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平成２８年第１１回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成２８年７月１４日 木曜日

２ 場 所 教育委員室

３ 開 会 午後２時００分

４ 閉 会 午後４時３０分

５ 出 席 者 教育長 米田 進

委 員 岩佐 信宏

田中 直美

長岐 和行

伊藤佐知子

６ 説明のための出席者

教育次長 佐藤雅彦 教育次長 鎌田 信

総務課長 太田政和 施設整備室長 山崎 均

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 佐藤昭洋 高校教育課長 佐藤有正

特別支援教育課長 小林 司 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 田久保清治

７ 会議に附した議案

議案第２７号 平成２８年度施策評価について

議案第２８号 教職員の懲戒処分について

議案第２９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３０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３１号 秋田県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２７号 平成２８年度施策評価について

議案第２８号 教職員の懲戒処分について

議案第２９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３０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３１号 秋田県障害児就学審議会委員の任命について

９ 報告事項

・「秋田県いじめ問題調査委員会」調査報告書について
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・秋田県いじめ防止対策推進条例素案について

・教科書会社（大修館書店）に係る問題への対応について

・平成２８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

10 会議の要旨

【米田教育長】

ただいまから、平成２８年第１１回教育委員会会議を開催いたします。

議事録署名員は、１番岩佐委員と２番田中委員にお願いします。

【米田教育長】

審議に入る前に、議事の進行についてですが、議案第２８号「教職員の懲戒処分について」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。

【米田教育長】

それでは、そのように進行いたします。

はじめに、議案第２７号「平成２８年度施策評価について」、総務課長から説明をお願いしま

す。

【総務課長】

議案第２７号「平成２８年度施策評価について」説明

【米田教育長】

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】

「順調」という評価があり良いことだと思います。かねてから、こんなに立派にやっていて評

価も高いのになぜ「順調」がないのかという質問を、この委員会で数年来してきました。その際

の回答は、ものにはこれでいいということはないため「順調」はないと説明を受けてきたと思い

ます。そこで質問ですが、この表の書き方、フォームは変わっていますよね。

【総務課長】

昨年、提出した様式と同じものを使っております。

【長岐委員】

課題という項目がもっと前段にありませんでしたか。
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【総務課長】

