平成２９年 豊後大野市教育委員会 ５月定例会 議事録
１ 開催日時
平成２９年５月２６日（金曜日)

午前９時３１分開会 午後０時４９分閉会 （３時間１８分）
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４ 付議事項等
議事案件
議案第１７号 学校教育における各種大会等出場費補助金交付要綱の一部改正について
議案第１８号 豊後大野市学校給食調理業務委託プロポーザル審査委員の委嘱について
議案第１９号 豊後大野市社会教育委員の委嘱について
議案第２０号 豊後大野市図書館協議会委員の任命について
議案第２１号 平成２９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
５ 会議の概要
○出席者報告
萩原教育総務課長

おはようございます。委員の皆さまお揃いですけど、冒頭に、平成29年5月1日
付け人事異動で、社会教育課 課長に 廣瀬宏一 が課長補佐から昇任して着
任しております。 ただ、本日公務で出張しておりますので、会議を欠席させて
いただきます。議案で社会教育課関係がございますので、代理として平成29年5
－ 1 －

月15日付け人事異動で着任いたしました 社会教育課 課長補佐の岡部 司
が出席いたしますので、ご了承ご了解願います。この場をお借りしまして、本人
から自己紹介をさせていただきます。
（開会前に岡部 社会教育課 課長補佐が自己紹介を行う。
）
それでは、出席者の報告をさせていただきます。出席委員（４）名・欠席委員（な
し）・教育長は不在でありまして、今回教育委員会事務局（ ４ ）名の出席でござ
います。それでは、教育長職務執行者お願いします。

１ 開 会
佐藤教育長職務執行者 （時候のあいさつの後） それでは、ただいまから平成29年５月豊後大野市教育
委員会定例会を開会いたします。

(午前9時31分開会)

２ 前回議事録の承認
佐藤教育長職務執行者 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21日開催の４月定
例会と４月２７日開催の第３回臨時会、５月10日開催の第４回臨時会 以上３件
の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
を行います。議事録についてご質問等を受けたいと思います。何かございます
か。
全委員

(「ありません」の声)

佐藤教育長職務執行者 よろしいですか。ご質問等がないようにありますので、４月定例会、第３回臨時
会、第４回臨時会の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)

佐藤教育長職務執行者 異議なしと認め、承認します。

３ 議事録署名委員の指名
佐藤教育長職務執行者 続いて、会議規則第17条第２項の規定に基づき、本会議の議事録署名委員の
指名を行います。２番 藤居 あや 委員を指名します。よろしくお願いします。
藤居委員

はい（了承）

－ 2 －

４ 会期の決定
佐藤教育長職務執行者 次に、会期の決定でありますが、付議事項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)

佐藤教育長職務執行者 異議なしと認め、本日一日限りと決定します。本日の付議事項は、議事案件が５
件です。よろしくお願いします。

５ 諸報告
(１) 教育長報告
佐藤教育長職務執行者 諸報告に入ります。はじめに、教育長報告ですが、今月より不在ですので、教育
長職務執行者の出役状況を事務局に報告を求めます。
教育総務課長 お願いします。
（教育総務課長が平成29年５月豊後大野市教育委員会定例会資料等により報
告をする）
佐藤教育長職務執行者 ただ今、教育長報告が終わりました。ただいまの教育長報告に対して、ご意見ご
質問等がございましたらお願いします。
全委員

（声なし）

佐藤教育長職務執行者 よろしいでしょうか。
全委員

(「はい。」の声)

(２)各課報告
佐藤教育長職務執行者 では、ご質問ご意見がないようですので、各課報告に移ります。
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。
(萩原教育総務課長が平成29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)
・５月２５日開催の第１回臨時市活性化会議 結果による 朝地町綿田地区の地
すべりへの対応等を説明する。

佐藤教育長職務執行者 では、続きまして 学校給食共同調理場長 お願いします。
(衛本学校給食共同調理場長が平成29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)
－ 3 －

佐藤教育長職務執行者 次に 学校教育課長 お願いします。
(山田学校教育課長が平成29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)
＊5/31 フッ化物洗口（モデル校３校）実施 口頭追加
佐藤教育長職務執行者 続きまして 社会教育課 課長補佐 お願いします。
(岡部 社会教育課 課長補佐 が平成29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)
＊中学校国際交流事業 北朝鮮情勢等により募集人数達せず中止 口頭追加
＊6/2 社会教育委員会議実施 口頭追加
佐藤教育長職務執行者 以上で各課報告が終わりました。ただ今の各課報告について、ご意見ご質問等
ございましたらお願いいたします。
稙田委員

