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平成２４年第８回教育委員会会議録

１ 期 日 平成２４年６月１４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５時２５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 粟津尚悦 教育次長 白山雅彦

参事（兼）高校教育課長 福田世喜 参事（兼）特別支援課長 江橋宏栄

総務課長 深井 智 施設整備室長 伊藤良和

教職員給与課長 船木和紀 幼保推進課長 廣野宏正

義務教育課長 吉川正一 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 越後谷真悦

福利課長 金 義晃 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２３号 秋田県産業教育審議会委員の任命について

議案第２４号 教職員の懲戒処分案について

議案第２５号 教職員の懲戒処分案について

議案第２６号 秋田県心身障害児就学審議会委員の任命について

８ 議決した事項

議案第２３号 秋田県産業教育審議会委員の任命について

議案第２４号 教職員の懲戒処分案について

議案第２５号 教職員の懲戒処分案について

議案第２６号 秋田県心身障害児就学審議会委員の任命について

９ 報告事項

・あきた子ども議会議員公募結果について

・平成２５年度秋田県公立高等学校入学者選抜学力検査問題作成方針
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・秋田県公立高等学校入学者選抜一般選抜学力検査問題「数学」の出題形式

の変更について

・平成２５年度秋田県立中学校入学者選抜適性検査問題等作成方針

・平成２４年度秋田県立秋田明徳館高等学校、秋田県立横手高等学校定時制

課程１０月入学生募集要項

・平成２５年度秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科学生募集要項

・平成２５年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験志願状況について

・平成２４年度秋田県立高等学校非常勤職員（「学校司書」）の採用選考試

験の実施について

・秋田県高等学校の再編整備構想検討委員会について

・新県立美術館暫定オープン期間中のイベント等の開催について

・「安全・安心のための学校給食環境整備事業」に係る検査機器について

・防災リーフレットについて

10 会議の要旨

【佐藤委員長】

ただいまより、平成２４年第８回教育委員会会議を開催いたします。

会議録署名員は２番北林委員と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２４号及び議案第２５号の教職員

の懲戒処分案は、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２３号「秋田県産業教育審議会委員の任命について」高校教育課長から説明

をお願いします。

【参事（兼）高校教育課長】

議案第２３号「秋田県産業教育審議会委員の任命について」説明

【佐藤委員長】

議案第２３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。

【北林委員】

三栗谷委員は、国際教養大学キャリア開発センター長としての充て職委員でしょうか。
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【参事（兼）高校教育課長】

前職の方も同じくキャリア開発センター長でした。

【佐藤委員長】

昨年度の審議会について、ネットで検索をして調べてみたところ、委員は１４名が出席してお

りましたが、充て職の委員はほとんど欠席しておりました。仕事上欠席になってしまったのだと

思いますが、年に数回という数少ない審議会の開催ですので、充て職委員の方々も出席できるよ

うな日程を組んでいただきたいと思います。

【参事（兼）高校教育課長】

昨年度は、一昨年度まで委員の欠席が多いということから、委員が出席できる日程調整に時間

を費やし、従来７月に開催していた審議会を１０月に開催いたしました。昨年度の審議会で１４

名が出席とありましたが、１５名中の１４名ですので、欠席は１名でした。従来よりは多くの委

員に出席していただきました。

【北林委員】

以前私も委員でしたが、会議での農業高校と工業高校の校長が行う学校説明の時間が長く、せ

っかくお集まりいただいた委員の方々が意見を戦わせる時間が十分に取れないことが多くありま

した。その辺りも考慮していただき、会議の運営を調整していただきたいと思います。

【参事（兼）高校教育課長】

ただいま御指摘いただいたことを踏まえ、改善していきたいと思います。

【佐藤委員長】

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。

【佐藤委員長】

では、表決を採ります。

議案第２３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２３号を原案どおり可決します。

次に、議案第２６号「秋田県心身障害児就学審議会委員の任命について」特別支援教育課長か

ら説明をお願いします。
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【参事（兼）特別支援教育課長】

議案第２６号「秋田県心身障害児就学審議会委員の任命について」説明

【佐藤委員長】

議案第２６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】

今回任命する３名は充て職の方々ですが、４号委員の佐々木さんについては、せっかく２年の

任期があるのにもかかわらず、１年で退職されます。その辺の配慮はなかったのでしょうか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

