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平成２９年第１０回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成２９年６月１２日 月曜日

２ 場 所 教育委員室

３ 開 会 午後３時００分

４ 閉 会 午後４時４０分

５ 出 席 者 教育長 米田 進

委 員 岩佐 信宏

伊藤佐知子

伊勢 昌弘

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 保坂一美

教職員給与課長 嵯峨 要 幼保推進課長 鈴木和朗

義務教育課長 佐藤有正 高校教育課長 眞壁聡子

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 石田貞雄

７ 会議に附した議案

議案第１６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１７号 平成２９年度施策評価について

議案第１８号 教職員の任免について

議案第１９号 教職員の懲戒処分について

議案第２０号 秋田県立博物館協議会委員の任命について

議案第２１号 秋田県立近代美術館協議会委員の任命について

８ 議決した事項

議案第１６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１７号 平成２９年度施策評価について

議案第１８号 教職員の任免について

議案第１９号 教職員の懲戒処分について

議案第２０号 秋田県立博物館協議会委員の任命について

議案第２１号 秋田県立近代美術館協議会委員の任命について
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９ 報告事項

・平成２９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３０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３０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

10 会議の要旨

【米田教育長】

ただいまから、平成２９年第１０回教育委員会会議を開催いたします。

本日は、３番猿田委員と４番大塚委員が欠席となっております。

本日の議事録署名員は、１番岩佐委員と５番伊勢委員にお願いします。

【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１８号「教職員の任免について」及び

議案第１９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、議案第１６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

課長から説明をお願いします。

【総務課長】

議案第１６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

【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】

近代美術館リノベーション事業について、ハイビジョンギャラリー映像機更新となっておりま

すが、ふるさと村ができた２０年前にはハイビジョンというのは先進的な技術でしたが、今あえ

てハイビジョンを取り上げる意義と内容を教えていただきたい。

【生涯学習課長】

２０年前のものは若干映像がクリアになっている程度で、今のハイビジョンとは全く違うもの
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でした。これまでも秋田蘭画などをハイビジョン映像化して投影しておりましたが、機器が古く

投影できない状況となっておりました。今回、１１０インチの大画面でクリアな映像となる機器

に更新し、秋田蘭画など近代美術館の収蔵物の紹介や特別展での活用を考えております。

【岩佐委員】

一般家庭における４Ｋや８Ｋよりもクリアな画像になると考えてよろしいですか。

【生涯学習課長】

８Ｋまではいけないと思いますが、４Ｋぐらいのクリアな大画面を考えております。

【伊藤委員】

国庫支出金と記載されている事業が多くありますが、その中の国委託事業は、どのくらいの数

があって、いつ決定等されるのか教えていただきたい。

【義務教育課長】

国委託事業については、国の予算成立が前提であり、予算成立は例年３月下旬となっておりま

す。それまでに、準備として委託に向けた公募等の手続を行っておりますが、実際に採択される

のは予算成立後が一般的であり、それを受けてからの予算化となりますので、毎年６月補正の時

期となっております。

【米田教育長】

当初予算を検討する２月議会では間に合わないので、どうしても６月補正となっています。

【伊藤委員】

事業は公募によって行われると思いますが、常に公募に応える準備をして事業を取得できるよ

うにしているのですか。

【義務教育課長】

各省庁からの予算要求の時期が例年８月末となっておりまして、それ以降に文部科学省では予

算化を目指している事業についての説明会を開催しております。県としても予算化される事業を

見通しながら、応募に向けてあらかじめ検討しておくなど準備をしているところであります。

【伊藤委員】

そういった状況を我々は今回のように出てこないと知りえないので、今後、県としてどういう

方向に向かっているかや検討状況などの情報があれば教えていただきたい。

【米田教育長】

資料１３ページにある地方創生に関する２つの事業について、説明をお願いします。
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【生涯学習課長】

２つの事業は、内閣府の地方創生拠点整備交付金ということで公募がありました。秋田県から

は７件の希望を出しておりましたが、採択されたのはこの２件だけであり、大変うれしく思って

おります。

【伊藤委員】

応募して事業を取得できたことはすばらしいことです。

【米田教育長】

他にありませんか。

特になければ、表決をと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１６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１６号を原案どおり可決します。

次に、議案第１７号「平成２９年度施策評価について」、総務課長から説明をお願いします。

【総務課長】

議案第１７号「平成２９年度施策評価について」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】

「行動人」について、毎年増えていてすばらしいことだと思います。実際に活動している人の

比率はどうなっているのか教えていただきたい。

【生涯学習課長】

実際に活動している人を計上しておりますが、昨年度も登録しているだけでは意味がないとの

御指摘がありました。今は別に人材登録バンクがありまして、「行動人」がそのままその人材バ

ンクに登録され、いろいろな講師等をしていただくような、登録から活用まで見据えた仕組み作
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りを行っております。

【伊藤委員】

評価の仕方について、１００％を超えないと「Ａ」にならないというのは個人的に辛いと思い

ました。９割を超えていても「Ｂ」になってしまうことについて、どうお考えですか。

【総務課長】

今年度から評語が変更になっております。１００％を超えないと定量的評価をすると「Ａ」に

はならないわけですが、例えば英検３級の取得率のように明確な理由がある場合は、それを加味

して評価しております。現在、知事部局でも評価を行っており、そちらも見てみないとどのよう

な判断がされているのか分からない状況にあります。また、７～８月には有識者による政策評価

委員会が開催されますので、そこでも同様の意見があるものと考えます。

【米田教育長】

基準値があり、そこから目標値に向かって計画を立てております。途中で大きな状況の変化が

あっても基準を変えられないこととなっており、疑問な点はありますが、数値的なもの以外の細

かい内容をしっかりとチェックを行い、課題として捉えて今後も対応していきたいと思っており

ます。

【米田教育長】

他にありませんか。

特になければ、表決をと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１７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１７号を原案どおり可決します。

