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平成２４年第１７回教育委員会会議録

１ 期 日 平成２４年１２月１３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３時３５分

５ 出席委員 猪股 春夫

北林 真知子

田中 直美

長岐 和行

佐藤 一成

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

７ 会議に附した議案

報告第 ７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

８ 承認した事項

報告第 ７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 報告事項

・角館地区統合高等学校の校名、校章、校歌等の候補について

・秋田県立能代松陽高等学校の校章図案について

・秋田県立大曲養護学校仙北地区分教室（分校）の名称について

・「秋田県保育所の設備及び運営に関する基準を定める条例案」の訂正について
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10 会議の要旨

【猪股委員長】

ただいまより、平成２４年第１７回教育委員会会議を開催いたします。

会議録署名員は１番北林委員と３番長岐委員にお願いします。

はじめに、報告第７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７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

【猪股委員長】

報告第７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】

稲川養護学校高等部棟増築事業についてですが、現在すでに教室が不足しているのでしょうか。

それとも、今後不足することが見込まれるということでしょうか。

【施設整備室長】

現在は既存棟の中に高等部の教室がありますが、数年前から教室が不足しております。５７名

の児童生徒のうち、高等部の生徒は２６名で６クラスあります。もともと稲川養護学校では高等

部を想定していなかったため、そもそも教室がなかったところを、小学部、中学部の３つの教室

を４つに間切りするなどの工夫をしてきましたが、教室が狭く、また高等部の生徒も増えてきた

ため、今回増築工事をさせていただくものです。

【参事（兼）特別支援教育課長】

稲川養護学校は、旧秋田養護学校のやまばと分校としてスタートし、昭和５６年に現在の校舎

が完成しておりますが、当初は小学部、中学部のみの学校でした。平成１３年に高等部が開設し

ましたが、その当時は小学部、中学部ともに児童生徒数が少なかったため、増築まではしなくと

もどうにか対応してきました。しかし、近年は特別支援学校の児童生徒数は増加しており、稲川

養護学校でも高等部の生徒が増えてきました。施設整備室長の説明にもあったとおり、現在も普

通教室を間切りしたり、特別教室を普通教室として使用したりしておりますが、手狭になってき

ているため、高等部を中心とした校舎を増築するとともに、既存の校舎も改修させていただきた

いと考えております。

なお、稲川養護学校は福祉の授業に力を入れており、湯沢翔北高校の保健室を使わせていただ

くなど、湯沢翔北高校と連携しながら授業を行っています。今回、校舎の増築と既存校舎の改修

を行うことにより、時代に対応した特別支援学校となることを期待しています。
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【長岐委員】

予算案ですので、原案が決まるまでは公にできないと思いますが、少なくとも、今回の議会に

はこのような予算案を提出する予定だ、という段階で議論をしないと意味がなく、専決処分報告

の段階で議論しても事務的なものになってしまいます。予め、教えていただくことはできなので

しょうか。

【総務課長】

細かい数字についてはぎりぎりまで分かりませんが、大まかな項目など、方向性をお示しでき

るものもあると思いますので、考えていきたいと思います。

【長岐委員】

ちゃんと理解した上で、教育委員会で承認したいと思います。段取りが逆ではないかと常々思

っておりましたので、今後、検討できることであれば、よろしくお願いいたします。

【猪股委員長】

今回の場合で具体的に言うと、稲川養護学校高等部棟増築事業などについては、前から計画し

ていたものだと思いますので、何かの機会に、こういうものを議会に提出します、と報告してい

ただきたいということです。

【総務課長】

教育委員の皆様への示し方も含めて、今後検討してまいります。

【佐藤委員】

学校の統廃合についても、計画が決まった段階で提示され、それについて意見を述べておりま

すが、部局の方や議員の方と話をする機会があると、教育委員は何をやっているんだと、言われ

ることがあります。ぜひ、計画の段階で私たちが意見を述べる機会を設けていただきたいと思い

ます。

【猪股委員長】

よろしくお願いいたします。

【米田教育長】

わかりました。

【猪股委員長】

他になければ、承認してもよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。
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【猪股委員長】

