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秋田市教育委員会平成３０年１月定例会会議録

１ 日 時 平成３０年１月２５日(木)

午後３時３０分～午後５時

２ 場 所 ５－Ａ会議室

３ 出席委員 教育長

教育委員

教育委員

教育委員

教育委員

４ 出席職員 教育次長

教育次長

総務課長

学事課長
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生涯学習室長

教育研究所長

文化振興課長

総務課副参事

総務課副参事

学校教育課長補佐

生涯学習室長補佐
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教育研究所主席主査

総務課主査
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生涯学習室主査

文化振興課主査
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学事課主任
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５ 議 題

【付議案件】

議案第２号 秋田市文化財保護審議会委員の委嘱に関する件

議案第３号 秋田市立学校給食共同調理場等管理運営規則の一部を改正する件

議案第４号 秋田市教育委員会行政組織規則の一部を改正する件

議案第５号 秋田市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一

部を改正する件

議案第６号 秋田市公民館管理運営規則および秋田市公民館運営協力委員会規則

を廃止する件

議案第７号 秋田市将軍野高齢者学習センター管理運営規則の一部を改正する件

【協議事項】

(1) 平成３０年度当初予算（案）に関する件について

【教育長等の報告】

(1) 平成２９年度「新成人のつどい」の結果について

(2) 平成３０年度全国学力・学習状況調査の参加等について

６ 議 事 午後３時３０分開会

【平成３０年１月臨時会会議録の承認】

平成３０年１月臨時会会議録について、異議がないため承認された。

【会議録署名委員の指名】

教育長が今回会議録の署名委員として委員２名を指名した。

【付議案件】

議案第２号 秋田市文化財保護審議会委員の委嘱に関する件

教育長 議案第２号について事務局から説明願う。

文化振興課長 （資料に基づき説明）



- 4 -

※ 議案第２号については、全員賛成により議決された。

議案第３号 秋田市立学校給食共同調理場等管理運営規則の一部を改正する

件

教育長 議案第３号について事務局から説明願う。

学事課長 （資料に基づき説明）

委員 東小学校と上北手小学校分の調理を東小学校でいっしょ

に行う理由を教えてほしい。

学事課長 現在、上北手小学校は、自校の調理場で給食を作ってい

るが児童数が増えたため、普通教室を増築する必要がある。

そのため、来年度に給食調理場を解体し、そこに普通教室

を作る計画である。上北手小学校では給食を調理できなく

なることから近くにある東小学校で上北手小学校分の給食

も調理し、運搬する。

教育長 東小学校の調理場には、上北手小学校の分の給食も調理

する容量が十分にあるのか。

学事課長 数年前、広面小学校の調理場を改修した際、東小学校で

広面小学校の分の給食も調理した実績がある。上北手小学

校分の給食を調理する容量は十分にある。

※ 議案第３号については、全員賛成により議決された。

議案第４号 秋田市教育委員会行政組織規則の一部を改正する件

教育長 議案第４号について事務局から説明願う。

総務課長 （資料に基づき説明）

教育長 土崎みなと会館は北部公民館が廃止されることにより、

将軍野高齢者学習センターの分館となるが、活動内容につ

いて変更はないということで良いか。
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総務課長 所属は変わるが、活動内容について従来どおり変更はな

い。

※ 議案第４号については、全員賛成により議決された。

議案第５号 秋田市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

の一部を改正する件

教育長 議案第５号について事務局から説明願う。

総務課長 （資料に基づき説明）

※ 議案第５号については、全員賛成により議決された。

議案第６号 秋田市公民館管理運営規則および秋田市公民館運営協力委員会

規則を廃止する件

教育長 議案第６号について事務局から説明願う。

生涯学習室長 （資料に基づき説明）

※ 議案第６号については、全員賛成により議決された。

議案第７号 秋田市将軍野高齢者学習センター管理運営規則の一部を改正す

る件

教育長 議案第７号について事務局から説明願う。

生涯学習室長 （資料に基づき説明）

委員 土崎みなと会館は朝６時から使用できるよう規定されて

いるが、従来も朝早くから使用できたのか。

生涯学習室長 土崎みなと会館では、地域の青少年等が柔道の練習を行

うため、朝６時から使用できるような時間設定がなされて

いる。
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※ 議案第７号については、全員賛成により議決された。

【協議事項】

【非公開の議決】

教育長 協議事項(1)「平成３０年度当初予算（案）に関する件」

については、今後議会に提出され、審議される案件となる。

よって、現段階では公の場で審議した場合、事務局の説明

や出席者の発言が制約されることにより、十分な審議がで

きなくなるおそれがあるので、秘密会として取り扱うこと

とし、日程の最後に審議したいと思うがどうか。

※ 以上の発議があり、全員賛成により議決した。

【教育長等の報告】

(1) 平成２９年度「新成人のつどい」の結果について

生涯学習室長 （資料に基づき説明）

委員 ＰＲ動画は他のアトラクションに比べると評価が低いが

どの様な動画だったのか。

生涯学習室長 ＰＲ動画は、新成人に秋田市に戻ってきてほしいという

メッセージを込めて作成された動画であり、時間としては

３分ほどである。内容は市内に就職している先輩の方々の

メッセージで構成されたものである。

委員 式典では私語も少なくマナーも良かったと思うがアンケ

ート結果を見ると「式典の印象」や「参加者のマナー」が

悪かったと答えた方がいた。マナー等についてのアンケー

トの設問は自由記述だったのだろうか。

生涯学習室長 アンケートには選択形式の部分と自由意見を記載する部

分があったが「式典の印象」や「新成人の式典への参加マ

ナー」については選択形式であった。式典中に立って歩く
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人がいたため、それを見た人が新成人としてのマナーが悪

