
平成２３年

第１８回教育委員会会議録

秋田県教育委員会



- 1 -

平成２３年第１８回教育委員会会議録

１ 期 日 平成２３年１１月１０日 木曜日

２ 場 所 教育委員会委員室

３ 開 会 午後２時００分

４ 閉 会 午後４時００分

５ 出席委員 佐藤 一成

猪股 春夫

北林真知子

田中 直美

長岐 和行

米田 進

６ 説明のための出席者

教 育 長 米田 進

教育次長 山田芳浩 教育次長 白山雅彦

参事（兼）高校教育課長 福田世喜 総務課長 佐々木則夫

施設整備室長 和泉良正 教職員給与課長 船木和紀

幼保推進課長 船木文子 義務教育課長 橋田 裕

特別支援教育課長 江橋宏栄 生涯学習課長 小川秀昭

文化財保護室長 佐々木人美 保健体育課長 小野 巧

福利課長 鶴田宣夫 総合教育センター所長 風登森一

７ 会議に附した議案

議案第４２号 平成２４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 教職員の懲戒処分案について

議案第４４号 秋田県立図書館協議会委員の任命について

８ 議決した事項

議案第４２号 平成２４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 教職員の懲戒処分案について

議案第４４号 秋田県立図書館協議会委員の任命について

９ 報告事項

・福島っ子と秋田っ子の冬期交流プログラムについて

10 会議の要旨
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【佐藤委員長】

開会前に、委員長として初めての教育委員会会議ですので、一言申し上げたいと思います。

私は医師でありますので、医師として人々に貢献するのが本筋だと思っておりましたが、この

ようなことになり、例えて言えば、「鯛釣りに出かけたら鯨が釣れた」ような状態で、非常に驚

いております。鯨を取り込むのは、一人では当然できないことですので、皆さんのご協力をいた

だきたいと思っております。

「あきたの教育振興に関する基本計画」を策定し、明確な理念が掲げられ、将来が非常に楽し

みですが、美しい理念の次には、それを行動に移さなければいけません。基本計画の中で私が一

番推進したいと思うのは、「問いを発する子どもの育成」ですので、１年間集中して取り上げて

いきたいと考えています。

秋田の教育がますます発展するように、微力ではありますが頑張りたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

それでは、ただいまより、平成２３年第１８回教育委員会会議を開催いたします。

会議録署名員は１番猪股委員と４番長岐委員にお願いします。

審議に入る前に、議事の進行についてでありますが、議案第４３号の教職員の懲戒処分案件は、

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。

【佐藤委員長】

それでは、そのように進行いたします。

はじめに、議案第４２号「平成２４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２４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

【佐藤委員長】

議案第４２号について説明していただきましたが、質疑等ございませんか。

【田中委員】

実施方針に、「長年」や「相当年」、「一定年」など色々な言い方がありますが、具体的に

「長年」とは何年くらいなどの目安はあるものでしょうか。

【義務教育課長】

小中学校に勤務する教職員についてお答えします。

「同一校に長年勤務」について、校長、教頭の管理職においては５年以上、一般の教諭につい

ては７年以上というのが、一つの目安になっています。
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【参事（兼）高校教育課長】