では、報告第７号を承認します。

次に、報告事項に入ります。

「角館地区統合校高等学校の校名、校章、校歌等の候補について」及び「秋田県立能代松陽高

等学校の校章図案について」、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】

「角館地区統合高等学校の校名、校章、校歌等の候補について」説明

「秋田県立能代松陽高等学校の校章図案について」説明

【猪股委員長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【北林委員】

角館地区統合高等学校の校章及び校歌について、統合高校において、既存校のものが採用にな

るのは、私が教育委員になってから初めてです。地域からの要望とのことですので、それはそれ

でけっこうだと思いますが、校章と略章、校歌はどのように使い分けるのでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

校章、略章をどのように使い分けるかについては、これから、学校運営を担う校長と教職員で

話し合って決めていくことになります。校章はバッチなど正規のものとして使われていくかと思

いますし、略章は体操着の胸部分にプリントして使うなど、両方をバランスよく使い分けていく

ということを確認しております。

校歌については、第１校歌は１番から４番まで、第２校歌は１番から３番までありますが、例

えば入学式の最初は第１校歌を、最後に第２校歌を歌うことにしたり、儀式によって歌い分けた

りするなど、運用については今後検討しながら決めていくことになります。２つの校歌がありま

すので、どちらも大事に、バランスよく歌っていくことが基本的な方針になります。

【長岐委員】

両校の歴史の重みと同窓生の想いを尊重して、地域の声に耳を傾けた決定ということはよくわ

かりました。ただし、今回は２校の統合だから第１校歌、第２校歌となったと思いますが、これ

が３校、４校となるとそうはいかなかったと思います。地域の伝統を受け継いでいくのだと見え

ますが、それぞれの同窓生がおりますので、今後不協和音が起こらないよう学校で進めていただ

きたいと思います。

なお、秋田県内で他にこのような事例はありますか。

【参事（兼）高校教育課長】

本県ではありませんが、他県では第１校歌、第２校歌としている学校はありました。



- 5 -

【北林委員】

将来に向けては大丈夫なのだと思いますが、統合校の出発の時点で両校の校歌が残っているこ

とについては、やはり危惧の念を禁じ得ません。第１校歌、第２校歌など、序列のようなかたち

ではなく、例えば、校歌と応援歌、あるいは校歌と学友会歌とするなど、そういう工夫をしてほ

しかったと思う気持ちはあります。統合して新しい出発となりますので、開校時の校長は運営に

十分気を付けていただきたいと思います。

【参事（兼）高校教育課長】

デリケートな問題を孕んでいますので、御指摘いただいた点を踏まえ、どのように位置づける

かを、今後様々な角度から慎重に検討していきたいと思います。

【米田教育長】

両校の推進協議会の中で、その点について、同窓生から何か意見等はありませんでしたか。

【参事（兼）高校教育課長】

角館地区統合高校推進協議会は仙北市の方々を中心に構成されており、角館高校及び角館南高

校両校の校長が参加しておりました。両校の校長から聞いた範囲ですと、今の点については、特

に議論があったとは聞いておりません。

【北林委員】

校章についても、正式な校章と略章とを作るのであれば、校歌とは逆に、角館南高校の校章を

統合校の正式な校章とするなどの工夫をしてもよかったのではないでしょうか。女子高である角

館南高校が控えた形となっており、今の時代にそぐわない感じもします。第１、第２とか、校章、

略章という扱いそのものも、両方とも女子高である角館南高校のものを控えた形にしていること

も問題だと思います。扱いについて、もう少し工夫があってもいいように思います。昔の考え方

