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令和元年第１１回教育委員会会議 議事録

１ 期 日 令和元年７月４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５分

５ 出 席 者 委 員 岩佐 信宏

伊藤佐知子

大塚和歌子

伊勢 昌弘

吉村 昌之

６ 説明のための出席者

教育次長 太田 政和 教育次長 渡部 克宏

総務課長 片村 有希 施設整備室長 俵谷 浩

教職員給与課長 真田 郁朗 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 伊藤 雅和

特別支援教育課長 新井 敏彦 生涯学習課長 中山 恭幸

文化財保護室長 武藤 祐浩 保健体育課長 高橋 周也

福利課長 佐藤 広文

７ 会議に付した事項

議案第３２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３３号 秋田県産業教育審議会委員の任命について

議案第３４号 第２３期秋田県障害児就学審議会委員の任命について

議案第３５号 秋田県社会教育委員の委嘱について

議案第３６号 秋田県生涯学習審議会委員の任命について

議案第３７号 秋田県立博物館協議会委員の任命について

８ 可決した事項

議案第３２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３３号 秋田県産業教育審議会委員の任命について

議案第３４号 第２３期秋田県障害児就学審議会委員の任命について

議案第３５号 秋田県社会教育委員の委嘱について

議案第３６号 秋田県生涯学習審議会委員の任命について

議案第３７号 秋田県立博物館協議会委員の任命について
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９ 報告事項

・令和元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

・能代地区専門系統合校（仮称）の校名募集について

10 会議の要旨

【米田教育長】

それでは、ただいまから、令和元年第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、５番吉村委員と１番岩佐委員にお願いします。

【米田教育長】

はじめに、議案第３２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３２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

・平成２８年度からスタートしている第七次秋田県高等学校総合整備計画を着実に遂行するた

め、県立高等学校の生徒定員を改める等の必要がある。

・令和２年度の学級減のほか、平成３０年度と平成３１年度に実施した学級減に伴う生徒定員

の減少に伴い、規定の整理を行う。

・平成３０年度から募集を停止していた県立能代工業高等学校理数工学科を令和２年３月をも

って廃止する。

・令和２年度より県立雄勝高等学校を県立湯沢翔北高等学校の地域校に改める。

【米田教育長】

議案第３２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。

【岩佐委員】

雄勝校について、雄勝キャンパスという名称を聞いたことがあるが、呼称と考えてよろしいで

しょうか。

【高校教育課長】

雄勝キャンパスは呼称です。正式には湯沢翔北高等学校雄勝校となります。

【米田教育長】

全日制と定時制の定員は、実際にそれぞれ何名減ることになりますか。

【高校教育課長】

令和２年度の募集定員の減を申し上げます。まず、県北地区では大館桂桜高校で１５名の減少
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となります。次に中央地区が男鹿海洋高校で５名の減、矢島高校で１０名の減となり、合計１５

名の減少となります。また、県南地区が羽後高校で１０名の減少となります。来年度の募集につ

いては、全県の全日制で合わせて４０名の減となります。加えて定時制の課程ですが、各地区の

Ⅱ部や夜間の定員は各３５名の募集から３０名の募集に改めて、全県の定時制で合わせて２５名

の減少となります。よって、全日制と定時制合わせて全県では６５名の減となります。

【米田教育長】

他にございませんか。

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、議案第３３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３３号「秋田県産業教育審議会委員の任命」説明概要

・県産業教育審議会条例に基づき設置され、年に１回開催している。開催時期は１１月頃であ

る。

・本審議会では本県の産業教育の改善と充実のために学識経験者や産業経済関係者、行政関係

者及び学校関係者で構成し、産業教育の重要事項について審議する。

・委員１５名のうち、再任が１１名、新任は４名である。

・委員の任命については、産業教育振興法に基づき、事前に県総務部総務課を通して知事に意

見聴取し、異存なしとの回答をいただいている。

【米田教育長】

議案第３３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。

【岩佐委員】

議案第３３号参考資料の委員の名簿について、５番の岩根 えり子氏は専務取締役ではなく、
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代表取締役だったと思います。また、７番の渡部 羊三氏も専務取締役ではなく、副社長だと思

