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平成２6 年２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２月１８日（火) 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、羽田学校給食共同調理場長 

木津生涯学習課長，足立支局長兼公民館長、阿南教育総務課長補佐 
 
欠席者     なし 
         
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 2 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、1 月 22 日開催の 1 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、1 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、3 番 
田島 美智子 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 2 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。 
 
小野委員長   学力向上の取り組みについてで、小学校の学年ですが結果が出てその分析まではで

きていないのでしょうか。 
 
教育長     結果が出て、その結果については各学校で分析をして取り組んでいます。平均を超

えているかで見ますと、小学校 2 年生が若干厳しいか。1 年生が非常にいいです。

予想では 1 年生から差があるのではと思っていました。3 年 4 年生と高い結果にな

っています。 
 
小野委員長    ほかに、ありませんか。 
 

（委員一同なしの声） 
 
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。 
 
学校給食共同調理場長（別紙報告書に基づき、報告をなす） 
 
小野委員長    次、学校教育課長。 
 
学校教育課長  （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。 
    1 月 28 日に三重総合高校の生徒と三重東小学校との交流会を行っています。三重

総合高校に進学してもらうためのいい機会であったとも感じていますが、具体的な
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取り組みについて説明ください。 
 
給食調理場長   生産者としての三重総合高校で、みそを加工して納品してもらっています。今年

については野菜関係をお願いしています。白菜を使った給食を一緒に食べ、交流会

を行っています。高校生が紙芝居を使っていただきますの語源の説明をしたりして

くれています。小学校 6 年生からは、部活はどんなものがありますかとか、どんな

勉強をしていますかなどの質問もしていました。市内唯一の高校ですので、中学校

との交流も考えているところです。 
 
小野委員長    ぜひ広めていって、中学校もできると良いと思います。 
 
稙田委員     養豚業者との交流会の様子が、ケーブルテレビで放映されていました。ほのぼの

としていて、肉も厚く切っておいしそうでよかったです。こういうことで、地域の

人たちとの交流とか、してもらう事のありがたみとかがテレビを通して伝わってき

ました。養豚業者の方のあいさつの中で、地域の子どもを応援したいという事をお

っしゃっていたことがとても印象的でした。こういうことをもっと続けてもらいた

いと思います。 

 

小野委員長   他にありませんか。 

 

（委員一同なしの声） 
 

小野委員長    それでは、質問が無いようにありますので、次に、議事に入りたいと思います。

議案第５号 豊後大野市立社会教育委員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５号について提案理由の説明をする) 

 

小野委員長    詳細説明を願います。社会教育課長 

 

社会教育課長  (議案第５号について、詳細説明をする)  

新旧対照表により説明。 

 

小野委員長    説明が終りましたので、議案第５号について質問等を頂きたいと思います。 

皆さんありませんか。 

 

      (委員よりなしの声) 

 

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
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よろしいでしょうか。 

 

(委員一同異議なしの声) 

 

小野委員長    異議なしと認め、議案第５号については、原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第６号 豊後大野市体育施設条例施行規則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６号について提案理由の説明をする) 

 

小野委員長   詳細説明を願います。社会教育課長 

 

社会教育課長  (議案第６号について、詳細説明をする) 

        新旧対照表により説明。 

 

小野委員長    説明が終りましたので、議案第６号について質問等を頂きたいと思います。 

皆さんありませんか。 

 

      (委員よりなしの声) 

 

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。 

 

(委員一同異議なしの声) 

 

小野委員長    異議なしと認め、議案第６号については、原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第７号 豊後大野市図書館協議会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７号について提案理由の説明をする) 

 

小野委員長    詳細説明を願います。社会教育課長。 

 

社会教育課長  (議案第７号について、詳細説明をする) 

 

小野委員長    説明が終りましたので、議案第７号について質問等を頂きたいと思います。何か

ございませんか。 

 

        (委員よりなしの声) 
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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。 

 

(委員一同異議なしの声) 

 

