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報告第３号
議

携帯電話･ゲーム機等に関する調査結果について＜学校教育課＞

事

議案第２４号 豊後大野市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について＜学校教育
課＞
議案第２５号 平成２７年度 豊後大野市立学校児童生徒の就学援助の認定審査について＜学校教
育課＞
５ 会議の概要
○出席者報告
真部教育総務課長

それでは、定刻より少し早いんですが、皆さんお揃いのようにありますので、出
席者の報告をさせていただきます。本教育委員会の出席者は、出席委員５名、
欠席委員０名、教育委員会事務局４名の出席であります。
－ 1 －

１ 開 会
金丸委員長

（時候のあいさつの後） それでは、ただいまから平成２７年５月豊後大野市教育
委員会定例会を開会します。

(午前９時２９分開会)

２ 前回会議録の承認
金丸委員長

最初に 会議規則第６条第１項第２号の規定に基づき ４月２８日開催の４月定
例会 議事録の承認を求めます。議事録につきましては、事前に送付され、委
員各位もご覧のことと思います。つきましては事務局からの説明を省略し承認手
続を行いたいと考えます。それでは、議事録について質問を受けたいと思いま
す。何かありますか。

全委員

(「ありません」の声)

金丸委員長

ないようにありますので、４月定例会 議事録について承認することに異議ありま
せんか。

全委員

(「異議なし」の声)

金丸委員長

異議なしと認め、承認します。

３ 議事録署名委員の指名
金丸委員長

続いて、会議規則第１７条第２号の規定に基づき 本会議の議事録署名委員の
指名を行います。４番 稙田 博美 委員を指名します。よろしくお願いします。

稙田委員

はい(了承)

４ 会期の決定
金丸委員長

次に、会期の決定でありますが、議案等を勘案いたしまして、本日一日限りとい
たしたいと思います。異議ありませんか。

全委員

(「異議なし」の声)

金丸委員長

異議なしと認め、本日一日限りと決定します。付議事項等につきましては 議事
が２件です。よろしくお願いします。

５ 諸報告
（1）教育長報告
金丸委員長

諸報告に入ります。はじめに、教育長報告を求めます。教育長お願いします。

－ 2 －

久保田教育長

（平成２７年５月豊後大野市教育委員会定例会資料により報告をする）
＜報告内容＞
① チャレンジデーのお礼と結果について
② 教育委員の選任について
③ 全校不登校ゼロを目指した取り組みについて
④ 川崎市中１殺害事件について
⑤ 韓国ホームスティ事業について
⑥ 三重総合高校の協議会の立ち上げについて
⑦ 佐藤教育委員から書籍の寄贈を受けたこと
⑧ 子ども読書活動優秀実践校で文部科学大臣表彰わ受けた菅尾小・三重第
一小に市から感謝状を贈呈することになったこと 等

金丸委員長

教育長報告が終わりました。委員さん方から何かご質問がありましたらお願いし
ます。

稙田委員

チャレンジデーはお疲れさまでございました。今年、私 緒方ですけれども地区
の方で初めて、７時半にグラウンドに集合してラジオ体操をしました。これは初め
ての取り組みだ、と思って、今までしたことがないことをやっぱり活発にされてい
るなぁと思いました。そして、ラジオ体操をしたんですけれども、ラジオ体操のカ
セットをとってですね、それをたくさんダビングしていろいろな地区に配ったという
ことを聞きました、私も、それをいただきまして、個人のものにするのではなくて、
私どもの近くには婦人部とかの組織を持っていますので、そういう人が集まった
ときに、このカセットで体操をしますと言って、いただきました。私的なものにはし
ませんので、と言ったんですけれども…。そんなふあにたくさんダビングをして活
用してもらうというふうに緒方の公民館が取り組んだということで…、私もカセット
を1ついただきました。こういうことが、いいんだなぁって、結果につながったんだ
ろうな、ということを思いました。皆さん、大変お疲れさまでした。

