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平成２７年第１１回教育委員会会議録

１ 期 日 平成２７年７月１６日 木曜日

２ 場 所 教育委員室

３ 開 会 午後２時０３分

４ 閉 会 午後４時０９分

５ 出席委員 北林真知子

田中 直美

長岐 和行

伊藤佐知子

岩佐 信宏

米田 進

６ 説明のための出席者

教 育 長 米田 進 教育次長 今井 一

教育次長 鎌田 信 総務課長 佐藤雅彦

施設整備室長 田松和彦 教職員給与課長 碇屋裕一

幼保推進課長 小柳公成 義務教育課長 廣野宏正

高校教育課長 安田浩幸 特別支援教育課長 西嶋崇広

生涯学習課長 沢屋隆世 文化財保護室長 近江谷正幸

保健体育課長 木浪恒二 福利課長 相原和義

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

議案第２５号 教育庁職員の任免について

議案第２６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２７号 秋田県立中学校学則の一部を改正する規則案について

議案第２８号 秋田県障害児就学審議会委員の任命について

議案第２９号 秋田県社会教育委員の任命について

議案第３０号 秋田県立図書館協議会委員の任命について

議案第３１号 秋田県立近代美術館協議会委員の任命について

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
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９ 議決した事項

議案第２５号 教育庁職員の任免について

議案第２６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２７号 秋田県立中学校学則の一部を改正する規則案について

議案第２８号 秋田県障害児就学審議会委員の任命について

議案第２９号 秋田県社会教育委員の任命について

議案第３０号 秋田県立図書館協議会委員の任命について

議案第３１号 秋田県立近代美術館協議会委員の任命について

10 報告事項

・平成２７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

・職員の管理監督について

・平成２７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

【北林委員長】

ただいまより、平成２７年第１１回教育委員会会議を開催いたします。

会議録署名員は２番長岐委員と３番伊藤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２５号「教育庁職員の任免につい

て」と、報告事項「職員の管理監督について」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。

【北林委員長】

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

【北林委員長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。
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【田中委員】

