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平成２９年第３回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成２９年３月９日 木曜日

２ 場 所 教育委員室

３ 開 会 午前１０時００分

４ 閉 会 午前１１時３５分

５ 出 席 者 教育長 米田 進

委 員 岩佐 信宏

伊藤佐知子

猿田五知夫

大塚和歌子

伊勢 昌弘

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 田久保清治

７ 会議に附した議案

報告第２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

議案第２号 「秋田県いじめ防止等のための基本方針」の改訂について

議案第３号 秋田県指定文化財の指定について

議案第４号 秋田県文化財保護審議会委員の任命について

８ 承認した事項

報告第２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

９ 議決した事項

議案第２号 「秋田県いじめ防止等のための基本方針」の改訂について

議案第３号 秋田県指定文化財の指定について

議案第４号 秋田県文化財保護審議会委員の任命について
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10 報告事項

・平成２８年度学習状況調査結果の概要について

・秋田県立湯沢翔北高等学校雄勝校について

・秋田県立能代高等学校定時制課程について

・平成２８年度秋田県高等学校学力・学習状況調査結果の概要について

11 会議の要旨

【米田教育長】

ただいまから、平成２９年第３回教育委員会会議を開催いたします。

本日の議事録署名員は、１番岩佐委員と５番伊勢委員にお願いします。

【米田教育長】

はじめに、報告第２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２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

【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。

【伊勢委員】

育英事業助成費が減額になっていますが、これについて簡単に説明していただけますか。

【総務課長】

事業は秋田県育英会で実施しております。事業費については、学生への貸与見込総額からその

年度の返還見込総額を差し引いた額を当初予算として計上しております。平成２８年度は予定し

た返還額よりも多く返還されたことから、その分を減額補正するものであります。

【米田教育長】

見込んだ返還額より多く返還があったということですね。

他には何か理由はありますか。

【総務課長】

奨学金については、新規借入れ用として３５０人分の枠を用意しております。その方々へは既

に高校３年生の９月頃に通知しておりますが、この時期になって残念ながら大学に不合格となっ

たり、それを理由に就職に切り替えたりするなど、奨学金を辞退される方がおります。その分が

結果として残額となり、先ほど説明した返還額と合わせて減額補正するものであります。
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【岩佐委員】

補正額について、非常勤講師等配置事業は、端数のないきっかりした金額となっていますが、

高等学校学習環境等整備事業は端数まで記載されております。その違いはどういう理由からです

か。

【高校教育課長】

非常勤講師等配置事業については、教科・科目や地域のマッチングの観点から配置に適する人

材が見つからなかったことから減額補正するものであり、端数がきっかりとなったということで

す。また、高等学校学習環境等整備事業については、入札結果の差額を減額補正するものである

ことから端数がついています。

【岩佐委員】

端数がないということは、枠自体をばっさりなくしたということですか。

【高校教育課長】

予算で積算していた配置時間と実際の配置時間との差分があり、その枠の中で区切ったことに

よるものです。

【米田教育長】

育英事業助成費については、減額の補正額が大きいですが、それだけ返還額が多くなったとい

うことで望ましいことであると捉えております。返還金で事業を回して行けたならば良い状態に

なったといえると思いますが、まだまだ時間が掛かりますが、いずれそういう時期が来るのを待

っております。

【米田教育長】

他にありませんか。

特になければ、承認して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、報告第２号を承認します。

次に、議案第２号「『秋田県いじめ防止等のための基本方針』の改訂について」、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２号「『秋田県いじめ防止等のための基本方針』の改訂について」説明



