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４ 付議事項等
（１）報告事項
報告第３号 全国学力学習状況調査の結果について
（２）協議案件
スクール・セクハラ防止要綱について
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議案第３２号 平成２６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
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５ 会議の概要
○出席者報告
真部教育総務課長

少し御案内の時間には早いようにありますが、皆さんお揃いですので定例会
日程により、本教育委員会の出席者の報告をします。出席委員 ５名・欠席委
員０名・教育委員会事務局5名の出席であります。どうぞよろしくお願いいたし
します。

１ 開 会
金丸委員長

（時候のあいさつの後） それでは、ただいまから平成２６年８月豊後大野市教
育委員会定例会を開会いたします。
(午後1時27分開会)

２ 前回会議録の承認
金丸委員長

最初に、会議規則第８条第１項第２号の規定に基づきまして、８月４日開催の
第４回臨時会の会議録の承認を求めます。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、承認手続を行いたいと考えます。それでは、会議録につ
いて、質問を受けたいと思います。何かありませんか。

全委員

(「ありません」の声)

金丸委員長

ないようにありますので、第４回臨時会の会議録について承認することに異議
ありませんか。

全委員

(「異議なし」の声)

金丸委員長

異議なしと認め、承認します。

３ 会議録署名委員の指名
金丸委員長

次に、会議規則第１９条第２号の規定に基づき 会議録署名委員の指名を行
います。４番 稙田 博美 委員 を指名します。よろしくお願いします。

稙田委員

はい(了承)。

４ 会期の決定
金丸委員長

次に、会期の決定でありますが、議案等を勘案いたしまして、本日一日限りと
いたしたいと思います。異議ありませんか。

全委員

(「異議なし」の声)
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金丸委員長

異議なしと認め、本日一日限りと決定いたします。
付議事項等につきましては
(1)報告事項が
報告第３号 全国学力学習状況調査の結果について の１件
(2)協議案件が
スクール・セクハラ防止要綱について の１件
(3)議事案件が
議案第32号 平成２６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1件 です。後ほど、審議しますので よろしくお願いします。

５ 諸報告
(１)教育長報告
金丸委員長

次に、諸報告に入ります。はじめに、教育長報告を求めます。

久保田教育長

（平成２６年8月豊後大野市教育委員会定例会資料により報告をする）
＜主な報告内容＞
①緒方中学校の件
②大分県教育長会の報告…土曜授業の対応(豊後大野市の対応・他市町村
の対応)
③8/20の子ども市議会の報告
④緒方小と姫島小のジオパーク交流事業について
⑤全国学力学習状況調査の結果(概要)及び２学期以降の学力向上対策につ
いて
⑥百枝小学校が交通安全子ども自転車全国大会で頑張って２６位の好成績
をあげたこと。

金丸委員長

教育長報告が終わりました。委員さん方から何かありましたらお願いします。

田島委員

子ども市議会を聞きに行かせていただいたんですが、昨年は内容が重なる学
校が多々見られて、ちょっと残念なところがあったんですが、今年は、もうどの
学校も各自で独自の意見を出されていて、ほんとに内容も濃くて、聞きやすく
てすばらしかったです。来年からも引き続き頑張られて下さい。

久保田教育長

原稿を見なくて、どんどん言っている子もいました。びっくりしました。ありがとう
ございました。

金丸委員長

他にありませんか。

全委員

(声なし)
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(２)各課報告
金丸委員長

質問がないようですので、各課報告に入ります。
各課の主要な報告を順次、簡潔にお願いいたします。
それでは、教育総務課長、お願いします

真部教育総務課長

(平成２６年8月 豊後大野市教育委員会定例会資料により報告をする)

金丸委員長

次、学校給食調理場長、お願いします。

原山学校給食調理場長 (平成２６年８月 豊後大野市教育委員会定例会資料により報告をする)
金丸委員長

次、学校教育課長、お願いします。

朝倉学校教育課長

(平成２６年8月 豊後大野市教育委員会定例会資料により報告をする)

金丸委員長

次、社会教育課長。

赤嶺社会教育課長

(平成２６年８月 豊後大野市教育委員会定例会資料により報告をする)
(阿南社会教育課参事欠席のため、赤嶺社会教育課長より公民館関係の行
事等を平成２６年8月 豊後大野市教育委員会定例会資料により報告をする)

