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平成２６年 1 月 豊後大野市教育委員会定例会会議録 
 
開催日時  平成２６年１月２２日（水) 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、4 番 稙田 博美 
 
   執 行 部 久保田教育長、佐保教育総務課長、羽田学校給食共同調理場長、下田学校教育課長

木津社会教育課長，足立支局長兼中央公民館長、阿南教育総務課長補佐 
 
欠席者     3 番 田島 美智子 
         
小野委員長    （あいさつののち、開会を宣す） 

これより、平成 26 年 1 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、12 月 18 日開催の 12 月教

育委員会定例会会議録の承認を求めます。これら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、一

括して質問をお受けしたいと思います。何かご質問はございませんか。 
 
（委員より、なしの声あり） 
 

小野委員長    無いようにございますので、12 月定例会会議録について、承認することにご異議

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、承認をいたします。 

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いたした

いと思います。ご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     （別紙行事報告書並びに 1 月教育委員会資料に基づき、報告をなす） 
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小野委員長    教育長の報告が終わりました。ご質問等がありましたら御願いします。 
         聞いた話ですが、三重総合高校の生徒で大変優秀な成績の生徒がいると聞きまし

た。大変うれしく思っていますが。 
 
教育長      優秀な生徒は、竹田高校でもいるようで、それは豊後大野市出身の生徒であると

も聞いていますが、間違いありません。三重総合高校もきちんと指導しますので期

待したいと思います。 
 
小野委員長     何かありませんか。 
 

（委員一同異議なしの声） 
 
小野委員長    それでは他に無いようでございましたら、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、学校給食共同調理場長。 
 
学校給食共同  （別紙報告書に基づき、報告をなす） 
調理場長 
 
小野委員長    次、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、社会教育課長 
 
社会教育課長  （紙報告書に基づき、報告をなす。） 
 
小野委員長    次、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    以上、報告が終わりました。各課の報告に対して何かご質問等がございましたら、

お出し頂きたいと思います。ございませんか。 
 
小野委員長    白山地区も上緒方もそれぞれ自治公民館として、残してほしいという意見が耳に

入ってきます。先日フォークダンスの教室が使用している、第一会議室が狭いとい
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う事で館長に見に来ていただきました。その時多目的ホールの説明をしていただき

ました。そのあと、厳しい意見も出ましたが学級委員が報告する内容とはニュアン

スが違っていました。館長が説明していただいて、学級生の中には、仕方ないなと

かしょうがないという考えを持った人が、出てきたようです。館長が誠意をもって

説明したことが一つにはあったと思います。この自治公民館の件も大変厳しいと思

いますが、誠意をもって説明をお願いすればと思います。 
 
稙田委員     給食の件ですが、ノロウィルスの事が大変話題になっていますが、食パンの件で

大変なニュースになっていて、他人ごとではないと思っています。このようなこと

の対策や、研修会等の実施についてはいかが取り扱っていますか。 
 
給食調理場長   本当に予期もしない事態だと思います。あの業者につきましても、全国学校給食

会という組織が指定をして、検査をちゃんと実施している業者でした。大分県もパ

ンやご飯についての業者が全国的な組織の大分県給食会であり、そこにも指導徹底

が下りてきています。今回の場合は本人の自覚症状がなかったようです。豊後大野

市の調理場は、手洗い、消毒については全ての部屋に入る前には必ず行うようにし

ています。体調についても朝と昼について自己申告するようにしていますし、家族

の体調についても報告するようにしています。この方法を徹底して、予防に努めて

いきたいと思います。 
 
稙田委員     現場にいる人は、神経質すぎるぐらいに気を付けているので大丈夫だと思います。

何かの業者からの感染が心配されます。その後の対策等を迅速に対応できるように

お願いしたいと思います。 
 
小野委員長    それでは何か他にありませんか。 
 

（委員一同異議なしの声） 
 
小野委員長    それでは、他に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１号豊後大野市教育委員会公印規則の一部を改正する規則を議題とします。

教育長の説明を求めます。 

 

教育長     （議案第１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。 

 

教育総務課長  （議案第１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１号について質問等をいただきたいと思います。



 4

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１号豊後大野市教育委員会公印規則の一部を改正する規

則は原案のとおり決定いたします。次に、議案第２号豊後大野市立学校管理運営規

則の一部改正する規則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２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２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２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２号豊後大野市立学校管理運営規則の一部改正する規則

については原案のとおり決定いたします。次に、議案第３号豊後大野市学校給食共

同調理場運営規程の一部を改正する規程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３号について説明をなす。） 

 

小野委員長   学校給食共同調理場長より詳細説明をお願いします。 

 