高校の場合は、異動対象を５年以上継続勤務者、初任者については３年以上としておりますが、

「長年」ということではありません。「長年」となると８年以上などが考えられますが、明確な

基準を定めているわけではありません。

【田中委員】

明確な定めはないので、「長年」や「相当年」という表現になるのでしょうか。

【義務教育課長】

そのとおりです。

先ほど申し上げたのは、あくまでも目安にです。

【北林委員】

実施方針のなかに、「全県的視野に立った広域交流を行う」とあり、これは大事なことですが、

一方では先日の全県市町村教育委員会委員長・教育長会議で、ふるさと教育の充実と、学校の避

難所化という災害対策の点から、特に小さな自治体においては、地元の職員を少なくとも一人は

配置してほしいという要望が出ましたので、お伝えしておきます。

また、「他道県や秋田大学附属学校園等との間で、引き続き教員の交流を行う」についてです

が、これは元々行ってきた附属と公立の交流だけでなく、今年行われた秋田高校から附属中学校

への異動のような交流も含めてということでしょうか。

【義務教育課長】

そのような異動も含まれています。

また、地元の教職員の配置についてですが、広域交流を推進する一方で、学校によっては地元

出身者が一人もいないというケースが生じてきます。今後の課題としては、ふるさと教育や避難

所運営なども見据えて、教職員構成のバランスを計れるように取り扱っていく必要があります。

そのような点も含めて、「学校間・地域間における教職員構成の充実・均衡を図る」ことを基本

方針のなかに盛り込んでいますので、偏った構成にならないようある程度の配慮が必要になって

くると思います。

【参事（兼）高校教育課長】

郡部の高校については、やはり地元出身の教職員がいないというケースがあります。義務教育

課と同じように、地元出身の教職員が近くの学校に勤務できるように、今後の課題として考えて

いきたいと思います。

【猪股委員】

地元出身も大事ですが、地元に住んでいる教職員がほしいという意味だと捉えていただきたい

と思います。

【北林委員】

学校が避難所になった場合、学校の鍵を開ける人がいないと住民が避難してきても学校に入れ
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ません。渋滞で学校にたどり着けない、携帯電話も繋がらない状況もありえます。地元に一人で

も教職員がいれば、その人に鍵を預けて開けてもらえます。方針にこだわらず、いざというとき

のことも考慮して、猪股委員がおっしゃったように、地元出身者だけでなく、地元に住んでいる、

住んでくれる教職員について、配慮いただきたいと思います。

【佐藤委員長】

具体的な問題提起がありましたので、現状を把握して対応していただきたいと思います。

【長岐委員】

実施方針のなかに、「⑦管理職等の採用及び昇任に当たっては、各学校において特色ある教育

活動が十分に展開されるよう配慮する」とありますが、このことに関連してお伺いします。先日、

管理職の中で降任したいと申し出る人が全国的に増えていると報道がありましたが、秋田県で自

ら望んでの降任はどれくらいあるのか、差し支えのない範囲で教えてください。

【義務教育課長】

昨年度、校長による着服事案があり、その処分の発令までの間、身分上は教諭に戻さなければ

いけないという事例が１件ございました。今年度は、本人の体調不良の問題があり、教頭から教

諭に降任という事例がございました。

【参事（兼）高校教育課長】

高校では、昨年度以前も含め、降任希望はございません。

【特別支援教育課長】

特別支援学校でも、降任希望はございません。

【長岐委員】

秋田県では、報道にあったような降任希望が増えているという状況ではない、と理解してもよ

ろしいでしょうか。

【白山次長】

体調の問題など、色々な理由はあるでしょうが、秋田県では希望降任の例は少ないので、現時

点では、報道にあったような状況ではないと申し上げることができると思います。

【佐藤委員長】

新規採用者の採用について、「初任者研修の実施」を「考慮して配置する」というのは、どの

ようなことからでしょうか。

【義務教育課長】

初任者研修実施に対応できるような、一定の指導体制が整っているところに配置しないといけ

ないと考えております。
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【参事（兼）高校教育課長】

高校については、初任者が同一校に３名となるとその学校には過重負担になりますので、１校

に配置する初任者は２名以内ということとし、学校の指導体制を考慮して配置するようにしてい

ます。

【佐藤委員長】

他道県との交流についてですが、採用に関して東京都と協定を締結していることは、この中に

は入っていないのでしょうか。

【義務教育課長】

東京都との協定締結については、直接は関係ありません。

【猪股委員】

この実施方針と基本方針を読み、市町村教育委員会の主体性の重視と連携については、非常に

難しいだろうなと思いました。新しく「柔軟な学級編制を行う」ことを入れておりますので、そ

の成果を来年度にでも報告していただきたいと思います。

【義務教育課長】

２４年度から学級編制が届出制となることも含め、報告する方向で対応したいと思います。

【佐藤委員長】

ほかになければ、表決を採ってよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【佐藤委員長】

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。

【佐藤委員長】

では、議案第４２号を原案どおり可決します。

次に、議案第４４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４４号「秋田県立図書館協議会委員の任命について」説明
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【佐藤委員長】