特別支援学校等に就学する子どもについては、児童福祉施設を生活の場所としている子どもも

おり、児童相談所長は審議会で非常に重要な役割を担っております。任期は１年になりますが、

児童相談所長はどうしても必要であると考え、今回もお願いしたいと思っております。

【田中委員】

中央児童相談所長はずっとこの審議会の委員なのでしょうか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

障害のある子どもにとっては、福祉との連携が大変重要になりますので、この審議会を立ち上

げた時から中央児童相談所長に委員をお願いしております。

【佐藤委員長】

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。

【佐藤委員長】

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。

【佐藤委員長】

では、議案第２６号を原案どおり可決します。

次に、報告事項に入ります。「あきた子ども議会議員公募結果について」義務教育課長から説

明をお願いします。
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【義務教育課長】

「あきた子ども議会議員公募結果について」説明

【佐藤委員長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【田中委員】

「応募者から出された質問例」とありますが、これは実際に子どもたちから出された質問です

か。

【義務教育課長】

応募用紙に、質問したい事項を書く欄があり、質問したい事項を書いて応募してもらっていま

す。

【田中委員】

２回の事前の研修会で決定すると説明がありましたが、具体的にどのような手順で決まるのか

教えてください。

【義務教育課長】

今のところ多くの質問事項が出ていますが、質問事項を７問に絞り、その質問をもとに班編成

を６月中旬には行い、班編成も含めて決定通知を出したいと考えています。６月下旬には、義務

教育課、教育事務所・出張所の指導主事を集め、事前研修会に向けた打ち合わせを行い、７月中

旬には、子ども宣言の草案を考えたいと思っています。そして、７月２４日には、１回目の事前

研修会ですが、まずは議場を見学し議会の進め方等を勉強した後、班ごとに質問事項の協議・決

定、子ども宣言文の作成を行います。２回目の研修会は７月３０日に予定しており、その日は発

表内容の決定、質問原稿の作成、班内での役割分担の決定を行います。その後８月上旬には、答

弁書の作成を関係部局にお願いする予定です。８月１７日に知事検討を行い、２１日に本番を迎

えることになります。

【田中委員】

１回目の事前研修会での内容がよくわかりませんでしたが、子どもたちは自分が出した質問事

項ごとに班編成され、その班の中でどのような質問にまとめるかという話し合いをするのでしょ

うか。

【義務教育課長】

基本的には、その方向で行いたいと思っています。

【長岐委員】

あきた子ども議会の趣旨をもう一度教えてください。

また、応募者から出された質問例を見ますと、全て新聞記事やニュースの記事に出ている、大

人が考えるテーマそのものです。「地域の活性化のために自分たちができることについて」や
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「登下校時における安全確保について」などは子どもならではの発想ができる内容だと思います。

