので、一概に何年という数字での表記はしており

ません。また、長くなればなるほど組織の活性化にマイナス影響になることは確かでありまして、

長年という表記にしております。

【猿田委員】

例えば目安として、５年、１０年ぐらいになると異動の対象になるのか、それとも全くそうい

うものがない中で検討されていくのか教えていただきたい。

【米田教育長】

事務職員など職種によって基準が若干違う部分もありますので、はっきり何年と決められない

状況にあります。
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【総務課長】

行政職に関しては、知事部局では４年を基準としていますし、学校事務については３年を基準

に配置を見直しております。教員はまた別になります。

【米田教育長】

日程については、どうなっているのですか。

【総務課長】

本日、この方針案が承認されましたら、このあと各所属に通知を行い、方針を示します。そし

て、１１～１２月にかけて所属長が個々の職員と面談をし、異動希望のヒアリングを行います。

その後、所属長と県教育委員会で面談を行い、個々の異動希望の確認を行います。その際に、学

校及び教育機関の体制や業務上の課題なども併せてヒアリングを行います。事務職員は知事部局

との交流も行っておりますので、１月に入ってから人事課と面談を行い、異動希望を伝えること

になります。そして、３月の教育委員会会議でお諮りして、３月下旬の公表となります。以上、

大まかなスケジュールでございます。

【田中委員】

新旧対照表が大変見やすく、また、記載順や文言を整理されたことはいいことだと思いました。

１（２）と２（２）について、去年までは「職員」となっていたのが「教職員」になった理由を

教えていただきたい。

【総務課長】

今回の見直しでは、文言の正しい表記などを突き合わせてきました。その際に、１（１）で

「教職員」を使っているのに、１（２）では「職員」を使っているという食い違いがありました。

確認しましたら、「職員」というのは誤った使い方であったため、「教職員」に改めました。

【田中委員】

行政の中にいる教員も含めて教職員という形で表記したのですね。

【総務課長】

そのとおりです。

【長岐委員】

人事異動については、当たり前のことですが可能な限り公平公正に行われることを望みます。

【米田教育長】

この後、作業に入っていくわけですが、今言われたとおり可能な限り公平公正に人事を行うこ

とを改めて確認したいと思いますので、関係課の皆さんにお願いをいたします。



- 4 -

【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４２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４２号を原案どおり可決します。

次に、議案第４３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」、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４３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

【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】

附属機関の定義はどういったものですか。また、どういったものが附属機関で、どういったも

のが附属機関でないのか具体的に教えていただきたい。

【高校教育課長】

附属機関については、各法令等に基づき教育委員会に附属して置かれる機関のことであります。

具体的には、高校教育課関係では秋田県産業教育審議会、そのほかでは秋田県私立学校審議会、

秋田県立図書館協議会、秋田県立博物館協議会などでございます。

【米田教育長】

今まで附属機関として全部で１～１２までございます。今回、新たに秋田県いじめ問題対策審

議会が高校教育課所管として５番目に入ることにより、それ以降の番号が一つずつずれていくこ

とになります。

【伊藤委員】

秋田県いじめ問題対策審議会は高校教育課が扱うことなのでしょうか。
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【高校教育課長】

秋田県いじめ問題対策審議会の所掌業務には、いじめ防止に関する重要事項を調査審議するこ

とのほかに、県立学校に係るいじめについて調査することもあります。県立学校については高等

学校が中心となりますので、高校教育課で担当しているところでございます。

【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４３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４３号を原案どおり可決します。

次に、議案第４４号「秋田県いじめ問題対策審議会委員の任命について」、同じく高校教育課

長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

議案第４４号「秋田県いじめ問題対策審議会委員の任命について」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】

四人目の高橋貢館長について、館長としての充て職なのかそれとも属人的なものなのでしょう

か。

【高校教育課長】

秋田県の高等学校長協会の会長経験者ということで、委員にしたいと考えております。

【田中委員】

若い方々で構成されており、あえて子どもが学生であるというような年代の方々を選ばれたも

のでしょうか。
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【高校教育課長】

推薦をお願いする際には、そういった要件ではお願いしておりませんでしたが、結果的には４

０代から６０代までと年齢バランスが取れたものと思っております。

【田中委員】

私もいいバランスだと思います。

【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４４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４４号を原案どおり可決します。

【米田教育長】

議案は以上でございますが、その他ということで皆さん御存じと思いますが、田中委員が１０

月３０日、また、長岐委員が１０月３１日をもって任期満了により退任されます。お二方には、

２期８年間という長い期間、秋田県の教育行政に御尽力いただきまして、心から感謝申し上げま

す。また、１０月１４日には地方教育行政功労者表彰を受けられております。あらためてお祝い

申し上げます。

これまでの御尽力をもちまして、秋田県の子どもは学力面及び体力面ともに順調に育ってきて

いると考えておりまして、ここにいる教育委員会のメンバーは感謝しております。あらためて御

礼申し上げます。

新たなステージでお二人には、更に御活躍をしてくださいますよう願っております。

最後の会でございますので、お二人からそれぞれ我々に対してお言葉をいただくことができれ

ば大変ありがたいと思います。

それでは、田中委員からお願いします。

【田中委員】

教育委員になった平成２０年という年は、下の子が小学４年生、真ん中の子が中学３年生、上
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の子が高校３年生でした。今、その小学生だった子どもが高校３年生になって、丁度子育てを終