議案第４４号について説明していただきましたが、質疑等ございませんか。

【田中委員】

大学生３年生で在学中の方がおりますが、これから平成２５年１１月まで２年の任期となると、

卒業して秋田を離れる可能性もあると思いますが、その場合はその時点で欠員を補充するなどの

対応をとるのでしょうか。

【生涯学習課長】

今回、大学生の方が一人おりますが、これは若い方の意見を取り入れたいとの思いからであり

ます。仮に、大学を卒業し秋田を離れることになって辞退したいという場合には、また同じよう

な方を採用することを考えていきたいと思います。

【総務課長】

もし県外に出たとしても、本人に委員を継続して務める意向があれば、会議のときに来ていた

だくこともできますので、基本的には任期はこれから２年です。ただ、生涯学習課長が説明した

とおり、本人が委員を辞退したいという話になれば、後任を別途選考することになります。

【佐藤委員長】

ほかになければ、表決を採ってよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【佐藤委員長】

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。

【佐藤委員長】

では、議案第４４号を原案どおり可決します。

次に、報告事項に入ります。

「福島っ子と秋田っ子の冬期交流プログラムについて」義務教育課長から説明をお願いします。

【義務教育課長】

「福島っ子と秋田っ子の冬期交流プログラムについて」説明

【佐藤委員長】

報告事項を説明していただきましたが、質疑等ございませんか。
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秋田では「秋田っ子」と言いますが、やはり福島でも「福島っ子」と言うのでしょうか。

【義務教育課長】

福島県に確認をしたところ、福島でも「福島っ子」とよく使っているとのことです。

【佐藤委員長】

夏にも実施しているとのことでしたが、交流する学校は夏のときと同じ学校でしょうか。

【義務教育課長】

夏の受け入れについては、企画振興部の受入支援チームが中心となり、県内の観光地巡りや体

験活動を行っておりましたが、必ずしも学校間交流や児童生徒間交流を要件とするものではあり

ませんでした。これから行うものは、学校間交流や児童生徒間交流が何かしらの形でできるもの

を要件として、行っていきたいと考えております。

【佐藤委員長】

冬休みに来る子どもは、夏のときと同じ学校の子どもが来るのでしょうか。

【義務教育課長】

新しい取組として、これから市町村で児童生徒間の交流メニューを考えることになり、市町村

担当者向けの説明会を昨日行ったところです。今後市町村から計画書を提出していただき、それ

をさらに福島県にも提示していくという流れになります。

【佐藤委員長】

夏とは別ものとして考えてよろしいでしょうか。

【義務教育課長】

交流活動を要件に入れますので、別ものと言うよりは、これまで行ってきたものに児童生徒間

交流をプラスしているかたちになります。

【田中委員】

もしこちらで想定していた予算を超えるくらいたくさんの企画が市町村から提出された場合は、

どのようになるのでしょうか。

【義務教育課長】

計画の内容を見ての判断になりますが、予算上の観点から考えると、早く計画をし、早く実施

するところが優先されます。ただ、企画振興部からの再配当を受ける形になっておりますので、

あまりにもニーズが多く経費がかかるのであれば、改めて企画振興部に相談することになると思

います。

【田中委員】

基本的には、希望のあったところには予算をつけて実施していく方向なのでしょうか。
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【義務教育課長】

希望するところにはできるだけ対応する方向で、進めていきたいと考えています。

【長岐委員】

タイムスケジュールはどのようになっているのでしょうか。

【義務教育課長】

市町村から義務教育課への計画書の提出締切を１１月１８日としており、その後こちらで取り

まとめ、２２日以降福島県に提示していくことになります。ただ、随時市町村から計画書が提出

される可能性もありますので、そのときはその都度福島県に提示していくことになります。

【佐藤委員長】

ほかに何かありましたら発言願います。

ほかになければ、次に、議案第４３号についてですが、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。

【佐藤委員長】

異議がないので、秋田県教育委員会会議規則第２８条により秘密会とします。

傍聴の方は、しばらくの間、退室願います。

（傍聴人退室）

※秘密会のまま終了。