昨年度から第２期ふるさと秋田元気創造プランの評価が始まり、それに合わせて様式が変わっ

ております。

【長岐委員】

以前は、評価の際に課題も記載されていたと思いますが、今回の課題については、いつの時点

で記載されるのですか。

【総務課長】

本日、行っていただいているのは１次評価になり、今後、知事部局の企画振興部長が２次評価

を行います。その後に課題を記載することになります。

【長岐委員】

そうすると、課題は後にして、これまでの指標等でよくやっていると判断できれば「順調」と

評価するという理解でよろしいですか。

【総務課長】

そのとおりです。

【岩佐委員】

資料１１ページの関連指標「少年自然の家等における学校等の宿泊体験活動の実施回数」につ

いて、達成率が９０．２％で達成できなかった理由が下の方に記載されていますが、そもそも学

校数の減少傾向については分かっていたことで、この戦略の指標に適しているのか疑問に感じま

す。ただ、一度立てた指標は変更できないということで、これから継続的に２年間見ていくこと

になると思いますが、学校の授業で無理矢理やらせるものではなく、一般の個人・団体の利用を

進めていただいて頑張ってほしいと思います。

【生涯学習課長】

ただいまの御意見に対して、私どももいろいろ考えを持っておりまして、試行的に行っている

ものがあります。少年自然の家が主催する事業で、近隣の学校と連携した通学合宿的なものがあ

ります。小学校４年生以上の子どもたちに募集をかけて、合宿型で学校に通えるという活動を提

案し、進めているところです。

大館少年自然の家では、既に１５年前から行っておりますが、昨年度からは岩城少年自然の家

でも岩城小学校と連携しまして、保護者の方に合宿の良さを伝えております。今後は保呂羽山少

年自然の家にも広げていきたいと考えております。学校側に負担が掛かるということで、主催者

側で保護者へ必要性を説きながら宿泊体験や体験活動の重要性を伝えていきたいと思っておりま

す。今後も頑張っていきたいと思います。
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【田中委員】

資料３ページの関連指標②「高校生のインターンシップ参加率」について、単位は人数なのか

学校数なのかどちらですか。

【高校教育課長】

人数であります。

【田中委員】

年度によって変動はありますか。減少傾向ということで捉えていますか。

【高校教育課長】

年々減少傾向か増加傾向かは、まだ見えてこないところもありますが、インターンシップにつ

いては、卒業後の進路を問わず、生徒のキャリア形成を行っていく上で重要な活動の一つと考え

ておりますので、インターンシップの重要性等をしっかりと学校が生徒や保護者に説明すること

などにより、参加率を高めていきたいと考えております。

【田中委員】

日頃、周りの話を伺っていますと、インターンシップに参加する生徒が増えている印象を受け

ていたのですが、数値が減ってきているのを見ると不思議だなと感じました。

【高校教育課長】

学校によって参加率に差がありまして、増えている学校もあれば減っている学校もあり、全県

平均で見るとこの様になっています。減少傾向というよりは、まずは各学校で参加率を高めてい

く取組が必要と考えます。

【田中委員】

ただ数字だけで捉えるのではなく、一人一人が体験することで得るものがあると思いますので、

ぜひ取り組ませてあげたいと考えます。

【伊藤委員】

進路が決まった３年生がいる進学校は、インターンシップの参加率は下がると思います。進路

が決まっている生徒がインターンシップに参加する意義を感じられないということもありうるの

で、全生徒を対象としたインターンシップの参加率で考えるのであれば、明らかに下がっていく

のかなと思いますので、指標として不適切な部分があると感じました。

【米田教育長】

ただいまの御意見に対しては、調査は高校２年の在籍者を対象としたもので、全体的に経験者

を増やすとすれば、高校２年に限らず対象を広げるということも考えられます。高校３年であれ

ば、就職が決まった生徒はおっしゃるとおり行かなくなりますが、この調査は高校２年の在籍者

の実施率となっています。そういった意味では、もっと早く高校１年の時から働きかけて体験さ
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せる機会を多くするという努力はしなければならないと思います。

【米田教育長】

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。

【米田教育長】

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。

【米田教育長】

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２９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２９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

【米田教育長】

議案の２６ページから関係資料も含めて３４ページまでとなっています。３３ページには平成

２９年３月以降の中学校卒業者数の予測も出ておりますが、これらも含めてまして、何か質疑等

ございませんか。

【田中委員】

これからの中学校卒業者数の予測を踏まえての改正と理解しているので、特に質問等はござい

ません。

【米田教育長】

３３ページの資料にありますように、前年比で見ていくと、この後も生徒数が減少していくこ

とが明らかになっています。厳しい状況であるということは我々も理解しておりますが、やむを

得ずこのような措置をとっていくということであります。

【長岐委員】

結論について異議はありませんが、平成２９年度はこの定員でと本日決めることになるのです

ね。そうすると、高校の定員が減るのは地域社会や関係各所に影響があると思いますが、今日ま
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で説明等はきちんと行ってきたのでしょうか。

【高校教育課長】

計画案を３月の段階で示しており、そこから本日に至るまでの期間で御理解を深めていただい

たものと考えております。

【米田教育長】

必要に応じて、直接足を運んで説明等も行っております。ここ数年は３月に案を発表してその

後にいろいろアプローチを行い、検討を行った上で最終的に議案として提出する流れで進めてき

ております。

【米田教育長】

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。

【米田教育長】

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。

【米田教育長】

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３０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

【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【米田教育長】

これは、南高校中等部の現１年生２クラス８０名に、来年、新たに１年生の８０名が加わって

合計１６０名になるということです。
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【米田教育長】

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。

【米田教育長】

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。

【米田教育長】

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３１号「秋田県障害児就学審議会委員の任命について」説明

【米田教育長】

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】

秋田県障害児就学審議会では、どんな内容を審議されているのか。また、年に何回開かれ、出

席率がどうなっているのか教えていただきたいと思います。

【特別支援教育課長】

就学する児童生徒の障害の状況や、教育上必要な支援の内容などについて、その児童生徒に適

しているのかを審議する会であります。年に１回開催されますが、必要に応じて適宜開催するこ

ととなっております。ほぼ全委員が出席しております。

【米田教育長】

開催時期はいつですか。

【特別支援教育課長】

昨年度は、１月１４日に開催しております。
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【米田教育長】