金丸委員長

以上で報告が終わりました。ただいまの各課からの報告について、何か質問
等がありましたら、お願いします。

田島委員

始業式の件なんですが、３日早まったということで、先日学校の作業に行った
際に多くの保護者が早くなるのは非常にいいことだという声があがっていまし
た。一応報告しておきます。

金丸委員長

他にありませんか。

久保田教育長

公民館の中で、放課後チャレンジ教室というのが緒方と大野町にありますが、
これは今年から新しく取り組みを始めたということです。ゆくゆくは全部の町で
やるということを考えています。子どもの土曜日の生きがいづくりというか、やり
がいづくりということで取り組んでいます。

金丸委員長

他にありませんか。

全委員

(声なし)
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６ 付議事項
（１）報告事項
報告第３号 全国学力学習状況調査の結果について
金丸委員長

それでは、他にはないようにありますので、付議事項に入ります。
まず、報告事項です。
報告第３号 全国学力学習状況調査の結果について 学校教育課長の説明
を求めます。

朝倉学校教育課長

（当日配付した資料に基づき説明）

金丸委員長

ただいま学校教育課長から、全国学力学習状況調査の結果について報告が
ありましたが、これについて、何か意見等がありましたらお願いします。

稙田委員

昨夜、学力向上会議の朝地小・中に行かせていただいて、非常に白熱して２
時間半くらいかかったんですけども、お話を聞いていて、小中一貫ということ
で、非常に地域の人の連携が強くなっているなあと感じました。なんとなく小学
校は、まあまあのところに行っていても、中学校に行くとちょっと成績が届かな
いというところに、校長先生が一生懸命取り組んでいらっしゃって、この夏休み
は５人くらいボランティアで、完全ボランティアで英語の先生を雇って、各クラ
スを5つぐらいの場所に分けて、本当にワンツーマン式に英語を勉強させまし
たむというこうようなことをおっしゃっていました。非常に取り組みがなされてい
るなあと非常に感じて、やっぱりこういう取り組みが続いているといつかは芽が
出ていくだろうなあ、ということを痛切に感じて、何よりも地域の方たちの熱意と
いうのが、すごいてなあと思ったんですけども、ちょつと気になったのは、保護
者ですね、小学校のPTA会長さんが、自分の子どもは運動させているから週
ほとんど行ってて、帰ってくるのは９時だと、それから勉強っていうのはできな
いだろう、家庭学習はしなくていいみたいな、そこから先を言うのは酷だと、言
えないというようなことをおっしゃっていました。それでも校長先生は、これから
は家庭学習に力を入れるんです、３０分でもさせて欲しいです、ということをお
っしゃっていたときに、保護者がどれだけ真剣に受け止めているかということが
浮き彫りにされていると思いました。やはり保護者を巻き込むというところが、
一番大事なんではないかなあ、ということをつくづく感じましたので、述べさせ
ていただきました。

久保田教育長

関連ですけど、私もはじめてその場に行ったんですよ、見学というか勉強にで
すね。今、言われるように包括的に言っていたのですが、中学校３年生の中に
はそれにも加われない子がいます、わからないということで。結局３年生、先生
の責任ではないんですけど、いわゆる小学校からの積み重ねが問題になると
…。そこで、これからは小中連携、イコール各小学校、各学年で責任を持って
そういう子どもの引上げ、ということをつくらないといけない、そういうふうなこと
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に力を入れることが主なこれからの取り組みの内容であります。それと今保護
者の話が出ましたが、一番一生懸命に取り組んでいるのは教員だと、そしてい
ろいろな形で地域の人が支援をしてくれている。まる付けから何から何まで、
保護者は全くそれには無関心、というのは朝地だけではありません。さっき課
長が申しましたように自分の子なんですよね、その子の将来について本当に
今のままでよいのか、ということを今回学校側がどれくらい保護者を説得できる
のかということに尽きます。家庭学習もそうなんですよ、そこを秋田の方に近づ
くとありがたいんだがなあ、と思っています。
金丸委員長