幼保推進課の事業は、対象の施設や人数が決まった上での補正予算のようですが、義務教育課

の「新たな学びに関する資質能力向上のためのプロジェクト」の予算は、どこでどのようなこと

に使われるのでしょうか。

【義務教育課長】

国の委託を受けての事業でありまして、県で執行する旅費などの経費です。国のアクティブ・

ラーニングの研究プロジェクトとして進めていく中で、本県の取組についても情報提供したり、

検証したりということで関わっていくのですが、本県の教員が他県に視察に行くなどの旅費とし

ていただいております。どこに使ってもらうということではなく、こちらで執行する経費でござ

います。

【田中委員】

本県の教員が他県で秋田県の取組を伝えたり、他県の良い取組を視察したりする旅費に使われ

るということですね。

【北林委員長】

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。

【北林委員長】

それでは、報告第７号を承認します。

次に、議案第２６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。

【高校教育課長】

議案第２６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

【北林委員長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【北林委員長】

特になければ、表決を採ってよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。



- 4 -

【北林委員長】

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。

【北林委員長】

それでは、議案第２６号を原案のとおり可決します。

次に、議案第２７号「秋田県立中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。

【高校教育課長】

議案第２７号「秋田県立中学校学則の一部を改正する規則案について」説明

【北林委員長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【長岐委員】

秋田南高等学校中等部の定員が８０人である理由を簡単にお聞かせください。

【高校教育課長】

県立中学校の定員については、県北・県南は生徒の減少数が大きいこともあり、定員を７０人

に減少しましたが、もともとは８０人でしたし、学級単位が４０人ということを考えて８０人と

しました。

【北林委員長】

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。

【北林委員長】

では、表決を採ります。

議案第２７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。



- 5 -

【北林委員長】

それでは、議案第２７号を原案のとおり可決します。

次に、議案第２８号「秋田県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。

【特別支援教育課長】

議案第２８号「秋田県障害児就学審議会委員の任命について」説明

【北林委員長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【長岐委員】

１から５までの委員は、医師会からの推薦ということが前提になっているのですね。

【特別支援教育課長】

医師会からの推薦ということで選任しております。

【長岐委員】

県の審議会等の委員は、原則２期というルールはあるけれども、その部分で特段の事情がある

のだと理解してよろしいでしょうか。

【特別支援教育課長】

原則２期ということではありますが、「ただし、特別の事情がある場合は除く。」と、要綱に

ございます。

【長岐委員】

原則２期で、例外が特段の事情ということになっていますね。１４期となると、今までの生涯

学習課などで議論してきたことからすると、もう次の世代の方に渡してもいいのではないかとい

う気はします。医師会から推薦されてきたものを断るわけにはいかない、専門的な分野があるの

だから、そこに特段の事情があるのだというふうに理解してこの案を見ていたのですが、そうい

うことでよろしいかどうかの確認です。

【特別支援教育課長】

はじめに結論を言いますと、長岐委員がおっしゃったとおりであります。医師会からの推薦を

いただく際には、医師会長と面談をしまして、こちらからはどういった方々が必要かというあた

りも説明して、医師会としてそれぞれの障害の専門の医師の中でいろいろ話し合っていただいて、

挙がってきているということであります。補足でありますが、遠藤先生は、この審議会が始まっ

たあたりから関わっていただいておりますが、今現在も肢体不自由の方々の手術や相談など、い

ろいろなケースにも携わっており、医療療育センターで先頭に立っている方です。そのようなこ

ともあっての推薦ということだそうであります。
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【長岐委員】

政界や経済界など、どの業界もそうですが、やはり一定の年齢になってきますと、世代交代や

次代の人にバトンタッチしていくということが多いように思いますので、今回の案はそういうこ

とでいいとしても、今度、医師会と折衝するときには、次世代の方を育てるという意味で希望を

出してはいかがでしょうかという提案です。

【特別支援教育課長】

今年の委員を決めるに当たり、そのことは昨年から課の中でも議論しまして、今年度４月当初

に医師会を訪問してお話する際に、その旨を伝えました。医療療育センターには、整形外科の医

師で遠藤先生に次ぐ方もおりますし、今後、これからの特別支援という、いろいろなケースに関

わっていくような方を何卒お願いしますというお話はしたところであります。

【長岐委員】

ただ話すだけではなくて、県の内規を見せなければいけません。県ではこうなっているという

ことを見せなければいけないと思います。

【伊藤委員】

障害のある子どもの就学指導に興味があるのですが、この資料において、県の障害児就学審議

会は、どの場面で、どういう会議があって、どう活動されているのかということを教えてくださ

い。

【特別支援教育課長】

参考にお配りした図は、市町村教育委員会の就学指導を図にしたものです。これには県教育委

員会は全く関与しません。障害児の就学に関わるところは、市町村教育委員会が決定するという

ことになっていますので、その資料を参考までに付けたものであります。

市町村教育委員会が総合的に判断をしていく中で、その子どもにとって、どの就学の場がいい

のか悩んだり、保護者の意見となかなか擦り合わせがうまくいかない場合は、県教育委員会に市

町村教育委員会から相談が上がってきます。その中で、県教育委員会として答えられる部分、ア

ドバイスできる部分もありますが、もっと専門的な視点で助言・指導をする必要があるといった

場合に、県の就学審議会に諮問し、いろいろな意見をお聞きして、市町村に回答していくといっ

たかたちになります。

【伊藤委員】

ここで県に上がってきた相談を協議する会議が、年に何回かあるということですか。

【特別支援教育課長】

県の就学審議会の役割というのは、大きく二つあります。一つは、小学校に上がるお子さんの

就学先として、特別支援学校の方がいいかなという希望が出ると、それが市町村から上がってき

ます。それを審査するのが一番の仕事であり、それがほとんどであります。それ以外に、市町村
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で困ったなということが上がってくる場合もあります。その場合は、適宜、専門的な医師に特化

