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平成 25 年 8 月豊後大野市教育委員会定例会会議録 
 
開催日時  平成２５年８月２１日（水） １２時２０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 

羽田学校給食共同調理場長、足立支局長兼公民館長、阿南教育総務課長補佐 
 
小野委員長   (あいさつののち、開会を宣す) 

これより、平成 25 年 8 月豊後大野市教育委員会定例会を開会いたします。 
最初に、会議規則第 8 条第 1 項第 2 号の規定に基づき、7 月 22 日開催の 7 月教育

委員会定例会会議録の承認を求めます。この会議録につきましては、事前にお手元

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、承認手続きを行いたいと考えます。それでは会議録について、質問をお

受けしたいと思います。何かございませんでしょうか。 
 
(委員より、なしの声あり) 
 

小野委員長    無いようにありますので、７月教育委員会定例会会議録について、承認すること

に異議ありませんか。 
 

(委員一同異議なしの声) 
 
小野委員長   異議なしと認め、承認いたします。次に、会議録署名委員の指名を行います。会議

規則第 19 条の規定に基づき、２番 金丸 真法 委員を指名します。 
        次に、会期の決定でありますが、議案等勘案いたしまして本日一日限りと致します。

異議ございませんか。 
 
(委員一同異議なしの声) 

 
小野委員長    異議なしと認め、本日一日限りと決定いたします。次に、諸報告に入ります。は

じめに教育長の説明を求めます。教育長。 
 
教育長     (別紙行事報告書並びに８月教育委員会資料に基づき、報告をなす) 
         
小野委員長    教育長の報告が終わりました。質問等がございましたらお願いいたします。 
 
        (委員よりなしの声) 
 
小野委員長    それでは、質問が無いようですので、次に、各課の主要な報告を順次、簡潔にお
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願いいたします。初めに、教育総務課長 
 
教育総務課長  (別紙報告書に基づき、報告をなす。） 
 
小野委員長    次に学校給食共同調理場長 
 
学校給食場長  (別紙報告書に基づき、報告をなす) 
 
小野委員長    次に学校教育課長 
 
学校教育課長  (別紙報告書に基づき、報告をなす)  
 
小野委員長    次に、社会教育課長 
 
社会教育課長  (別紙報告書に基づき、報告をなす) 
 
小野委員長    支局長兼公民館長。 
 
支局長兼公民館長  (別紙報告書に基づき、報告をなす) 
 
小野委員長    報告が終わりました。各課の報告に対して何かご質問等ありませんか。 
         私の方から質問ですが、学力向上会議の日程が決まり教育委員も参加しますが、

今回の学力状況の結果をある程度現実を知っていただく意味で、公表することと思

います。学校側からも出されると思いますが、もし現状結果が出されない時は、教

育委員としてどの程度まで踏み込んでいったらいいのでしょうか。 
 
学校教育課長   基本的には、豊後大野市の平均とその学校の平均については提示することは確認

していますが、他の学校と比較する資料については各学校の判断としています。お

そらくその分は出てこないと思います。市と自校との比較の状況が具体的な点数で

出てくると思います。それに対して学校の分析と２学期以降の取り組みについての

プランが示されると思います。それに対してのご意見と全県からみてどうなのかを

合わせてご意見いただければと思います。 
 
小野委員長    学校側から示されたものに対しての意見を述べるということでよろしいでしょう

か。 
 
教育長      教職員の中で危機感の共有ができていないことが言われています。まったく横ば

いで、少しは上がってはいますが、低迷を続けています。そこで教育委員会として

そういうことでいいのか、ご意見をお伺いしたいと思います。 
 
小野委員長    この豊後大野市が取り組んでいる学力向上会議は、大分県の教育委員会がこれか
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ら取り組もうとしている、地域住民や保護者が小中学校の運営に参加するコミュニ