が反映されているとも捉えられ、それを県の教育委員会もよしとしているように思われるかもし

れません。県の教育委員会の考え方を押し付けず、地域の意見を尊重するということは良いこと

ですが、教育委員会もしっかり協議して進めていくべきだと思います。

【参事（兼）高校教育課長】

今御指摘いただいた件については、こちらでも十分考慮する必要があると思います。これまで、

第１校歌と第２校歌の歌う順番を場面によって変えるなど、様々なシュミレーションを意見交換

してきましたが、その辺りについてももう少し深く検証して、序列のようにならないよう配慮し

ていきたいと思います。

【白山次長】

こちらでも相当な時間を費やし、協議しました。統合高校の地元である仙北市に、県の教育委

員会の職員が業務を行っている準備室が設置されています。本当にこの案で大丈夫なのか、アン

ケート調査も行いました。また、両校の歴史的なことも踏まえて、課内でも、庁内でも、校長に

参加していただいて、十分な時間をかけて検討してきたところです。今懸念されていることにつ
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いては、不平等にならないよう慎重に扱うようにと、私たちも再三にわたってお話してきていま

すが、もう１年準備期間があることから、これからも十分時間をかけて、話し合っていきたいと

思います。せっかく統合し新たに出発することになりますので、このようなことから亀裂が入っ

たりしないように、委員の皆さんの心配を払拭できるよう、今後も話合っていきたいと思います。

【長岐委員】

この件については、報告事項ですので、すでに決まっているものですよね。

【参事（兼）高校教育課長】

校名は最終的に条例で、議会の議決を経て決定しますが、校章、校章については、教育長の委

任事項として、必要な手続きを経て決定しております。

【長岐委員】

先月の協議会において、この件について説明があり、方向性については説明していただきまし

たが、決まる前に経過を一度説明していただかないと、決まってから報告されても何のために会

議で議論しているかわかりません。今、世間では、教育委員会が形骸化していると言われていま

す。委任事項ではありますが、協議会で説明を受ける段階ではほぼ決まっておりますので、その

前の段階で説明していただけると、もっと充実した議論になると思います。これでは、形骸化し

てしまっています。

【白山次長】

１１月２２日の教育委員協議会において、校歌の歌詞もお示しした上で、第１校歌、第２校歌

として進めさせていただくことについて、説明させていただいております。その中で意見は頂戴

したと思っておりますので、その上で本日正式に報告させていただいています。

【佐藤委員】

このように決まる過程において、地域の方も含めて十分検討したとのことでしたが、第２校歌

の歌詞は全て「少女子われら」で終わっています。新しい男女共学の統合校において、どのよう

な場面で歌うかについても十分検討したのかどうか、お答えいただきたいと思います。

【参事（兼）高校教育課長】

第２校歌には「少女子われら」とあり、第１校歌は歌詞の４番に「男児の意気はここにあり」

と入っており、それぞれを変えるかどうかの議論もありました。しかし、それぞれ歴史のある校

歌として歌い続けてきたので、このままで継続してほしいというのが、推進協議会の最終的な意

見でありましたし、男女ともに歌詞の中にありますので、バランスの面から考えても、第１校歌、

第２校歌として進めることに問題ないと判断しました。

【田中委員】

私も第２校歌の「少女子」という歌詞が気になっており、第１校歌、第２校歌と決めても、実

際には、第２校歌は使われなくなるのではないかと危惧しましたが、そこまで具体的に議論され
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た上での決定であれば、そのように進めていただいても大丈夫だと思います。決定に至るまでの

