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平成３０年第１１回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 平成３０年７月５日 木曜日

２ 場 所 教育委員室

３ 開 会 午後２時

４ 閉 会 午後３時２７分

５ 出 席 者 教育長 米田 進

委 員 伊藤佐知子

大塚和歌子

伊勢 昌弘

６ 説明のための出席者

教育次長 太田政和 教育次長 眞壁聡子

総務課長 今川 聡 施設整備室長 保坂一美

教職員給与課長 嵯峨 要 幼保推進課長 鈴木和朗

義務教育課長 石川政昭 高校教育課長 渡部克宏

特別支援教育課長 小林 司 生涯学習課長 中山恭幸

文化財保護室長 近江谷正幸 保健体育課長 高橋周也

福利課長 髙橋忠太郎

７ 会議に付した事項

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

議案第30号 秋田県産業教育審議会委員の任命について

議案第31号 秋田県立特別支援学校学則の一部を改正する規則案

議案第32号 第２２期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

議案第30号 秋田県産業教育審議会委員の任命について

議案第31号 秋田県立特別支援学校学則の一部を改正する規則案

議案第32号 第２２期秋田県障害児就学審議会委員の任命について
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９ 報告事項

・平成３０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

・「能代高等学校定時制課程」校舎呼称について

10 会議の要旨

【米田教育長】

ただいまから、平成３０年第１１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、２番伊藤委員と３番大塚委員にお願いします。

なお、１番岩佐委員は欠席しております。

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

いて」の審議は、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

育課長からの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」説明概要

・高等学校の学級減等により生徒定員を改めるなど、所要の規定の整備をする必要がある。

・生徒定員のほか、廃止する学科、新たに設置する学科について改正する。

【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】

定時制は定員割れしていることが多いですが、このように改定する理由は何でしょうか。

【高校教育課長】

二ツ井高校は平成３３年度から能代高校の昼間部の定時制課程に変わるため、平成３１年度か

ら定時制を新たに募集します。これに関連し、現在、能代工業高校にある夜間の定時制は、募集

を停止します。

また、御指摘がありましたように、どこの定時制も定員に満たない状況が続いておりますが、
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生徒数だけでは評価できないものでありますので、様々な課題を抱えながら、あるいは仕事をし

ながら学ぶ生徒たちをできる限りサポートしていきたいと考えております。

【伊藤委員】

定員に満たなくて縮小するよりも、きちんと残しておく必要があるということですね。

【高校教育課長】

第七次秋田県高等学校総合整備計画において、定時制の場合は入学者が１０名に満たない状況

が何年か続いた場合は募集停止を検討する、という記載はありますが、機械的に適用するのでは

なく、生徒のニーズや地域社会の御意見を踏まえながらケースバイケースで検討していきたいと

考えております。

【米田教育長】

来年度、二ツ井高校の定時制課程に入学する生徒は、卒業時は能代高校の定時制課程の卒業生

となるという理解でよろしいですか。

【高校教育課長】

はい。３年生になるときに能代高校の定時制となるため、能代高校の卒業生となります。

【米田教育長】

このお話については、現在の中学生に対してしっかり周知していく必要があると思います。

【高校教育課長】

この夏の体験入学の機会に、二ツ井高校から十分に説明していただくことになっております。

また、能代・山本地区だけではなく、鷹巣等も含めた県北地域に広く周知する意味を込め、将来

的な校舎の名前についても今回決定して発表させていただきたいと考えています。

【米田教育長】

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。

【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。
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【米田教育長】

それでは、議案第２９号を原案どおり可決します。

次に、議案第３０号「秋田県産業教育審議会委員の任命について」、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「秋田県産業教育審議会委員の任命について」説明概要

・産業教育審議会は、学識経験者、産業経済界、行政、学校教育の方々から産業教育につい

て御審議いただくものである。

・人事異動により、今回４名の方が交替となる。

【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】

この４名の方は、いわば充て職ということでよろしいでしょうか。

【高校教育課長】

県職員と校長であり、その職に就かれた方にお願いしているものであります。

【大塚委員】

産業教育審議会の内容や回数などについて教えてください。

【高校教育課長】

年に一度開催しており、秋田市内の専門高校を会場としています。それぞれの学校の授業や実

習の様子を見ていただき、その年ごとに設定したテーマについて御意見をいただいています。昨

年は秋田商業高校で開催し、「地域産業の発展に寄与する人材育成のあり方について」をテーマ

とし、御意見をいただきました。

【米田教育長】

開催そのものは年１回ですが、日常的に「こうしたことを考えてみてはどうか」といった提言

等があれば出してもらうようにしているのでしょうか。

【高校教育課長】

イベント等があった場合に委員の方に来ていただくことがありますので、その際に色々と御意

見、御感想をいただくことがあります。

【大塚委員】

委員が１５名いて、多岐にわたっています。それぞれの分野、経験者のトップだと思いますの

で、委員の方々の意見をぜひ生かしてもらえればと思います。
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【高校教育課長】