- 4 -

【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。

【伊勢委員】

これはあくまでも基本方針だと思いますが、県内で具体的なケースがあれば差し支えのない範

囲で教えていただきたいのですが。

【高校教育課長】

県立高校では、生徒や保護者等からいじめに関する相談があった場合は、まずは高校教育課に

一報を入れるように指示しています。いじめに関する情報を把握したときは、高校教育課と学校

が連携しながら解決に向けた対応をとっています。いじめの背景には友人関係や学業・部活動の

悩みなど様々ありますが、それぞれ事案について、どういったことがあったのかをしっかりと把

握した上で、一つ一つの事案に対して丁寧に対応しているところであります。

【伊勢委員】

抽象的な話ではなく、具体的にいじめの案件があって高校でも対応しているものが相当数ある

ということですか。

【高校教育課長】

いじめの認知件数としては、平成２７年度で２７１件となっています。認知した学校数は４９

校で、ほとんどの学校であります。そういった事案の蓄積を研修会や協議会などで共有すること

を通じて、教職員が適切に対応できる資質を身に付けられるように対応していきたいと考えてお

ります。

【伊勢委員】

現場で対応する教職員の御苦労は大変なものだと思いますが、具体的に対応してみてここが大

変だったとかここはこうした方が良いなど、情報を共有する場があるということですね。

【高校教育課長】

生徒指導に関する研修会等で、事案を持ち合って協議する場を設けており、情報共有をしつつ

研鑽を積んでいます。また、各学校で相談等があった場合は、高校教育課へ連絡が来ますので、

課として全県の状況や事例を把握しておき、適確なアドバイスや指導等を行いながら、各学校の

適切な対処を図っていきたいと考えております。

【義務教育課長】

小・中学校でのいじめの認知件数は１,０００件を超えるものとなっております。小・中学校

では定期的にいじめの調査を行っており、その中でいじめ事案を早期に察知して各学校で対応し

ていくという状況であります。特に重大な事案になるとスクールカウンセラーや広域カウンセラ

ーによるカウンセリングを通じて解決を図っていく対応をとっています。個々の対応については、
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各学校や市町村で掌握して対応しており、現在、その対応について、その都度義務教育課への報

告はない状況です。

【米田教育長】

いろいろな事案については、最終的には県でも把握しているいるのですよね。

【義務教育課長】

そのとおりです。

【米田教育長】

また事案を多くの学校で共有できるように、県でも研修会等を開いているということですね。

【義務教育課長】

はい。

【猿田委員】

条例が制定された後、学校現場や教職員の意識などに変化はあったものですか。

【高校教育課長】

１０月に条例が制定される前から、条例案について校長会議等で説明する機会を設けました。

また、昨年の５月に県内各校の教頭を対象とした研修会を行っており、その際に教頭による各学

校での校内研修会の実施をお願いするなど、いじめに関する適切な共通理解を全県的に意図的に

行ってきたところであります。私も、各学校の校長や教頭と会うときは、いじめに関する各校の

教職員の認識について意見を聞くようにしておりますが、研修の実施や条例の制定等を経た結果、

いじめに関する共通理解が深まったという実感を持っている先生が多かった状況です。

【猿田委員】

いろいろなケースがあり実態や事実を把握するのはなかなか難しいと思います。法に定めたか

らすぐに解決するとも限らないのですが、教職員に対しては早め早めに動いていただけるように

御指導をお願いします。

【高校教育課長】

学校としての対応が適切かつ迅速になるためには、組織で対応することが大前提になると考え

ております。個人で抱えると判断が難しい面もありますので、まずは各学校に置かれているいじ

め防止対策組織に状況を報告して、組織として対応することが第一であります。また、組織的に

対応することや、いじめの正確な認知の重要性については、引き続き校長会議や研修会等を通じ

て伝えてまいります。

【大塚委員】

インターネット社会で誰もがインターネットなどを利用しています。ネットパトロール事業で
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削除等を数年前から行っているとうかがいましたが、処理件数は増加しているのでしょうか。