経緯についても、最初だけでなく、その後も継承していただきたいと思います。

【北林委員】

協議会で議論する機会があったはずだとの話でしたが、協議会に提出された時点ではすでに事

務局内で決まっていますし、協議会で議論をしても、教育委員会会議で議論したことにはなりま

せん。あくまでも、この教育委員会会議の場が正式な議論の場です。協議会で議論を尽くし、教

育委員会会議で同じように報告したとしても、教育委員会会議が形骸化するのは当然のことです。

世間では教育委員会の形骸化が問題視されていますが、報告事項や専決処分の扱いについて、役

所で決まっていることを粛々と進めている限り、形骸化に進むのは仕方のないことです。報告事

項について、私たちがいくら意見を出しても、あくまでも報告に対して感想を述べているに過ぎ

ません。先ほど長岐委員がおっしゃったことは、今までの会議の進め方を改善しないと、形骸化

になるのは当たり前だ、ということだと思います。秋田県教育委員会は形骸化にならないつもり

で私たち教育委員は頑張っておりますが、どうしても形式的なことに縛られます。先ほど、協議

会で意見を言う機会があったはずだとおっしゃいましたが、協議会の時点ではすでに決まってい

る場合もありますし、協議会の時点では出なかった意見や感想が後から浮かび、教育委員会会議

で述べようと思うこともあります。あくまでも教育委員会会議での意見が私たちの正式な意思表

示ですし、考える時間もいただきたいと思います。

形式を秋田県なりに工夫していかないと、形骸化の流れを止めるのは難しいと、最近は特にそ

う思います。

【長岐委員】

私たちはレイマンですので、教育長をはじめとする事務局の方々に教育行政のほとんどを担っ

ていただいていることには、敬意を表します。協議会で説明していただくことはありがたいので

すが、協議会で説明していただく段階では、すでに決まっている場合がほとんどです。教育長に

委任しているというかたちですので、いつもとは違うことや大きな事案については、事務局で意

思統一する前に、過程や経過の段階でけっこうですので、情報を入れていただきたいと思います。

【猪股委員長】

協議会で説明していただくことは、非常にありがたいと思っていますが、その場ではなかなか

意見が出ないことがあります。レイマンの特徴だと思いますが、協議会の後、仕事などをしなが

ら思いついたりすることもあります。そういう場合に、教育委員会会議の場で意見を言うことは、

教育委員会の活性化のために意義があると思いますので、協議会については、これからも続けて

いただければありがたいと思います。しかし、長岐委員がおっしゃったように、今回の第１校歌、

第２校歌など、いつもとは少し異なる場合などについては、県民から質問が出ることもあります

ので、そういうものについては、事前に私たちが意見を述べる機会を設けていただきたいと思い

ます。その辺りの判断については、非常に難しいと思いますが、色々な場面でコミュニケーショ

ンを取りながら、やっていきたいということだと思います。北林委員がおっしゃいましたが、あ

くまでも私たちの意思は、この教育委員会会議での意見ですので、その部分については尊重して

いただきたいと思います。
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他になければ、次に、「秋田県立大曲養護学校仙北地区分教室（分校）の名称について」、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】

「秋田県立大曲養護学校仙北地区分教室（分校）の名称について」説明

【猪股委員長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【北林委員】

「分教室（分校）」となっており、実質は分校だと思いますが、正式名称を「分教室」とする

のはなぜでしょうか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

平成２５年４月に、分教室というかたちで開設させていただきますが、現在の仙北市角館地区

の児童館に間借りをさせていただくことになっています。この施設では、高等部までを設置する

ことは難しいため、義務教育段階である小学部と中学部のみを設置します。平成２８年４月から

は、新校舎になりますので、小学部、中学部、高等部を設置します。高等部を設置した時点で、

「分校」というかたちをとりたいと考えております。

【北林委員】

小学部、中学部だけの場合は、「分校」と名乗らないということでしょうか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

