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秋田市教育委員会令和４年３月定例会会議録

１ 日 時 令和４年３月１８日(金曜日)

午後３時３０分～午後４時４０分

２ 場 所 ５－Ａ会議室

３ 出席委員 教育長
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生涯学習室長

中央図書館明徳館事務長

秋田商業高等学校事務長

文化振興課長

総務課長補佐

総務課副参事
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教育研究所副所長

学校適正配置推進室副参事

生涯学習室長補佐

文化振興課副参事

総務課主席主査

教職員室主席主査
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５ 議 題

【付議案件】

議案第４号 秋田市教育委員会人事異動に関する件

議案第５号 秋田市社会教育委員の委嘱に関する件

議案第６号 秋田市指定文化財の指定に関する件

【教育長等の報告】

(1) 令和４年２月市議会定例会の審議状況について

(2) 令和５年度以降の御所野学院高等学校の連携型中高一貫校入学者選抜につい

て

(3) 学校適正配置に関する地域協議の開催状況等について

(4) 教職員人事評価について

６ 議 事 午後３時３０分開会

【令和４年３月臨時会会議録の承認】

令和４年３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】

教育長が今回の会議録の署名委員として委員２名を指名した。

【非公開の議決】

教育長 議案第４号「秋田市教育委員会人事異動に関する件」および

報告(4)「教職員人事評価について」は、人事に関する案件で

ある。

したがって、これらの案件については「地方教育行政の組織

及び運営に関する法律」第14条第７項ただし書の規定により、

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。
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【付議案件】

議案第５号 秋田市社会教育委員の委嘱に関する件

教育長 議案第５号「秋田市社会教育委員の委嘱に関する件」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 秋田市指定文化財の指定に関する件

教育長 議案第６号「秋田市指定文化財の指定に関する件」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）

委員 文化財の指定後は、どのように市民に周知していくのか。

文化振興課長 広報やホームページ、冊子類などである。また、まちあるき

マップへの掲載等により、児童生徒や地域の方々にＰＲしてい

きたい。

委員 この狛犬の存在により、当時の社会や産業構造まで伺い知る

ことができ、大変貴重なものであると感じた。また、地域の魅

力向上にも繋がるため、秋田市の文化財が増えていくことは好

ましく思う。勝平神社は目立たない場所にあるため、標柱など

があると市民にとってわかりやすいと思う。

文化振興課長 表示方法についても検討してまいりたい。

委員 神社側で用意するのか、市が用意するのか分からないが、歴

史案内板のようなものがあればわかりやすいと思う。

文化振興課長 今回の指定を契機として、狛犬の歴史的背景を知っていただ

くために、神社側とも協議して検討してまいりたい。

委員 児童生徒の郷土学習に活用するなど、秋田の歴史教育に生か

すことができればと思う。

文化振興課長 明日、当市で北前船寄港地フォーラムが開催されるが、児童

生徒にも北前船に係る郷土学習として生かしていただけると思

う。
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教育長 各委員からも意見があったが、歴史的価値のあるものを多く

の市民が認識できるよう、周知の手立てを検討して欲しい。

※ 議案第６号については、全員賛成により、議決された。

【教育長等の報告】

(1) 令和４年２月市議会定例会の審議状況について

教育長 報告(1)「令和４年２月市議会定例会の審議状況について」、

事務局から説明願う。

総務課長 令和４年２月市議会定例会の、教育委員会関係の審議状況に

ついて報告する。

今議会の審議案件は、令和３年度２月補正予算（案）、令和

３年度２月補正予算（案）の追加提案分、令和４年度当初予算

（案）と、いずれも予算に関するものであった。様々な質疑が

あったが、本日は主なものについて報告する。

始めに、令和３年度２月補正予算（案）についてである。委

員から、「小学校防犯カメラ設置経費１，２４８万８，０００

円の減額補正は入札差金によるとのことであるが、各校のカメ

ラの設置台数は十分と考えているのか。」との質問があり、

「防犯カメラは、各校ごとに昇降口の幅や広さを勘案し、１校

当たり１台から３台設置したところであるが、今後も運用状況

や現場の声などを随時確認し、適宜対応していきたい。」と答

弁している。

次に、「次世代型学校ＩＣＴ環境整備事業（御所野学院高等

学校）に係る減額補正は、タブレット端末の購入台数の減等に

よるものとのことであるが、どのように購入台数を見直したの

か。」との質問があり、「同事業は、昨年の９月定例会に、同

校の各学年の定員数から購入台数を２６０台と見込んで補正予

算を計上したものであるが、教育産業分科会での審査を踏まえ、

新１年生のみを定員数とし、新２年生と新３年生はそれぞれ在

籍生徒数と見直したことにより、購入台数を３０台減の２３０
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台としたものである。」と答弁している。