給食調理場長  （議案第３号について詳細説明する） 
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小野委員長   説明が終わりましたので、議案第３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３号豊後大野市学校給食共同調理場運営規程の一部改正

する規程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豊後大野市いじめ対策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   別紙資料により説明をなす。 

 

小野委員長    それでは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。 

 

学校教育課長   今までは学校教育課が窓口になり学校から連絡を受け、内部論議で終わってしま

う傾向がありましたが、専門的な人の力を借りて違う視点からの対応の幅を広げる

ことが可能となります。基本は未然防止と早期発見と早期解決が学校の取り組まな

ければならないことです。学校も相談しやすいことが今回の違いだと思います。 

 

教育長      これまでもいろいろな予想もしない展開になってしまう例があります。先生たち

も外部の専門的な力を借りながらな解決していければと思います。 

 

小野委員長    教育委員会として先生を守る意味でも心強いのではないかと思います。 

 

稙田委員     いじめは早期発見が難しいことです。表に出たときはずいぶん進んでしまってい

ることが多いと思います。 

 

学校教育課長   この中に、教育委員会への報告がありません。これは教育委員会を無視している

わけではありません。出動や派遣をすることになったとかの事例については、教育

委員会でまず報告をするようになります。調査委員会の中に教育委員を入れるか検

討しましたが今回はいれておりません。 
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小野委員長    報告は随時あるという事ですね。 

 

教育長      教育委員は知らないとか、詳細な事実は聞いていませんなどにならないように、

そういう事案が発生すればその都度、御報告いたします。 

 

小野委員長    被害者の保護者が調査委員会に入りたいとかいう場合はどうなりますか。対応が

可能でしょうか。 

 

教育長      それはよく話題になっていますが、早期には対応しなくて事が大きくなってから

対応して問題になっています。そういう事案があれば、そういうことも含めて教育

委員会に相談することが必要だろうと思います。 

 

金丸委員     横の連絡を密にしていかないと、どこかで報告が漏れたなどとならないようにし

ていただきたいと思います。 

 

小野委員長    金丸委員さんがおっしゃいましたように、新聞で報じていましたが、子どもが新

幹線に飛び込んで自殺をしています。教育委員会がアンケートを取っていましたが、

子どもたちの 4分の 1はある程度いじめに対し認識していたが、教員 40 人は誰も把

握していなかったという結果でした。いじめに対する調査等は継続的に行うことが

重要だと思います。こういう問題が起こるたびに疑問を感じます。 

 

学校教育課長   平成 25 年度のいじめの調査をしています。学校が解決の報告が来るまでは毎月報

告書の提出を求めています。確認をしながら、継続しているところは取り組み方法

について報告させています。先生方が注意を怠ると事例が発生する可能性が十分あ

るので、あらためて学校現場に十分見守るよう指導していきたいと思います。 

 

小野委員長    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これで協議案件①を終わります。議案第 4 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   それでは、２月の定例教育委員会の日程についてご提案申し上げます。平成 26

年 2月 18 日（火）午後 3時 00分からを提案申し上げます。 

 

小野委員長    2 月教育委員会定例会を２月１８日(火)の午後３時００分から２月定例会開催の

提案が有りました。皆さんよろしいですか。 
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（各委員異議なしの声） 
 

小野委員長    それでは、２月１８日(火)の午後３時００分から２月定例会を開会予定と 

致します。 
 
小野委員長    何か他にありませんか。 
 
学校教育課長   平成 25 年度の卒園式及び卒業式の資料を配布しております。告示をお願いし 

ていますので割り当てをさせていただきました。どうしても都合等あればお申し出

ください。2 月の定例会で告示内容ができていましたら配布させていただきます。 
入学式については 4 月の 9 日、10 日、11 日となりますので予定をお願いします。 

 
小野委員長    何か他にありませんか。 
 

（委員よりなしの声） 
 
小野委員長    無いようですので、議案第 4 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。 

                      （ときに 4時 15 分） 
 
小野委員長    それでは開議します。    （ときに 4時 20 分） 

        それでは、議案第 4 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 4 号について説明をなす) 
 
学校教育課長   (議案第 4 号について詳細説明をなす) 
 
小野委員長    説明が終りましたので、そのようなことで説明を受けたいと思います。個別に説

明を受け、随時、審議したいと思います。 
 

深田主任より、個別に説明を受ける。 

        (個別にその都度、認定・不認定・保留等の決定を下す) 
 

認定を可とするもの 5 件 
 

小野委員長    議案第 4 号は、認定 5件と決定しました。他にありませんか。 
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        (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

26 年 1 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   １6 時 45 分 

 