したかたちで会を開くなどして、アドバイスを返していくということがあります。この二つの役

割があるのですが、ここ何十年もそういった問題や相談のあるケースはなく、市町村で対応して、

決定しているのが実情であります。ですから、県立の特別支援学校への就学ということについて

は、秋にはほぼ固まりますので、そこから上がってきて、１月に会を１度開くというのが現状で

す。

【伊藤委員】

実質、会議は１回くらいしかないということですね。

【特別支援教育課長】

はい。１回であります。

【北林委員長】

公募委員について、役職名のところに「公募委員」と書いてありますが、その方の職業や役職

などを書くべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

【特別支援教育課長】

この方について若干紹介しますと、学識経験者ということで、障害児教育に関心のある方、そ

ういったことに関わっている方ということで、公募いたしました。この方は、特別支援学校・特

別支援学級の子どもさんをお持ちの保護者の方であります。ここの書き方は検討しなければいけ

ないと思います。

【北林委員長】

そうすれば、「保護者」や「特別支援学校保護者」でもよろしいかと思います。公募であると

いうことは表現しておかなければと思いますが、それだけでは、どういう立場の人なのか分から

ないと思います。

【長岐委員】

条例では、「公募」という括りはありますか。「学識経験者」だけでしょう。

【特別支援教育課長】

条例では、第２条第２項に「２ 学識経験者」としかありません。

【北林委員長】

「公募」というのはないのですね。それで社会教育委員の公募の方については、このように書

いているのですね。このほうが分かりやすいかと思います。

【特別支援教育課長】

資料をそのように整理いたします。
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【北林委員長】

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。

【北林委員長】

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。

【北林委員長】

それでは、議案第２８号を原案のとおり可決します。

次に、議案第２９号「秋田県社会教育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「秋田県社会教育委員の任命について」説明

【北林委員長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【田中委員】

１２番の新屋敷委員は大学４年生ですが、卒業されても秋田県にいらっしゃれば、続けて委員

をやっていただけると思いますが、進路によっては秋田を離れられるかもしれないですね。その

場合は、その時点で別の方を任命することになるのでしょうか。

【生涯学習課長】

新屋敷委員につきましては、前回、公募委員として参加していただいておりました。教育文化

学部の学生でありまして、少年自然の家のボランティアとして活躍してくださって、大変中身の

濃い提言をいただいたということで、今度は公募ではなくお願いしたいと思っています。進路等

につきましては、今のところ分かりませんが、できればそのまま委員を引き受けていただきたい

と思いますし、仮に、あまり遠くに行かない範囲であれば、そのまま継続して、委員をお願いし

たいと思っております。東京などであれば、さすがに厳しいとは思いますが、通える範囲のとこ

ろであれば、県外でも委員を引き受けていただきたいと思っております。
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【田中委員】

県内在住でなければいけないというような決まりは、特にないのですね。

【生涯学習課長】

はい。設けてはおりません。

【北林委員長】

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。

【北林委員長】

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。

【北林委員長】

それでは、議案第２９号を原案のとおり可決します。

次に、議案第３０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３０号「秋田県立図書館協議会委員の任命について」説明

【北林委員長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【北林委員長】

今回任命する委員のことではありませんが、８番の市川委員は、日本放送協会前秋田放送局長

であって、現在、秋田放送局長には別の方が就任されています。その現秋田放送局長は、近代美

術館協議会の委員に選任されていますが、図書館協議会については、市川委員に任期が終わるま

でこのまま続けていただくということなのですね。

【生涯学習課長】

市川委員につきましては、すでに任地を離れておりますが、任期は１１月８日までであり、ま

もなく任期が切れるということで、今回、図書館のほうからは特に提案しておりません。今回任

命する佐藤昌美委員は、１１月の任期が満了してからでもいいのではという考えもありましたが、
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秋田県高等学校教育研究会学校図書館部会長であるこの委員については、就任していただければ