【総務課長】

学校ネットパトロール事業は平成２１年度から行っております。初めの頃はまだスマートフォ

ンがそんなに普及していない状況でした。学校の非公式サイトへの誹謗中傷の書き込みなどの件

数が結構ありまして、全学校を監視して削除依頼するなど一定の成果がありました。ここ数年は

公のインターネットでない部分で誹謗中傷の情報が流れるようになっており、検索、感知ができ

ない状況になっていますが、事業で監視がされているという抑止力が働いており、公のインター

ネットでの削除自体の件数は減ってきております。

【大塚委員】

インターネットに誹謗中傷の書込みや写真が出るなど一生に跡を残す場合もありますので、そ

ういったことを授業で学ぶ機会を多くして欲しいと思います。

【米田教育長】

基本方針案の１１ページに「インターネットを通じて行われるいじめに対応し、削除依頼から

通報までを一体的に実施する『ネットパトロール事業』を強化する。」と記載されており、今回

から生涯学習課が主体となって行うこととしておりますので、その辺を詳しく説明をお願いしま

す。

【生涯学習課長】

来年度からネットパトロール事業の内容を変更いたします。削除依頼をする先のプロバイダー

が国内だけでなく国外まで広がっており、速やかに対応できるシステムを構築しなければいけな

いということで、来年度、国で運営している「セーフライン」というのがあり、それを運営して

いるＳＩＡという一般社団法人と直接契約を結んで素早く対応できるように準備を進めておりま

す。また、削除内容についても速やかに情報提供をいただき、県でやっている講座等にも反映さ

せたり学校に情報提供したりできるよう体制強化を進めています。

【伊藤委員】

いじめの認知件数が上がってきており、一般的に聞くと不思議なことかと思われますが、私は

そういう場面に携わることが多く、小中学校などでは、けんか的なものを含めた事案を教材とし

て子どもたちのスキルアップに役立てている印象を受けていて非常に好ましいことだなと思って

います。認知するだけでなく、認知したものを解消する形になっていて非常に好ましく思ってい

る反面、先生たちの負担も大きくなっていて大変だなと思っています。また、高校などでの重大

なものについては、今後も工夫しながら早期発見することが重要と考えています。認知件数が上

がることについて好ましい部分もありますので、こういったものを通して子どもたちの成長を逆

に促して行けたら良いなと思いました。

【義務教育課長】

先ほど小・中学校では１,０００件を超えると申しましたが、具体的には平成２７年度の調査
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ですが小学校９７３件、中学校５１４件で計１,４８７件ありました。学校数が今年は３１６校

ありますので平均で各校４件くらいです。それを早い段階で子どもたちから話を聞いて対応して

いるのが現状です。

【米田教育長】

これから条例や基本方針をどのように伝えていくかということが大事であると前から話をして

いましたが、今後の周知方法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条例が昨年の１０月に公布されたことを受けまして、基本方針の改訂作業

を進めてきたところです。いじめの定義やいじめの理解など基本的なところを分かりやすく書き

下しておりますが、文書にすると長い部分もありますので簡単に御理解いただけるような概要な

どを作りまして、各学校を通じて児童・生徒、保護者の方へ配布したり、広報紙等と連携しなが

ら広く県民に周知できるよう進めてまいります。

【米田教育長】

他にありませんか。

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２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２号を原案どおり可決します。

次に、議案第３号「秋田県指定文化財の指定について」、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】

議案第３号「秋田県指定文化財の指定について」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。
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【米田教育長】

わら細工ですが、資料館にたくさんありますがそのほとんどが対象になるのですか。

【文化財保護室長】

収蔵されていて展示されていないものもありますので、その中でも保存状態が良いものについ

ては指定の対象にしています。

【米田教育長】

山谷番楽面はいろいろな表情のお面があるのですが、個人所有となっていますがどのような保

存をしているのですか。

【文化財保護室長】

神社の御神体のような形で神社内に保存されており、管理は委託されている個人が行っていま

す。

【猿田委員】

文化財で個人所有というのは他にもあると思うのですが、指定されると金銭的な助成や保存に

対する助言等何かあるものですか。

【文化財保護室長】

修理が必要になった場合、それに対する補助をしていくことになります。

【米田教育長】

指定された後も個人が所有して所蔵するという形になるのですか。また、補助は全額補助か一

部補助かはケースバイケースということですか。

【文化財保護室長】

基本的には半分を上限に補助していくことになります。

【大塚委員】

山谷番楽面が保存されている神社の名前が生面神社となっていますが、やはり関係があるので

すか。

【文化財保護室長】

おそらくお面との関係があるのであろうと思います。

【大塚委員】

「黒色尉」というお面はある映画に出ていたものと似ており、「尉」という字は「上から抑え

て正しくする、天下を安ずる」ということで、その地域の家内安全、無病息災を見守る神様のお

面なのだと思いました。一つ一つ趣のあるお面であり、大事にしていくべきだと思います。
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【文化財保護室長】

尉面とは、翁、老翁の面で「しわ」を表現しているものであります。火斗（ひのし）でしわを

伸ばすということから、心を正しく伸ばしていくをいう意味を込めておりますので、委員が今お

っしゃった思いを込めて舞う際に使う面であります。

【文化財保護室長】

先ほど教育長から質問のあった件で、美郷町のわら細工ですが、展示しているもので指定しな

いものもあります。制作年度が新しいものなどで展示はしているけれど指定から外したものもあ

ります。

【岩佐委員】

所有が個人とありますが、神社又は神社の神主さんが所有しているのですか。また、番楽の舞

で今も使われているのですか。個人所有なので処分は自由にできるのですか。

【文化財保護室長】

神社ができる前からその集落内で管理してきており、それが伝わってきて個人が資格を持って

管理しています。また、今現在は新しいお面を作りまして小学校の児童を中心に舞の練習を行っ

ており、この面は使われていません。処分については個人所有のためできなくはないかと思いま

すが、地域に長らく伝わってきておりますので所有者の意思で処分することはないと思います。

【米田教育長】

他にありませんか。

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３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３号を原案どおり可決します。