小野委員長    異議なしと認め、議案第７号については、原案のとおり決定します。 

 次に、議案第８号 豊後大野市立小・中学校一貫教育 TRY 推進協議会設置要綱の

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８号について提案理由の説明をする) 

 

小野委員長    詳細説明を願います。学校教育課長。 

 

学校教育課長  (議案第８号について、詳細説明をする) 

 

小野委員長    説明が終りましたので、議案第８号について質問等を頂きたいと思います。何か

ございませんか。 

 

稙田委員     第 4 条の（４）の前各号の掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者とありま

すが、例えばどういうことが考えられますか。 

 

学校教育課長   現在、学校評議員は各小中学校が 3 名ずつですが、自治会の代表が必要ではない

かとなった場合、認めるような事になります。教育委員会が必要と認める者につい

ては、学校評議員に最初はして、協議会委員に委嘱をしたいと思います。 

 

小野委員長    協議会委員の 15 名の中で、評議員と保護者は必要ですが、教育委員会が必要と認

める者の中に、ぜひ学校校区内の区長に入ってもらいたいと思います。学校行事を

行う上で、区長に協力をしてもらうことが出てきます。三重町では、菅尾、百枝、

新田について区長から何かないかと、たずねてくる事をよく聞きます。協議会委員

については学校が行うのか、又は教育委員会がある程度助言できるのかおたずねし

ます。 

 

学校教育課長   区長については、私も必要であると認識していますので学校に指導をし、学校評

議員に委嘱をする形で進めていきたいと考えています。 

 

小野委員長    お願いします。他ありませんか。 

 

        (委員よりなしの声) 
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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。 

 

(委員一同異議なしの声) 

 

小野委員長    異議なしと認め、議案第８号については、原案のとおり決定します。 

次に、議案第９号 平成 25 年度一般会計補正予算及び平成 26 年度一般会計予算

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９号について提案理由の説明をする) 

 

小野委員長    詳細説明を願います。教育総務課長。 

 

教育総務課長  (議案第９号について、詳細説明をする、以下順次各課長より詳細説明する) 

 

小野委員長    説明が終りましたので、議案第９号について質問等を頂きたいと思います。何か

ございませんか。 

 
田島委員     ４６ページの三重町の幼稚園児数が非常に少ないことが気になりますが、大野町

の事しかわかりませんが、お母さん方が働いている方が多いので、幼稚園に通わ

せている方が少ないのですが、大野町は児童館にあずけるんですが、そういった

施設は三重町にはありませんか。 
 
教育長      大野町の児童館は特殊でして以前からの流れでその方式がとられています。他の

町はそういう形の児童館はありません。三重町はそこの前に小さなものがありま

すが、非常に狭いものです。今度新しくひなたぼっこを活用することになってい

ます。 
 
学校教育課長   幼稚園生は受け入れないようになっています。幼稚園を地域の子どもとして見守

るという観点から大野町時代からの流れで行っているようです。他の町は 1 年生

から 3 年生までとなっています。今度の子ども子育ての改正でこども園として、

基本的に公立幼稚園でもあずかり保育を平成 27 年度からは行いなさいという事

と、小学校 1 年生から 6 年生まで、児童館でお世話しなさいというのが今度の法

律改正です。公立幼稚園の仕事内容が平成 27 年度から大きく変わろうとしてい

ますので、平成 26 年度中に教育委員会で重要な課題として論議をしていただく

ことになろうかと思います。保護者の状況からすると、2 時まででは困るので入

園者数が少ないという現実があるという事でとらえたほうが良いかと思います。 
 
小野委員長    社会教育課になりますが５１ページの文化財保護事業の中で、昨年古墳の見学会
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に参加をしましたが、古墳の土地所有者が竹が出てきてどうしようもなく管理が