分校の場合、１校扱いになり、施設設備や教員の定数などが変わってきます。今回の分教室は、

間借りの状態であり、施設設備への投資は難しい状況もありますので、あくまでも大曲養護学校

の一つの教室と位置付けています。

【佐藤委員】

義務教育の過程では漢字も学びますし、「養護学校」という漢字の方がよっぽど難しいのに、

「せんぼく」を平仮名にした意味が理解できません。自分の名前や住所など身近な漢字ほど覚え

ますので、「せんぼく」についても漢字にしたほうが児童生徒が覚えると思います。なぜ平仮名

なのでしょうか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

漢字を使う案もありましたが、大曲養護学校は主に知的障害の子どもを対象としていること、

比内養護学校の２つの分校についても、「かづの分校」「たかのす分校」と平仮名にしているこ

と、地域名を平仮名で「せんぼく」とし、「仙北」と漢字を使っている他の学校と区別すること、

などの理由により、覚えやすく書きやすい平仮名にしました。
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【佐藤委員】

今後新しい特別支援学校を設置する場合は、学校名は平仮名を使っていくことになりますか。

【参事（兼）特別支援学校】

この流れは「天王みどり学園」から始まっており、最近では「きらり支援学校」がそうです。

子どもたちにとっての親しみやすさ、覚えやすさ、書きやすさを考慮すれば、新設の学校につい

ては、平仮名が主流となってくると思います。

【田中委員】

私は、逆に、この平仮名が良い印象を受けました。通う子どもたちだけでなく、地域の中でも

受け入れやすく、親しみやすい感じがします。例えば、特別支援学校に行くか、普通学校に行く

かを迷っている保護者にとっては、漢字の名称の学校よりは、親しみやすく柔らかい印象を受け

ると思います。

現在は、特別支援学校となっていますが、県内の養護学校について、今後名称を変える予定は

ないのでしょうか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

例えば、大曲養護学校については、現在、大曲仙北地区で「養護学校」と言えば「大曲養護学

校」というように、地域に定着しています。これを「大曲特別支援学校」とすれば、地域の人は

別の学校だと感じると思います。学校や地域から、「養護学校」を「特別支援学校」に名称を変

えてほしいと要望があれば、それを機会に変えようと考えておりましたが、逆に変えてほしくな

いと言われています。また、盲学校、聾学校についても、他県では「盲学校」「聾学校」の名称

がなくなっているところもありますが、本県では、ＯＢ始め多くの方々から、「盲学校」「聾学

校」を残してほしいという意見が聞かれます。先月１００周年を迎え、この１００周年が名称を

変える一つの機会だと思いましたが、逆に、本県では名称が残っていて良かったという声が多く

聞かれました。法律上は特別支援学校に位置付けられていますが、名称としては、地域や学校、

ＯＢにとって親しみのある「養護学校」を使わせていただいております。なお、新設の学校につ

いては、「特別支援学校」としていく予定です。

【北林委員】

「養護学校」も固有名詞化しているということですね。

【参事（兼）特別支援教育課長】

はい。そうです。

【猪股委員長】

他になければ、次に、「「秋田県保育所の設備及び運営に関する基準を定める条例案」の訂正

について」幼保推進課長から説明をお願いします。
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【幼保推進課長】