委員からいただいた御意見をしっかりと受け止めて、産業教育に反映していくように努力して

いきたいと考えております。

【米田教育長】

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。

【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号を原案どおり可決します。

次に、議案第３１号「秋田県立特別支援学校学則の一部を改正する規則案」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「秋田県立特別支援学校学則の一部を改正する規則案」説明概要

・平成３０年６月１日からの秋田市の住居表示の実施に伴い、関係する県立特別支援学校の住

所が変更となるため、関係規定を改正するものである。

・住所が変更となるのは、視覚支援学校、聴覚支援学校、秋田きらり支援学校で、３校とも同

じ住所である。

・現在開催中の県議会に同様の趣旨で「秋田県立特別支援学校設置条例」の改正について提案

中である。

・条例及び規則が可決されれば、７月１７日の秋田県公報で公布する予定である。

【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】

前の住所である秋田市上北手百崎の一帯は全て住所が変更となるのですか。
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【特別支援教育課長】

この一帯は全て、秋田市南ヶ丘一丁目、二丁目、三丁目という住所に変更となります。

ちなみに、この３校の住所は１番１号ですが、廊下でつながっている医療療育センターは１番

２号になります。

【伊藤委員】

学区は今までと変わらないのでしょうか。

【特別支援教育課長】

学区は今までと変わりありません。変わるのは住所と郵便番号のみです。

【米田教育長】

学校としても封筒等を変えなければならないため、費用がかかるのでしょうか。

【特別支援教育課長】

差し当たり、封筒の住所等には訂正のテープを貼るなどしてそのまま活用しています。特段、

大きな予算を組まなければならないものはありません。

【米田教育長】

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。

【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号を原案どおり可決します。

次に、議案第３２号「第２２期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３２号「第２２期秋田県障害児就学審議会委員の任命について」説明概要

・県教育委員会の平成３０年度定期人事異動に伴い、教育関係者３名が退職となったため、そ

の後任の委員を任命するものである。
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【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。

【大塚委員】

審議会の内容や開催回数等について教えてください。

【特別支援教育課長】

特別支援学校への就学及び転学する者について、それが適正なものであるかどうかの審議を行

います。年１回以上開催することとし、毎年１月中旬頃に開催しています。

また、これまではないのですが、市町村教育委員会から障害児の就学及び転学について助言の

依頼があった場合は、必要に応じて開催します。

【大塚委員】

年１回であれば、相当な人数を審議することになるのではないですか。それとも、あまり人数

はいないのでしょうか。

【特別支援教育課長】

おおよそ１００人超を審議します。ただし、審議に上がってくる子どもたちは、事前に市町村

の就学支援委員会の中で相談をされた上で、方向性が定まったものが上がってきておりますので、

人数的には多いのですが、この１回の中で審議を終えています。

【米田教育長】

基本的には上がってきたものを再度確認し、必要があれば再度話し合うということになります

か。

【特別支援教育課長】

そのとおりです。したがって、委員の中には各障害種に対応する医師の方が含まれています。

【伊藤委員】

この審議会を経ないと、特別な場合を除いて転学や就学は認められないのでしょうか。

【特別支援教育課長】

はい、この審議会を経てということになります。

ただし、この１回の中でできない事情がある場合もありますので、そのような場合は事務局に

委任をしていただいて、個別に委員と連絡を取りながら就学を審議するということも行っていま

す。

【米田教育長】

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。

【米田教育長】

では、表決を採ります。

議案第３２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３２号を原案どおり可決します。

次に、報告事項の一つ目、「平成３０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」、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３０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」説明概要

・開講日は、平成３０年１０月１日から平成３１年２月１５日までである。

・各市町村の広報等への掲載や、新聞社に記事の掲載を依頼するなどして広報していく。

【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。

【大塚委員】

受講料が１科目当たり３，５００円となっていますが、後期の間、その科目の講座を全て受講

できて３，５００円なのですか。

【高校教育課長】

１科目３，５００円ですので、そのとおりです。

【大塚委員】

受講者の費用負担が非常に安いのですね。

【米田教育長】

そうですね。ちなみに講師に報酬はどのくらい支払われているのですか。

【高校教育課長】

非常勤講師の報酬単価に基づいて計算しています。講座１回当たりの報酬は５，９００円です
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ので、講座回数分を掛けた金額が報酬として支払われます。

