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平成 25 年 11 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１１月２０日（月） １６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 11 月豊後大野市教育委員会定例会を開会いたします。 
初に、会議規則第 8 条第 1 項第 2 号の規定に基づき、10 月 21 日開催の 10 月教

育委員会定例会会議録並びに第 5 回教育委員会臨時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、10 月教育委員会定例会会議録並びに第 5 回教育委員会

臨時会会議録について、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 11 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。 
 
小野委員長    市町村教育長会で人事異動についてこれだけ厳しいことを県が提示する意味は何

があるのでしょうか。 
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教育長      居住者は大分が多いです。豊後大野は通勤できるが、日田などは通勤するのが大

変である。アンバランスができている。玖珠は４割が臨時講師だそうです。今年は

広域人事を広げる方針を出しています。それと人材育成という意味で、いろいろな

ところに行き、経験することで力量を高めてもらうこと等が主な内容です。 
 
小野委員長    経済的にも広域になれば家族の負担等が大きくなることが懸念されます。管理職

になれば地元出身の先生の方が力を発揮できるのではないでしょうか。地元をよく

知っているし、地元のためにという考えもあると思います。 
 
教育長      教育長の中でもいろいろな考えがあります。日田などの教育長は推進してほしい

意見ですが、私どもは困惑しています。管理職になればどこに異動になるか分から

ないので、試験を受けない人も出てきています。という実情を報告しますが、県立

高校の例を出され全県での広域人事を実施するという事です。 
 
田島委員     どうしても家庭の事情等で遠くに行くのが厳しいという場合は、希望や要望は聞

いてもらえますか。 
 
教育長      そもそも、県教委は人事については、個人が希望していくものではありません。

県教委が決めることです。と言っています。地教委の考えは今までは尊重するとな

っていましたが、今度は聞くとなっています。人事はずいぶん変わってきています。 
 
小野委員長    ほかにありませんか。 
 
        (委員よりなしの声) 
           
小野委員長    それでは、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。) 
 
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) 



 3

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) 
          旧中央公民館の取扱いについて報告をなす。（ひなたぼっこを児童館に転用し隣 

  接した場所に、高齢者利用、児童館の利用、公民館クラブの利用等を目的とした 
  多目的ホールの建設計画） 

 
小野委員長     多目的ホールの規模について、学級生は気になっているところだと思いますが、

どの程度の大きさでしょうか。 
 
支局長兼公民館長  公民館利用者からの希望は、300 ㎡くらいですが、その面積の確保は厳しい状

況です。レイアウト等についてもこれからになります。 低 200 ㎡は必要という

事で公民館からの意見は出しております。 
 
小野委員長     予算の事もあり、希望通りに行かないのは理解できますが、生涯学習からの面

では、そのホールを使用し健康で長生きできる目的もあると思います。みんなが

一緒に使用できるホールを考えていただければありがたいです。 
 
支局長兼公民館長  公民館の代替施設として考えてきましたが、介護予防、健康増進、児童館機能

と多種の目的で使用したい施設ですので、公民館専用にはなりません。庁舎跡地

利用の計画等もあり面積の確保が厳しい状況です。 
 
小野委員長     建設した後では遅いので、みんなで使用することは必要です。面積に関しても

う少し検討していただきたい。 
 
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。 
 
金丸委員     郷土の先輩特別授業ですが、講師の方は計画的に進んでいますか。前回台風で実

施できませんでしたが、他の人での予定者はあるのでしょうか。例えば、非行やい

じめに関すること等についての講師などです。 
 
社会教育課長   郷土の先輩については、各種の方面で活躍している方を講師としてお願いをして

います。その他の講師についてはまだ考えていません。 
 
金丸委員     私事ですが、大阪に弁護士の職についている知人がいます。過去竹田の高校で講

演をしています。今は子どもたちに関わりを持った事も行っています。講師として

協力してくれるので、参考にしてください。 
 
社会教育課長   郷土の先輩授業は、今後も継続していきますのでその節はよろしくお願いします。 
        その他情報がありましたら、委員さん方も情報提供方お願いします。 
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小野委員長    みなさんお持ちと思います。御協力お願いします。 
 
稙田委員     公民館のことについてです。今報告書をいただきましたが、単純な疑問ですが、

千歳支局は行事が 2 つです。緒方、大野はいろんな分野で活用しているようですが、

これは何か理由があるんでしょうか。 
 
支局長兼公民館長 主なものについて支局からの報告を受けて載せてあります。載っていない部分も

あります。 
 
稙田委員     千歳の方から、千歳は何もないと聞きます。三重が近いのでみんな三重に行って

いるとも聞きますが、せっかく公民館もあるのでもう少し活用してほしいと思いま

した。 
 
支局長兼公民館長 年度当初に講座や行事計画等の打ち合わせがありますので、係長会議等で協議し

ていきたいと思います。 
 
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。 

議案第 36 号豊後大野市学校給食共同調理場条例の一部改正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 36 号について説明をなす。） 

 

小野委員長    共同調理場長より詳細説明をお願いします。 

 

共同調理場長   （議案第 36 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 36 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。 

 

        （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委員各位の賛否を求め決定したいと思い 

ます。原案の通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 36 号豊後大野市学校給食共同調理場条例の一部改正につ
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いては原案のとおり決定いたします。次に、議案第 37号豊後大野市立学校施設の開

放に関する条例の一部改正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 37 号について説明をなす。） 

 

小野委員長    教育総務課長より詳細説明をお願いします。 

 

教育総務課長   （議案第 37 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 37 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。 

 

         （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委員各位の賛否を求め決定したいと思い 

ます。原案の通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 37 号豊後大野市立学校施設の開放に関する条例の一部改