大人と同じような議会を経験させるのか、子どもならではの議会を目指しているのか、その辺り

についても考えをお聞かせください。

【義務教育課長】

趣旨についてですが、本県におけるふるさと教育及びキャリア教育の一環として、また問いを

発する子どもの育成の視点から開催するものです。

また、議会の形についてですが、本物の議会のようにはできないかと思いますが、通常の議会

の形式をとり、４５名全員に何らかの形で発言等をしていただくことで考えております。

【長岐委員】

子どもがどのような発言をするかを大人が方向付けすることはできません。大人が考えている

ようなテーマであっても、子どもならではの新鮮な発想が出てくるような議会になるとおもしろ

い議会になると思いますので、そのような観点も斟酌していただきたいと思います。

【義務教育課長】

同じような御指摘を教育公安委員会でも受けました。中学生だけではなく、小学５，６年生も

おりますので、小学生は小学生らしさの出る質問になればいいと考えております。そのようなこ

とも加味しながら、進めていきたいと思います。

【北林委員】

心配することは皆同じだと思います。本物の議会と同じように粛々とシナリオ通りに進行する

のは、かえって良くないと思います。あのような場で、自分の考えを自分の立場なりに発言する

ことが一番大事であり、ぎくしゃくしても一向にかまわないと思いますし、「それでいいんだ

よ」と背中を押していただきたいと思います。問いを発する子どもの育成の場だと思うので、教

育的意味から言えば、大人の議会の形にはめる必要はないと思います。

【義務教育課長】

時間が８０分程度であり、なかなか難しいこともあるかと思いますが、子どもたちの良さを引

き出せるよう、なるべくレールを引かないようにしていきたいと思います。

【佐藤委員長】

子ども議会は初めての試みですし、「ふるさと教育」「キャリア教育」「問いを発する子ども

の育成」という秋田の子どもの３つのテーマを盛り込んだものですので、これを学校にフィード

バックすることは考えていらっしゃいますか。

【義務教育課長】

一つは、１１月２日にキャリアフォーラムの開催を予定しておりますが、その時に議員になっ

た子どもたちに発表してもらおうと考えております。もう一つは、最低でも所属している学校に

は、子ども議会の様子を収録したＤＶＤや写真を配布し、学校教育活動に活用してもらおうと考

えています。他には、県の広報誌や教育委員会の広報誌「教育あきた」等で情報提供していきた
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いと思います。

【北林委員】

今回報告していただいた抽選結果は問題ないと思いますが、以前の中間報告では、中央地区以

外の地域では女子の応募数が極端に少なくどうしたことかと思いました。進んで手を挙げる女子

が少なく、そういうことは男子がするものだという固定観念があるのかと残念に思いましたが、

最終的にはどうだったのでしょうか。

【義務教育課長】

応募者は、中央地区では女子が多かったのですが、全体では男子が５２名、女子が４８名でし

た。今御指摘がありましたとおり、中央地区以外の地域では、男子が多く、女子は少なかったの

で、周知の方法の工夫ももう少し必要だったと反省しております。

【北林委員】

何か現状の教育を反映しているような気がしましたので、問題意識としてお話いたしました。

【佐藤委員長】

他になければ、次に高校教育課関係ですが、案件が多いため、分けて説明していただきます。

はじめに、「平成２５年度秋田県公立高等学校入学者選抜学力検査問題作成方針」及び「秋田県

公立高等学校入学者選抜一般選抜学力検査問題「数学」の出題形式の変更について」及び「平成

２５年度秋田県立中学校入学者選抜適性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。

【参事（兼）高校教育課長】

「平成２５年度秋田県公立高等学校入学者選抜学力検査問題作成方針」について説明

「秋田県公立高等学校入学者選抜一般選抜学力検査問題「数学」の出題形式の変更について」

説明

「平成２５年度秋田県立中学校入学者選抜適性検査問題等作成方針」について説明

【佐藤委員長】

ただ今の説明について、前後することを避けるため、順番に質疑をしていただきたいと思いま

す。

はじめに、「平成２５年度秋田県公立高等学校入学者選抜学力検査問題作成方針」について、

質疑等ございませんか。

【猪股委員】

数学の出題形式の変更について説明がありましたが、他の教科について具体的な内容変更はあ

りますか。

【参事（兼）高校教育課長】

「思考力あるいは活用する力を重視する」、「表現力し伝える力を重視する」など、新しい学
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習指導要領に即して、それぞれ変更しています。

【猪股委員】

数学は具体的にお示しいただきましたが、他の教科も試験問題の変更として具体的にお示しい

ただけるのでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

思考力、活用力につきましては、移行措置で既にウエイトを多くしてきました。その延長上で、

同じような方向で改善していきますので、来年度入試については、問題の傾向が大きく変わると

いうことではありません。

【佐藤委員長】

昨年度の社会の問題では、県民税の問題など自分たちの身近なテーマに関連した問題を取り上

げており、とっかかりやすく非常に良い問題だと思いましたが、他の教科でも同じようなことが

応用されると考えてよろしいですか。

【参事（兼）高校教育課長】

トータルで学ぶ力を育成するという観点から、他の教科でもそのような方向性で作成していき

たいと思います。

【北林委員】

今回のこの基本方針は、たいへん良かったと喜ばしく思っています。この基本方針での中学校

の授業に対するメッセージは非常に大事だと思いますので、頑張っていただきたいと思います。

【猪股委員】

学校訪問をして感じたことですが、中学校にとって高校教育からのメッセージは非常に大事な

ことですので、この問題作成方針は良いことだと思います。

【長岐委員】

現実問題として、この内容はどこまで伝わるのでしょうか。一番利害関係があるのは受検生で

す。

【参事（兼）高校教育課長】

例年、教育委員会会議で報告した後、各市町村教育委員会を通して、文書で各中学校に通知を

出しています。また、９月上旬に中学校の先生を集めて高校入試実施説明会が行われ、入試要項

について説明を行いますが、その時に再度口頭で分かりやすく伝えていきます。ただし、数学は

大きく問題が変わりますので、教育事務所長会議などでも、義務教育課の協力も得て伝えていき

たいと思います。

【田中委員】

中学校では来週から全県総体が始まりますが、そこで部活が終わってから本格的に勉強にとり
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かかりますので、９月の説明会だと遅いような気がします。各学校でも、夏休みから色々な課題