一つあります。

佐藤教育長職務執行者 はい、どうぞ。
稙田委員

学校教育課長さんへ、この前「どんこ釣り大会」があって、その際に一人子どもさ
んが流されて、あの子どもさんは大分市の方だったということで、去年宇目の方
で三重町の小学生が亡くなって、これから水の事故ですね。これからだんだん
暑くなって雨が降ると川の水の量も増えて事故につながることが多いので、是非
学校の先生方にももちろん警鐘はしているとは思うのですけど、何かイベントを
組んででも、水の事故に対する警鐘ですね、子どもさんそれから保護者に是非
何かの形をもってでも強く気をつけることを伝えていただきたいと思います。事故
が起こってからでは遅いので。この前助けている姿を見て、つくづく思いました。
今日はその点をお願いしたいと思います。

山田学校教育課長

２４日に行われました校長会議の中で、危機管理のことは毎回議題にはしている
のですが、今回の危機管理の中では、水泳が始まるということと大雨の対策につ
いて再度学校の中で対応についての確認をお願いするということについてお話
をしました。学校の中では、水泳・プールについては着衣泳、服を着たままでど
のようにということを今授業で、消防職員を中心にご協力をいただいて、多くの学
校で取り組みをしているところです。また、夏休み前の１学期末のＰＴＡでは、プ
ールでの指導を含めてですね、保護者にＡＥＤの使い方、心肺蘇生法について
の講習を取り入れるというような形もお願いしているところです。いろんな形をし
ても、万が一の時に、対応できるかということについて学校職員も色々なことを想
－ 4 －

定しながら今後も対応していきたいし、指導もしていきたいと考えます。
稙田委員

よろしくお願いします。特に、親の郷に行ったときとか、遠くに行ったときとか、遊
びに行ったときに、ちょっと油断があったりして、そういうことを含めてよろしくお願
いいたします。

山田学校教育課長

はい。

佐藤教育長職務執行者 いいですか。他に皆さんございませんか。
衛藤委員

いいですか。

佐藤教育長職務執行者 どうぞ。
衛藤委員

先程、学校教育課長さんからも話があったのですが、朝地の小中運動会・体育
祭、今回初めて５月ということで、見せてもらいました。あまり天候がよろしくない
中で屋外での練習も十分できてないし、暑さに体が慣れてない中で、本当に練
習期間の長さではないなって、感動をたくさん与えてもらいました。中学生の演
技に、小学生がスターターをしたりとか、随所に絆があったり交流があったり、そ
れから単なる競技にもひと工夫、最後に何かあって、全てのところで見られて、と
ても感動しました。子ども達の目つきが、かけっこだけが速い子が目立つのだけ
でなく、皆がはつらつとしている、生き生きしている姿がありました。最後にリレー
があったのですけど、リレーの前に体調不良を訴えたお子さんがいたので、少し
休憩時間を取ったのです。先生達の細心の注意の中で、でも子どもは是非やり
たいということで、少し時間は下がったのですけど、それに対しても会場内からす
ごく温かい拍手があって、本当に見事な体育祭だったなと思ったので、報告させ
ていただきます。

佐藤教育長職務執行者 はい、ありがとうございました。藤居委員さんはよろしいですか。
藤居委員

はい。

佐藤教育長職務執行者 資料の最後のカレンダーの所に、学校給食のプロポーザルの２回目は15日です
よね。１２日と記載されていますが、15日は間違いないですよね。
衛本学校給食共同調 はい。（資料の誤植であった。）
理場長
佐藤教育長職務執行者 ありがとうございました。

－ 5 －

佐藤教育長職務執行者 じゃあ、他はよろしいでしょうか。
稙田委員

いいですか。チェレンジデーの件につきまして、各地域の自治区には声掛けを
しているとは思うのですが、再度、結構ここで緩みが出るというとおかしいのです
けど、「うちの地区では声が掛からない。」とか、結構ちらちら聞きます。公民館と
しては、一生懸命啓蒙して力を入れているのですけど、案外小さな自治区にな
ると、そういうところには体育推進委員さんがいらっしゃると思うのですけど、「何
もふれてこないな。」ということがあります。せっかく、もったいないなと思いますの
で、ちなみに前回うちの地区では、声掛けをしたらたくさんの人が来てくれたの
ですよ。その前の年が、本当に惨たんたるものでしたので、ちょっと力を入れたら
違いますので、もう一回周知を自治区にしていただけるといいかなと思いますの
で、よろしくお願いします。