他にありませんか。

特にないようですので表決を採ってよろしいでしょうか。

【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

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。

【米田教育長】

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。報告事項「「秋田県いじめ問題調査委員会」調査報告書につい

て」、高校教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

「『秋田県いじめ問題調査委員会』」調査報告書について」説明

【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【岩佐委員】

根拠となっている「いじめ防止対策推進法」の趣旨もそうですが、この調査報告書についても

行政機関や学校や教師側など枠組みの問題がメインになっています。同時に考えていかないとい

けないのが、児童生徒側の問題だと思います。この調査書では、網羅できないし強制力もありま

せんが、日常の道徳や生活指導においての対策も同時に考えていかなければいけない問題だと感

じました。

【高校教育課長】

いじめを防止するためには、いじめについて児童生徒、保護者、教職員が認識を共有すること

や、委員から御指摘があったとおり、道徳教育や体験活動等を行っていくことや、予防的な指導

も重要なことと考えておりますので、そういったことを含め、いじめ防止対策を全ての学校で徹

底していかなければならないと考えております。

【長岐委員】

この報告書の全体版は、関係する生徒の心情を考慮し、公表部分と非公表部分とになっていま
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す。事情があるのは分かりますが、これを読んでも内容が全然分かりません。例えば、同様の事

態が起こらないようと書いていますが、同様の事態がどんなことかも分からないです。関係する

生徒の心情を考慮することは重々承知していますが、どのようなことが起こって、同様のことが

起こらないようになのか、答えられる範囲でお答えいただきたい。併せて、どういうことで関係

する生徒の心情を考慮しなければいけないのか教えていただきたい。ここが最終の委員会であり

ますし、報道機関の方々も多くいらっしゃいます。我々も責任がありますので答えられる範囲で

お知らせいただければと思います。

【高校教育課長】

報告書の公表する範囲については、再発を防止する一方、関係する生徒の心情等を考慮するこ

とも大事であると考えております。事案の内容についてよく分からないとの御指摘については、

実際、報告書では公表できない部分や、明らかにできない部分もありますが、概要の中で学校の

対応などについて課題がみられたと指摘を受けております。この提言の内容については、いじめ

防止対策においては基本的なところですが、その基本的なことができていなかったためこの様な

事態が生じたと考えておりますので、改めてできていなかったことを重く受け止めて、しっかり

対策をとっていくことが再発防止につながると考えております。

【長岐委員】

いまの答えを前提とすると、この案件については今後どういう対応をするかとか、組織的にど

ういう問題があったかという検証はよくできたが、具体な中身の問題についてはこの教育委員会

では明らかにしないということでよろしいですか。

【高校教育課長】

事実関係については、学校としても調査を行っておりますが、なかなか明らかにできなかった

ということもあり、この様に第三者を交えた委員会で調査をしていただいたという経緯がござい

ます。まずはいじめを受けた生徒と保護者の方への支援をしっかり行うことが重要だと考えてお

ります。

【長岐委員】

この問題はこれで完結するのですか。

【高校教育課長】

完結するものではございません。報告書をお見せしたときに事実関係のところを含め納得いた

だけない点があり、いじめを受けた生徒、保護者の方への支援を引き続き行ってまいりますので、

これで終わりというわけではなく、今後も引き続き対応してまいります。

【長岐委員】

教育委員会として反省すべきは反省し、いじめの概念をしっかり理解し、今後はいじめという

事案が起こったときは速やかに対応することを徹底していくということを、ここで報告を受けた

と理解してよろしいですか。
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【高校教育課長】

いじめの重大事態が発生したことを重く受け止めておりまして、再発防止に向けて今年の３月

２２日に各校に対して生徒や保護者の方からいじめの相談があった場合は、まずは高校教育課へ

一報を入れるように指示をしております。事実確認を待つことなくとしており、いじめの相談が

あった場合は学校の管理職、高校教育課が把握するというようにいじめの対応をしっかり行って

いきたいと考えております。また、いじめの共通認識について全高校の教頭を対象とした研修会

を５月に開催しております。まずは管理職が理解を深め、そして学校の全ての教員に対して共通

理解を図っていくなど、再発防止に向けた取組を進めてまいりたい考えております。

【長岐委員】

事案の概要に、「県北地区の県立高等学校において、いじめ防止対策推進法に定めるいじめが

あったと認定することが適当である」と書いていますが、よく分かりません。

【米田教育長】

特に、いじめ防止対策推進法に定めるいじめという点について説明をお願いします。

【高校教育課長】

いじめ防止対策推進法に定めるいじめについては、心理的又は物理的な影響を与える何らかの

行為がなされて、それによって受け手側が心身の苦痛を感じたらいじめになるという広範な定義

とされております。この事案の課題は、いじめがあったと認定しなければならない場面であった

にもかかわらず、ここまで学校としても解決できなかったし、我々も十分な対応ができなかった

ということが課題として指摘されておりますので、重く受け止めて対応していきたいと考えてお

ります。

【長岐委員】

教育委員会会議という公の場ですので、曖昧のままではいけないと思います。当事者間でいじ

めがあったかなかったかに関して、あまりにも意見が食い違っているので、その点については当

事者の心情を配慮して公表しないと端的に言った方が良いと思います。そうしないとオブラート

に包んだような話となって、私は納得できないままの状態になります。そのあたりはどうでしょ

うか。

【高校教育課長】

この事案については、第三者が入った委員会による調査を行ってきましたが、事実関係につい

てすれ違いがあったことから、関係する生徒の心情等も考慮して非公開の部分がございます。い

じめがあり、それに学校等が十分に対応できなかったという指摘が報告書の大きなポイントと考

えており、それを受け止めて全県のいじめ防止に取り組んでまいりたいと考えております。

【長岐委員】

加害者側と言われる方と被害者側と言われる方、両方を公平に支援したり相談体制をとってい
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くということでよろしいですか。