を出したりしながら受検勉強に向けてとりかかりますので、出来るだけ早く学校に伝えていただ

きたいと思います。

【参事（兼）高校教育課長】

今の御指摘を受けまして、各市町村ごとに中学校長会は月に１回程度開催していると思います

ので、その場に高校教育課職員が出向いて説明することも検討したいと思います。

【米田教育長】

言葉を使って論理的に過程を説明することは、非常に大事なことだと思っています。中学校の

段階から言葉を使って論理的に説明する力の育成を図るために、解答の過程を記述する問題を増

やしていきたいと考えておりましたので、少しずつでもそういう方向に向かっていけばいいと思

っています。

【佐藤委員長】

それでは、次に、「秋田県公立高等学校入学者選抜一般選抜学力検査問題「数学」の出題形式

の変更について」質疑等ございませんか。

【田中委員】

数学の解答までの過程を記述することは、とても大事であり、なぜ中学校の段階でやらないの

かとずっと疑問に思っておりました。それに伴って、途中まで当っていたら部分点とか、採点方

法も変わってくると思いますが、スケジュール的には今までどおりなのでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

過程を記述する問題を５問程度増やすことについては、現在の採点日程で大丈夫だと思ってい

ます。数学は５教科の中で比較的採点が早く終わり、英語の自由作文や国語の文章問題など、記

述させる問題については採点に時間がかかりますので、今のところ数学の記述を５問程度増やす

ことは時間的にも大丈夫だと考えています。２５年度入試のときに採点にかかる時間を確認しな

がら、必要に応じて２６年度入試に向けて検討していきたいと思います。

【猪股委員】

過程を重視することは、特に数学においては良いことだと思います。部分点をもらえるという

ことは、難問に挑戦できるようになります。ただ答えが当たればいいということではなくなりま

すので、小学校や中学校の授業の改善につながり、数学や理科が好きな子どもが増えてくること

も期待します。

【佐藤委員長】

計算量は多いと思いますが、計算用紙の持ち込みはやっぱりできないのでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

計算量の多い難しい問題については数問と限られておりますので、問題用紙の空きページに計
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算などを書き、解答用紙の「過程」には全ては書かず、ポイントだけ書けば途中のプロセスが分

かるような解答方法にしたいと思っています。

【佐藤委員長】

実際検査中に、計算スペースが足りなくて困るということはありませんか。

【参事（兼）高校教育課長】

現在のようにＡ４判になってからはスペースがけっこうありますので、足りなくて困るという

ことはないと思います。

【猪股委員】

必要であれば、配慮していただきたいと思います。

【参事（兼）高校教育課長】

もう一度、数学の担当者と検討してみたいと思います。

【佐藤委員長】

次に、「平成２５年度秋田県立中学校入学者選抜適性検査問題等作成方針」について、質疑等

ございませんか。

【猪股委員】

高校に比べて受検者は少ないと思いますが、中学校の入学者選抜も始めてから数年が経ちまし

たので、データ等の活用は行っているのでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

県立中学校は２校ですので、各小問ごとの正答率や状況を見て資料を作り、校内で共通理解を

もって確認していますので、その範囲での活用ということになります。

【猪股委員】

将来のことを考えると、今からデータを蓄積して活用したほうがいいと思いましたので、提案

させていただきました。

【佐藤委員長】

他になければ、次に、「平成２４年度秋田県立秋田明徳館高等学校、秋田県立横手高等学校定

時制課程１０月入学生募集要項」及び「平成２５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。

【参事（兼）高校教育課長】

「平成２４年度秋田県立秋田明徳館高等学校、秋田県立横手高等学校定時制課程１０月入学生

募集要項」について説明

「平成２５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
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【佐藤委員長】

