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平成２５年第２回教育委員会会議録

１ 期 日 平成２５年２月７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４５分

５ 出席委員 猪股 春夫

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 １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 ２号 教職員の懲戒処分案について

８ 承認した事項

報告第 １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 ２号 教職員の懲戒処分案について

10 報告事項

・秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験について

・平成２５年度秋田県立中学校入学者選抜結果について
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・平成２５年度秋田県公立高等学校入学者選抜前期選抜学科別志願状況

・平成２６年度秋田県公立高等学校・県立中学校入学者選抜に係る日程について

・平成２５年３月卒業予定者の就職内定状況について

・能代松陽高等学校校歌について

・文化財の国指定について

・体罰等不祥事発生防止に向けた取組状況について

11 会議の要旨

【猪股委員長】

ただいまより、平成２５年第２回教育委員会会議を開催いたします。

会議録署名員は２番田中委員と４番佐藤委員にお願いします。

はじめに、報告第１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１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１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】

補正予算において、いくつか増額になっているものがありますが、増額になっている項目につ

いて内容を説明していただけないでしょうか。

【総務課長】

事務局管理費で５９３万８千円増額になっております。これは人事交流をしている秋田市から

派遣されている職員の給与の負担金分が確定したことに伴い、増額になっているものです。

【施設整備室長】

財産管理費で４８２万円を増額しておりますが、これは、六郷高校の体育館工事のため、土地

の一部を美郷町に譲渡することになりましたが、その土地に国有地が含まれており、その国有地

を買い上げるための予算額であります。

【教職員給与課長】

給与費に増額はありませんが、３目教職員人事費の「０２教職員給与管理費」で３，９９８万

４千円を増額しております。これは、平成２３年度の国の人事院勧告の実施が遅れたため、概算

交付決定に勧告の内容が反映されず、精算予定額が交付済額を下回る見込みとなり、その差額を

返還するものです。返還額は４，０２０万４千円ですが、事務管理費で２２万円の減額がありま
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すので、差し引いて３，９９８万４千円の増額となっております。

【幼保推進課】

３款２項１目の「０１保育振興事業費」ですが、保育士の登録事務を委託しており、件数に応

じて額が確定することになっており、当初見込より登録事務の件数が多かったため、増額してお

ります。また、２目児童措置費の「０１保育所運営費負担金」は、民間保育所の運営費に対し、

４分の１を県が負担しておりますが、当初見込みより利用児童数が増えたことにより、その負担

が増え、増額することになりました。さらに、１０款１項４目の教育振興費の「０２子育て支援

等臨時対策基金積立金」は、これはいわゆる「安心こども基金」の積立ですが、１２月の経済対

策により「安心子ども基金」の増額交付が行われましたので、その配付額を基金に追加交付する

ことで計上しているものです。

【義務教育課】

１０款３項１目教職員費の「０１少人数学習推進事業」の中学校分についてですが、予算計上

時より生徒が増えたため、その分非常勤講師が２名増えたことによる増額になります。

【参事（兼）高校教育課長】

高校教育課で増額補正はありません。

【参事（兼）特別支援教育課長】

特別支援教育課においても、増額補正はありません。

【生涯学習課長】

１０款６項４目の「０１秋田県美術品取得基金積立金」は、基金の運用利子収入の確定により

増額するものです。また、「０３近代美術館管理運営費」及び８目の「０３図書館管理費」です

が、これは電気使用料の実績増による増額になります。さらに、「０７少年自然の家プロジェク

ト・アドベンチャー活動支援事業」及び「０８わんぱく・３ぱく・体験活動プロジェクト事業」

についてですが、これらは緊急雇用基金を活用した事業であり、３月から新規雇用予定である指

導補助員等の賃金等について増額しようとするものです。なお、「少年自然の家プロジェクト・

アドベンチャー活動支援事業」で６名、「わんぱく・３ぱく・体験活動プロジェクト事業」では

８名の、合わせて１４名を雇用する予定です。

【文化財保護室長】

文化財保護室では、増額補正はありません。

【保健体育課長】

１０款７項１目の「０１医療費補助金」が増額になっておりますが、これは学校保健に関わる

医療費が当初見込みより増額になった分です。
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【福利課長】