はい、他にありませんか。

佐藤委員

私も、昨日はじめて学力向上会議、千歳に参加させていただきました。協議
会の方は私一人しかいなくて、２回あいさつと講評のところまで言わされまし
て、私も同じようなことを感じました。私は千歳しか行っていないんですけど、
千歳の報告、小学校、中学校と受けまして、こんなに頑張って、千歳はすごい
なあ、人数がある程度小規模ということからかなあ、とか考えたんですが、講評
のときに賞賛をと思っていたんですが、よそのところがまだわからないので賞
賛まではまだ言いまい、と思って抑えました。結果的には、先ほどの課長から
の報告を聞いて他の学校もそれ以上の成績のところもたくさんあるということ
で、千歳には限らなかったんだなあ、と思いました。ただし、その中で先生たち
が取り組んでいること、一週間の生活の様子を全校の生徒に一人一人のどう
いうふうな過ごし方をしているのかデータを出してそれで各学年によって宿題
を、1学年は何十分とか学年に合わせて宿題を毎日自分たちが出していると
いうことで、先ほどその延長線上には教育長さんが言われましたように最終的
には保護者の支援もいただきたい、毎日それをするということ、相当な我々教
諭にとっても点付けまでいくということは大変だということ、ただし、状況をみて
いるとその中にはPTAの会長さんやいろいろな方がいましたが、その辺の反
応には全く響いてなかったので、これからほんとにそういうことをまだまだ全体
からみれば底上げするということになれば、やはり保護者の方のバックアップ、
応援というのは必須ということになります。それは、どこまで保護者の方に真剣
になっていただけるかわかりませんが…。学校の方ではもうこれ以上はできな
いんじゃないかなと、先日参加して思いました。

金丸委員長

田島委員、何かありませんか。

田島委員

私は、昨日緒方の方に行かせてもらったんですが、その中で一番印象的だっ
たのは、やはり落ち着いた環境づくりがまず第一だなあ、という話でした。小学
校５年生は、非常に成績も良かったんですね、教頭先生の話だとこの学年
は、低学年のうちから非常に落ち着いた学年で、教室から飛び出したりとか椅
子に座っていられないという子がいなかった、ひとりも。中2の方が少し学力が
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悪いんですね。そこはやはり小学校の頃から問題のある学年で落ち着いた環
境になかったそうで、教室を飛び出したりすると他の子もその子に気をとられ
て学習に集中できない。だからまずは落ち着いて学習に集中できる環境づく
りを今から取り組んでいってほしいということでした。
金丸委員長

ついでに、私の方から報告します。犬飼と昨日は三重に行ったんですが、三
重は他のところと違いまして、ちょっと取組状況がおくれているようですが、い
ろいろな形で意見が出ておりした。三重は置いておいて、犬飼の小・中での
話し合いの中に、子どもにやる気を出させる方法を学校からフィードバックして
はどうか、家庭での学習指導にものすごく役立つんですが、ということで結局
親御さんが、どういうふうにしていいかわからない点があるということで、先生何
かいい方法はないでしょうか、ということを言いたかっただろうと思いました。そ
れと皆さんおっしゃっていたのは家庭での教育が重要であるということで、ある
人は、学校は一生懸命やっていますよね、これだけのものを作って毎日取り
組んでいるんだ、非常にご苦労されていること、努力されていることはよくわか
りますが、家庭での取り組みが遅れているんじゃなかろうか、ということをおっし
ゃっていました。それと、とある人は朝食の重要性を考えてなくてよいのか、と
いう意見がありました。早寝・早起き・朝ごはんという言葉があるんですが、朝
ごはんを食べなくて学校に来た場合は脳の働きが出来るんだろうか、朝ごは
んを食べさせないで登校させるというのが核力が伸びないひとつの要因では
ないか、ということをおっしゃっていました。確かにそういう面もあるなあ、と思い
ました。あとは、皆さんがおっしゃったようなこととほとんど同じでした。

久保田教育長

学力については、ペーパーテストは一断面しかないという意見もあるんです
が、今おっしゃられるように、されど学力なんですね。やはり、そのため落ち着
いた学習環境が出来ている、家庭でも基本的な生活召喚が出来ている、その
結果が学力として出でくるという感じがしてなりません。

