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平成２４年第９回教育委員会会議録

１ 期 日 平成２４年７月１２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００分

５ 出席委員 佐藤 一成

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

報告第 ５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の専決

処分報告について

議案第２７号 教職員の懲戒処分案について

議案第２８号 秋田県立高等学校学則の一部を改正する規則案について

議案第２９号 秋田県生涯学習審議会委員の任命について

８ 承認した事項

報告第 ５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の専決

処分報告について

９ 議決した事項

議案第２７号 教職員の懲戒処分案について

議案第２８号 秋田県立高等学校学則の一部を改正する規則案について

議案第２９号 秋田県生涯学習審議会委員の任命について
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10 報告事項

・平成２４年度秋田県立秋田明徳館高等学校「科目履修講座（後期）」募集要項

について

・第２回かがやきの丘祭りについて

・平成２４年度秋田県教育委員会文化財専門職員募集要項について

11 会議の要旨

【佐藤委員長】

ただいまより、平成２４年第９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３番田中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２７号の教職員の懲戒処分案につ

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。

【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、報告第５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の専決処分

報告について」、総務課長から説明をお願いします。

【総務課長】

報告第５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の専決処分報告につい

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。

【佐藤委員長】

それでは私から質問ですが、４ページの保育科システム改修事業というのは、市町村に対する

補助ですか。

【幼保推進課長】

市町村がシステムを改修するための補助です。所得控除の廃止に伴う納税額の増額分を保育料

に結び付かせないようにするための、ソフトを入れ替えるための費用です。

【佐藤委員長】

制度が変わるたびに必要になるのですか。
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【幼保推進課長】

今回はソフトの入れ替えが必要になる改正だったのですが、どのように改正されるかによ

って異なります。

【佐藤委員長】

８ページの保育所整備等特別対策事業費とは何ですか。

【幼保推進課長】

費用の執行は平成２５年度なのですが、今年度中に対策を約束するというものです。従って、

今回の補正予算には計上されていません。

【佐藤委員長】

確認ですが、予算の数値等については、ダブルチェックされているのですね。

【総務課長】

各課で十分にチェックしています。

【佐藤委員長】

他になければ、承認してもよろしいでしょうか。

【全委員】

全委員、異議なし。

【佐藤委員長】

では、報告第５号について承認します。

次に、議案第２８号「秋田県立高等学校学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。

【参事（兼）高校教育課長】

議案第２８号「秋田県立高等学校学則の一部を改正する規則案について」説明

【佐藤委員長】

議案第２８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】

資料２８ページで秋田工業高校が学期制を変更するのはなぜですか。

【参事（兼）高校教育課長】

くくり募集により、１学年の後期から各学科に分かれる関係上、２学期制を採用していました

が、定期考査が９月末に行われるのに対して、就職試験の解禁日が９月１６日で不都合でした。
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今回、くくり募集を廃止することによって、その必要性がなくなりますので、３学期制に戻すと

いうものです。

【田中委員】

就職希望者の多い学校は、３学期制なのですか。

【参事（兼）高校教育課長】

２学期制を実施しているところもありますが、定期考査の実施日を早めるなど、各校それぞれ

に工夫しています。最近の動きとして、３学期制に戻す学校が多くなっています。

【佐藤委員長】

電気エネルギー科は定員が３５人ですが、２コースに分ける場合の人数の目安はありますか。

【参事（兼）高校教育課長】

半々が理想的ですが、生徒の希望によってばらつきが出てくる場合もあると思います。

【佐藤委員長】

電気エネルギーという文言に馴染みがなく、資料の説明も整合していないような気がするので

すが、いかがでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

意図としては、電気とエネルギーの二つの分野に力を入れて学習するというものですので、

「電気・エネルギー科」と表現すればいいかもしれません。

【佐藤委員長】

くくり募集を廃止する理由は、実施以前から指摘されていたことではないのですか。

【参事（兼）高校教育課長】

実際に取り組んでみた結果、学校側が協議して、やはり不都合であるということで、学校から

改善が求められたものです。

【佐藤委員長】

男鹿海洋高校の実習船は、４８８トンから１９トンに変えて、十分な学習ができるのでしょう

か。

【参事（兼）高校教育課長】

これまでは遠洋漁業の実習として船川丸を使用していたのですが、遠洋漁業の範囲が狭められ、

むしろ沿岸漁業が本県漁業の中心となってきている現状に対応するものです。
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【田中委員】