ティースクールと共通するものがあると思います。この時に、地域の方、保護者代

表教員の代表が集まるときに、ある程度踏み込んだ話をして、サポートしていただ

き協力を得る方向に持って行けるものならと思っています。この会議に評議員さん

が参加していただくんですが、地区の行事を把握している区長代表も参加いただく

とありがたいと思います。 
 
教育長      今回については学校評議員となっていますが、どこまで踏み込むかということで

すが、県下の中で少し良くないこと、そして自校はどうかまでは出ます。学校によ

っては超えているところもそうでないところもあります。そこをどうするのかとい

うことです。先生方には市内の各学校の状況を全てお知らせしています。 
 
小野委員長    教育委員が行くときは、前回の資料をみれば状況が分かります。もちろん平均点

を超えている学校は問題ないと思いますが、そうでない学校は厳しい意見になると

思います。 
 
教育長      その年によって状況が違いますが、低いところがそのままででなく、頑張っても

らうためにはどうするかという事が課題になっています。それには職員の危機感が

必要だという事で、先生方に公開をしたところです。ＰＴＡの皆さんにも協同で取

り組んでいただくためにも、公開の仕方や時期を考えています。 
 
小野委員長    公開の時期ですが、年齢が上がっていくので急ぐべきだと思います。低いままで

はなくある時期に頑張りあがって行けばと思いますのでお願いしたいと思います。 
         他ありませんか。 
 
学校教育課長   教育長の報告の中にもありますが、８月２８日に全国が公表されます。予定表で

いえば２８日以降の学校では全国の結果も併せて出てきます。教育委員には全国的

な傾向についてお伝えできないままの会議になります。全国の状況も情報提供させ

ることもよいかと思います。 
 
稙田委員     以前私も向上会議に出席したことがありますが、まず時間が短く踏み込んだ話が

できないと感じました。教頭先生がおもに説明くださいますが、大体が同じ形式的

な説明になっています。評議員の方も見えていますが、実際子どもは大きくなって

いるので、学力や点数には危機感があまりない雰囲気だったので、今回の向上会議

も心配です。当たり障りのない会議でなくもう少し踏み込んだ会議になればと思い

ます。１時間くらいの会議ですので、向上会議のあり方、持って行き方を根本的に

見直す議論もあってよいのではないでしょうか。極端に言えば、半日時間を取ると

か、専門の講師を招くとか、実際どんなふうに取り組んでいるかをじっくり聞ける

ような向上会議にすれば、効果が出てくるような気がします。以上です。 
 
学校教育課長   今年は、小中合同開催になっています。９か年で子どもたちの学力を上げるため
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それぞれの学年が１５歳になるまで責任をもって学力をつけようという事で、課題

の整理をして小中一緒に開催するよう変更しています。三重町は５校あり単独にな

っていますが、他の町は合同にしています。９か年を通じた方針が各町の小中合同

であがってくると思いますので、それに対してご意見をいただければと思います。 
 
小野委員長    他に質問ございませんか。 
 
        (委員よりなしの声) 
 
小野委員長    それでは、無いようにありますので、議事に入りたいと思います。 

議案件第 30 号 「教育委員会会議録のホームページへの公表について」を議題とし

ます。教育長の説明を求めます。 

 
教育長     (議案第 30 号について説明する) 
 
小野委員長    それでは、詳細説明を教育総務課長お願いします。 
 
教育総務課長  (議案第 30 号について詳細説明する。平成 25 年度分よりホームページへ掲載する旨

も加える。) 
 
小野委員長    説明が終わりましたので、議案第 30 号について質問をいただきたいと思います。

皆さんありませんか。 

         開かれた教育委員会を目指しましょう。無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。 

 
        (委員よりなしの声) 
 
小野委員長    異議なしと認め「議案第 30 号 教育委員会会議録のホームページへの公表につ

いて」は原案のとおり決定いたします。次に議案第 31 号 「平成 24 年度教育に関

する事務の管理及び施行状況の点検評価報告書について」を議題とします。教育長

の説明を求めます。 

 
教育長     (議案第 31 号について説明する) 
 
小野委員長    それでは、詳細説明を教育総務課長お願いします。 
 
教育総務課長  (議案第 31 号について詳細説明する。) 
 
小野委員長    説明が終わりましたので、議案第 31 号について質問等をいただきたいと思います。

皆さんありませんか。 

無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
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とおり決定してよろしいでしょうか。 

 

       (委員全員より異議なしの声) 
 

小野委員長   異議なしと認め、議案件第 31 号 「平成 24 年度教育に関する事務の管理及び施行

状況の点検評価報告書について」いては原案のとおり決定いたします。次に議案第 32

号豊後大野市社会教育委員の委嘱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 32 号について説明する) 
 