【高校教育課長】

関係している生徒や保護者の方々に大きな心身的な苦痛を与えていると思っておりますので、

当然ながら、関係する生徒や保護者の方々へ支援は、学校も我々も行っていかなければならない

と考えております。

【伊藤委員】

当事者の方々に、いじめ問題調査委員会の報告書の理解を得られなかったということですが、

最終的に理解が得られない場合はどうなるのですか。

【高校教育課長】

事実関係がすれ違っておりますので、関係する方々が全て納得するのは難しいと思いますが、

まずは、いじめを受けた生徒、保護者の方を支援していくことが大切なことだと考えております。

【伊藤委員】

第２次いじめ問題調査委員会などはないのですか。

【高校教育課長】

既に第三者の方に調査いただいておりますので、今後、教育委員会として事実関係について更

に対応が必要な場合は別途の委員会を設けるのではく高校教育課で対応していく予定です。

【田中委員】

今回の件は、いじめ防止対策推進法に定めるいじめに当たると認定されたと伺いましたが、被

害を受けたとされる生徒も、いじめをしたと言われる生徒も深く傷付いていると思います。ぜひ、

どちら側にも支援をしていっていただきたいと思います。ここまでこじれる前に初期の段階で、

人間関係が少し変だなとか、周りの先生方が気が付かなかったのかとか、そのときどうすれば良

かったのかとか、聞き取りの中で反省等があれば教えていただきたいと思います。そういうこと

が、今後の同じような事件を防ぐのに役に立つと思います。また、一人一人の先生方が自分のこ

ととして、子どもたちの人間関係についても気を付けて見たり、最初にトラブルが起きたときに

間に入ってどうしたら良いかなど話合いをして、先生方に自分もやらないといけないという意識

を持っていただきたいと思います。その点について今後どのようにされていくのか教えてくださ

い。

【高校教育課長】

いじめの事実やいじめと思われる事案を把握した場合は、まずは速やかに管理職に報告をして

高校教育課に報告するようにしています。今回の事案については、事案を把握していた者が組織

として情報を共有していなかったこと、組織として認識して対応されていなかったことが課題で

ありますので、教員個人で対応するのではなく学校として組織的に対応していくことが大事であ

ると考えております。
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【米田教育長】

学校及び教育委員会としても反省すべき点がはっきりしてきていることにつきまして、重く受

け止めて、今後、対応をしっかり行っていくという認識を強く持っておりますので、どうかご理

解いただきたいと思います。

【米田教育長】

他になければ、このあたりにさせていただき、次の「秋田県いじめ防止対策推進条例素案につ

いて」、引き続き高校教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

報告事項「秋田県いじめ防止対策推進条例素案について」説明

【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【伊藤委員】

二つお願いがあります。最初の目的のところに、「いじめが教育を受ける権利を著しく侵害

し」とありますが、教育を受ける権利を侵害するのは結果的にですよね。いじめ、暴力、ハラス

メント全体がそうなのですが、基本的な人権を侵害していると思っています。「人権を傷付け

る」ということを強調してほしいと思います。

それから、予防的な指導に入ると思いますが、私もいじめ案件に関わることがあるのですが、

表現力が無いことによるいじめもたくさん見えています。嫌がらせに対して「やめてよ」と言え

る表現力やストレス教育を充実させていくと、かなりの数のいじめが減ると思っております。基

