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平成 25 年 10 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１０月２１日（月） １５時００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 10 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、9 月 20 日開催の 9 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、9 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、4 番稙田博美委員を指名します。 
        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 10 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) 
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小野委員長    それでは無いようにありますので、次に、各課の主要な報告を順次、簡潔にお願

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。また、給食費収納状況についても報告。) 
 
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。 
 
田島委員     先日、自治委員会長から運動会の開催について以前は日曜日に開催され、参加し

やすかったが、現在はほぼ土曜日の開催になっている。できれば日曜日に開催でき

ないかという要望がありました。変更が可能なものかお答えをお願いします。 
 
学校教育課長   その要望については、学校にお伝えをいたします。土曜日が休みという事で設営

の関係上、どうしても金曜日準備し一日空け、そのままにして日曜日開催というの

が、学校現場は子どもの関係もあり難しいようです。土曜日まで子どもを出校させ

て日曜日に開催することも一週間続くことになり健康面からも問題があるという事

で、土曜日開催を行っています。そこらは工夫すれば可能かと思います。千歳小学

校は日曜開催で行っています。週休 2 日制になって土曜日開催を学校の都合上行っ

ているのが現状です。 
 
教育長      あわせて、小中学校合同の運動会開催も声としてはあります。なかなか難しい面

もありますが、日曜日開催と一緒に今後の課題になると思います。 
 
小野委員長    それぞれの学校の事情があるようですが、お伝え願いたいと思います。 
         それから、給食費の納入状況を詳しくお聞きしました。平成 24 年度は 98%を絶

対超えるという事で、年々改善されていっています。これは絶対納めなければなら
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ないもので、意識付けも必要ですので今後もよろしくお願いします。 
         それと、学校教育課長にお願いです。今の報告の中で、学校図書館活用教育研究

発表会が三重第一と三重中で開催されますが、具体的な日程をお知らせください。

その他、算数研究大会と文化連盟発表会も出席できるかはわかりませんがお願いし

ます。 
 
学校教育課長   それら日程について、早急にお送りいたします。 
 
稙田委員     ことばの森フェスタの事ですが、緒方から始まったこの事業も、今は豊後大野市

全体に広がっています。緒方の公民館に寄ってきました。作品がたくさん出品され

ておりました。私も、少しかかわったことがあるので準備等が大変だろうと思いま

す。豊後大野市の全体の小中学校から平均的に作品が出品されているのでしょうか。

出品していただくには、先生の意識が大変影響されると聞いています。学校教育と

は別に行っているのでしょうか。先生を通して作品が届いていると思うのですが。 
 
学校教育課長   作品募集については、もちろん学校が窓口になり参加しています。ただ、いろん

な作品募集があり国語の先生を中心に選考していることも事実です。しかしことば

の森については、ぜひ参加してほしいという事は校長会議でもお願いしています。

今回の参加状況は学校教育課としては把握していません。 
 
教育長      実行委員長が校長会に出席し説明し、要請も行っています。今回は今までの中で

応募作品数は最多となっているようです。参加校は市内の学校のすべてが出品して

いるわけではないようです。昨年飛躍的に伸びましたが、今年はそれも上回ったと

いう事です。審査員が少なく大変苦労しているようです。 
 
稙田委員     表彰式がありますが、以前は保護者がたくさん出席していましたが、今は入賞者

のみとなっています。ちょっとさみしいと思います。これだけの大きなものに関心

が薄いと思われてしまうのではないでしょうか。 
 
教育長      入賞者を保護者が引率してきます。作品も会場いっぱいに展示しにぎやかにはな

っております。 
 
稙田委員     ケーブルテレビ等で放映されるのでありがたいと思います。ぜひもっと広げてい

ってほしいと思います。 
 
小野委員長    公民館長にお聞きします。三重町で話が起きていますが。旧中央公民館の体育室

の使用について、いろいろと耳に入りますが、体育室使用が可能なのか、他の案が

あるのかお知らせください。 
 
公民館長     現状は、旧中央公民館体育室を使用することは非常に厳しいと考えています。経

費の面、防犯面、安全管理に関して、再度使用することは困難と考えています。使
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用できないという事で、お話をさせていただきました。どこを使用すればよいかと