岡部 社会教育課 課 分かりました。
長補佐
佐藤教育長職務執行者 お願いします。じゃあ、他はございませんか。
全委員

（「はい」の声）

佐藤教育長職務執行者 他にないようですので、次に移ります。

６ 付議事項等
○議事案件
議案第１７号 学校教育における各種大会等出場費補助金交付要綱の一部改正について
佐藤教育長職務執行者

続きまして、議案第１７号の審議に入ります。
事務局の提案並びに説明を、学校教育課長 お願いします。
(学校教育課長が平成29年５月 豊後大野市教育員会定例会資料により説
明)
＜提案理由＞
学校教育における各種大会等出場費補助金の対象者を拡大し、教職員の
負担を減らすため、要綱を改正したいので、豊後大野市教育委員会事務委
任規則第２条第６号の規定により、教育委員会の決定を得るため、この議案
を提出するものである。

佐藤教育長職務執行者

ただいま、学校教育課長からの説明がありましたが、この件について、ご意
－ 6 －

見、ご質問等がありましたらお願いいたします。
全委員

（声なし）

佐藤教育長職務執行者

はい、ご意見ご質問がないようですので、採決に入ります。
議案第１７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。

全委員

（「はい・異議なし」の声）

佐藤教育長職務執行者

異議なしと認めます。議案第1７号 学校教育における各種大会等出場費補
助金交付要綱の一部改正について は、原案のとおり決定いたします。

議案第１８号 豊後大野市学校給食調理業務委託プロポーザル審査委員の委嘱について
佐藤教育長職務執行者

続きまして、議案第１８号の審議に入ります。
事務局の提案並びに説明を、教育総務課長 お願いします。
(教育総務課長が平成29年５月 豊後大野市教育員会定例会資料により説
明)
＜提案理由＞
平成２９年度２学期から西部学校給食共同調理場の調理業務を外部委託
するに当たり、プロポーザル審査委員会を設置し優秀な事業者を選定するた
め、別紙のとおり委員を委嘱したいので、豊後大野市教育委員会事務委任規
則第２条第７号の規定に基づき、教育委員会の承認を求めるものである。

佐藤教育長職務執行者

ただいま、教育総務課長からの説明がありましたが、この件について、ご意
見、ご質問等がありましたらお願いいたします。

全委員

（「ありません」の声）

佐藤教育長職務執行者

もう、審査に係る業者さんの応募は確定しているのでしょうか。

衛本学校給食共同調

５月３０日が締め切りで、まだどこも出していません。というのが、各社要綱で

理場長

受け付け順にプロポーザルをするということなので、例年５月３０日の締め切り
ギリギリの午後に出す業者が、昨年もそうでしたができるだけ最後の方に、１
番よりも２番、２番よりも３番を選ぶという傾向があるようです。５月３０日に持っ
て来ると思っています。

佐藤教育長職務執行者

現時点では、何社も来てない状況ということですね。
－ 7 －

佐藤教育長職務執行者

よろしいでしょうか。

全委員

（「はい」の声）

佐藤教育長職務執行者

それでは、他にないようですので、採決に入ります。
議案第１８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。

全委員

（「はい・異議なし」の声）

佐藤教育長職務執行者

異議なしと認めます。議案第１８号 豊後大野市学校給食調理業務委託プロ
ポーザル審査委員の委嘱について は、原案のとおり決定します。

議案第１９号 豊後大野市学校給食調理業務委託プロポーザル審査委員の委嘱について
佐藤教育長職務執行者

続きまして、議案第１９号の審議に入ります。
事務局の提案並びに説明を、社会教育課 課長補佐 お願いします。
(社会教育課 課長補佐 が平成29年５月 豊後大野市教育員会定例会資料
により説明)
＜提案理由＞
豊後大野市社会教育委員に欠員が生じたため、後任の委員を別紙のとお
り委嘱したいので、豊後大野市教育委員会事務委任規則第２条第７号の規定
に基づき教育委員会の承認を求めるものである。

佐藤教育長職務執行者

ただいま、社会教育課 課長補佐からの説明がありましたが、この件につい
て、ご意見、ご質問等がありましたらお願いいたします。

全委員

（「ありません」の声）

佐藤教育長職務執行者

はい、ご意見・ご質問等ないようですので、採決に入ります。
議案第１９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。