金丸委員長

今回のチャレンジデーの周知を音声告知放送でやられてましたよね。あれくらい
やると効き目があると思います。私は、今年はちょっと多いなと思っていたんです
けど、結果を聞いて、なるほど と思いました。

芦刈社会教育課長

今回は、昨年に引き続いて市内の企業を22、23ヵ所まわるのと各町のお店で５
時以降に周知をしてもらうということで、各お店ごとに200枚ぐらい用意したんで
すけど、チラシ等配ってもらう等のお知らせを今回はじめてしました。

金丸委員長

そういう努力が実ったと、私は思っています。他にありませんか。

全委員

（声なし）
－ 3 －

(２)各課報告
金丸委員長

では、質問等がないようにありますので、各課報告に入ります。各課の主要な報
告を順次、簡潔にお願いします。 はじめに、教育総務課長 お願いします。
(真部教育総務課長が平成２７年５月豊後大野市教育委員会定例会資料により
報告をする)

金丸委員長

では、続きまして 学校給食共同調理場長 お願いします。
(川野学校給食共同調理場長が平成２７年５月豊後大野市教育委員会定例会
資料により報告をする)

金丸委員長

はい、次に 学校教育課長 お願いします。
(朝倉学校教育課長が平成２７年５月豊後大野市教育委員会定例会資料により
報告をする)

金丸委員長

続きまして 社会教育課長 お願いします。
(芦刈社会教育課長が平成２７年５月豊後大野市教育委員会定例会資料により
報告をする)

金丸委員長

以上で各課報告が終わりました。ただいまの各課からの報告について、何か質
問がありましたら、お願いします。

全委員

(声なし)

金丸委員長

ありませんか。

全委員

(ありませんの声)

６ 付議事項等
○報告事項
報告第３号 携帯電話･ゲーム機等に関する調査結果について＜学校教育課＞
金丸委員長

続きまして 報告第３号について学校教育課の報告・説明を求めます。お願いし
ます。
(朝倉学校教育課長が当日配付した資料により調査結果の報告・説明)

－ 4 －

金丸委員長

ただいま、学校教育課長から説明がありましたが、この件について、質問等はあ
りませんか。

佐藤委員

よろしいでしょうか。

金丸委員長

はい、どうぞ。

佐藤委員

課長、これの調査の手法的なものについてですが、保護者だけに対してやった
のか、その辺をお聞きします。

朝倉学校教育課長

これはですね、学校におろして、児童生徒に直接聞き取りをして調べています。
学校によっては、保護者にもっと詳しいアンケートを実施しているところもありま
す。そちらの方が数字的には正確だろうと思います。これは数値にしてはあいま
いなところがあるので、こういう傾向だということだけ、つかんでいただければと思
います。

佐藤委員

学校によって聞き取り調査の数字が若干違うということですよね。

朝倉学校教育課長

誤差があるんでは、ないんじゃないかな、と思っています。特に持っている、持っ
ていないというのは、すぐにわかるんですよね。多分手を上げて答えるんだと思
うんですが、さらに家でお父さん、お母さんと約束がある、ないかということは極
めて曖昧です。

稙田委員

いいですか、先ほど課長さん、最後に学校側が立ち入る部分と保護者の分野が
ある、早くラインを引くことが大事だとおっしゃっていましたが、早くきちっと線を
引くこと、本当、私、すごい深刻な問題だと思います。学校には持って行かない
けども、私のところの子どもも もちろん持ってありますけど、三重総合も学校で
は一切使えません。けども学校を一歩出たら、９９％の子どもさんがイヤホンを身
に付けて音楽を聴きながら歩いている、というような状況で、もうそれからは、学
校が関与できない部分、今度は そこから実は親と子の保護者と子どもの関わ
り・約束等になっていくから、そこの線をしっかり保護者との話し合いをして、ここ
までは学校側で責任を持つけども、ここから先は保護者が子どもとしっかり話し
合って、というところの線をできれば早く出して、保護者にもっともっと責任感を持
たせる方向にしていくようにしていきたいなぁと思います。テレビで１回お寺に１
日か２日とか携帯を使わないで精神修行をするというのをやっていました。もう依
存症になっていて、もう一時もそばからスマホとかを離すことができない、大人に
なっても、そういうふうになったら、もう大変なことになってしまう、またメールを打
って、すぐ返ってこないとイライラして暴言を吐いてしまって、友達関係がぎくしゃ
くなったりとか、そういうふうなこともいっぱい私も耳にしておりますので、これは早
くきちっと線を引いて早く対処を進めていっていただきたいなあ、と思います。保
－ 5 －