ただ今の説明について、はじめに、「平成２４年度秋田県立秋田明徳館高等学校、秋田県立横

手高等学校定時制課程１０月入学生募集要項」について、質疑等ございませんか。

【猪股委員】

１０月に入学する方は、どのようなかたちで卒業されるのですか。

【参事（兼）高校教育課長】

現在は３年で卒業することもできますので、一番早い方だと３年後の９月に卒業できることに

なります。

【田中委員】

ここを受検する方は、どのような方ですか。

【参事（兼）高校教育課長】

一度全日制に入学はしたものの学校に馴染めずに辞めてしまったケースや、３月の高校入試で

不合格になり、その後進路に迷っていたけれどももう一度受検するケースなどがあります。昨年

度は、秋田明徳館高校への出願は３名、横手高校の定時制に出願はなく、前に比べれば少なくな

ってきています。

【田中委員】

必要としている子どもが少なく受検者も少ないのであればいいのですが、本当は受けたいけれ

ども、４月から始まっている授業に途中から参加することを懸念して出願できないという子がい

るのであれば、改善する余地はあると思いますが、いかがでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

授業は４月スタートで、途中から入学する子のためだけにまた新たな授業をスタートさせるこ

とは様々な制度上できないということを考えると、ハードルは高いかと思います。その辺りにつ

いては、再度学校とも情報交換しながら、改善できるところがないか検討したいと思います。

【佐藤委員長】

他になければ、次に、「平成２５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、質疑等ございませんか。

【北林委員】

特別選抜は推薦とのことでしたが、これは原則として湯沢翔北高校の卒業生のみを対象として

いるのでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

県内で出願資格を満たしている人であれば、どなたでも受検できます。
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【北林委員】

一般選抜も特別選抜も広く門戸を広げてはいるけれども、特別選抜は「特に優秀な人」という

意味でしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

早く合格を決めたいという意欲のある人を想定しています。

【北林委員】

専攻科の生産技術科は、県立大学と提携していませんでしたか。

【参事（兼）高校教育課長】

県立大学と提携をし、専攻科の専門的な部分を県立大学の教授から講義をしていただいてます。

また、秋田大学とは提携は結んではおりませんが、座学の半分ほどは秋田大学の教授に講義をし

ていただいてます。講義６０分の後に演習６０分を組み、演習の部分を専攻科の教師が指導する

というかたちで授業を組んでいます。

【北林委員】

一人の教員に対する生徒の人数からいくと、大学よりも中身の濃い授業ができると聞きました。

県立大学の先生も意欲的に取り組んでおられ、この専攻科の可能性を語っておられましたので、

ぜひ宣伝や告知にも力を入れていただきたいと思います。

【参事（兼）高校教育課長】

今年度スタートしたばかりであり、学校でも手さぐりで進めている部分もありますが、プロの

指導者から高い技術を学んでますので、その成果を県内外にアピールしていきたいと思います。

【田中委員】

生産技術科の出願資格に「旋盤の技能を有する者」とありますが、どのようなところで取得で

きる技能ですか。

【参事（兼）高校教育課長】

工業高校の機械科等で旋盤を学んでいます。学校によっては、電機科や建築科でも希望があれ

ば学ぶことはできます。生産技術科は、機械系と電気系を組み合わせた学科でありますので、基

礎として旋盤の技能を有する人が欲しいという方針です。

【田中委員】

これは、資格とかあるのですか。

【参事（兼）高校教育課長】

旋盤の資格もありますが、明確な資格を持っていなくても、これまで学んできたことを面接等

で確認できれば合格要件は満たします。
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【佐藤委員長】

ここでいう実技試験は、旋盤ということになるのですか。

【参事（兼）高校教育課長】

技能検定に合格した人は免除になりますが、面接や実技で確認することになります。

【佐藤委員長】

他になければ、次に、「平成２５年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験志願状況につ

いて」及び「平成２４年度秋田県立高等学校非常勤職員（「学校司書」）の採用選考試験の実施

について」、高校教育課長から説明をお願いします。

【参事（兼）高校教育課長】

「平成２５年度秋田県公立高等学校教諭等採用候補者選考試験志願状況について」説明

「平成２４年度秋田県立高等学校非常勤職員（「学校司書」）の採用選考試験の実施につい

て」説明

【佐藤委員長】

ただ今の説明について、はじめに、「平成２５年度秋田県公立高等学校教諭等採用候補者選考

試験志願状況について」、質疑等ございませんか。

それでは、私から質問があります。

第一次選考試験免除者２９名のうち３名は受験しなかったということで、非常にもったいない

ように思いますが、その３名がどうされたか確認しているものでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