います。この名簿は７月４日現在ということですが、もし必要でしたらアップデートしてくださ

い。合わせて、１０番の奥 真由美氏は、学習塾の経営者だったと認識しております。産業教育

という分野で委員に任命してよろしかったのか、確認をお願いします。奥氏は立派な方ですし、

人選に異論はありませんが、確認をお願いします。

【米田教育長】

名簿には７月４日現在と記載がありますが、実際に内容を確認したのはおそらく７月４日より

前ですよね。

【高校教育課長】

７月４日より前だと思います。申し訳ございませんが、もう一度確認して改めさせてください。

【米田教育長】

では、５番、７番、１０番の役職等について再度確認の上、訂正すべき箇所は訂正して再度お

知らせしますか。

【岩佐委員】

人選はこのままでかまわないと思います。

【米田教育長】

ありがとうございます。

他にありませんか。

【伊藤委員】

１３番の石郷岡 仁司氏は今年で退職されると伺っています。委員の任期は２年となっていま

すが、途中で退職された場合はどうなるのでしょうか。

【高校教育課長】

石郷岡氏は秋田県中学校長会の会長であり、いわゆる役職に対する充て職です。途中で退職さ

れた場合は、次に中学校長会の会長になる方にお願いしたいと思います。

【米田教育長】

例えば１５番の小林 吉則氏は来年３月に退職と聞いていますが、本委員は再任で２期２年目

にあたるので、このような場合は問題ありませんが、石郷岡氏については、任期途中で交代とな

るということですね。次の中学校長会の会長がどなたになるかは分かりませんが、その方にお願

いするということで間違いないですか。

【高校教育課長】

はい。
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【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】

それでは、表決を採ります。

議案第３３号を役職名等の一部を訂正すべき箇所は訂正した上で可決するということでよろし

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３３号を原案どおり可決します。

次に、議案第３４号「第２３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３４号「第２３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

・第２２期秋田県障害児就学審議会委員の任期が令和元年８月４日で満了となるため、その後

任の委員を任命するものである。

・本審議会では県教育委員会の諮問に応じて、障害児の障害の状態や教育上必要な支援の内容

等を委員に審査していただき、障害児の適正な就学について審議していただくことを目的と

している。

・昨年度の審議件数は１４４件であった。

・委員は１８名であり再任が９名、新任９名である。

・今年度の審議会は令和２年１月１７日に開催予定である。

【米田教育長】

議案第３４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。

【米田教育長】

委員に選ばれている医師５名については、医師会から一括して分野ごとに推薦していただいて

いるのでしょうか。

【特別支援教育課長】

その通りであります。５月に医師会の会長に直接内容を説明し、推薦を依頼しました。
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【米田教育長】

推薦された医師の中にはベテランの医師もいますし、１０年、２０年先もこの人選のままとい

うわけにはいかないので、いずれは後継の方にもお願いしなければならない時がくると思います

が、今後の見通しはどうなっているのでしょうか。

【特別支援教育課長】

この件については、これまでもご指摘をいただいておりましたので、医師会の会長には県の条

例の観点からも新しい方を推薦していただけるよう説明し、会長からもご理解をいただきました

が、それぞれの分野の事情もあって、やはり難しい面があるようです。こちらとしても医師会か

ら新しい方の推薦を期待していた部分もありましたが、今後もこちらの考えをお伝えして、新し

い方を推薦していただけるよう働きかけていきます。

【米田教育長】

こちらがお願いする立場ではありますが、必要であれば我々も医師会にお願いに行きます。来

年は新しい方を推薦してもらえるように、医師会に働きかけていきます。

【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】

それでは、表決を採ります。

議案第３４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３４号を原案どおり可決します。

次に、議案第３５号「秋田県社会教育委員の委嘱」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３５号「秋田県社会教育委員の委嘱」説明概要