福利課においては、増額補正はありません。

【長岐委員】

今、報道で多く取り上げられている、いじめや暴力行為等について、義務教育課の事業の中で

は、補正予算にも当初予算にも項目がありますが、高校教育課においては、今回の補正予算や当

初予算の中にいじめ対策費の予算はないように見受けられます。後から補正するものなのか、そ

れとも計上されている事業の中に盛り込まれているのか、そのあたりを教えていただきたいと思

います。

【参事（兼）高校教育課長】

１０款４項２目学校管理運営費の「０２生徒指導推進事業」において、生徒指導推進協議会を

立ち上げ、学校と地域、警察などの機関と連携して生徒指導やいじめ問題等について取り組んで

います。

【義務教育課長】

義務教育課の「不登校・いじめ問題等対策事業」の中に、「高等学校スクールカウンセラー配

置事業」が含まれており、５５校にスクールカウンセラーを配置する予算が計上されております。

【佐藤委員】

スクールカウンセラーを配置する事業は今までもあったと思いますが、これまでと比べて増え

ているものでしょうか。

【義務教育課長】

この事業は国の委託事業ということもあり、大きな増減はありませんが、平成２５年度は若干

ですが、減になっています。ただ、今後加配事業を計画しておりますので、それによってはスク

ールカウンセラーの事業の予算が増える可能性はあります。

【田中委員】

今問題になっている部活動などでの体罰について、これからも秋田県教育委員会として対策を

進めていかなければならないと思いますが、その予算については、保健体育課の予算の中にある

でしょうか。

【保健体育課長】

体罰対策に直接関わる予算はありませんが、外部指導者の招聘や教員の研修に関する予算は６

月補正に計上する予定です。

【佐藤委員】

最近は英語教育が重視されていますが、高校教育課の「あきた発！英語コミュニケーション能

力育成事業」だけでなく、各課で英語教育に関する事業があれば紹介してください。
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【義務教育課長】

１０款２項１目教職員費に「０３小学校外国語活動研修事業」がありますが、これまで小学校

の外国語の研修を５か年研修として行ってきており、２５年度で５年目となります。英語コミュ

ニケーション能力育成事業の一環として計上しています。

【参事（兼）高校教育課長】

「あきた発！英語コミュニケーション能力育成事業」には、小・中・高を通しての指導目標の

設定や中学校の英語教育の充実を目指す内容も含まれております。

【猪股委員長】

「あきた発！英語コミュニケーション能力育成事業」についてですが、有識者の英語コミュニ

ケーション能力育成懇談会において、ＡＬＴが不足しているのではないかという意見がありまし

たが、そのことについて何か対応されているものでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

平成２５年度当初予算においては、今年度と同じ数で計上しておりますが、６月補正において

増員を要望したいと考えております。

【義務教育課長】

小・中学校においては、市町村で予算化して対応することになりますが、現在は２４市町村で

８９名のＡＬＴがおります。ＡＬＴのほかにも、国際教養大学の学生を活用するなど、市町村独

自の英語力の向上を目指す取組を行っております。

【猪股委員長】

全体の予算の中で人件費が８５．１％とのことでしたが、人件費と先日の協議会において説明

していただいた事業費のほかに、どのような予算があるのか概略を教えていただけないでしょう

か。

【総務課長】

平成２５年度当初予算ですと、先ほども申し上げたとおり、人件費が８５．１％、物件費が３．

５％、その他の行政経費が５．８％、維持修繕費が０．１％、補助投資事業費が１．７％、単独

投資事業費が３．７％となっており、人件費が大部分を占めているという性質別の内訳になりま

す。

【猪股委員長】

行政経費と事業費とがだいたい同じくらいの割合になると思いますが、事業費と同じくらいほ

かの行政経費があるということでしょうか。

【総務課長】

人件費以外の１４．９％が事業費になります。
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【猪股委員長】