確認はしておりません。

【佐藤委員長】

他になければ、次に、「平成２４年度秋田県立高等学校非常勤職員（「学校司書」）の採用選

考試験の実施について」、質疑等ございませんか。

【田中委員】

これは、以前採用になった１０名のうち２名が欠員になったということでしたが、これまで配

置されていない学校に配置することはあるのでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

学校司書がいない学校では、司書教諭や事務職の臨時的任用職員が学校図書館で業務を担って

いるところもあります。学校司書を配置した学校と配置していない学校との活性状況とを比較し

ながら、学校司書の採用を拡大するかどうかを検証しているところです。最も早く採用になった

方は、平成１９年度から５年経過しておりますので、その学校ではある程度システムが構築され、

活性化のかたちができつつあります。今年度は３名の方に異動していただき、別の学校で学校図

書館の活性化に向けて取り組んでいます。異動のローテーションの中で、本県の学校図書館の活
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性化も軌道に乗るのではないかと考えています。

【北林委員】

正職員の学校司書は何名いらっしゃいますか。

【参事（兼）高校教育課長】

学校司書で正職員の方はおりません。学校司書は非常勤職員です。事務職で臨時職員として配

置している方が学校図書館の業務を担っている学校もあります。

【北林委員】

そのような方は、司書や司書補などの資格はないんですよね。

【参事（兼）高校教育課長】

臨時職員の場合は、受験資格にはなっておりませんので、資格をもっていない方がほとんどで

す。

【北林委員】

この学校司書は、非常勤職員で任期が１年だけれども再任用は妨げず、同じ学校に継続して勤

務することができるのでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

非常勤職員は、専門的知識や技能を持っている場合は、１年ごとの任用にはなりますが、再任

用というかたちでの継続は認められております。

【佐藤委員長】

他になければ、次に、「秋田県高等学校の再編整備構想検討委員会について」、高校教育課長

から説明をお願いします。

【参事（兼）高校教育課長】

「秋田県高等学校の再編整備構想検討委員会について」説明

【佐藤委員長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【猪股委員】

１回目の会議が行われたと思いますが、委員からどのような感想が出たのでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

全体協議の場では、どちらかと言えばこちらの説明に対しての質問がほとんどで、具体的な意

見交換までは十分入っておりませんが、生徒数の減少の動向を見て、これからどのような教育を

していくかという理念的なことでいくつか御意見をいただきました。本県の産業の活性化も課題
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にある中で、新しい価値を創造するような生徒を育てるような教育の充実とか、小中と連携した