大変だと言っていました。この予算の２００万の中に管理費が含まれているんで

しょうか。含まれていなければ検討いただきたいのですが。 
 
社会教育課長   指定の文化財については、地権者、持ち主の方に管理をお願いしております。市

のほうが行っておりません。この予算は調査をしたときの作業経費の部分で、管

理については持ち主になっています。 
 
小野委員長    本人も理解していると思いますが、言いたくなるのでしょう。予算の厳しい中で

しょうが地権者に理解をいただくしかないのでしょうか。 
 
社会教育課長   石仏等の指定文化財の清掃作業等についていくらか出している部分がありますが、

それ以外はありません。 
 
教育長      この２００万が何に使われているか、今一度精査する必要があると思います。豊

後大野市の古墳を考える会は、学者をよんでの講演会や標識をたてたりしていま

す。管理についてまでは行っていません。 
 
小野委員長    ご検討できればと思います。もう一つは、４１ページの小学校一般管理事業の嘱

託職員の報酬で、嘱託職員の交通費は出ているんでしょうか。 
 
教育総務課長   交通費については週に５日勤務のフルタイムの人は支給しております。時間給の

人は交通費はありません。 
 
小野委員長    ガソリンの価格が上がり交通費の占める割合が多くなったと言っていました。 
 
教育総務課長   交通費の算定額は正規職員と同じです。職員の基準が変われば変更も可能ですが。

難しいと思います。 
 
小野委員長    午前中とか午後とかの支援員については支給していないですね。そこらはいかが

ですか。 
 
教育総務課長   社会保険適応の人しか支給されていないのが実情です。採用条件の中に明記して

了解していただいております。 
 
教育長      なるべく近くの学校に配置をすることと、時給 1,000 円でお願いして交通費も含

まれているという事で雇用させていただいています。 
 
小野委員長    そこらの説明を嘱託職員等にお願いします。 
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稙田委員     放課後子ども教室の件ですが市長も全市に広げたいとおっしゃっていました。以

前から言っていましたが、緒方だけが実施していたのが現実です。コーディネー

ターをお願いして最大 50 人～60 人の子どもが毎週水曜日に楽しみにして集まり

ます。全市に広げるために慎重かつ丁寧にお願いしたいと思います。せっかく緒

方にモデルとなるものがありますので、それを崩すことのないような形でお願い

したいと思います。 
 
社会教育課長   それは本当にその通りですので、慎重丁寧に理解をいただきながら進めていきた

いと思います。 
 
小野委員長    他ありませんか。 
 
        (委員よりなしの声) 

 

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。 

 

(委員一同異議なしの声) 

 

小野委員長    異議なしと認め、議案第９号については、原案のとおり決定します。 

        次に協議事項に入ります。協議案件①豊後大野市学校人権教育基本方針について協

議案件②全国学力学習状況調査の公表についてを、学校教育課長より説明願います。 
 
学校教育課長  （人権教育基本方針及び学力状況調査について詳細説明をなす。） 
 
小野委員長    説明が終わりましたので質問等をいただきたいと思います。 
         まず、授業確保の件について何かありませんか。 
 
稙田委員     私としては、中学校の授業日数が不足しているのであれば、先生方の意向と話し

合いのうえ土曜日授業は良いのではないかと考えます。小学校につきましては、地

域の方たちのふれあい授業に充てるという方法であれば賛成です。 
 
田島委員     土曜日授業は私も賛成です。保護者にとっても学校に行っていた方が安心な部分

もあるので、先生方がこの方向で良ければよいと思います。 
 
小野委員長    先生が出勤したときの対応はどうなりますか。 
 
学校教育課長   今のところ、夏休みにまとめてとっていただくような方法を取りたいと考えてい

ます。 
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小野委員長    土曜日、夏休みを利用した授業というのは教育委員会としては賛成という方向で