護者の方がこれを見たら、たくさんの研修とか講演会をされているんですけど、
保護者の人たち、保護者がどんなふうに このことを考えているのか、というとこ
ろが見える部分があるんですかね。
朝倉学校教育課長

ありません。

稙田委員

ないんですよね。

朝倉学校教育課長

これは、参加率は把握しておりませんので、いつも言うんですけど、本当にＰＴＡ
に来てほしい親は、こういう研修の類いにはなかなか参加してくれないという実
態・現実がありますから、中身は、ちょっと こちらでは把握できていません。

稙田委員

はい、わかりました。

田島委員

今、稙田委員さんの方からもお話があったんですが、やはり携帯などの問題は
学校より保護者の方に責任があるのでは と思うんですね。もうちょっと、親が、
保護者が、危機感を持って、せめて持たせるときにフィルタリングなど最低限の
制限をかけるなど絶対的な約束ごとを決めていってほしいと思います。ＰＴＡで
毎年研修を開いて講演会などをするんですが、やはり先ほど朝倉課長が言われ
たように１００％じゃないんですよね。毎回来ないメンバーっていうか一緒になる
んですよね、だから、その辺の方にもう少し参加してもらうように呼びかけなどに
もっと力を入れていってほしいなあ、と思います。

久保田教育長

現実は、それが望ましいんだけれども、現実はトラブルが起こると学校ないし教
育委員会に苦情というか責任を押し付けてくるということがあります。現実に、今
そういうことがあります。極端に言ったら、それを金（かね）にしたり、という心配さ
えあるような、そういう状況にあるんです。で、起こると親の責任ですよ と言うと、
そういうことは親の責任じゃない、学校の責任だという。学校で起こったことは学
校でというふうな話におそらくなるんですよね。それで、学校では使用はできま
せん、としているんだけれども、現実に家で起こったことは学校とつながりがある
んでよね、そのことを盾にとって学校の責任を問うような、そういうことが起こって
います、豊後大野市で。だから、言われるようなことについて、あるところは責任
を負いませんと宣言している市さえあるんですね、これについては、親の責任で
すよと。だから、何か、みんな思っているんですが、これは大変な問題だと。じゃ
どうするか、と言うとできない、大人がそれで溝がありますね。また、教育委員会
で協議をしながら、こういうことをやろうじゃないかということの話をしていくことも
必要なのかなと思っています。

佐藤委員

調査の結果を批判をするのは、たやすいことだけど、これだけ意見が出ると担当
の方はまとめるのは大変だろうなとは思うんですけど、かといって野放しということ
－ 6 －

ではいけないだろうし、1つの市が簡単に対策といことは難しいかなあ、と思いま
す。といっても、手をこまねいてという訳にはいかないでしょうし…難しいですね。
金丸委員長

これは、社会問題ですからね。

佐藤委員

そうですね。

金丸委員長

なかなか難しいですね。でも、頑張ってもらいたいですね。他にありませんか。

全委員

(「ありません」の声)

金丸委員長

それでは、ほかにはないようにありますので、次に移ります。

○議事
議案第24号 豊後大野私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について＜学校教育課＞
金丸委員長

続きまして、議事 議案第24号の審議に入ります。教育長の提案、学校教育課
長の説明を求めます。お願いします。
(久保田教育長の提案の後、学校教育課長が平成２7年５月 豊後大野市教育
委員会定例会資料により説明)
＜提案理由＞
平成２７年度幼稚園就園奨励費補助金に係る国庫補助限度額の変更に伴い、
この改正案を提出するものである。