次に、令和３年度２月補正予算（案）の追加提案分について

である。

委員から、「小学校大規模改造事業について、旭川小学校の

職員室や普通教室などがある棟の内装、外壁や屋根等を全面的

に改修を行うとのことであるが、工事中の教室については既存

施設を使用するのか、また、工事の際には、児童の新型コロナ

ウイルス感染症対策をどのように行うのか。」との質問があり、

「同事業の工事に際しては、別棟の既存のホールを仕切ること

によって仮設の教室を設置し、普通教室として使用する予定で

ある。また、外壁の塗装工事を行う際には窓を閉め切って行う

ことになるが、同感染症対策として、扇風機等を使用して廊下

に風を通し、室内の空気を循環させて換気を行うことなどを考

えている。」と答弁している。

以上の２件については、３月７日の本会議で原案のとおり可

決されている。

次に、令和４年度当初予算（案）についてである。

委員から、「中学校就学奨励事業は令和３年度に約

４，５００万円を減額補正した経緯があるにも関わらず、令和

３年度当初予算額と比較して約１，５００万円の増額とした理

由は何か。」との質問があり、「同事業の増額は、主に修学旅

行に関するものである。令和３年度の修学旅行の日程は、新型

コロナウイルス感染症の影響を受けて短縮や日帰りに変更して

いたものの、令和４年度は通常の２泊３日に戻ると見込んでい

ることや、通常であれば、令和３年度において２年生で修学旅

行の実施を予定していた中学校が令和４年度に延期したことな

ども考慮し、令和３年度当初予算額より約１，５００万円を増

額して計上したものである。」と答弁している。本案件につい

ては、３月２２日の本会議で原案のとおり可決される予定であ

る。

また、教育産業委員会も開催されており、「学校適正配置に
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関する地域協議の開催状況等について」、「第６次秋田市社会

教育中期計画の策定について」、「第３次秋田市子ども読書活

動推進計画の策定について」の以上３件を報告した。報告は以

上である。

※ 報告(1)については、以上のとおり終了した。

(2) 令和５年度以降の御所野学院高等学校の連携型中高一貫校入学者選抜につ

いて

教育長 報告(2)「令和５年度以降の御所野学院高等学校の連携型中

高一貫校入学者選抜について」、事務局から説明願う。

学校教育課長 （資料に基づき説明）

委員 前期選抜と一般選抜が同時に行われることは、保護者たちに

も浸透してきていると思う。今回の措置は、生徒たちにとって

望ましいものである。

教育長 連携型選抜に合格することができなかった場合においても、

一般選抜に出願できるという安心感を持って連携型選抜の試験

に臨めることは、生徒たちにとっては良いことである。

※ 報告(2)については、以上のとおり終了した。

(3) 学校適正配置に関する地域協議の開催状況等について

教育長 報告(3)「学校適正配置に関する地域協議の開催状況等につ

いて」、事務局から説明願う。

学校適正配置推進室長 （資料に基づき説明）

委員 上新城小学校の閉校記念式典について、子どもたちが一人一

人主役となり、しっかりと学校とお別れができている印象であ

った。学校適正配置推進室の職員は、これまでの準備等大変苦

労したと思うが、温かく、そして厳粛な式で、新たな出発がで

きる大変良い式であったという感想である。子どもたちは新た

な学校に早く慣れ、そして校舎についても地域の皆様に大事に
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利活用されていけばと思う。

委員 大変温かい式であった。卒業生には卒業証書、そして在校生

には修了証書を授与するなど、一生の思い出に残る内容であっ

たと思う。子どもたちには、地域を愛する人に育ってほしい。

学校適正配置推進室の職員は、準備等大変難儀であったと思う

が、上新城小学校１４７年の歴史に相応しい良い式典であった。

来年度も閉校する学校があるが、引き続きよろしくお願いした

い。

委員 地域の方も多数出席されており、在校生にも修了証書が授与

されるなど、子どもたち一人一人にスポットライトが当てられ

るような温かみのある式典であった。また、１４７年という歴

史を感じることができる工夫が幾つもあり、記念碑も地域の誇

りになるような立派なものであった。

学校適正配置推進室長 式典の内容や記念碑の建立は、地域の要望を取り入れたもの

である。来年度は太平中、豊岩中、下浜中の３校が閉校式典を

行う予定であるが、今回と同様に地域の要望を取り入れながら

式典の準備や記念事業を進めていきたいと考えている。

教育長 感動的な式典であったと思う。学校と地域の要望を踏まえつ

つ、ともに準備を進めてきたが、来年度は３校とも中学校であ

るため、今回とはまた違うものになると思っている。今度は中

学生たちが、自分たちの学校や地域に誇りを感じることができ

るような式典とすることができればと思う。

※ 報告(3)については、以上のとおり終了した。

【その他、今後の日程についての報告】

総務課長補佐 ４月定例会の日程についてお知らせする。４月定例会は、４月

６日（水）午後３時３０分からを予定している。これは、年度当

初に本市教育行政の基本方針である「秋田市の教育について」を

速やかに委員会に諮る必要があるため、毎年４月上旬に開催して

いるものである。
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教育長 ４月定例会は、４月６日（水）午後３時３０分に開催予定であ

る。日程調整をよろしくお願いする。

【退職職員の紹介】

教育次長が３月末で定年退職となる幹部職員を紹介し、退職者を代表して秋田

商業高等学校事務長があいさつをした。

【付議案件】

議案第４号 秋田市教育委員会人事異動に関する件

【教育長等の報告】

報告(4) 教職員人事評価について

議案第４号および教育長等の報告(4)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４時４０分閉会