まとめたいと思います。 
         次に、全国学力学習調査の公表について今の時点のご意見をお願いします。 
 
稙田委員     県の教育委員会の対応のところで、公表内容を指していただいて学力向上を図る

ためには公表することは前向きに捉えたいと思います。悪かったらとか、ランクを

付けられるとかの受け取り方ではなく、前向きにいいところを吸収するという意味

で今の時点では参加してよいと思います。 
 
金丸委員     私も同じです。公表してもよいと思います。何もかもという事になってしまうか

もしれませんが、県の示している範囲内での公表という事で、今のところは思いま

す。 
 
田島委員     公表はもちろんしてよいと思います。他校の良いところを参考に市全体で取り組

みを行い、全体であがっていく方向に持って行ってくれたらと思います。 
 
小野委員長    公表は、保護者や地域の方に説明責任という事を考えれば妥当だと思います。だ

けど公表に当たっては慎重なものがあると思います。目標値をクリアした学校の評

価はしていただきたいと思います。クリアしない学校に配慮しながら、課題を見つ

けて分析を行い次のステップにつながるようお願いしたいと思います。点数にこだ

わるわけではありませんが、ある程度社会に出て困らないようにするためには、学

力アップは必要だと思います。今の時点の考えです。 
 
小野委員長    人権の基本方針については、御一読していただき次会行いたいと思います。次に

部活動の生徒輸送についてはいかがでしょうか。 
 
教育長      これまでは、公共機関を使ったり親の責任で送るという事になっています。平日

に合同練習を行うのに、親が送迎できません。そういう場合に先生が自分の車を使

って送迎するという事が今説明した内容です。 
 
小野委員長    それが、市の規程が適応できるという事ですか。 
 
学校教育課長   まだ今からの協議ですが、それを条件にして行こうという事です。 
 
教育長      竹田市が困って実施していますが、先生方の意見が今後あると思いますが、それ

を承知で提案したいと思っています。 
 
学校教育課長   基本的にこの規程は、対人無制限、搭乗者保険 1,000 万、対物 1,000 万以上の任

意保険に入っている車が条件になります。事故が起こったら先生の保険で対応しな
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さい、その上で第 3 者が巻き添えになった時に手を差し伸べますよという内容です。

基本的には自分の責任で、自分の保険を使いなさいという事です。 
 
稙田委員     利用等の制限についてもっと細かく部活のみとかにするなど条件等についても、

詰めて協議いただき決めていただきたいと思います。 
 
金丸委員     条件を作らないと、使用するときに自分のいいように解釈してしまう事が懸念さ

れます。細かい取り決めが必要だと思います。 
 
教育長      先生たちがこの規程を受け入れるためには、たくさんな条件が付くと思います。 
 
小野委員長    以上でよろしいでしょうか。この件につきましては、何かあれば 3 月の定例会に

取り上げたいと思います。それでは何か他にありませんか。 
 

（各委員よりなしの声） 
 
小野委員長    それでは、他に無いようにありますので、協議案件についてはこれで終わります。

次にその他について、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、日程についてご提案申し上げます。３月の定例会は３月２６日（水）

午後３時からお願いします。また教職員の人事異動に関する臨時会を３月１５日（土）

９時００分から開催を予定しています。これについては確定ではありませんのであ

らためてご連絡させていただきます。また、市職員の人事異動に関することについ

ては電話連絡で臨時会を開催したいと思います。ご協議をお願いします。 

 

小野委員長    ３月定例会は３月２６日（水）午後３時から、教職員異動の関係の臨時会を、現

時点での予定ですが３月１５日(土)の午前９時００分から、また市職員の異動の関

係は電話で連絡するという開催の提案が有りました。皆さんよろしいですか。 

 
（各委員異議なしの声） 
 

小野委員長    それでは、３月２６日（水）午後３時から３月定例会を、３月１５日(土)の午前

９時００分から臨時会、市職員の移動に伴う臨時会は後日連絡により開会予定と致

します。 

 

小野委員長    何か他にありませんか。 
         中津市の高校で生徒が窓拭きの清掃作業をしていて、転落し死亡してしまう事案

が発生しました。県教委からの通知等対応状況があったと思います。豊後大野市に
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ついてはどのような対応を行ったかお知らせください。 
 
学校教育課長   あの後県教委からすぐに十分注意するように通知が来ました。その資料を市内の

学校に出しております。これから大掃除が控えていますので、十分注意をしてくだ

さいという事で行っています。 
 
小野委員長    他ありませんか。 
 

（委員よりなしの声） 

 

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２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   １７時２０分 