「「秋田県保育所の設備及び運営に関する基準を定める条例案」の訂正について」説明

【猪股委員長】

ただ今の説明について、質疑等ございませんか。

【北林委員】

保育所から請願が出されて、「変えてください」と言われたということですか。また、変えて

ほしいと保育所側が思った理由についても教えてください。

【幼保推進課長】

請願の１つ目である、「「従うべき基準」の条例化」は、保育所の質、水準を維持するために

重要な事項について、議会にかけない規則ではなく、きちんと条例に規定する形式をとってほし

い、という意見です。２つ目の請願は、保育所も児童福祉施設の１つであり、大きく捉えると社

会福祉施設の１つであるにも関わらず、秋田県社会福祉審議会の意見を聞いていないことについ

て、意見を聴取する手続きを踏んでほしい、という意見から出されたものです。

【北林委員】

保育所自らが、保育所の在り方について、これまで以上にきちんと示してほしいと請願を出し

てきたということですか。

【幼保推進課長】

位置付けを明確にしてほしいという意見だったと捉えています。

【長岐委員】

これは、全国的な傾向ですか。

【幼保推進課長】

傾向としては、条例に規定するところが割合としては多いと思いますが、条例の形式としては、

規則委任というかたちにできないわけではありませんし、そうしている都道府県もあります。

【佐藤委員】

本県では、認定こども園を推進していく立場なんですよね。

【幼保推進課長】

拡大していくということで、取り組んでいるところです。

今回の基準の内容については、幼稚園と保育所が一体となる認定こども園について、保育所と

しての基準を適用すると必ずしも満たしていないが、幼稚園としての基準を満たしている部分に

ついて、幼稚園の基準を満たしていることをもって、保育所の基準をクリアしているとみなすこ

とができると、特例として認めるものです。
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【佐藤委員】

保育所をどんどん設置しながら、一方で認定こども園など幼稚園と統合するような動きもあり、

その辺りの整合性について疑問に思うこともあります。幼保推進課としては、その辺についてど

のように説明しますか。

【幼保推進課長】

保育に対するニーズの受け皿として保育所があり、それを踏まえて整備も進んでいると捉えて

います。保育所は基本的に、日中子どもの面倒を見れない家庭の子どもを保育する施設ですので、

必ずしも子育てに係るニーズの全てを支援する位置付けにはなっておりません。教育的なニーズ

にも応え、保育の部分も担える施設として、認定こども園がありますので、利便性の高い施設と

して、認定こども園の拡大を進めていきたいというのが幼保推進課の立場です。

【佐藤委員】

既存の保育所において、認定こども園になりたくても、規模が小さくてなかなか発展していけ

ない保育所も出てくると思いますが、将来的なビジョンとして、どのように考えればいいのでし

ょうか。

【幼保推進課長】

地域によって異なるニーズにどのように応えていくかということについて、市町村において計

画を立てて整備していく、ということが、国で改正された子育て支援三法の趣旨の一つです。施

設単位でどのように進めていくのかも課題としてありますが、まずはニーズに応えられる体制を

整えることについて、実態などを踏まえ、今後市町村において計画を立てていくことになります

ので、その取組に対してサポートしていきたいと考えております。

【猪股委員長】

認定こども園の基準を検討する際も、秋田県社会福祉審議会の意見を聞く必要があるというこ

とですか。

【幼保推進課長】

この規定については、あくまでも保育所の規定です。

【猪股委員長】

他になければ、予定された案件は以上ですが、他に何かございませんか。

【参事（兼）高校教育課長】

県立花輪高等学校に勤務する臨時職員が、酒気帯び運転の容疑で逮捕されました件について報

告いたします。

逮捕されましたのは、花輪高等学校臨時職員、高橋幸徳、４８歳であります。高橋臨時職員は、

平成２４年１２月８日午後４時１７分頃、鹿角市花輪の市道で普通乗用車を運転中にスリップし、

対向車線にはみ出し、対向車と衝突する交通事故を起こしました。対向車の女性に怪我はありま
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せんでした。事故処理の際に行われた呼気検査において、基準を超えるアルコールが検出された