私たちが説明を受けたのは約６０億についてですが、残りの予算についても詳しい説明が必要

なのではないでしょうか。「その他の行政経費」と言われても、何のことだか分かりませんので、

具体的にどのような経費が含まれるのか教えていただきたいということです。

【総務課長】

後日、別途資料を作成し、お示ししたいと思います。

【長岐委員】

議会で議決される前には何とも言えないと思いますが、現段階における教育関係の要求予算の

手応えについて教えてください。

【粟津次長】

２５年度当初予算における教育関係予算は１，０８２億３，６１６万円ですが、２４年度当初

予算は１，１１０億４，０７３万円ですので、約２８億円の減であり、率にして２．５％の減に

なります。県の全体の当初予算は、２４年度の当初予算と比較しますと３．８％の減になってお

りますので、財政が非常に厳しい中で、また、骨格という制約の中では、例えば私立学校の運営

費の補助金や学校の施設整備関係の予算、中学校２年生までの拡充を含めた少人数学習に係る予

算、英語コミュニケーション能力育成事業、新県立美術館魅力創出事業など、大きな部分につい

ては確保できたと考えております。必要なものについては、さらに６月補正で計上したいと考え

ています。

【田中委員】

過去のことを蒸し返すようで申し訳ないですが、人件費の計算誤りは、今回はないと思ってよ

ろしいでしょうか。

【教職員給与課長】

人件費の計上ミスがあったのは、平成２３年度当初予算の計上でしたが、その後は、教職員給

与課で給与全体を担当することになり、職員も複数で担当する体制もできました。また、事務処

理の日数も、前よりも余裕を持ったスケジュールになりましたので、誤りはないものと考えてお

ります。

【猪股委員長】

それでは、他になければ、報告第１号について、承認してもよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【猪股委員長】

それでは、報告第１号を承認します。
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今回は教育委員協議会において事前に説明していただき、予算については以前よりも活発に審

議できたと思います。

次に、報告事項に入ります。

「秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験について」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】

「秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験について」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。

【佐藤委員】

県内に寄宿舎はいくつあり、一つの寄宿舎に指導員は何名必要なのでしょうか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

寄宿舎がある特別支援学校は、比内養護学校、能代養護学校、栗田養護学校、秋田きらり支援

学校、大曲養護学校の５校であり、寄宿舎生は２１１名おります。寄宿舎は夜の勤務もあります

ので、最低でも１１名から１２名の寄宿舎指導員が勤務することになっています。

【佐藤委員】

寄宿舎生の頭数によって、指導員の人数も決まるのでしょうか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

児童生徒数に応じた配置になります。なお、寄宿舎には、指導員だけではなく、舎監として教

諭１名も泊まったり、宿泊だけ対応する非常勤職員を配置したりしながら、寄宿舎の夜の体制を

確保しています。

平成１５年度から、寄宿舎指導員を２１名減らすことを目標に取り組んできましたが、その目

標はすでに達成しており、１１名多い３２名減じており、これから何年かは新しく採用すること

が可能であると考えております。

【佐藤委員】

どのような資格が必要なのでしょうか。

【参事（兼）特別支援教育課長】

応募の基準としては、「高校卒業程度以上の学力を有する者」を予定しています。

【猪股委員長】

他になければ、次に、「平成２５年度秋田県立中学校入学者選抜結果について」及び「平成２

５年度秋田県公立高等学校入学者選抜前期選抜学科別志願状況」及び「平成２６年度秋田県公立

高等学校・県立中学校入学者選抜に係る日程について」、高校教育課長から説明をお願いします。
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【参事（兼）高校教育課長】