次に、議案第２０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。

【生涯学習課課長】

議案第２０号「秋田県立博物館協議会委員の任命について」説明
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【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。

【伊藤委員】

６番の方は利用者の分野で選出されておりますが、役職が公務員となっております。具体的に

どういった公務員なのか教えていただきたい。

【生涯学習課長】

由利本荘市の新しくオープンした「まいーれ」という民俗芸能伝承館の非常勤職員をやられて

いる方です。もともと博物館の利用者であった方が由利本荘市の非常勤職員に採用になったもの

でして、双方の連携も併せてお願いしたいと思っております。

【伊藤委員】

非常勤職員は公務員に属するのですか。

【米田教育長】

非常勤職員でも公務員扱いでよろしいかと思います。

【伊藤委員】

利用者の分野から選ばれた方なので、非常勤職員に表記を改めてはどうか。

【生涯学習課長】

そのように改めます。

【米田教育長】

この名簿の順番はどのようになっているのですか。

【生涯学習課長】

五十音順となっております。

【伊勢委員】

公募された方は何人いたのですか。

【生涯学習課長】

２人おりまして、審査を行い、１人を選出しております。

【米田教育長】

審査方法はどのような形で行われたのですか。
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【生涯学習課長】

作文を提出いただき、選考しました。

【米田教育長】

地域別に見ると、博物館のある中央地区が多くなる傾向は今までもあったことですか。

【生涯学習課長】

全県的な立場の方にお願いした関係で、中央地区の方が多くなっております。

【米田教育長】

新しい委員による協議会は、いつ頃の開催ですか。

【生涯学習課長】

７月中旬の開催予定です。

【米田教育長】

他にありませんか。

特になければ、表決をとってよろしいでしょうか。

【委員】

異議なし。

【米田教育長】

では、表決を採ります。

議案第２０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２０号を原案どおり可決します。

次に、議案第２１号「秋田県立近代美術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。

【生涯学習課課長】

議案第２１号「秋田県立近代美術館協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。

特になければ、表決をとってよろしいでしょうか。
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【委員】

異議なし。

【米田教育長】

では、表決を採ります。

議案第２１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２１号を原案どおり可決します。

次に、報告事項の一つめの「平成２９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」、高校教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

報告事項「平成２９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」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】

去年の応募状況はどうなっていますか。

【高校教育課長】

昨年の志願者は、明徳館のⅡ部に１名で合格、入学しております。平成２７年度の志願者は、

明徳館のⅠ部に３名、Ⅱ部に２名、横手高校のⅡ部に２名でした。合格者は、明徳館のⅠ部に２

名、横手高校のⅡ部に２名の計４名でした。昨年が少ない状況でした。

【伊藤委員】

年度途中に入学される方は、高校生活に馴染めなくて退学された方が多いのですか。

【高校教育課長】

他の学校を退学した方や、高校に入学していない生徒もおります。

【岩佐委員】

合格者に対しては、９月７日の午後４時から５時まで掲示して入学手続書類を渡すことになっ

ておりますが、不合格の方には通知等するのですか。
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【高校教育課長】

郵送で通知いたします。

【米田教育長】

特になければ次に、報告事項の二つめ「平成３０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」、高校教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

報告事項「平成３０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」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。

【伊藤委員】

就職した際は、短大を卒業した程度の給料をもらえるのですか。また、制服はあるのですか。

【高校教育課長】

卒業後、就職した際の待遇については短大や高専を卒業したものと同等の扱いを受けておりま

す。また、制服はなく、２年間で高度な資格を取得するため、非常に厳しいスケジュールで授業

を受けております。

【米田教育長】

特になければ次に、報告事項の三つめ「平成３０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」、高校教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

報告事項「平成３０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」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】

募集定員が介護福祉科で２０名、生産技術科で１０名となっておりますが、今の専攻科の在籍

状況を教えていただけますか。

【高校教育課長】

今年の１年生は介護福祉科は１１名、生産技術科は１０名となっております。生産技術科はそ

の上の学年が３名、６名と少なかったのですが、今年は１０名入っております。
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【米田教育長】

卒業後の進路について、どのようになっているのか説明をお願いします。

【高校教育課長】

今年の春に卒業した生徒は１００％の就職率となっております。介護福祉科を卒業した１４名

は、介護福祉士の資格を取って県内に１１名、県外に３名就職しております。正規職員が８名で

臨時職員が６名となっており、専門を活かした就職となっております。また、生産技術科を卒業

した６名は全員県内に就職しております。湯沢市に２名、横手市に４名ということで、地元の企

業に入っております。

【伊藤委員】

介護福祉科が定員割れしていて、もったいないと思いました。県内で介護福祉士を養成する所

がほとんどなくなっていると聞いており、これからの秋田県の介護の担い手がいないと問題にな

っているので、是非、定員割れのないように募集をかけてほしいと思いました。

【高校教育課長】

介護福祉士の資格要件が厳しくなっておりますが、本県では六郷高校が毎年１００％の合格率

となっております。県外の専門学校に進学する生徒もおりますが、授業料が高校と同じであり、

親元から通えるなどのメリットがありますので、学校をはじめ私たちも周知を図っていきたいと

思います。

【米田教育長】

報告事項については以上ですが、他に何か御質問等はありませんか。

ないようですので、議案第１８号「教職員の任免について」及び議案第１９号「教職員の懲戒

処分について」の審議に入りますが、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。

傍聴の方には大変恐れ入りますが、御退席をお願いいたします。

※秘密会のまま終了