いう事になりますが、方向としましては、子ども、公民館利用者、高齢者の方々を

含めて、使用できる多目的なホールを今後別の場所に建設することで、関係課等で

検討協議をしているところです。 
         利用者の方々は、前のいきさつの話の中で、体育室が使用できるというお話をさ

れます。5 月の段階で、利用者代表者会議において使用は難しいという事をお伝え

しております。ただ、前からの約束事があるので使用できるのではないかという事

はおっしゃいますが、現状は困難ですという事をお伝えしております。 
 
小野委員長    旧中央公民館を使用するのは、安全面等いろいろな面で困難であることは、教室

生等も理解してきているようにあります。ただ体育室が必要だという意見も多いよ

うです。旧中央公民館を解体して多目的ホールを建設するという考え方ですね。 
 
公民館長     具体的な場所や規模につきましては、確定していません。今の旧中央公民館とは

別の場所に建設してはどうかという案で検討しています。具体的には旧庁舎が解体

工事に入ります。跡地利用を含めて関係各課と検討しているところです。旧庁舎周

辺整備の関係の会議がありますので、公民館としての要望を出していきたいと考え

ています。 
 
小野委員長    今の素晴らしい公民館を建設していただきましたが、視聴覚室が一番広い部屋で、

人数的にはちょっと狭く、太極拳等はホールが欲しいようです。 
 
公民館長     できるだけその方向で、財政面も含め要望していきたいと考えています。具体的

な規模等について方針が決まりましたら早急に利用者の皆様にお知らせしたいと思

います。 
 
小野委員長    よろしくお願いします。 
 
教育長      そのことにつきましては、課題もあります。教育委員会の建物になるかまだ未定

ですが、方向としては新しく建設したいという事です。 
 
小野委員長    他にありませんか。 
 
        (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。 

 本日は協議案件のみとなっております。通学区域についてを議題とします。学校

教育課長の説明を求めます。 

 

学校教育課長  （協議案件①について詳細説明をなす。） 

教育長      この問題点というか課題は、三重東だけでなく第一小から新田小へ行く可能性が
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出てきます。なぜ菅尾だけなのか、どうして小規模校から大規模校はダメなのかと

いう意見が出てくると思います。今回は限定させていただいています。多くは学校

選択制をとり、例えば豊後大野市の中でどこに行ってもよいという方法を取ってい

るところもあります。児童数の推移によって必要になってくるのかもしれません。 

 

小野委員長    入学説明は校長ですか、それとも学校教育課長が行うのですか。 

 

学校教育課長   今回は最初ですので、こういう事項を要綱で定めた説明を、東小学校の方でさせ

ていただきたいと思います。現状として東小学校の中で菅尾小に行きたい希望者も

いるようです。 

 

小野委員長    菅尾地区の推進委員も菅尾小学校に来てほしいとＰＲしているようです。増える

ことを期待しています。 

 

稙田委員     教育委員会として説明を行うのですか。 

 

教育長      説明します。 

         菅尾地区に住宅が建設中です。あの中の５部屋については子どもがいる世帯限定

として進めています。それで５人来ても複式解消につながるかはわかりません。も

う一つは、菅尾出身の方で他に転出している人がいますのでその方に戻っていただ

けるよう菅尾地区が要請行動に来庁した折に、お願いしております。 

 

金丸委員     逆の場合が出てくることが、心配されます。 

 

教育長      菅尾は、実態調査をしております。教育総務課長に説明させます。 

 

教育総務課長   教育委員にも相談し、アンケート調査を実施しました。正確な人数は覚えていま

せんが、２世帯だけが統合もやむなしという意見でした。後の９割はこのまま地域

のシンボルとして残してほしいという保護者の意見でした。これを基に、教育委員

会としては耐震化、大規模改修に踏み切ったという経緯があります。今後少子化も

進んでいきますが、事業も行い地理的条件もあまり悪くないので、残す取り組みを

行っていこうという事で教育委員会ができる部分で実施しているところです。 

ですからそういう思いはアンケートの中では出てきていません。 

 

稙田委員     緒方は上緒方小学校やほかが廃校になっています。菅尾は優遇されているという

意見が無いとも限らないので、そこのところを正確に説明でき、規則等を制定する

のに、やっぱりだめだったとならないように、菅尾地区がしっかりとした意識を持

ち進んでいくことが大切だと思います。 

 

教育長      それが一番の心配ですが、校舎の耐震性が違うことと、緒方は将来的に児童の数

が激減していくことが挙げられます。その点菅尾は今後１０年は３０人台を維持し
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ていく違いがあります。そういうところを説明していただきたいと思います。 

 

小野委員長    稙田委員の意見は大切なことだと思います。それで、学校教育課長が説明に行く

という事ですね。 

 

教育長      私も説明に参りたいと思います。 

 

小野委員長    保護者は知らないと、なんでも質問してくると思いますので、細かい部分まで説

明していただくことが大切だと思いますので、よろしくお願いします。 

 

学校教育課長   入学する児童だけでなく。今在籍している児童も対象になります。 

         次回整理いたしまして、今後の日程につきましても提案させていただきたいと思

います。 

 

金丸委員     入学説明会はいつからですか。 

 

学校教育課長   入学説明会は１月下旬からになります。東小学校につきましてはそれより前に行

いたいと考えています。 

 

小野委員長    それでは、そういう方向でよろしいでしょうか。 

         他ありませんか。 

 

        （委員より意見なしの声あり） 

 

小野委員長    それでは、無いようにありますので協議案件①を終わります。 

次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   11 月定例会の日程ですが、11月 21 日（木）午後 4時から開催したいと思います。

御協議お願いします。 

 

小野委員長    事務局より、11 月定例会の日程ですが、11 月 21 日（木）午後 4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 11 月 21 日（木）午後 4 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。 
 
教育総務課長   12 月の定例会の日程案もご協議願いたいのですが、12 月 16 日から 20 日までの

間で、議会との兼ね合いもありますが協議いただけないでしょうか。 
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小野委員長    できましたら、16 日から 18 日までの間にお願いします。 
 
教育総務課長   それでは仮に 12 月 18 日（水）午後 3 時からをおさえていただきたいと思います。 
 
小野委員長    12月定例会の日程を 12月 18日水曜日午後3時からに予定しておいてください。 
         他ありませんか。 
 
        (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 10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  16 時 36 分 