「平成２５年度秋田県立中学校入学者選抜結果について」説明

「平成２５年度秋田県公立高等学校入学者選抜前期選抜学科別志願状況」説明

「平成２６年度秋田県公立高等学校・県立中学校入学者選抜に係る日程について」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。

【田中委員】

「平成２５年度秋田県立中学校入学者選抜結果について」ですが、以前大館市で話を伺ったと

きに、子どもが減少してきている中で、市内の中学校と県立中学校で取り合いになってしまうと

いう話が出てきたことがありました。大館国際情報学院中学校は大館市にありますが、県北地区

から誰でも行けるような、また、横手清陵学院中学校は横手市にありますが、横手市からだけで

なく県南地区どこからでも通えるような、そういう体制ができ、魅力のある学校であれば、もっ

と希望する児童は増えると思います。実際に、この２校を受検した児童について、地域別の志願

者数を教えていただけますか。

【参事（兼）高校教育課長】

大館国際情報学院中学校においては、大館・北秋田地域から７２名、鹿角地域から１８名、能

代・山本地域から５名です。横手清陵学院中学校においては、横手・平鹿地域から４２名、湯沢

・雄勝地域から１０名、大仙・仙北地域から１３名、県外から２名との報告を受けております。

【田中委員】

なぜ県外から受検されたのでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

東京都と宮城県からですが、家族が住んでいないと志願はできませんので、転勤等の事情によ

り、本県に引っ越しするなどの理由が考えられます。

【田中委員】

思っていたよりも広範囲から受検されていることが分かりました。ぜひ学校の魅力を伝えて、

優秀な生徒をたくさん集めて、活気のある学校にしていただきたいと思います。

【参事（兼）高校教育課長】

両校は、開校当時から、地元の中学校との共存を考え、大館国際情報学院中学校では、大館・

北秋田地域だけでなく、鹿角地域、能代・山本地域、全ての小学校に募集案内を届けながら、情

報提供してきました。同じように、横手清陵学院中学校においても、横手・平鹿地域だけでなく、

湯沢・雄勝地域、大仙・仙北地域にも情報提供してきました。このような取組は、引き続き行っ

ていきたいと考えております。
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【猪股委員長】

他になければ、次に、「平成２５年３月卒業予定者の就職内定状況について」及び「能代松陽

高等学校校歌について」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３月卒業予定者の就職内定状況について」説明

「能代松陽高等学校校歌について」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。

私から質問させていただきますが、就職内定状況についてですが、今年は内定取り消しという

動きはないでしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

現在、そのような報告は受けておりません。

【猪股委員長】

経済情勢が好転している方向にありますので、そのようなことがないのは良いことだと思いま

す。

【田中委員】

自営業を営んでおりますので、採用をご検討くださいということで、今年も数人の生徒の自己

アピールシートがハローワークから届きました。自己アピールシートを見てみると、子どもたち

は一生懸命書いているのが分かりますが、先生のコメント欄に、きちんと書いている先生もおり

ますが、中には一行だけ簡単に書いていたり、もう少し生徒のように一生懸命書いてほしいと思

うコメントがあったりします。企業がその生徒のことを採用してもいいなと思えるように、先生

たちも心を込めて書いていただければ、結果が変わってくることもあると思います。頑張ってい

る先生やコーディネーターの方がたくさんいる中で、そのような先生はわずかだとは思いますが、

ぜひ皆さんでサポートして、たくさんの生徒の内定が決まるように頑張っていただきたいと思い

ます。

【参事（兼）高校教育課長】

今御指摘いただいたことがあるとすれば、必ず改善する必要がありますので、もう一度取組状

況を確認しながら、指導を徹底していきたいと思います。担当の教師が書いたものをそのまま生

徒に渡している可能性もありますので、進路指導主事や教頭など複数の職員で確認する体制にな

っているか、改めて点検して指導をしていきたいと思います。

【猪股委員長】

他になければ、次に、「文化財の国指定について」文化財保護室長から説明をお願いします。
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【文化財保護室長】