えようとするところです。自分の子育ての間、こういった子どもの教育に関する仕事をさせてい

ただいて、私自身も幸せだったと思います。本当にありがとうございました。

他の委員の方々のように専門的な知識があるわけでもなく、ただの保護者として、地域の一市

民として、この委員に加えさせていただきました。ただ一つ他の方々と違っていたところと言え

ば、小学生、中学生、高校生がいるということで、子どもの問題を身近に感じることができたこ

とだけでしたが、いざ引き受けてこの場に来てみると、あまりにも知らない難しいことばかりで、

本当に噛んで含めるように教えていただきながら、とんちんかんな質問ばかりして皆様を困らせ

たりもしたのですが、「レイマンの目線で言うことが役に立つので」といつもおっしゃっていた

だいて、とてもありがたく感じておりました。

私がこの８年間何に貢献できたか分からないのですが、自分自身はここに来て勉強させていた

だいて、今後何か恩返ししないといけないという気持ちになっておりますので、地域の一員とし

て、子どもたちの育ちに関わることの一端をお手伝いさせていただきたいと思っております。皆

様方の日々の御努力を痛切に感じておりますので、そういうことを広めていきたいと思いますし、

今後皆様の仕事が実を結んで秋田県の子どもたちが健やかに育っていくことを願っております。

本当に長い間ありがとうございました。

【長岐委員】

私も平成２０年１１月からお世話になりました。その頃は田中委員がおっしゃっていたように、

知らないことばかりでいろいろ教えていただきました。これまでの８年間あっという間に終わっ

たなという感じです。最初の２、３年は本当に苦しかったです。なぜ苦しいかというと教育とい

う世界が分からなく無限大の宇宙のように感じたからです。私の仕事は法律の仕事ですので、枠

があり、最終的に困れば裁判所に行けば答えを出してくれます。ところが、この教育委員会の席

では皆さん真剣に考えて、その時々にいろいろな考えを出していたように思えますけど、正解は

ない世界だなと思いました。１期目が終わるときに、自分の仕事もあるし、リタイアした方がい

いかなと思ったときもありました。せっかくの機会でもあり、もう少し勉強してみようかなと思

い田中委員と「もう１期やろう」と話したときもありました。この８年間は教育委員としてやっ

てきたというよりは、自分が教育されたという感じがしております。

あと驚いたのは、この７階の雰囲気です。同じ公務員でありながら、言葉で言えば献身的です。

ここにいる課長たちは２４時間仕事をしているような感じで、給料などは度外視してやっている

姿に驚きました。

三つ目は学力テストです。平成２０年の頃はまぐれとか言われました。ところが２回目もトッ

プクラスで現在もトップクラスです。これがなぜなのかと非常に私たち教育委員は自分たちでは

何もしていないけど、秋田を目指せということで、先週も学力向上フォーラムがありましたが、

文科省においても扱いが違うんですね。不思議な現象だなと思うくらい。秋田の先生方の教育力

はトップクラスで誉れ高かったです。山手線に乗ると、何とかゼミナールが「秋田を目指せ」と

いう広告を出すくらいでした。

教育委員になる前から常々思うことは、小学校の先生、中学校の先生、高校の先生など先生と

いう人に会わなければ今の自分はないということです。どういうことかと言うと、教育という仕

事はどれだけ尊いかということを思っておりまして、秋田の先生方は本当に真剣にやっていて、
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これは答えのない無限大の夢のある仕事で、やりがいのある仕事だと思います。実は私、今の職

業とは違いますが、高校の理科の先生になろうと思った時がありました。しかし、自分はこうい

う仕事がやれたのかなあと思うくらい難しいのが教育だと思います。

いいことばかりではなく、これから少子化の問題、秋田県はどうなっていくのかという問題、

学校統合の問題などでいろいろ話題が出ております。その点について、楽観的な考え方かもしれ

ませんが、少子化になったとき秋田県の教育はどうなのかとか集落はどうなのかということを一

生懸命に行政の方でも教育委員会の方でも課題として考えていますよね。もちろん対策を考えた

りしなければならないと思いますが、人類の歴史を見たときに、人というのは、それぞれの状況

でそれぞれに適応して、それぞれアイデアを出して生き延びてきたと思いますので、もちろん今

の大人も考えなければいけないですし、行政も考えなければならないが、子どもたちに任せると

いうくらいのおおらかな気持ちを持ってもいいのではと思います。ですから、それぞれの人がそ

れぞれの時に英知を集めて乗り越えていってくれるだろうと、少し楽観的ではありますがそう思

います。とすれば、何が大事かというと、今いる子どもたちをいろいろな状況になっても生きて

いけるように、そして、人数が少なくなっても工夫して生きるように考える力のある子どもを育

てなければならない。最終的には先生方の本来の仕事が大切だなと思ったりもします。

もう一つ、学力向上フォーラムでもパネルディスカッションを聞いていてもひとつ欠落してい

るものがあります。それは、人はお金が無いと生きていけないし、多い少ないの問題ではなく食

べていかなければならないのが現実なので、文科省の方も「その先にあるものの力」ということ

で、教育だけで考えては駄目で、もっと先にあるものという意味なのか、教育レベルで先にとい

う意味なのか捉え方はありますが、将来、地域を作っていけるような力というようなことも言っ

ていたので、学力など総合的に考えて、生き抜いていく力、社会で生活の糧を得て税金を払って

社会に貢献する力、そういうところまで学力トップの秋田県には望みたいと言っているように私

は聞いたのですが、皆さんはどうでしょうか。

いろいろ申し上げましたが、教育委員会はもちろんですが、現場の先生方が今の子どもたちに

将来の見通しまで、１２年間の教育だけではなくて、その先まで、生涯学習まで見通した教育を

やっているんだということを示唆していけるように。自分自身も本業に戻りますが、頑張ってい

きたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。秋田県の教育の発展をお祈りしまして

終わります。どうもありがとうございました。

【米田教育長】

どうもありがとうございます。

教育委員ＯＢとして、お気づきの点がありましたら遠慮なく教えていただけたらと思います。

以上で本日の会議を閉じます。

お疲れ様でした。