正については原案のとおり決定いたします。次に、議案第 38号豊後大野市体育施設

条例の一部改正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 38 号について説明をなす。） 

 

小野委員長    社会教育課長より詳細説明をお願いします。 

 

社会教育課長   （議案第 38 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 38 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。 

 

        （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委員各位の賛否を求め決定したいと思い 

ます。原案の通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 38 号豊後大野市体育施設条例の一部改正については原案

のとおり決定いたします。次に、議案第 39 号豊後大野市大原総合体育館条例の一部
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改正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 39 号について説明をなす。） 

 

小野委員長    社会教育課長より詳細説明をお願いします。 

 

社会教育課長   （議案第 39 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 39 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。 

 

        （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委員各位の賛否を求め決定したいと思い 

ます。原案の通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 39 号豊後大野市大原総合体育館条例の一部改正について

は原案のとおり決定いたします。次に、議案第 40号豊後大野市公民館条例の一部改

正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 40 号について説明をなす。） 

 

小野委員長    公民館長より詳細説明をお願いします。 

 

公民館長     （議案第 40 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 40 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。 

 

        （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委員各位の賛否を求め決定したいと思い 

ます。原案の通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 40 号豊後大野市公民館条例の一部改正については原案の

とおり決定いたします。次に、議案第 41号豊後大野市菅尾地域交流センター条例の

一部改正についてを議題とします。教育長の説明を求めます。 
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教育長      （議案第 41 号について説明をなす。） 

 

小野委員長    公民館長より詳細説明をお願いします。 

 

公民館長     （議案第 41 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 41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。 

 

        （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委員各位の賛否を求め決定したいと思い 

ます。原案の通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 41 号豊後大野市菅尾地域交流センター条例の一部改正に

ついては原案のとおり決定いたします。次に、議案第 42 号豊後大野市立小・中学校

における学級編成に関する規程の制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 42 号について説明をなす。） 

 

小野委員長    学校教育課長より詳細説明をお願いします。 

 

学校教育課長   （議案第 42 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 42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。 

 

        （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委員各位の賛否を求め決定したいと思い 

ます。原案の通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 42 号豊後大野市立小・中学校における学級編成に関する

規程の制定については原案のとおり決定いたします。次に、協議事項に入ります。

協議案件①コミュニティ・スクールについてを議題とします。学校教育課長の説明



 8

を求めます。 

 

学校教育課長  （協議案件①について説明する） 

 

小野委員長    説明が終わりましたので、協議案件①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。 

         また勉強会をするという事なのでそのときにお願いします。 

 

教育長      基本的には、朝地においては実質は行っているものです。それをきちんと制度化

して小中で行いましょうという事です。 

 

小野委員長    協議会でなされたことについては、要求があれば情報の提供をするという事です

ね。 

 

学校教育課長   教育長が申しましたように、朝地はすでに行っています。今年の様子も報告をし

たいと思います。学力向上会議がありました。今回小中合同で行いましたが、あれ

は学力だけですが、それをいろんな課題について小中の中で協議をする会だと認識

ください。 

 

小野委員長    会議の中には教育委員は入っていますか。 

 

学校教育課長   教育委員は入っていません。基本的には地域の学校に関わっている人になります。 

 

教育長      教育評議員は地元自治会長等です。今は 3 人ですが 5 名になります。もう一人は

有識者等になり、教育委員が入ることは考えていません。 

 

小野委員長    評議委員は学校の状況を詳細まで把握できない人が多いのではないでしょうか。 

 

教育長      選考にも問題があると思いますが、情報の提供ができていないことも挙げられる

と思います。このコミュニティ形式にすれば解消できると思います。 

 

学校教育課長   予定として 2月の教育委員会には提案承認をいただければと思っています。 

 

小野委員長    協議案件①についてはこれで終わりたいと思います。 

         次にその他について、何かありませんか。 

 

金丸委員     午前中、朝倉文夫記念館の運営委員会に出席しました。来年の 7 月から 8 月にか

けて豊後大野の写真展が開催されます。題材はありませんので、応募をお願いしま

すとのことです。利用する人が限られてきているそうです。少なくはないようです

が、豊後大野市民として気軽に参加をお願いします。 
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小野委員長    11 月 8 日にかじかへ教育委員会が訪問しました。その時のことですが、母親のカ

ウンセリングが必要で、子どもと親とが共に学んでいるところですが、かじかは相

談する部屋が無いという事です。いい方法がないものかと先生からの要望がありま

した。地域のボランティアの力を借り、4 名のかじかで学んでいる生徒が中学校の

保健室まで通えるが、まだクラスまでは通えないという事です。中学校の生徒数に

対して保健室が狭く対応ができない状態にあるので増やしていただければというこ

れも要望でした。具合が悪い生徒に生徒が対応できないことを、かじかの先生が心

配していました。報告します。 

 

教育長      保健室を増やすことは、設備がなければできませんので難しいです。カウンセリ

ングする部屋がほしいという事ですので、空き教室等を活用していただければと思

います。かじかの部屋の問題は工夫をして対応していきたいと思います。母親のカ

ウンセリングは中学校単位で配置していますので、可能だと思います。 

 

小野委員長    他にありませんか。 

 

        （委員より意見なしの声あり） 

 

小野委員長    その他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   12 月定例会の日程ですが、10月定例会で協議しましたとおり 12月 18 日（水）午

後３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、12月定例会の日程ですが、10 月に協議した内容に変更はなく 12 月 18

日（水）午後３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 12 月 18 日（水）午後 3 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。 
 
           (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 11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  17 時 25 分 

 
 
 