金丸委員長

ただいま、学校教育課長から説明がありましたが、この件について、質問等があ
りましたら、どうぞ。

全委員

(声なし)

金丸委員長

いいですか、ありませんか。

全委員

(「ありません」の声)

金丸委員長

それでは、質問等がないようですので、採決に入ります。
議案第24号について、委員各位の賛否を求め採決したいと思います。原案のと
おり決定してよろしいでしょうか。

全出席委員

(「異議なし」の声)

－ 7 －

金丸委員長

異議なしと認めます。議案第２４号 後豊後大野私立幼稚園就園奨励費補助金
交付要綱の一部改正については 原案のとおり決定します。

議案第25号 平成27年度 豊後大野市立学校児童生徒の就学援助の認定審査について
金丸委員長

続きまして、議案第25号 の審議に入ります、この議案の説明及び審議内容等
につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１4条第7項の
規定に基づき、非公開・秘密会としたいと思います。よろしいでしょうか。

全委員

(「異議なし」の声)

金丸委員長

異議なしと認めます。それでは、教育長、教育総務課長、学校教育課長のみで
審議しますので、ほかの方は退席をお願いします。なお、学校教育課担当職員
は臨席を認めます。それでは、ここで一時休憩に入ります。
(午前１０時１１分休憩)
□一時休憩□
～社会教育課長・学校給食調理場長・担当者退室～
～学校教育課担当職員（深田主幹）入室～
(午前１０時１３分開議)
（非公開・秘密会）開始
※審議時は、教育長、教育総務課長、学校教育課長、学校教育課担当職員の
み臨席した。
※審議結果は、審査対象２８０名のうち、認定２６１名、不認定１６名、保留３名で
あった。
（非公開・秘密会）終了
(午前１１時５４分休憩)
□一時休憩□
～学校教育課担当職員（深田主幹）退室～
～社会教育課長・学校給食調理場長・担当者入室～

７ その他
金丸委員長

それでは、開議します。
(午前１１時５９分開議)

金丸委員長

その他に入ります。委員さん方から 何かありましたら、お願いします。

田島委員

先日ですね、清川の方で学校評議員をされている元校長先生の衞藤好美先生
とおっしゃられる方が、かじかの方でお手伝いできることがあれば、ボランティア
で応援するので聞いておいて下さい、ということでしたので、お伝えします。

久保田教育長

はい、わかりました。
－ 8 －

金丸委員長

よろしくお願いします。他にありませんか。

全委員

（声なし）

金丸委員長

では、委員さん方からは何もないようにありますので、事務局から何かあります
か。

事務局一同

ありません。

８ 連絡調整
○第３回臨時会の日程・６月定例会の日程調整
金丸委員長

それでは、連絡調整に入ります。事務局お願いします。

真部教育総務課長

次回の教育委員会の件ですが、金丸委員長が５月３０日に退任されることに伴
って、その後臨時会をみらく必要があります、第３回臨時会については、すでに
ご案内のとおり６月１日 月曜日 午前９時30分からこの会場で行います。そのと
きに新しい委員さんを交えて、新しい教育委員会の構成を定めることになろうと

全委員・事務局一同

かと思います。また、６月定例会については、また６月１日のときにご協議申し上
げますが、６月３０日で予定しています。もう１点ですが、引き続きで大変申し訳
ないんですが、先ほど申しましたように、６月２日には大分県市町村教育委委員
会連合会の総会が本市で開催されますので、出席方についても、よろしくお願
いします。以上です。

金丸委員長

はい、そういうことであります。都合は、皆さんいいですか。

全委員

（了承）

金丸委員長

それでは、今課長がいわれたとおりで、よろしくお願いします。他に何かあれま
すか。

全委員・事務局一同

（声なし）

９ 閉会
金丸委員長

それでは、これをもちまして、本日の日程は全て終了しました。
平成２7年5月 豊後大野市教育委員会定例会を閉会します。
お疲れ様でした。
(午後１２時０３分閉会)

※定例会終了後、金丸委員長は退任のあいさつをする。
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