ことから、酒気帯び運転の容疑で逮捕されたものであります。高橋臨時職員は、現在も警察の取

り調べを受けており、事故の詳細な状況等については、まだ確認できておりません。

花輪高校では、前日の７日に、ホテル鹿角において学校全体の忘年会を行っており、高橋臨時

職員は宿泊をして、２次会まで参加しております。２次会は午後１１時頃終わっておりますが、

その時高橋臨時職員はその会場で寝ていたとのことであります。次の日、高橋臨時職員は午前６

時３０分頃起きており、午前８時頃朝食を取り、８時５０分頃から９時２０分頃までは大浴場で

入浴をしております。学校の調査では、この日の朝に高橋臨時職員が飲酒をしている姿を目撃し

た職員はおりません。なお、９時２０分以降、他の職員は帰宅等しておりますので、高橋臨時職

員のその後の行動については不明である、という状況でした。高橋臨時職員は、今年度の障害者

雇用促進事業におきまして花輪高校で採用になり、５月１日から勤務をし、事務室の補助的業務

を行っておりました。学校では、９日午後２時に職員を招集し、緊急の職員会議を開き、１０日

朝には、全校集会で生徒に状況を説明して謝罪いたしました。同日、保護者に対してもお詫びの

文書を配付しております。

１０月に発生しました小学校教諭による酒気帯び運転事案を受けまして、１１月８日に高校の

臨時教頭・副校長会議を開催し注意を喚起し、各校においても防止のための取組を強化している

中で再びこのようなことが起こったことは、教育に対する信頼を損ねることであり、大変申し訳

なく思っております。高校教育課としましては、臨時職員や非常勤職員についても、正規職員と

同様、徹底した指導を行い、学校に勤務する者としての責任と自覚を促すことや、改めて飲酒・

酒気帯び運転の防止に向けて、強く各校で指導するよう指示したところであります。今後、一層

不祥事の再発防止に向けて、指導の徹底を図ってまいりたいと思っております。

【猪股委員長】

ただ今の説明について、何かございませんか。

他に、何かございませんか。

【北林委員】

先日、聾学校１００周年記念式典に出席させていただき、１００周年記念誌をいただきました。

それを拝見したところ、卒業生の方々の文章が載っており、その中で一つ、目に留まったものが

ありました。それは昭和４３年に卒業された方の文章でしたが、「当時は口話教育だけで手話は

なく、授業が全く分かず、素晴らしい才能を持った同級生や先輩、後輩も、教育的な不備によっ

て、芽が出ずに卒業する人を何人も見てきた。自分たちは、耳が聞こえないことによる欠格条項

を撤廃する運動を行い、条件は整った。どうか後輩たちに、医者になるという希望を託したい。

笑う人がいるなら笑ってもいい。頑張ればできるようになるはずだから、どうにかこの夢を叶え

てほしい。」という内容でした。医者になってほしいというのは、医者に象徴されるような、才

能を伸ばせるような教育をしてほしいということだと思いますし、耳が聞こえないことにより、

医者と近い関係にあるということもあり、耳が不自由な人の中から、ぜひ医者になってほしいと

いう希望であると、私は思いました。耳が不自由という面からすれば同じでも、様々な能力をも

った子どもがいます。そのような能力を伸ばすような支援も近年は行われているとは思いますが、

医者になった方は確かに聞いたことがありませんし、実際は、そのような能力を伸ばすような教
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育体制はどうなっているか、伺いたいと思います。

【参事（兼）特別支援教育課長】

聾学校では、幼稚部から高等部専攻科という流れの中で、小・中・高校と準ずる教育課程や、

知的障害の学校と同じ教育課程など、その子の障害に応じた教育課程で学んでいます。また、準

ずる教育課程で教育を受けている子どもの中でも、大学進学を目指す生徒については、例えば模

擬試験を受ける際に、秋田南高校にお邪魔し、いつもより大きな会場で秋田南高校の生徒と一緒

に試験を受けさせたり、補習に一緒に参加させていただいたりするなどの経験を積ませ、今年は

宮城教育大学に合格した子どももおります。子どもの進路希望を叶えさせるために、個別に対応

しているところです。

【北林委員】

今まで、医者になった生徒はいらっしゃいますか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

私の知る限りでは、本県ではいないと思います。

【北林委員】

作業製品のロゴマークを考案した生徒については、デザインのセンスが良く、その道でプロと

してやっていけるのではないかと私は思っています。そういう才能がある子どもには、その才能

を伸ばす支援をしてほしいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

【猪股委員長】

他になければ、以上で本日の会議を閉じます。

お疲れさまでした。