小野委員長    それでは、詳細説明を社会教育課長お願いします。 
 
社会教育課長  (議案第 32 号について詳細説明する。) 
 

小野委員長    説明が終わりましたので、議案第 32 号について質問等をいただきたいと思います。

皆さんありませんか。 

無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。 

 

       (委員全員より異議なしの声) 
 

小野委員長   異議なしと認め、議案件第 32 号 「豊後大野市社会教育委員の委嘱について」は原

案のとおり決定いたします。議案第 33 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。 

 

教育総務課長  ９月定例会の日程ですが、議会が来週 27 日に議運が行われ日程がはっきりしますが、

暫定的になろうかと思いますが９月 20 日（金）15 時から開催したいと思います。議運

の状況によってはまた協議させていただきます。御協議お願いします。 

 

小野委員長   事務局より、９月定例会の日程ですが、９月２０日（金）１５時から開催したいと

の提案がありました。協議願います。 
 
        (各委員より了承の意思表示あり) 
 
小野委員長    それでは９月２０日（金）１５時から定例会を開催いたします。他に何かござい

ませんか。 
 
田島委員     お尋ねします。小学校の連絡網でまわってきましたが、不審者が電話番号を聞き

出そうとする電話がたびたびかかってくるようですが何か聞いていますでしょうか。 
 
学校教育課長   学校から報告があったのは、大野小、新田小、三重第一小です。高学年の家庭に
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連絡網の電話番号を入手しようとする、不審な電話が入っています。その情報はす

べての学校に気を付けるようにと流しています。夏休み中なので少し徹底できてい

ない部分がありますので、再度注意を促しているところです。 
 
小野委員長    夏休みですので、保護者に連絡しているのですか。 
 
学校教育課長   不審者の連絡があった学校は危機管理マニュアルの対応で、全ての保護者に注意

するよう連絡網で回していますが、その他の事例が発生していない学校については

その対応はしていません。学校にこういう事例が発生していることだけ連絡してい

ます。 
 
小野委員長    その他の項他にありませんか。 
 
学校教育課長   別紙資料の中で体罰の実態把握についてがあります。４月に豊後大野の状況を報

告しましたが、新聞で全国の状況が公表されました。この表は大分県と豊後大野市

を比較したものです。新聞報道で大分県は全国で２番目に把握件数が多いことにな

っていました。県教委の説明によると、大分県は保護者や児童生徒から話が合った

ものについては全てカウントして、より多くのそういう思いを持った声が数字にな

っているという事でした。豊後大野市も同じように被害と感じた立場に立った方か

らの声を報告しています。豊後大野市が報告したものを県教委が調査し処分となる

件数はなかったことを報告しておきます。豊後大野市としても十分注意して体罰の

ない生徒指導、生活指導をやっていきたいと思っています。 
 
小野委員長    その他が２件ありますが、どのような事例ですか。 
 
学校教育課長   ことばによるものです。ことばが強くなって、生徒にとっては怖かったというよ

うな事例です。 
 
小野委員長    体罰のアンケートは毎年とるようになりますか。 
 
学校教育課長   おそらく毎年になると思います。 
 
小野委員長    少ない県は、児童生徒や保護者のアンケートが成されていないのではないでしょ

うか。 
 
学校教育課長   先生たちだけの報告の県もあるようです。 
 
小野委員長    他にありませんか。 
 
        (委員よりなしの声) 
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小野委員長    無いようですので、議案第 33 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。休憩入ります。 

                      （ときに 13 時 15 分） 
 
小野委員長    それでは開議します。    （ときに 13 時 16 分） 

        それでは、議案第 33 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 33 号について説明をなす) 
 
学校教育課長  (議案第 33 号について説明をなす) 

 
小野委員長   それでは、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。 
 
          (委員全員より異議なしの声) 
 
小野委員長    異議なしと認め議案第 33 号は、3件承認ということで決定しました。他にありま

せんか。 

 
        (委員よりなしの声あり) 
 

小野委員長    それでは、特に無いようにありますので、本日の日程は全て終了しました。平成

25 年 8月教育委員会定例会を閉会します。ご協力ありがとうございました。 

 
          
       閉会  ときに  13 時 20 分 