「文化財の国指定について」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。

特になければ、次に、「体罰等不祥事発生防止に向けた取組状況について」関係課長から説明

をお願いします。

【義務教育課長】

「体罰等不祥事発生防止に向けた取組状況について」説明

【参事（兼）高校教育課長】

「体罰等不祥事発生防止に向けた取組状況について」説明

【参事（兼）特別支援教育課長】

「体罰等不祥事発生防止に向けた取組状況について」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。

【佐藤委員】

体罰に係る調査の新たに実施する調査についてですが、この調査はアンケート調査でしょうか。

【義務教育課長】

文部科学省からの調査のままだと、第１次報告と変わらないものになってしまう懸念もあり、

文部科学省からの指示はありませんが、県独自にアンケートの形式にして、児童・生徒、保護者、

教職員それぞれから、糊付けした封筒に入れて、提出してもらうことにしています。その回答を

市町村教育委員会ごとにまとめて県教育委員会に報告し、県全体を取りまとめて、文部科学省に

報告することにしています。

【佐藤委員】

４月３０日までには文部科学省に提出とありますので、その前には、私たち教育委員にも報告

していただけるのでしょうか。

【義務教育課長】

整理した上で、教育委員の皆様にもお示ししたいと思います。

【佐藤委員】

今回の調査には、教職員からの体罰だけでなく、児童・生徒から教職員に対する誹謗・中傷、

暴力等は入りますか。
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【義務教育課長】

入っておりません。

【佐藤委員】

入れなくてもいいですか。

【義務教育課長】

基本的には、文部科学省への報告の内容を、具体的に、実態に即した形で把握したいというこ

とから、児童・生徒、保護者、教職員を対象に調査するものであり、あくまでも基本は文部科学

省の調査項目を考えています。

【佐藤委員】

今回は国からの調査に基づいて実施するということは分かりましたが、いずれ調査する機会を

設けてほしいと思います。学校の先生も頑張っていると思いますが、このような調査ばかりを実

施すると、どうしても先生たちが委縮してしまうのではないかと懸念しています。お互いに人権

を尊重し合わなければなりませんので、他人の人権を守ることが大事だと指導する意味も含めて、

いずれ調査していただきたいと思います。

【義務教育課長】

教師への暴力等については、すぐに報告するよう指導はしていますが、学校で情報が止まって

いる可能性もありますので、今後、そのような調査の機会を設けたいと思います。

【猪股委員長】

調査は目的ではなく、あくまでも手段にすぎません。教育委員会としては、全ての子どもたち

の健全な育成が一番の目的ですので、その目的を達成するために、あらゆる手段を考えてほしい

ということが佐藤委員の意見だと思いますので、ぜひ検討をお願いいたします。

【長岐委員】

この話題は、報道でも多く取り上げられており、ホットな話題です。今までの取組や今後の取

組も非常に大切なことですが、現在、秋田県において、体罰があるのかないのか、各課で把握し

ている範囲でけっこうですので、具体的に教えていただきたいと思います。特に高校教育課にお

いては、新聞報道でもありましたが、昨年アンケート調査を実施しているとのことでしたので、

集計ができるとかできないとかではなく、体罰と思われる事案があったかどうか具体的な話を、

差し支えない範囲でお答えください。学力だけが全てではありませんが、秋田県は教育の分野で

は有名な県の一つです。ぜひ、単刀直入にお答えいただきたいと思います。

【参事（兼）高校教育課長】

昨年の８月に、「人権に関するアンケート」として、教職員からの人権侵害にあたる行為があ

ったかどうか調査を実施しました。調査項目の中に、「先生から叩かれたり蹴られたりしたこと

があるか」という項目があり、部活名や委員会名は記入するものの、無記名で「Ｙｅｓ」「Ｎ
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ｏ」で答える形にしました。いつからそのような行為があったかという期間の限定をしなかった