・秋田県社会教育委員の任期が令和元年７月１５日で満了となるため、その後任の委員を委嘱

するものである。

・委員１５名のうち、再任が８名、新任が７名である。



- 7 -

・４番の加藤 寿一氏と７番の小池 孝範氏は３期目となるが、来年度東北地区の社会教育研究

大会が秋田市で開催されることになっており、この２名には前々から中心的な役割を果たし

ていただいていることから、引き続き３期目もお願いすることにした。

【米田教育長】

議案第３５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。

【伊勢委員】

議案第３４号では、委員の略歴資料がありますが、本議案には委員の略歴資料がありません。

資料がない理由は何ですか。

【生涯学習課長】

例年であれば委員の略歴資料も添付していましたが、略歴には委員の住所や誕生日等の個人情

報も記載されており、委員の任命に関してこれらの情報が必要かどうかを考えた結果、今年は添

付しないことにしました。

【米田教育長】

統一性を図るとすれば、事前に相談するべきだったかもしれませんね。

【伊藤委員】

各委員の分野について質問ですが、学識経験と学校教育・社会教育の違いを教えてください。

【生涯学習課長】

学識経験者は一般的には大学教授等の専門性が社会的に認められた人を想定しており、それ以

外に最近では民間等で活躍している人も含めて広く学識経験者として捉えている場合があります。

【伊藤委員】

地域おこし協力隊の１４番吉田 崇之氏を学識経験者としている理由と、だいせん大曲フィル

ムコミッション会長の８番小西 亨一郎氏を学識経験者としている理由を教えてください。小西

氏はなぜ学校教育・社会教育ではないのでしょうか。オーバーラップしている部分もあるかと思

いますが、どうでしょうか。

【生涯学習課長】

８番小西氏はだいせん大曲フイルムコミッション会長であり民間企業で活躍しているというこ

とで学識経験者とし、１４番の吉田氏は北秋田市で移住・移住コーディネーターとして活動して

いることから学校教育・社会教育というよりは専門的な知識を有しているということで、学識経

験の分野としました。

【伊藤委員】

２番の丑田 俊輔氏はいかがですか。



- 8 -

【生涯学習課長】

様々な活動をされている方ですが、ハバタク株式会社という名簿記載の役職を重視し学識経験

としました。

【米田教育長】

説明の冒頭にありました、来年の東北地区の教育研究会が行われる日時と規模を教えてくださ

い。

【生涯学習課長】

日時はまだ決まっていませんが、例年７００人規模が参加する大会です。

【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】

それでは、表決を採ります。

議案第３５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３５号を原案どおり可決します。

次に、議案第３６号「秋田県生涯学習審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３６号「秋田県生涯学習審議会委員の任命について」説明概要

・秋田県生涯学習審議会委員と秋田県社会教育委員は兼任することとしている。

・秋田県社会教育委員の任期満了に伴う改選があったため、秋田県生涯学習審議会委員につい

ても任命するもの。

・委員１５名のうち、７名を新たに任命するもの。

【米田教育長】

議案第３６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。
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【岩佐委員】

確認ですが、今回は７名が新任で、次回からは全員が更新するという認識でよろしいでしょう

か。

【生涯学習課長】

次のタイミングでは、生涯学習審議会委員と社会教育委員の任期を合わせる形で委員を改選し

たいと思います。

【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】

それでは、表決を採ります。

議案第３６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３６号を原案どおり可決します。

次に、議案第３７号「秋田県立博物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３７号「秋田県立博物館協議会委員の任命について」説明概要

・秋田県立博物館協議会委員の任期が満了となるため、その後任の委員を任命するもの。

・委員１３名のうち５名が２期目として再任、８名が新任である。

【大塚委員】

参考資料の委員名簿はどのような順番になっているのでしょうか。分野ごとの記載ではないの

でしょうか。

【生涯学習課長】

あいうえお順に掲載しています。

【岩佐委員】

委員名簿の分野の欄で利用者と記載されている４名それぞれの役職名について質問です。公募
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委員と役職付きの方がいますが、違いは何でしょうか。