船川丸が２４年度で廃船となるのに、専攻科が２５年度まで続くとすれば、専攻科の学習内容

は大丈夫なのでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

最後の１年は他県の水産科の協力を得て実習を行うことで対応したいと思います。資格によっ

ては、工場実習で代替可能なものもあります。

【北林委員】

２５年度で専攻科そのものがなくなるのですね。

【参事（兼）高校教育課長】

その通りです。

【田中委員】

大館国際情報学院の定数減について、中学受検者数が減ってきている状況の中で、高校の定数

を減らすことが、中学受検に影響を与えないでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

中学受検者の減少は課題であると認識していますが、中学校に入学した８０人については、内

進することを前提としており、全員が高校まで進学できますので、中学受検に影響するとは考え

ていません。

【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２８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２８号を原案どおり可決します。
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【佐藤委員長】

次に、議案第２９号「秋田県生涯学習審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２９号「秋田県生涯学習審議会委員の任命について」説明

【佐藤委員長】

議案第２９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】

審議会は、年に何回開催されるのですか。

【生涯学習課長】

年に３回開催されます。

【北林委員】

審議内容は時期によって決まっているのですか。それとも、その時々によって異なるのですか。

【生涯学習課長】

３月に提言書を提出していただくのですが、その審議をしていただくことになります。

【北林委員】

今回のメンバーからは、有意義で貴重な御意見を頂戴することができると思うのですが、お忙

しい方ばかりなので、皆さんが揃って出席できるか心配です。欠席されては惜しい方ばかりです

から。

【生涯学習課長】

できる限り多くの方が出席いただけるよう日程調整をいたしますが、欠席の場合であっても、

事前に御意見を伺うことができるよう配慮したいと思っています。

【佐藤委員長】

条例上は何人までお願いできるのでしょうか。

【生涯学習課長】

２０人までです。

【佐藤委員長】

分野別の人数等も決まっているのでしょうか。
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【生涯学習課長】

特に分野別に定められてはおりません。「生涯学習に関し識見を有する者」としか定められて

いません。

【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２９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２９号を原案どおり可決します。

【佐藤委員長】

次に、報告事項に入ります。

「平成２４年度秋田県立秋田明徳館高等学校「科目履修講座（後期）」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「科目履修講座（後期）」募集要項について」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】

各講座の充足率や出席率はどうなっていますか。

【参事（兼）高校教育課長】

受講希望者は、年々増加してきており、前期に募集した英会話やパソコン教室は定員を上回る

希望があって調整しました。それ以外の講座は希望者全員が受講できました。

出席率については、全員が出席することは難しいのですが、それなりに出席しているものと思

います。
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【佐藤委員長】

受講料は現金納付が原則となっていますが、全県からの募集であれば、他の方法は考えられな

いものでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

学校から、現金納付による不具合は特に聞いておりませんが、確認したいと思います。

【北林委員】

週２回の講座となれば、秋田市以外の地域からの参加は難しいと思われ、そのために現金納付

でも特に支障はなかったのではないでしょうか。ただ、それだけに県の事業が地域限定になって

しまうというのはいかがなものでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

確かに、秋田市内在住者の参加が多いものと思いますが、今後、角館地区統合校定時制や県北

の基幹校でも同様の取組を実施することができるものと考えます。

【佐藤委員長】

受講者のアンケート等をとっているものでしょうか。

【白山次長】

講座修了後に意見や感想を聞いて、次回講座に生かしています。

【佐藤委員長】

アンケート項目に「この講座を何で知りましたか」という項目があれば、今後の参考になるの

ではないかと思います。最近はコンビニ等で情報を得る方が多いので、周知の方法として有効か

と思います。

【佐藤委員長】

他になければ、次に、「第２回かがやきの丘祭りについて」、特別支援教育課長から説明をお

願いします。

【参事（兼）特別支援教育課長】

「第２回かがやきの丘祭りについて」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】

このチラシは、どの範囲で配布しているのですか。
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【参事（兼）特別支援教育課長】

地域の町内会に配布したり、コンビニに置いてもらったりしています。

【田中委員】

裏面がもったいないような気がします。ただいま説明いただいたイベントの内容やタイムスケ

ジュール、地図などがあればなおいいと思います。

【北林委員】

教育委員会ではあまり考えないことでしょうが、民間の業者も出店するようなので、公告を入

れてもいいのではないでしょうか。

【佐藤委員長】

他になければ、次に、「平成２４年度秋田県教育委員会文化財専門職員募集要項について」、

文化財保護室長から説明をお願いします。

【文化財保護室長】

「平成２４年度秋田県教育委員会文化財専門職員募集要項について」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。

では、受験資格に「報告書執筆業務（共同執筆も可）」とありますが、共同執筆の範囲はどの

程度と考えていますか。単に名を連ねるだけの場合もあると思うのですが。

【文化財保護室長】

ある分野について、任されて執筆した場合を想定しています。

【佐藤委員長】

他になければ、次に議案第２７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、退

室願います。

（傍聴人退室）

※秘密会のまま終了。