【大塚委員】

今後、受講料を上げることはないのですか。

【高校教育課長】

受講料３，５００円の根拠としているのが、授業料の徴収条例に定めている聴講料でありまし

て、１単位で１，７５０円と決まっております。この講座は２単位分でありますので、２倍の

３，５００円となります。したがって、条例が変わらない限りはこのままの額となります。

【大塚委員】

これほど安く学習ができて、素晴らしいことだと思います。

【米田教育長】

講座は１回当たり９５分で、１コマ４５分を行い、５分休憩を挟んでまた１コマ４５分行うと

いう、１回で２コマ行う形式です。非常勤講師の報酬は１コマ２，９５０円ですので、講師の１

日当たりの報酬は５，９００円になるという計算です。

【伊藤委員】

講座内容にあまり変化が見られないように思いますが、今回、何か変化はあったのでしょうか。

生涯学習課の「行動人」のような、習得したことを地域に還元できるようなシステムは働かない

ものか、あるいは、この講座を生涯学習課の方に統合してみてはどうか、など、もう少し変化が

あるとより楽しいと思います。

【高校教育課長】

変化についてですが、しばらくこれらの科目で続けている状況です。毎年受講者にアンケート

をとって、次の講座内容をどうするのか検討しているのですが、なかなかこれ以外の科目につい

て具体的に要望が出てこず、現状を維持している状況であります。ただ、時代も変わってきてお

りますし、今お話がありましたように様々な御意見を頂戴しながら、在り方を今後も検討してい

きたいと考えております。

【伊勢委員】

内容的には良い講座だと思いますが、やっている時間が平日の夕方までの時間であるため、勤

めている人は受講できないと思います。例えば、夕方６時以降に開催するなど、勤めている人も

参加できるようにすればもっと良いのではないかと思いますが、そのような意向はありませんか。

【高校教育課長】

今のところまだ検討してはいないのですが、現在受講されている方々からは、現在の時間帯が

望ましいという御意見をいただいております。また、これらの講座は明徳館高校の昼間部の生徒

も受講している関係で、なかなか遅い時間帯に持っていくことが難しいという状況があります。
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そういった点も含めて、これからも検討していきたいと考えています。

【伊藤委員】

もし受講者を増やしたいということであれば、現在の受講者ではなく、もっと違った方にアン

ケートを行い、反映した方が良いと思います。

【高校教育課長】

どういったリサーチをするのかについても考えていきたいと思います。

【米田教育長】

人がいなくてどうしても、ということもあると思いますが、講師も固定化している傾向がある

のではないかと思います。例えば英語などは、今はネイティブスピーカーもたくさんおられるで

しょうし、ＡＬＴ経験者に学校での指導経験を生かしてもらうなど、その辺りも含めて検討して

もよいのではないかと思います。

【米田教育長】

他になければ、次に二つ目の「『能代高等学校定時制課程』校舎呼称について」、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「『能代高等学校定時制課程』校舎呼称について」説明概要

・平成３３年４月に二ツ井高等学校と能代工業高等学校定時制課程を再編し、能代高等学校定

時制課程を設置する。

・この課程は昼間部の定時制で、現二ツ井高等学校の校舎を使用する。

・平成３１年４月に二ツ井高等学校へ入学する生徒が新たな学校の一期生となるため、今回、

校舎の呼称を決定した。

・地域名である「二ツ井」と、独立した校舎であることを示す「キャンパス」を合わせ、「二

ツ井キャンパス」とした。

【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】

「キャンパス」という呼称は、教育委員会初の試みなのですか。

【高校教育課長】

角館高校が統合校として開校した際に、旧角館高校を「若杉キャンパス」、定時制が置かれて

いる旧角館南高校を「駒草キャンパス」としたことに続く事例となります。
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【米田教育長】

二ツ井キャンパスでは「学校内外の多様な教育資源を活用」とありますが、学校の方で教材と

して活用できる教育資源を具体的に考えているのですか。

【高校教育課長】

地元の方々や、白神山地に関わるものなど、文化的資源や自然の資源を活用した学習を現在も

行っておりますが、それをより一層充実させるということで、具体的に検討を進めているところ

です。

【米田教育長】

先ほども話がありましたが、下の※印にあるように、平成３１年４月の入学生は二ツ井高等学

校定時制課程への入学で、平成３３年の４月になると転学という形をとって、能代高等学校定時

制課程の生徒になるということですね。

【高校教育課長】

はい。

【米田教育長】

これで報告事項は終了となりますが、他に何かございますでしょうか。

特になければ、残りの議案第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。

※秘密会のまま終了