ため、中学校の時の行為が記入されたものもありました。内容については、各学校において管理

職が精査しながら確認し、心配な事案については、生徒が特定できる場合には聞き取り調査をし

たり、該当の教師にも聞き取りするなどして調査を進めてもらいました。中にはふざけて記入し

たと思われるものもあったようですが、各校において、体罰的な心配要素は数件あったという状

況のようでした。精査した上で、心配なものについては教育委員会に報告するよう言っておりま

すが、現在のところ、１、２件、報告が上がってきております。調査は無記名で行いましたので、

生徒の特定が難しいところもありました。そのようなことも踏まえ、文部科学省の調査への対応

の仕方を考えているところです。

【参事（兼）特別支援教育課長】

平成２４年度については、体罰に係る学校からの報告及び保護者等からの訴えはありません。

【義務教育課長】

市町村教育委員会からの報告では、今年度は２月１日までに４件、そのうち１件は小学校です

が懲戒処分になっています。その他は、中学校において３件あり、市町村教育委員会において訓

告として指導されています。

【長岐委員】

高校教育課において、生徒や保護者から訴えがあるものは、現在はないということでよろしい

ですか。

【参事（兼）高校教育課長】

アンケートに記入されているのは、２件あります。

【長岐委員】

生徒や保護者から訴えがあるという形ででしょうか。

【参事（兼）高校教育課長】

教育委員会に直接訴えがあったのは１件であり、そのことについては、現在調査をしていると

ころです。このようなアンケートを実施しているとのことから、学校にも保護者から訴えがあっ

たと聞いております。

【長岐委員】

少し心配な事案はあるものの、現段階で入っている情報においては、今お話しいただいたもの

以外で大きい事案はないと理解してもよろしいですか。

【参事（兼）高校教育課長】

ひどく大きな事案はないものの、体罰を実際に行っていたのは２件あります。処分については、

現在検討中です。
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【長岐委員】

体罰については、「体罰とは何か」から深く議論しなければならないと思います。私は、今日

ここに来る前に、最高裁の判例を調べてきました。平成２１年４月２８日の判決ですので、時代

とともにどう変化するか分かりませんが、「悪ふざけをした２年生の男子を追いかけて捕まえ、

その胸元を右手で掴み、壁に押し当て大声で「もうするなよ」と叱った」行為は体罰かどうかが

争われ、最高裁は「これは教育的指導の範囲を逸脱するものではなく、違法性は認められない」

と結論を出した事案がありました。ありとあらゆる有形力の行使を体罰と言われると、先生たち

は委縮してしまいます。国への報告とは別にして、秋田県教育委員会では体罰をどう捉え、どの

ようにして明らかにしていくかを考えていかなければいけないと、私自身も思いますし、各課長

たちにもよろしくお願いしたいと思います。

【佐藤委員】

この調査の実施にあたって収集した資料の扱い方について、国から何か示されたものはあるで

しょうか。例えば、正直に回答することにデメリットがないということに、どの程度ふれられて

いるでしょうか。

【義務教育課長】

この調査の趣旨は「児童生徒に対する体罰の実態を把握し、体罰禁止の徹底を図るもの」とさ

れています。児童生徒に対する懲戒の考え方についても記載されておりますが、「平成１９年２

月の文部科学省初等中等教育局長通知を基に判断する」とあります。内容としては、「身体に対

する侵害を内容とした懲戒」「肉体的苦痛を与える懲戒」と判断された場合は、体罰に当たると

されています。平成２１年の４月に最高裁判決がありましたが、その目的、対応、程度と時間な

ども総合的に考慮して判断していかなければならないと思います。

【猪股委員長】

いじめのアンケート調査を行ったときも、いじめの件数が非常に多いところと少ないところが

はっきりしていました。それぞれの解釈が異なると、実態とかけ離れた結果になりうるという意

味で、不利が生じる可能性もあるということだと思います。そのことに対し、何か保障するよう

な内容の文言が入っているものでしょうか。

【義務教育課長】

そういう内容の文言はありません。

【長岐委員】

それは文言で記載されているかどうかは別問題であり、今報告するようにと文部科学省から求

められていることについて、報告したら不利益があるということがあれば、それは文部科学省に