全委員

（「はい・異議なし」の声）

佐藤教育長職務執行者

異議なしと認めます。議案第１９号 豊後大野市社会教育委員の委嘱につい
て は、原案のとおり決定します。

－ 8 －

議案第２０号 豊後大野市図書館協議会委員の任命について
佐藤教育長職務執行者

続きまして、議案第２０号の審議に入ります。
事務局の提案並びに説明を、社会教育課 課長補佐 お願いします。
(社会教育課 課長補佐 が平成29年５月 豊後大野市教育員会定例会資料
により説明)
＜提案理由＞
平成29年3月31日付で豊後大野市図書館協議会委員に欠員が生じたた
め、後任の委員を別紙のとおり任命したいので、豊後大野市教育委員会事務
委任規則第２条第７号の規定に基づき教育委員会の承認を求めるものであ
る。

佐藤教育長職務執行者

ただいま、社会教育課 課長補佐からの説明がありましたが、この件につい
て、ご意見、ご質問等がありましたらお願いいたします。

全委員

（声なし）

佐藤教育長職務執行者

よろしいでしょうか。

全委員

（「はい」の声）

佐藤教育長職務執行者

はい、ご意見・ご質問等がないようですので、採決に入ります。
議案第２０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。

全委員

（「はい・異議なし」の声）

佐藤教育長職務執行者

異議なしと認めます。議案第２０号 議案第２０号 豊後大野市図書館協議会
委員の任命について は、原案のとおり決定します。

議案第２１号 平成２９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
佐藤教育長職務執行者

続きまして 議案第２１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

（「はい・異議なし」の声）

佐藤教育長職務執行者

異議なしと認めます。それでは、教育総務課長、学校教育課長のみで審議し
－ 9 －

ますので、他の課長等は退席をお願いします。なお、学校教育課担当職員
の臨席は認めます。それでは、ここで一時休憩に入ります。
(午前10時20分)
□ 一時休憩 □
～ 社会教育課 課長補佐・学校給食調理場長・担当者退出 ～
～ 学校教育課担当職員（深田主幹）入室 ～
（午前１０時２９分開議）
（非公開・秘密会）開始
※審査時は、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、審査対象者297名のうち、認定270名、不認定20名、保留７名
であった。
（非公開・秘密会）終了
（午後０時３４分休憩）
□ 一時休憩 □
～ 学校教育課担当職員（深田主幹）退出 ～
～ 社会教育課 課長補佐・担当者入室 ～
（午後０時４４分開議）
佐藤教育長職務執行者

大変お待たせしました。それでは、開議します。

７ その他

佐藤教育長職務執行者 それでは、続いて、その他に入ります。委員さん方から 何かございましたら、お
願いたします。
全委員

（声なし）

佐藤教育長職務執行者 よろしいですか。
全委員

(「はい」の声)

佐藤教育長職務執行者 事務局から何かございますか。
山田学校教育課長

一点触れさせてください。（今年度の「豊後大野市の教育行政」のパンフレットに
ついて説明する。）どこかに行かれる時に、必要がございましたら、教育委員会
の方にありますので、ご活用ください。

佐藤教育長職務執行者 事務局からは、他はよろしいですか。
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事務局

（「ありません」の声）

佐藤教育長職務執行者 はい、他は何もないようですので、連絡調整に入ります。

８ 連絡調整
○ ６月定例会の日程調整
佐藤教育長職務執行者 第５回臨時会については、５月３１日（水）の午前９時30分から開催いたします。
新任委員さんを迎え、新しい教育委員会構成を決める委員会です。６月定例会
については、次回、第５回臨時会のときに新しい委員さんを迎えて調整をしま
す。また、５月２９日（月）には、大分県市町村教育委員会連合会総会が玖珠町
で開催されますのでよろしくお願いします。ほかに皆さんの方から、よろしいでし
ょうか。
佐藤教育長職務執行者 なければ終わる前に、終了後にということでしたが、最後閉める前に、稙田委員
さんが会議としましては最後になります。４年間大変ご苦労さまでした。一言お願
いします。
稙田委員

（退任にあたってのあいさつを行う。）

９ 閉会
佐藤教育長職務執行者 それでは、これをもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。
平成29年５月 豊後大野市教育委員会定例会を閉会いたします。
大変長時間に渡りお疲れ様でした。
(午後0時49分閉会)
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