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平成２５年第４回豊後大野市教育委員会臨時会会議録 
 
開催日時  平成２５年５月３１日 (金) 午前８時４０分 
開催場所  豊後大野市役所２階 教育委員会室 
出席者 
   教育委員 １番 小野 育子 ２番 金丸 真法 ３番 田島 美智子 

 ４番 稙田 博美 
 

   執 行 部 久保田教育長 佐保教育総務課長、下田学校教育課長、木津社会教育課長 
足立支局長兼公民館長、羽田学校給食共同調理場長、阿南教育総務課長補佐 
 
開会に先立ち、再任された三重町久保田正治委員と緒方町稙田博美委員就任挨拶。 

 

       出席委員及び職員の自己紹介 

 

教育総務課長  出席委員 5名 欠席委員なし 教委執行部 6名の出席報告をなす。 

 

教育総務課長  それでは、ただ今から平成 25 年第 4 回豊後大野市教育委員会臨時会を開会しま

す。教育委員長が決まりますまでの間、私の方で進めさせていただきますので、ど

うぞよろしくお願いします。 
       日程 2 番目の議事録署名委員の指名がございますが、教育委員長、教育委員長職

務代理者、教育長を決定した後、議席を決定することになります。つきましては教

育委員長選挙、教育委員長職務代理者の指定と教育長の任命後に決めさせていただ

きたいと思います。ご異議ございませんか。 
 

（ 委員一同より異議なしの声あり ） 
 
教育総務課長 異議なしということでありますので、議事録署名委員の指名については委員長、

職務代理者、教育長を決定した後とします。次に、会期の決定でありますが、提案

事項等を勘案いたしまして、本日一日限りとさせていただきたいと思いますが、ご

異議ございませんか。 
 

（ 委員一同より異議なしの声あり ） 
 
教育総務課長 異議なしと認め、本日一日限りといたします。議事につきましては、「議案第１９

号 豊後大野市教育委員会教育委員長の選挙について」、「議案第２０号 豊後大野

市教育委員会教育委員長職務代理者の指定について」、「議案第２１号 豊後大野市

教育委員会教育長の任命について」、「議案第２２号 豊後大野市教育委員会職員の

人事について」、「議案第２３号豊後大野市立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一
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部改正について」「議案第２４号平成２５年度豊後大野市立学校児童生徒就学援助の

認定について」の 6 件でございます。議案第１９号を審議し、順次審議いたしたい

と思いますが、ご異議ございませんか。 
 

（ 委員一同より異議なしの声あり ） 
 
教育総務課長 異議なしと認め、早速、議事に入ります。 

はじめに、「議案第１９号 豊後大野市教育委員会教育委員長の選挙について」を議

題とします。 
 

教育総務課長 （議案に基づき朗読説明を行う） 
（豊後大野市教育委員会会議規則第２条並びに地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第 12 条第 1 項について説明する。） 
       以上、会議規則等を説明申し上げましたように、無記名投票による選挙、或いは

指名推薦による方法の二通りがあります。委員長の選挙については、いかがいた

しましょうか。 
 

（田島委員からの指名推薦の意見あり） 
 
教育総務課長  ただ今、田島委員より無記名投票による選挙ではなく、指名推薦にしてはどう

かとのご意見が出されましたが、皆さんご異議ございませんか。 
 

（ 委員一同より異議なしの声あり ） 
 
教育総務課長 異議なしと認め、指名推薦により行います。教育委員長の指名はいかがいたしま

しょうか。 
 
       （田島委員から、小野育子委員を推薦する旨の発言あり） 
 
教育総務課長 ただ今、教育委員長に、小野育子委員を推薦する意見がありましたが、異議はあ

りませんか。 
 

（ 委員一同より異議なしの声あり ） 
 
教育総務課長 それでは異議なしと認め、小野育子委員を教育委員長と決定させていただきます。 
 
       ・・・・・辞令交付を教育総務課長が行う。・・・・・ 
 
       委員長が決定しましたので、委員長席へ移動願います。 
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就任のごあいさつをいただいた後、引き続き、議事の進行をお願いいたします。 
 