問題があると思います。あるものはある、ないものはない、として、把握できる範囲の内容を報

告すればそれでいいと思います。
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【田中委員】

そのアンケートは、児童生徒と保護者を対象としたアンケートですよね。教職員に対しても行

うのですか。

【義務教育課長】

教職員にも行います。

【田中委員】

このアンケート調査は、無記名とはいえ、先生たちであれば筆跡などで誰が書いたか分かるも

のだと思います。アンケート調査の開封は、どこで行うのでしょうか。

【義務教育課長】

そのことについては、現在検討しているところですが、市町村教育委員会で全てを開封するこ

とになれば、膨大な量になりますので、記名をして封筒に入れ、糊付けした上で提出し、学校ご

とに管理職が開封して、市町村教育委員会に報告することを考えています。

【田中委員】

これは人権侵害に当たらないとか、これは重大だなどの判断を学校がするのでしょうか。

【義務教育課長】

教育委員の皆様に、調査票の案をお送りし、御意見を伺いたいと思います。具体的に、「この

ような行為をされたことがありますか」という質問項目に対し、「ある」「なし」で回答しても

らうことを想定しています。

【田中委員】

私が言いたいことは、生の声が途中で消えたりしないように、きちんと県教育委員会に届くよ

うに配慮していただきたいということと、出てきたものに対し、それを罰するというよりは、ど

のように対処していくかを考えていただきたいということです。「愛のムチ」として体罰を経験

してきた先生の中には、そういう指導の仕方しか分からない先生もいるかも知れません。１月の

読売新聞に、元巨人軍の桑田真澄さんのコメントが記載されていましたが、今の時代に合った指

導方法をきちんと教えていかなければいけないですし、ただ罰すればいいというわけではなく、

今回のアンケート調査の結果を今後の指導に生かしてほしいと思います。

【佐藤委員】

調査自体にももちろん意義はあると思いますが、どうしても懲罰的・糾弾的になってしまいま

す。過去のことを罰するだけでなく、これから良くしていくための指導方法を考えることも大切

にしていただきたいと思います。

【長岐委員】

私個人的には、各学校で開封するのはではなく、その学校の関係者以外がチェックするのが一
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番いいと思いますが、学校の自浄能力があるかないかについても、今回の調査で試されている部

分もあると思いますので、頑張っていただきたいと思います。

【義務教育課長】

罰することを目的にこの調査を行うわけではありませんが、実態をしっかり把握し、内容によ

って罰すべきものは罰しなければいけません。事案を通して、防止に繋がるようなヒントも出て

くるかと思いますので、在り方等も含めて、考えていきたいと思います。

【猪股委員長】

部活動の在り方について、しっかりと見直し、再確認する時期だと思います。教育委員会とし

て、私たちも議論を深めなければならないと思います。教育委員協議会においても、１回しか議

論しておりませんので、もっと全員で議論を深めるべきだったと反省しています。

【米田教育長】

体罰の調査については、しっかり調べて、その後どう対処するかが一番大事だと思いますので、

しっかりとやりたいと思います。部活動の指導に当たっては、だいぶ前からコーチングの理論を

様々な講習会等で顧問の先生に聴かせる機会を与えています。「コーチ」そもそもの意味は、

「馬車に乗せて目的地まで連れていく」ということです。コーチと生徒がコミュニケーションを

とって、生徒たちが辿り着こうとする目的地にしっかりと連れていくことが本来の役割ですので、

日常生活の指導を通して、本来の役割がなされるようにすることが第一であることを改めて認識

してもらうように、繰り返し指導をしていく必要があると思います。関係各課で協力して、より

効果的な指導ができるようにしていきたいと思います。

【猪股委員長】

それでは、次に、議案第２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。

【猪股委員長】

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。
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