高校図書館との連携を進めていく上で、いろいろな面で連携がしやすいということもあり、この

方だけ後任としてお願いしたいということで提案したものであります。

【北林委員長】

大阪市立中央図書館職員である１４番の高嶋委員が、秋田県立図書館の利用者の立場で協議会

に入っていらっしゃるというのは、疑問に思ったのですが、これは就職して大阪に行かれたとい

うことですか。

【生涯学習課長】

秋田県内で学生だったのですが、現在は、大阪市に就職されておりまして、先ほどのケースと

同じパターンです。

【北林委員長】

すでにこういう現状である場合、図書館の職員でありながら「利用者」という立場で、しかも

大阪在住というのは、「利用者」以外に区分がないからこのままにしておくということでしょう

か。

【生涯学習課長】

２年前に任命したときは学生でしたので、その際に「利用者」ということでお願いしておりま

す。現在、大阪の図書館に就職されたということで、正式な分類としては「学識経験者」になる

かもしれませんが、任命当時は「利用者」としてお願いしたという経緯でございます。委員名簿

の分野については、当時の分類のままで推移しているということです。

【北林委員長】

今回は、佐藤委員を任命する議案なので、他については任命当時の分類のままにしているとい

うことでよろしいのですね。

【生涯学習課長】

そのとおりであります。

【米田教育長】

佐藤委員の任期は１１月８日なので、また議案として提案することになりますね。高教研学校

図書館部会が新年度立ち上がって、部会長が決まる時期がずれているのは分かるのですが、７月

よりももっと前に任命する術はなかったか、そのあたりを若干修正していく余地はあるのですか。

【生涯学習課長】

高等学校長ということであれば、４月の異動時にお願いすることは可能だと思いますが、秋田

県高等学校学校教育研究会学校図書館部会長にお願いしており、この部会の総会が６月であり、

それを待っての今回の議案ということであります。部会長という職にお願いしているということ
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で、ここまで待たざるを得なかったということが正直なところであります。

【長岐委員】

他の委員の議案で、東京まで行かれれば困るという話がありましたが、大阪市立図書館職員に

なった時点で、大阪なのでそもそも出席しないか、出席する場合は旅費を出すという前提なのだ

から、今のような議論では、整合性が取れないのではないでしょうか。

【生涯学習課長】

先ほども申し上げましたが、高等学校学校図書館部会、高校図書館との連携ということを視野

に入れており、高校とのつながりを切りたくないということで、この委員に入っていただくこと

がとても大事だと考えており、この委員だけでもということで図書館から挙がってきたというこ

とです。そのまま会議を開かないで任期切れを待ってからというのも選択肢としてはありますが、

県立図書館協議会委員ということで、学校図書館や高等学校を支援する上で協力を得やすいとい

うことが大きい部分だと考え、お願いするものです。

【長岐委員】

今の説明を聞くと、委員としての役割は同じだが、充て職で、その部会とつながりを持つため

に、バックグラウンドの関係でこうなったということで整合性を保つと。そういうことでよろし

いのでしょうか。

【生涯学習課長】

そのように考えております。

【田中委員】

高校の図書館と県立図書館がつながりを持つためだということですが、委員ではなくなったの

でつながりが切れるというものではないように思います。次の部会長をすぐに委員に任命しなか

ったからといって、だからつながれないということではないように感じました。

遠方の方が他にもいらっしゃる状況で、この１１月８日までに協議会の会議は何回開かれるの

ですか。出席されるとなった場合の旅費などは考えていらっしゃるのか、教えてください。

【生涯学習課長】

県立図書館では、１１月に図書館祭りなどを企画しており、協議会委員にも協力等をお願いす

る関係で、現任期での最後というかたちになりますが、会議を開催する予定であります。県外の

委員についても、出席なさるのであれば旅費は支給したいと思います。

【北林委員長】

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。
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【北林委員長】

では、表決を採ります。

議案第３０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。

【北林委員長】

それでは、議案第３０号を原案のとおり可決します。

次に、議案第３１号「秋田県立近代美術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３１号「秋田県立近代美術館協議会委員の任命について」説明

【北林委員長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【長岐委員】

近代美術館協議会委員と図書館協議会委員は、兼任しても問題はないのですね。

【生涯学習課長】

複数の委員に任命されてもかまいません。

【長岐委員】

先ほどの図書館協議会では、充て職のように考えて後任の方が任命されましたが、ＮＨＫだけ

ではなく他の報道機関にも順番に回したらいいと思うのですが、今後の課題として、いかがでし

ょうか。

【生涯学習課長】

ＮＨＫ秋田放送局には、展覧会開催の際の広報について、いろいろな機会を提供していただい

ております。様々な報道機関の活用を他にもお願いしてみてはという委員のご指摘でございます

が、近代美術館の企画展では、実行委員会として、秋田放送、秋田朝日放送、秋田魁新報などと

提携として、実際に協力をお願いしております。ＮＨＫとの事業というのは今のところ実行委員

会形式ではやっておりませんので、放送を通じていろいろな活動を県民に幅広く広報していただ

くということでお願いしております。

【北林委員長】

他になければ、表決を採ってよろしいでしょうか。
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【全委員】