（ここで、委員長に就任された小野委員が定位置に座る。） 
 
小野委員長   （就任あいさつをする。その後、委員長が議事進行を行う。） 

それでは、議事を進行します。「議案第２０号 豊後大野市教育委員会教育委

員長職務代理者の指定について」を議題とします。事務局に説明を求めます。 
 

教育総務課長 （議案に基づき朗読説明を行う） 
 
小野委員長   説明が終わりました。 

教育委員長職務代理者の指定につきましては、いかがいたしましょうか。 
 
      （田島委員から指名推薦の意見あり） 
 
小野委員長   ただ今、田島委員より委員長選挙と同じように、指名推薦にしてはどうかとの

ご意見が出されましたが、皆さんご異議ございませんか。 
 

（ 委員一同より異議なしの声あり ） 
 
委員長   異議なしと認め、指名推薦により行います。 
      教育委員長職務代理者の指名はいかがいたしましょうか。 
 
      （田島委員から、金丸真法委員を推薦する旨の発言あり） 
 
小野委員長   ただ今、教育委員長職務代理者に、金丸真法委員をとのご意見がありましたが、

異議はありませんか。 
 

（ 委員一同より異議なしの声あり ） 
 
小野委員長  異議なしと認め、金丸真法委員を教育委員長職務代理者として、指定いたします。 
       

・・・・・辞令交付を教育委員長が行う。・・・・・ 
 

次に、「議案第２１号 豊後大野市教育委員会教育長の任命について」を議題とし

ます。事務局に説明を求めます。 
 

教育総務課長 議案第２１号 豊後大野市教育委員会教育長の選任について 
  （朗読説明をなす。） 
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特に、地方行政組織及び運営に関する法律第 16 条の説明をなす。 
 
小野委員長  説明が終わりました。教育長の選任について、いかがいたしましょうか。 

（田島委員からの話し合いによる推薦にしてはどうかとの意見あり） 
 
小野委員長  ただ今、田島委員より、話し合いにより推薦にしてはどうかとのご意見が出され 

ましたが、皆さんご異議がございませんか。 
 

（ 委員一同より異議なしの声あり ） 
 
小野委員長   異議なしと認め、話し合いによる指名推薦により行います。 
         ここで、暫時休憩とします。 
              （ときに 8 時 57 分） 
・・・・・・休憩中、教育長職への意思表示をした委員の中から、選任の方向で進めることを確

認していただく。・・・・・・ 
 
小野委員長   それでは、開議します。（ときに 8 時 58 分） 
 

教育長の指名につきましては、休憩中の話し合いにより、教育長職への意思表明

をした委員の中から、選任の方向で進めることになりました。その意思のある方は

挙手に上、所信の一端を述べてください。 
 

久保田委員 ・・・・・挙手のうえ 所信の一端を述べる。・・・・・ 
 
小野委員長  ありがとうございました。他にどなたかございますか。 
 
      （委員より なしの声） 
 
小野委員長  なしと認めます。意思表示をされた委員さんは１名です。 
       それでは、教育長の指名推薦を行います。どなたか発言をお願いします。 
 

（田島委員から久保田委員を教育長に推薦する旨の発言あり。 
 
小野委員長  ただ今、教育長に、久保田正治委員を推薦する意見がありました。それでは、た

だ今から採決に入ります。久保田委員には一時退席を求めます。 
 
        （久保田委員一時退席） 
 
小野委員長  それではお計りします。久保田正治委員を教育長に任命することに賛成の皆さん



 5 

の挙手を求めます。 
 
      （委員全員 挙手） 
 
小野委員長 挙手全員であります。よって豊後大野市教育委員会教育長に久保田正治委員を任命

することに決しました。ここで、久保田正治委員の着席を求めます。 
 
      （久保田委員一時委員席に着席） 
 
小野委員長 久保田委員に告知いたします。採決の結果、豊後大野市教育委員会教育長に久保田

正治委員を任命いたします。 
     

  ・・・・・辞令交付を教育委員長が行う。・・・・・ 
 

ここで、教育長よりごあいさつをいただきたいと思います。 
      （久保田教育長あいさつ 挨拶終了後教育長席へ着席） 
        
小野委員長 次に、議席の決定について、私から次のように指定いたします。 
     豊後大野市教育委員会会議規則では、「委員の議席は、選任後、最初の会議において抽

選によりこれを定め、番号を付ける。抽選後就任した委員の議席は、委員長が定める。」

ことになっており、委員就任期間中は、これまでの慣例により、議席番号は変わらな

いこととしています。したがって、任期満了等により辞職した委員の後任委員は、前

任者の議席番号を引き継ぐことになります。そうしますと 
1 番委員に  小野 育子  委員  
2 番委員に  金丸 真法  委員 
3 番委員に  田島 美智子 委員 
4 番委員に  稙田 博美  委員 
5 番委員に  久保田 正治 教育長となります。 ご異議ございませんか。 