教育が必要であるなどの御意見がありました。また、統合校の秋田北鷹高校や湯沢翔北高校のメ

リットやデメリットについてや、学科は今までと同じような学科で考えるのか新しい学科で考え

ていくのかなどの御意見もありました。時間は少なかったのですが分科会も行われ、そこでは率

直な感想を語られていました。生徒が少なくなる中では、積極的にすすめるべきだという意見も

ありましたし、課題が多い中で慎重に進めるべきだというような意見もありました。

【猪股委員】

そのような意見が出てくるのは、いい方向だと思います。諮問事項に今後の方向性として４点

挙げておりますが、特にこの部分で私たちも考えなければならないような意見があった場合には

ぜひ吸い上げていただき、教育委員会会議の場でも報告していただきたいと思います。

【北林委員】

委員には、ＰＴＡの方々が多く入っていますが、中央地区だけ中学校のＰＴＡの方が入ってい

ません。また、全体委員の中に組合の方は２名入っているものの、親の代表は入っていません。

これはどうしてでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

保護者の代表については、全体に入るのはそぐわないと思い、地区ごとにそれぞれの部会入っ

ていただきました。各地区の保護者の選出については、秋田県ＰＴＡ連合会から推薦をいただき

ました。中央地区についても、ある中学校の保護者の方にもお願いはしましたが、仕事が忙しい

ということから断られ、小学校の保護者の方に依頼した経緯があります。

【猪股委員】

現在小学校の方が将来入学する高校のことになりますので、小学校の保護者が多い方が良い部

分もあると思います。

【佐藤委員長】

非常に難しい問題をはらんでいて、検討委員会の委員も大変だろうと思います。また、タイム

スケジュールもお話していただきましたが、ある程度まとまってきたところで、また教育委員会

会議で報告していただけるのでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

この検討委員会は、今年度１年間を予定しており、年度内にまとめていただきます。それを受

けて教育庁内で、教育委員の皆さんの意見も伺いながら、素案を作成していきたいと思います。

２５年度以降は、その素案について、全県各地を説明して回りたいと考えております。

【猪股委員】

大きいけれどもテーマは一つです。

大変かもしれませんが、土日でも夜でも委員全員が出席できるときに開催していただくことを

要望します。
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【佐藤委員長】

１回目の会議には、何人出席されたのでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

欠席は３名で２９名出席していただきました。今後各地区ごとに部会を行いますが、ほとんど

の方が出席できる日程を設定しています。

【北林委員】

今後を決める本当に大事な委員会になりますので、忌憚のない御意見をうかがっていただきた

いと思います。

【佐藤委員長】

それでは、次に、「新県立美術館暫定オープン期間中のイベント等の開催について」生涯学習

課長から説明をお願いします。

【生涯学習課長】

「新県立美術館暫定オープン期間中のイベント等の開催について」説明

【佐藤委員長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【北林委員】

教育普及事業の「セカンドスクール」と「アートスクール」の違いは、授業に換算するかしな

いかの違いですよね。

【生涯学習課長】

はい。そのとおりです。

【北林委員】

授業に換算するかしないかの制度上の違いだとすれば、全く同じ内容になりかねないので、そ

の辺の違いがきちんと分かるような説明を学校にしていただきたいと思います。先生はある程度

分かっているかと思いますが、同じ題材でも取り上げ方によっては、セカンドスクール的にもア

ートスクール的にもなり得ます。

【生涯学習課長】

セカンドスクールは学校単位、アートスクールについては手上げ方式になります。

【北林委員】

今説明していただいたような違いを、しっかりと学校関係者や保護者に伝えていただきたいと

思います。
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【佐藤委員長】

他になければ、次に、「「安全・安心のための学校給食環境整備事業」に係る検査機器につい

て」及び「防災リーフレットについて」、保健体育課長から説明をお願いします。

【保健体育課長】

「「安全・安心のための学校給食環境整備事業」に係る検査機器について」説明

「防災リーフレットについて」説明

【佐藤委員長】

ただ今、２件について説明していただきましたが、はじめに、「「安全・安心のための学校給

食環境整備事業」に係る検査機器について」、質疑等ございませんか。

【猪股委員】

検査機器の性能要件を満たしていることを確認したとの説明がありましたが、具体的にはどの

ように確認されたのでしょうか。

【保健体育課長】

不具合解消機器とバックアップ機器とがありますが、その両方に同じ条件で５０ベクレルの試

料を何度も繰り返し測定したところ、バックアップ機器と不具合解消機器がほぼ同じデータであ

ることが明らかになりました。

【猪股委員】

有意差がないということですか。

【保健体育課長】

後で資料を提出します。

【猪股委員】

教育委員会会議の資料は、例えば「有意差がない」などの具体的なデータで説明していただき

たいと思います。

【佐藤委員長】

他になければ、次に、「防災リーフレットについて」、質疑等ございませんか。

先日、北海道で開催された北部ブロック道県教育委員会教育委員協議会があり、意見交換のテ

ーマが「防災教育について」でしたが、各道県でこのような防災リーフレットを作成しておりま

した。特に本県の防災リーフレットは大変分かりやすく、良いものができたと感じました。

【北林委員】

昨年度の北部ブロック道県教育委員協議会でも、今年度の全県市町村教育委員会委員長・教育

長会議でも防災教育を取り上げて話し合いました。どちらの会議でも重要な点として、「家族で

話し合って取り決めをする」ことが挙げられました。このリーフレットにもそのことが取り上げ
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られており、各学校にぜひその部分を強調していただきたいと思います。

【田中委員】

どこの県でも、マニュアルやリーフレットは作成しておりますので、リーフレットを作ったこ

とに安心せずに、このリーフレットを出発点として、一人一人が自分で判断して生きてく力の育

成に取り組んでいただき、また各家庭にもきちんと伝わるようにしていただきたいと思います。

【保健体育課長】

そのように進めてまいりたいと思います。

【佐藤委員長】

それでは、次に、議案第２４号及び議案第２５条についてですが、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、退

室願います。

（傍聴人退室）

※秘密会のまま終了。