いにチェックを入れたのだと考えている。

委員 アンケート結果を来年の式典に役立て、参加者の一生の

思い出になるような成人式にしてほしい。

委員 大きなトラブルもなく思い出に残る式典だったと思う。

ただ、前回の成人式は式が始まると歩く人もおらず、誰か

が発言していると私語もぴたりと止んだ。その印象がある

だけに今年は式典が始まってもぞろぞろ歩いたり、私語が

止まらないと感じた。ただ、アンケート結果を見る限り参

加者は良い式典だったと感じてくれたのではないだろうか。

委員 アンケート結果では合唱が良かったという回答が多い。

思い出に残っている「はばたけ秋田っ子」を久しぶりに歌

うことで秋田での思い出が喚起させられたのだろう。また、

シャトルバスの利用が前年に比べ５０人ほど減っているが、

当日の天候にも左右されるのだろう。

成人式に来た新成人の家族の人数はどの様に把握してい

るのか。また、警察関係者の人数はどうやって把握したの

か。

生涯学習室長 受付の段階で男性、女性、新成人の家族で色分けした次

第を配ることで参加数を把握している。警察関係者の人数

については、警察に聞いて把握している。

委員 次第を男性用と女性用で色分けするのは、ＬＧＢＴの問

題もあるので、今後は配慮する必要があるのではないだろ

うか。

教育長 今の意見はもっともだと思う。男性だから、女性だから

と決めつけることなく今後はＬＧＢＴにも配慮して対応し

ていく必要があるだろう。

昨年度から特別に配慮が必要な方に情報保障席を設けた

り、特別支援学校と連携して恩師の方を招いたりしたが、

そういった席の利用状況はどうだったのか。

生涯学習室長 昨年度の秋田市内の特別支援学校に加え、今年は潟上市
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にある天王みどり学園にも成人式の案内をして、情報保障

席、車いす席、介添え者席を準備した。式典中は情報保障

席などに６名ほど座り、ふれあいタイムには１３名ほどの

方が参加していた。

教育長 今年、国会に成人年齢の引き下げが提案されるようだ。

これに伴い、新成人のつどいを、今後どう進めていくのか

十分に研究し、協議する必要がある。早めの対応をお願い

する。

(2) 平成３０年度全国学力・学習状況調査の参加等について

教育研究所長 （資料に基づき説明）

委員 主な変更点として英語の予備調査を抽出した学校で実施

するとあるが、県庁所在地である秋田市の学校が選ばれな

かった理由はあるのだろうか。

教育長 英語の予備調査の対象校は県ではなく国が学校番号を乱

数表を使用して抽出しているものと考える。秋田市内の学

校が選ばれなかったのは偶然だと思う。国は英語の予備調

査の内容を示しているのか。

教育研究所長 調査内容は「読む、書く、聞く」についての４５分の問

題に加えて「話す」について１０分から１５分程度、担当

の先生とやりとりすることで話す能力について調査する。

来年度はこのような形で予備調査を実施し、それを踏まえ

て再来年度に本調査を実施する。心配な点としては話すこ

とに対してどれだけ客観的に調査できるのかという点や、

一人一人と１０分から１５分程度話す教師の人数や時間、

部屋の確保など調査体制をどうするのかである。国も今年

度実施する予備調査の結果を踏まえて様々な検討をすると

思うが、我々もこれらの点について考えていかなくてはな

らないと思っている。

委員 英語を話すことも大切だが、聞き取りも大切だ。ＡＬＴ
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の配置等により充実してきているように思うが、現状は耳

から聞き取る力が十分とは言えないのではないか。子ども

にとっての課題を丁寧に考え、取り組んでいくことが必要

だ。

教育研究所長 私たちが中学生であった頃の読む・書くが中心であった

時代と比べると授業構成も変わり今の子どもたちは英語を

話したり聞いたりする機会が大幅に増えている。英語につ

いての全国的な調査は初めてのことであり、その結果を受

けて本市の英語の授業の在り方等についても見直していく

必要があるかもしれない。来年度実施される予備調査をし

っかりと注視していきたい。

【その他、今後の日程についての報告】

総務課副参事 教育委員会定例会は原則、毎月第４木曜日としているが、

市議会の日程の関係から、２月定例会は２月１５日(木)の

午後３時３０分からの開催を予定している。

また、例年２月下旬から３月上旬にかけて教職員人事に

関する案件を審議する必要があり、臨時会を開催して対応

しているので、後日、日程調整させていただきたい。

教育長 ２月定例会は２月１５日(木）午後３時３０分開会予定と

する。委員の皆さん、日程調整をよろしくお願いする。

【協議事項】

(1) 平成３０年度当初予算（案）に関する件について

（協議事項(1)は、秘密会のため、秋田市教育委員会会議規則第21条の規定

に基づき、会議録に記載しない。）

午後５時閉会