【生涯学習課長】

明確な理由があるわけではなく、普段施設を利用している方を利用者としており、その利用者

のうち、公募で名乗り出た方を公募委員として記載しております。

【岩佐委員】

公募で名乗り出た方は公募委員として記載し、公募でない利用者は名簿を見てこちらから依頼

したということでしょうか。

【生涯学習課長】

ご指摘の通りです。

【米田教育長】

公募で名乗り出た方は２名ということでしょうか。他にもいらっしゃったのでしょうか。

【生涯学習課長】

公募で名乗り出た方は２名です。

【伊藤委員】

似たような議案が連続して並んでいると粗が見えてきます。本議案は、ワープロのポイントが

合っていなかったり字の大きさがずれていたり見にくい印象を受けたので、個人的な要望ですが

議案第３５号とそろえればさらに見やすくなると思います。

【生涯学習課長】

気をつけたいと思います。

【米田教育長】

５番の佐藤 和美氏の氏名を確認してください。「美」ではなく「実」だったと思います。

【生涯学習課長】

確認します。

【吉村委員】

公募委員の定員は決まっているのですか。

【生涯学習課長】

特に規定はありません。

【吉村委員】
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公募しても公募した全員が委員になることができるわけではないと思いますが、公募で名乗り

出た方の中からこちらで判断するということでしょうか。

【生涯学習課長】

そうです。

【米田教育長】

協議会の委員は最大何名までですか。

【生涯学習課長】

１５名以内です。

【米田教育長】

現在の委員は１３名ですが、公募の段階で４～５人いたとすれば、４名は公募委員の入る余地

があったということですね。できるだけ利用者の声を取り入れることが必要ですが、今後、中央

地区以外の方にも参加してもらえるようにもう少し強く呼びかけるなどの工夫が必要かもしれま

せんね。

【吉村委員】

委員名簿の下に記載されている委員の年代別の表ですが、２０代が０人であるにも関わらず２

０代の欄を記載しているということは、２０代も委員に加えたかったということでしょうか。

【生涯学習課長】

他の議案とそろえるためのほか、秋田県審議会等管理要綱の中には学生も含めた若い世代から

の認容に努めることとの記載もあることから、検討しましたが結局２０代の委員は０人となりま

した。

【吉村委員】

２０代の公募がいない場合、何らかのアプローチはしているのですか。

【生涯学習課長】

こちらでも探しましたが、該当者はいませんでした。

【米田教育長】

公募の他にも大学に働きかけて、大学３・４年に声をかけてもらうという方法もありますね。

【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】
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異議なし。

【米田教育長】

それでは、表決を採ります。

議案第３７号を氏名を確認の上で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３７号を原案どおり可決します。

次に、報告事項の一つ目「令和元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】

報告事項の前に議案第３３号参考資料の委員名簿の役職名の一部を訂正させていただきたいと

思います。名簿の１番の山村 明弘氏は副研究科長ではなく研究科長となります。また、５番の

岩根 えり子氏は専務取締役ではなく代表取締役社長となり、７番渡部 羊三氏は専務取締役では

なく副社長となります。以上の３名を訂正させていただければと思います。申し訳ございません。

【高校教育課長】

報告事項「令和元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、令和元年１０月１日（火）から令和２年２月１４日（金）までである。

・講座の内容については、受講者や秋田明徳館高等学校の在籍生徒にアンケートを実施し、結

果を踏まえて検討している。開講講座以外に希望のあった科目については、受講者数が少な

いことや講師の確保の見通しが立たないこと等から今後の検討課題とする。

・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。

【米田教育長】

受講者は何名くらいでしょうか。

【高校教育課長】

前期の受講者数を申し上げますと、ロシア語初級が２名で中級が５名、中国語初級が１３名で

中級が１１名、ハングル初級が８名で中級が１５名となっております。

【米田教育長】
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どちらかというと、５０代６０代の受講者が多いと想像しているのですが、どうでしょうか。