異議なし。

【北林委員長】

では、表決を採ります。

議案第３１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。

【北林委員長】

それでは、議案第３１号を原案のとおり可決します。

次に、報告事項に入ります。「平成２７年度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。

【高校教育課長】

「平成２７年度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

【北林委員長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【北林委員長】

英会話や中国語、ロシア語など語学の講座がありますが、いつも初級と中級ばかりですよね。

特に、ロシア語講座は同じ方が何年も同じ講座を受講していて、ほとんどサークル活動のように

なっているということが問題になりました。そういう方であれば、上級でもかまわないものだと

思いますし、常に中級で終わりというのはいかがなものかと思います。これについては、いかが

でしょうか。

【高校教育課長】

科目履修講座は、幅広く県民に教養的なものを提供していくということですので、上級までい

きますとごく限られた方が対象ということになりますので、そういう意味で、初級・中級という

講座になっているかと思います。ただ、ロシア語講座は、受講されている方がそれほど多くない

ということもあって、今のお話のようなこともあろうかと思いますので、今後そのあたりは検討

していければと思います。

【北林委員長】

形式的なことだけではなくて、実質的な中身についてもよく観察して、実態に合うような運営

をしていただきたいと思います。
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【米田教育長】

高校教育課から、授業風景を観察してもらったほうがいいのではないかと思います。ロシア語

などの上級は、一般の方は手が出ませんので、それを設定しても受講者が集まらないのは当然で

す。ロシア語など、毎年同じ方が講師をしなければいけないものもありますけれども、英語など

はネイティブな方も今はたくさんおりますし、インストラクターのほうを見るということも一つ

の目的として、きちんと一度見なければいけないと思います。

【鎌田次長】

昨年度も同じ指摘を受けておりまして、昨年度から高校教育課の指導主事に行ってもらい見て

おります。校長先生にも、見てもらうと講師の方々の刺激になって、一生懸命やるので、ぜひお

出でくださいと言われておりますので、この後も、高校教育課から行ってもらうように考えたい

と思います。

【北林委員長】

他になければ、次に「平成２７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２７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

【北林委員長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【北林委員長】

特になければ、よろしいでしょうか。次に、その他、何かございませんか。

【長岐委員】

岩手県矢巾町での事案を受けて本県教育委員会でも何か動きがあったと聞いておりますが、そ

れについて報告していただけませんでしょうか。

【義務教育課長】

事案が発生しまして、その後の状況が報道等で出てきたということを受けまして、課長指示と

いう形で各教育事務所・出張所を通して、市町村教育委員会、そして学校で今一度、よく観察す

ること、情報を共有することなどを改めて確認してほしいという指示を出した次第であります。

【高校教育課長】

高校教育課も、内容的には義務教育課長がおっしゃられたのとほぼ同じですが、こちらは直接、

特別支援学校も含めて県立学校に通知という形で同じような指示をしております。

併せて、高校では毎年９月頃にいじめ調査を行っておりますが、夏休み前に前倒しして行って

もらい、夏休み中に対応できるようにと考えております。
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【長岐委員】

本県でもそういうことがないように、頑張ってもらいたいと思います。

【田中委員】

あの事案の後に、教育事務所の所長訪問に何度か同行させていただきましたが、その際にも所

長などが、県からの通知の話や、学校で気を付けて見ているようにということを、どこの学校で

も話をされていました。

【北林委員長】

そういう場合の手順はちゃんと決まっていて、しっかりやっていただいていると思います。通

知も出していて、そのような事案があったときには、今回のように一人で抱え込まないで、必ず

報告することが大事だと伝えてくださっていると思います。一人でできることというのは限られ

ているのだから、みんなでやりましょうというのが秋田県の教育だということを重ねてご説明い

ただければありがたいと思います。

【北林委員長】

他にございませんか。

特になければ、次に議案第２５号「教育庁職員の任免について」と、報告事項「職員の管理監

督について」ですが、秘密会として審議を行いたいと思いますが、いかがでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【北林委員長】

異議がないので、秋田県教育委員会会議規則第２７条により秘密会とします。傍聴の方は、退

室願います。

（傍聴人退席）

※秘密会のまま終了