次に、議案第４号「秋田県文化財保護審議会委員の任命について」、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】

議案第４号「秋田県文化財保護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。

【米田教育長】

秋田県文化財保護審議会委員は何人までとなっていますか。

【文化財保護室長】

条例上は２０人以内で構成するとなっています。

【伊藤委員】

様々な分野があり、委員は足りないのでしょうか。いろいろな分野を見ていただくには専門分

野の委員がもっと必要なのでしょうか。

【文化財保護室長】

分野で足りない部分はあります。例えば、植物学の分野については前回なかなか後任をお願い

できずにいたこともありますので、その条件に応じながら適宜探している状況です。

【伊藤委員】

秋田県に在住している方でなくてもよろしいでしょうか。

【文化財保護室長】

そういう規定はありません。他県では県外の専門家をお願いしているというところもあり、今

回考えてみたのですが、できれば県内の方にお願いしたいと思い、今のところは県内で探してい

るところであります。

【米田教育長】

他にありませんか。

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４号を原案どおり可決することでよろしいでしょうか。
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【全委員】

異議なし。

【米田教育長】

それでは、議案第４号を原案どおり可決します。

次に、報告事項の一つ目の「平成２８年度学習状況調査結果の概要について」、義務教育課長

から説明をお願いします。

【義務教育課長】

報告事項「平成２８年度学習状況調査結果の概要について」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】

設定通過率の設定の仕方と設定通過率の±１０％の根拠を教えてください。

【義務教育課長】

設定通過率の設定の仕方についてですが、各問題ごとにこのくらいの子どもたちが通過して欲

しい割合を問題作成者が設定しております。この設定通過率を出すに当たっては、過去の類似問

題の状況を勘案した上で難易度を考え設定しており、かなり信憑性が高いと考えております。こ

の設定通過率を超えるとよろしいのですが、±１０％の幅を設けてどういう状況か捉えていきた

いと考えており、なぜ±１０％か言われると根拠に乏しいわけですが、一定の幅をみているとい

うことです。

【岩佐委員】

望ましい設定通過率というのはあるものでしょうか。

【義務教育課長】

問題ごとに違ってくるということです。

【岩佐委員】

そうではなく、問題を作る側が目標とする通過率というのはあるのでしょうか。

【義務教育課長】

７０以上を基準としております。

【米田教育長】

次に、報告事項の二つ目の「秋田県立湯沢翔北高等学校雄勝校について」と、三つ目の「秋田

県立能代高等学校定時制課程について」、合わせて高校教育課長から説明をお願いします。
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【高校教育課長】

報告事項「秋田県立湯沢翔北高等学校雄勝校について」、「秋田県立能代高等学校定時制課程

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】

能代高等学校にある特別支援隊というのはどういったものですか。

【高校教育課長】

特別支援教育課で高等学校特別支援隊というものを設けており、各校での支援体制の整備や生

徒に対する支援を行っているものであります。それぞれの生徒の特性に応じた支援を行えるよう

関係機関との連携を図ってまいりたいと考えております。

【米田教育長】

それぞれの市にも説明をしていると思いますが、何か市から御意見等があれば教えていただけ

ますか。

【高校教育課長】

各校とも地域に密着した学校で、地域でのボランティア活動や地域の行事等に積極的に参加し

ている学校であるため、是非、引き続き行ってほしいという御要望がありました。地域の学校と

して地域に根ざしたものとなるよう努めてまいります。

【米田教育長】

次に、報告事項の四つ目の「平成２８年度秋田県高等学校学力・学習状況調査結果の概要につ

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「平成２８年度秋田県高等学校学力・学習状況調査結果の概要について」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】

家庭学習について、あまりやらない生徒の割合が多くて残念に思いました。こういった統計に

関して全国的なデータはあるものでしょうか。
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【高校教育課長】