本的に今の子どもはいじめをよく理解しているし、昔に比べて闇雲に人をいじめる子どもは減っ

ていると思います。いじめたと言われる人以前に、いじめられたと言われる人がかなり迷惑を掛

けているというケースもたくさんありますので、そこのコミュケーションがうまくいくようなス

トレス教育とか、言葉のやりとりなど、そういったところの教育をやっていけたらと思います。

【高校教育課長】

１点目の教育を受ける権利を侵害するという部分については、おっしゃるとおり人権を侵害す

るものだと思います。ここに書いているのは、法に書かれているものをなぞったものであり、条

例でどこまで記述が可能か検討してまいりたいと思います。

２点目のストレスへの対処についてですが、いじめにはいろいろなことが背景にありますが、

人間関係や勉強のストレスが背景になっているものも多いと考えております。ストレスに対応で

きる力を育むことも教育だと思いますので、取り組んでまいりたいと考えております。

【米田教育長】

説明にもありましたが、これから関係部局との細かいすり合わせを行いまして、市町村への意

見照会やパブリックコメント等を実施した上で成案として提出する予定です。この後も意見を伺
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う機会があると思いますので、よろしくお願いします。

【米田教育長】

他になければ、次の「教科書会社（大修館書店）に係る問題への対応について」、高校教育課

長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

報告事項「教科書会社（大修館書店）に係る問題への対応について」説明

【米田教育長】

ただいまの説明について、質疑等ございませんか。

【米田教育長】

文部科学省では、大修館書店以外についても網羅した上で最終的に調査して結果を求めている

のですか。

【高校教育課長】

文部科学省では、高等学校用の教科書を発行する全ての社に対し、採択の公平性に疑義が生じ

るようなことがなかったかについて調査を行っていると聞いています。今後、各社から文部科学

省に報告のあったものを踏まえ、県教育委員会に事実確認等の依頼がくるものと予想されます。

【米田教育長】

この後、文部科学省からまた県教育委員会に調査依頼があり、それに報告した上で結果が発表

されということですので、これは今時点での報告ということです。

資料の合計には重複している高校もありますので、関わっていた学校は三つの高校であるとい

うことです。

【長岐委員】

前回問題となった飲食提供や金品を教科書会社が渡したという事案と、今回の採択が終わった

後で問題集が送られてくるいう事案とは趣が異なると思います。採択が終わった後で問題集が送

られてくることによって、次年度の採択に影響があるのかが問題になると思います。純粋に考え

ると、子どもたちにとっては採択さえ公正に行ってもらえれば、サービスとして問題集が送られ

てくることは悪いことではないと思います。ただこの大修館だけが問題集を出しているのか、他

の会社もやっているのかなどを見ないと、ここの１点だけでは判断が付きません。ただ、子ども

たちの心を傷付けないような調査方法にしてほしいと思います。

【高校教育課長】

今回の事案については、生徒に対する教材の提供であったことが、教科書採択の公正さ、公平

さに疑念を生じかねない行為ということで、この様な問題になっております。当然ながら生徒に

悪い影響が出るのが一番良くないので、調査の際はその点に配慮が必要ですし、教科書採択に公
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正さ、公平さをもってしっかり行っていくことが大切であると考えております。