 
委 員  （異議なし） 
 
小野委員長  異議なしと認め議席を決定いたします。 
      次に議席が決まりましたので、会議規則第 19 条第 2 項により、議事録署名委員の指

名を行います。２番 金丸 真法 委員にお願いいたします。 
  次に、「議案第２２号 豊後大野市教育委員会職員の人事にいて」を議題とします。

教育長の説明を求めます。 
 
教育長   （議案第２２号について説明する。） 
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教育総務課長 （議案第２２号について詳細説明をする。）説明する。 
 
小野委員長  説明が終わりましたので、議案第２２号について、質問等をいただきたいと思い

ます。皆さんありますか。 
 
委 員  （異議なし） 
 
小野委員長  それでは、（質疑、意見もないようにありますので）委員各位の賛否を求め決定し

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。 
 
委 員     ・・・・・・（なし・あり）・・・・・・ 
 
小野委員長  異議なしと認め、「議案第２２号 豊後大野市教育委員会職員の人事にいて」は原

案のとおり決定いたします。 
 
小野委員長  次に、「議案第２３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

にいて」を議題とします。教育長の説明を求めます。 
 
教育長   （議案第２３号について説明する。） 
 
学校教育課長（議案第２３号について詳細説明をする。）説明する。 
 
小野委員長  説明が終わりましたので、議案第２３号について、質問等をいただきたいと思い

ます。皆さんありますか。 
 
委 員    （なし） 
 
小野委員長  それでは、（議論も充分いただきましたので・質疑、意見もないようにありますの

で）委員各位の賛否を求め決定したいと思います。原案のとおり決定してよろしい

でしょうか。 
 
委 員     ・・・・・・（異議なし）・・・・・・ 
 
小野委員長  異議なしと認め、「議案第２３号 豊後大野私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

の一部改正にいて」は原案のとおり決定いたします。 
 
小野委員長  次に、議案第２４号を議題とする前に その他の項に入ります。その他について、

日程のことがございますので、教育総務課長から提案願います。 
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教育総務課長 平成 24 年 6 月定例会の日程でありますが、6 月 26 日（水）午後３時から定例会

を開催したいと考えています。ご協議願います。 
 
小野委員長  ただいま、事務局より６月教育委員会定例会の日程について、６月 26 日（水）午

後 3 時より定例会を開催したいとの提案がありました。協議願います。 
 
      ・・・・・・ 協議調整・・・・・ 
 
小野委員長  それでは、6 月教育委員会定例会を 6 月 26 日（水）午後 3 時より開催いたします。

他にありませんか。 
 
委員    ・・・（あり・なし） 
 
小野委員長  次に、「議案第２４号 平成２５年度豊後大野市立学校児童生徒就学援助の認定に

ついて」 審議に入りたいと思います。関係課長のみ残っていただき、審議をいた

しますので、他の課長は退席をお願いいたします。休憩に入ります。 
（とき 9 時 15 分） 

 
小野委員長     開議します。（とき 9 時 17 分） 

それでは、「議案第２４号平成２５年度豊後大野市立学校児童生徒就学援助の認定

について」を議題とします。教育長の説明を求めます。 
 
教育長   （議案第２４号について説明する。） 
 
学校教育課長（議案第２４号について詳細説明をする。）説明する。 
 
小野委員長  ○説明が終わりましたので、個別に説明を受け、随時審議したいと思います。 
 
学校教育課担当者  （個別に詳細説明をなす。） 
 
委 員   ・・・・・・（各委員 質疑・意見を述べる）・・・・・・ 
 
小野委員長  ○それぞれ個別に決定を下す。 
       それでは、議論も充分頂きましたので、委員各位の賛否を求め承認したいと思い

ます。原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 
 
委 員  ・・・・・・（異議なし）・・・・・・ 
 
小野委員長  ○異議なしと認め、議案第２４号は、認定  件、不認定  件、保留  件と
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決定しました。 
 
小野委員長  特に無いようでありますので、本日の日程は全て終了しました。平成２５年第４

回豊後大野市教育委員会臨時会を閉会します。御協力ありがとうございました。 
（ときに  9 時 20 分） 