【高校教育課長】

年齢ごとの集計もしています。高校生の受講者もおりますので１０代の受講者もいます。５０

代が全体の８．２％、６０代が全体の５０．７％、７０代が全体の２８．２％です。

【米田教育長】

頭の活性化のためにも良いと思います。

【伊藤委員】

基本要項の開設科にある秋田の歴史入門や専門郷土史は通年の科目でしょうか。

【米田教育長】

通年科目で、前期で申し込んだ人がそのまま一年間受講するということですよね。

【高校教育課長】

教育長のおっしゃるとおりで、秋田の歴史入門には前期に３０名の申し込みがありました。定

員超過ですが、後期も継続して受講します。また、専門郷土史も同様で、前期に３５名の申し込

みがありました。

【伊藤委員】

秋田明徳館高等学校に科目履修講座が設立された理由を教えてください。他の定時制の学校に

も同様の講座はありますか。

【高校教育課長】

秋田東高校時代の平成７年度から英会話、中国語、ロシア語、パソコンの科目履修講座を設置

しています。社会の変化に伴う多様な学習形態のニーズが生じていることを捉え、設置していま

す。県内では秋田明徳館高等学校だけですが、他県では宮城県にも設置されている学校があるよ

うです。

【米田教育長】

秋田東高校で単位制を導入した平成７年度から生徒も科目を履修して卒業単位に含めてよいこ

とにしていたと思います。それが今も続いており、生徒も受講できるようにしています。単位制

なので生徒が選んで自分なりの時間割を作っていて、その時間割に講座を組み込むことも可能で

す。

【高校教育課長】

おっしゃるとおりです。秋田明徳館高等学校の在籍生徒が受講した場合は単位認定しておりま

す。
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【伊藤委員】

お話を聞いてすっきりしました。ただ、生涯教育課でいろんな講座がある一方で、それらを高

校教育課で管理するのは大変だと思います。もっと活性化できるのではと個人的に思います。停

滞しているような気がしていて、毎回惜しいなと思っています。

【高校教育課長】

おっしゃるとおりだと思います。講座については中身の充実や、生涯学習課と連携できるとこ

ろは連携するなどの検討をしていきたいと考えております。

【米田教育長】

明徳館高等学校は立地的にも便利だと考えています。今後、生涯学習課とのタイアップで新し

いものをやってみたり、あるいは改善部分を検討したりというようなことも行っていきたいと思

います。

【米田教育長】

他になければ、次に二つ目の「『能代地区専門系統合校（仮称）』校名募集について」、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「『能代地区専門系統合校（仮称）』校名募集について」説明概要

・令和３年４月に開校予定の能代地区専門系統合校の校名を一般公募で募集する。

・募集期間は令和元年７月１６日（火）から９月１７日（火）までである。

・年度内の教育委員会会議で校名候補を発表し、来年６月議会に県立高校設置条例の改正案を

提出する予定である。

・採用された応募者には、感謝状と記念品の贈呈を考えている。

【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。

【岩佐委員】

選考方法を教えてください。公募された校名の中から多数決で選ぶのか、それとも公募の中か

らこちらで選ぶのか、あるいは公募された校名以外の校名を選ぶ可能性もあるのでしょうか。例

えば昨年決定された、山手線の高輪ゲートウェイ駅は応募の中にほとんどなかった駅名と聞いて

おりますので、今回の選考の方法を教えてください。

【高校教育課長】

基本的には公募ですので、公募の中から絞り込んでいきます。関係者のご意見も伺いながら新

しい学校の理念にふさわしいような校名を選びたいと考えております。

【岩佐委員】
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つまり参考にしていくということでしょうか。

【高校教育課長】

公募の中からふさわしい校名を関係者のご意見を聞きながら決めたいと思います。

【米田教育長】

湯沢翔北高等学校の校名を決めた際の経緯について、渡部次長教えてください。

【渡部次長】

当初は、湯沢叡陵高校としていましたが、この校名は公募の中になかった校名であったため、

地域から公募した意味がないとのご指摘をいただきました。そのため、再度選考を行い公募の中

から決定し、湯沢翔北高等学校となりました。

【米田教育長】

当時は叡陵という漢字が難しいという話もありましたね。

【伊藤委員】

校章はいつ決まるのでしょうか。

【高校教育課長】

公募を経て校名が決定されてからとなります。

【米田教育長】

校歌も同様ですね。

【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、以上で本日の会議を閉じます。

お疲れ様でした。