【長岐委員】

生徒が使っている問題集がいきなり回収されたなどという事案はあるのですか。

【高校教育課長】

大修館書店から本年度教材の提供のあった２校については回収の依頼があったと聞いておりま

す。各校では大修館書店の依頼をもって事情を説明し、既に配ったものについては可能な限り回

収を行っていると聞いています。

【米田教育長】

他になければ、次の「平成２８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」、同じく高校教育課長から説明をお願いします。

【高校教育課長】

報告事項「平成２８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

【米田教育長】

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】

ここに載っている講座は全て後期だけのものでしょうか。

【高校教育課長】

後期だけのものでございます。前期も同様の講座を開いているほか、通年の講座として、パソ

コンに関するものや郷土史に関するものなどがあります。

【伊藤委員】

受講料が１科目当たり３，５００円ですが、規定で決まっている金額ですか。

【高校教育課長】

県立高等学校授業料等徴収条例で１単位当たり１，７５０円となっており、この講座は２単位

分の３，５００円となっております。

【伊藤委員】

通常のカルチャーセンターの４分の１くらいで安いですね。

【高校教育課長】

生涯学習の機会を広く県民の皆様に提供する目的で行っております。
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【米田教育長】

講師には、それなりの報酬は支払われていますよね。

【高校教育課長】

非常勤講師と同じ単価で支払われております。

【伊藤委員】

科目や会場を変えたり、マンネリ化を防ぐような新しい仕組みをお願いしたいと思います。例

えば県北、県南でそれぞれ開くなど地方でも受講できるようなものがあればうれしいと思います。

【米田教育長】

その点について生涯学習課で行っているのものはありませんか。

【生涯学習課長】

県北、県南については、スマートカレッジという生涯学習の講座の中に、角館高校の定時制で

は語学講座を開講しております。大館鳳鳴高校の定時制では大館の郷土学を中心とした講座を定

時制課程の中で子どもと大人も一緒に受講できるものを、今年から実施しております。

【伊藤委員】

その方々は行動人になると思いますが、ぜひ、明徳館高校での講座に参加した人も行動人とし

て還元できればいいなと思いました。

【米田教育長】

この後、受付期間が８月１９日からということで、まだ先はありますが今日の教育委員会会議

において、また募集しますということを報告させていただいているということです。

【米田教育長】

予定されていた報告事項は以上ですが、義務教育課から２点報告がございますので、義務教育

課長から説明をお願いします。

【義務教育課長】

１点目は、平成２８年６月３０日に発生した窃盗・住宅侵入容疑による逮捕事案について御報

告いたします。今段階では、逮捕発生時に皆様にお知らせした内容に変更点はございませんが、

逮捕翌日の７月１日に当該校へ秋田市教育委員会からの要請を受けて県の広域カウンセラーを３

名配置して対応いたしました。また、同日の夜に保護者説明会を実施したと報告を受けておりま

す。本人については、現在警察に勾留中であり、今後の動向を注視しているところであります。

秋田市教育委員会からの事故報告書の提出を待って、事実確認を進めながら措置について今後検

討を進める予定であります。

２点目は、先日、連絡しておりました７月２日に潟上市で発生した重傷交通事故事案について
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ですが、報道では重傷ひき逃げ交通事故とされておりましたが、ひき逃げ事実については現在捜

査中であります。現段階では、事案発生時にお知らせした内容に大きな変更点は生じておりませ

んが、翌日の７月４日月曜日に当該校で保護者説明会を実施したと聞いております。

交通事故を含めた一連の不祥事防止の取組については、今週の月曜日７月１１日に実施した小

中学校長等緊急連絡協議会でも話題にし、学校においては引き続き教職員への意識啓発に努めて

ほしいと話をしたところであります。

【米田教育長】

現在時点でこちらで把握している内容についての報告であります。

【米田教育長】

他に何かございませんか。議案第２８号については、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。

【米田教育長】

異議がないので、秋田県教育委員会会議規則第２６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