家庭学習については、ベネッセが行ったものがあり、全国的にも家庭での学習時間に課題が見

られています。２００６年と２０１５年を比較すると、２０１５年では一定程度の改善が見られ

ておりまして、抽出調査でありますが全国での「ほとんどしない、およそ３０分」の割合は３０

％弱となっており、それに比べると本県は高くなっております。同じ時期の調査ではないため単

純に比較できませんが、３割～４割の生徒が平日３０分未満の家庭学習というのは課題と捉えて

おります。日常的な学習習慣は大事であり、勉強することは大切と考える生徒は９割以上います

ので、そこを家庭学習につなげるための手立てを図っていきたいと思います。

【岩佐委員】

せっかく小・中学校では自学ノートなどで勉強する習慣があるはずですので、何とかしたいな

と思いました。

【米田教育長】

今回初めて高等学校で行った調査であり、反省する点もあろうかと思います。見直して来年度

に向けていきたいと思います。この後、どのように周知していくのか、また、どの点を伝えてい

きたいのか教えていただけますか。

【高校教育課長】

各学校に対しては、正答の状況は既に伝えており、各学校において自校の分析はしていただい

ておりますが、県としての総括的な部分や学習状況調査とのクロス分析等を併せて行いましたの

で、この報告書を送付するとともに、校長会議や毎年行っている指導主事の学校訪問の機会等を

通じて、それぞれの学校の状況を見ながら充実を図ってまいりたいと考えております。

【伊藤委員】

学習状況調査と学力がどのようにリンクしているのか、きちんと統計解析してそれが反映して

いるんだということを、義務教育課にもお願いしたいと思います。

【高校教育課長】

全国学力・学習状況調査でもクロス分析を行っていて、小・中学校では一定程度の状況は見え

ていますが、高等学校ではデータ的なものがなく感覚的なものになっていました。今回、データ

として見ることができましたので、こういうことを行うと学習意欲や学力の向上につながってい

くということを、根拠を持って伝えていきたいと思います。

【猿田委員】

義務教育課の調査では読書についての項目がありますが、高校教育課の調査にはないのですか。

【高校教育課長】

調査は行っております。
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【大塚委員】

家庭学習について、塾に行っている生徒が多いと思いますが、これは塾以外のうちに帰ってか

らの時間ということですか。また、学校によって学習時間に違いがあるのか、もし分かれば教え

ていただけますか。

【義務教育課長】

通塾について、平成２８年度の調査では小学６年の平日では１１．２％、中学３年の平日では

２０％で土日を含むと２８％くらいとなっております。全国と比べると極端に少ない状況にあり

ます。義務教育課の調査結果は塾を抜いた、うちに帰ってからの家庭学習時間となっております。

【大塚委員】

本来は塾に行かなくても、学校と家庭で勉強して大丈夫というのが理想だと思います。

【義務教育課長】

授業改善の視点は、子どもたちが学校にいるうちに理解できるように指導しております。

【高校教育課長】

県として、塾に通っている生徒の割合のデータはございませんが、今回の調査では塾、予備校、

家庭教師等の時間を含むものとしております。学校ごとの分析はまだ行っておりませんが、おそ

らく学校ごとに差があるものと考えます。

【米田教育長】

次にその他としまして、先ほどパンフレットをお配りしましたが「秋田の教育を体感してみま

せんか」という教育留学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】

「秋田の教育を体感してみませんか」という教育留学についてのパンフレットができましたの

でお知らせいたします。また、３月１２日には「まるごと秋田ライフスタイル体感フェア」とい

う東京都渋谷区で開かれる移住定住フェアに参加しまして、子どもたちの体験留学や教育留学に

ついて呼びかけてまいります。事業については、移住定住や秋田のブランド力の発信と併せて進

めているものでありまして、皆様の御支援をいただきたいと思っております。

【米田教育長】

これは何部作成したのですか。

【生涯学習課長】

２,５００部くらいです。

【米田教育長】

今年度は結構マスコミでも取り上げていただきましたが、テレビでも一部報道がありましたが
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この後はどうなりますか。

【生涯学習課長】

現在、まだ小学４年生の児童が大阪から留学しております。３月１７日まで合川小学校に通う

と言っています。本来は１２月まででしたが、秋田の教育を続けて受けたいと本人と家族から要

望がありまして、３月までということになっております。来年度以降については、まだ分かりま

せんが相手方の教育委員会とも協議をしながら体験留学として受け入れて進めるものであります。

【米田教育長】

他に何か御質問等はありませんか。

予定された案件は以上ですが、他にございませんか。

特になければ、以上で本日の会議を閉じます。

お疲れさまでした。