金丸委員長

なかなか、口で言うように行動がついていかないですね。他にありませんか。

稙田委員

「その他」のところで言わせていただこうかと思っていたんですが、昨日朝地の
中学校に行ったときに、やはりエアコンの話をのっけに出されました。子どもた
ちの教室にエアコン・クーラーをつけてほしいという要望がやっぱりたくさん出
でいるということでした。そこのところは、校長先生も説明して下さったんです
けども、現在いろいろ調査しているということでしたが、校長先生から今日は教
育委員の稙田さんが来ているから、皆さんよく頼んでおいて下さい、と言って
いました。やはり、あの暑さでは…、今までの暑さとは違う暑さが続いているか
ら、そこのところの検討をぜひお願いしたいということを言われましたので、連
絡しておきます。
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久保田教育長

市長も将来を担ってくれる子どもたちに手厚くという方針ですが、そうするなら
ば、裏を返せばどこかを辛抱しなければなりません。そういう考えを持っている
ので、前向きに検討していただけると思っています。

金丸委員長

その件については、犬飼の方でも同じ意見が出ました、予算がどうなのかとか
など、です。校長先生にお願いしてデータを取っていますので、いい方向に
進むのではと思っています、と言っています。

久保田教育長

ちなみに高校はすべて保護者負担でやっているみたいです。買うのも電気代
も。

金丸委員長

他にありませんか。

全委員

（声なし）

（２）協議案件
スクール・セクハラ防止要綱について
金丸委員長

他にないようですので、協議案件に入ります。
次に協議案件ですが、スクールセクハラ防止要綱について 学校教育課長の
説明を求めます。お願いします

朝倉学校教育課長

（当日配付した資料に基づき説明）

金丸委員長

ただいま学校教育課長から スクール・セクハラ防止要綱について説明ありま
したが、これについて何か意見・質問等がありましたらお願いします。

全委員

(声なし)

金丸委員長

何かありませんか。いいですか。

全委員

(声なし)

議案第32号 平成26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
金丸委員長

意見・意見等がないようですので、次の議事案件に入ります。
続いて、議案第32号 平成26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。この議案の説明及び審議内容等
につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第6項の
規定に基づき、非公開・秘密会としたいと思います。よろしいでしょうか。

全委員

(異議なしの声)
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金丸委員長

異議なしと認めます。それでは、教育長、教育総務課長、学校教育課長のみ
で審議しますので、ほかの方は退席をお願いします。なお、学校教育課担当
職員は臨席を認めます。それでは、ここで一時休憩に入ります。
(午後2時20分休憩)
～～～

一時休憩

～～～
(午後2時21分開議)

■■■■■ （非公開・秘密会） ■■■■■
※審議時は、教育長、教育総務課長、学校教育課長、学校教育課担当職員のみ臨席した。
※審議結果は、3件提案を受け、認定3件であった。
(午後2時35分休憩)
～～～

一時休憩

～～～

（学校教育課担当職員退席、社会教育課長・学校給食調理場長・担当者入室）
７ その他
金丸委員長

それでは開議します。
(午後2時36分開議)

金丸委員長

その他の方へ入ります。委員さん方から 何かありましたら、お願いします。

全委員

(声なし)

８ 連絡調整
○９月定例会の日程調整
金丸委員長

それでは、ないようにありますので、連絡調整に入ります。
9月定例会の日程についして 教育総務課長の提案をお願いします。

真部教育総務課長

次回については、９月いろいろ行事があって教育委員さんには申し訳ないん
ですが、現在のところ９月定例会を９月２５日 木曜日 午後１時３０分からを予
定しております。ご協議をお願いします。

金丸委員長

定例会を ９月２５日 木曜日 午後１時３０分ということで提案がありましたが、
よろしいですか。

全委員

(了承)

金丸委員長

それでは、９月定例会を９月２５日 木曜日 午後１時３０分からということで、お
願いします。

金丸委員長

他に何かありますか。
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久保田教育長

お知りおきをお願いします。教育総務課の方で、廃園する3つのところの説明
会を行うよういろいろ動いています。

真部教育総務課長

９月６日に長谷幼稚園の関係者ということで、長畑生活改善センターで関係自
治委員さんと民生委員さんにお集まりいただくようになっています。そこで地元
の方にどういうふうな下し方をするということを含めて協議します。それから菅尾
幼稚園につきましては、９月１２日に午後６時３０分から開催します。菅尾につ
きましては、地元に回覧を廻しまして地域の皆さんへの説明会ということでご案
内しております。百枝幼稚園につきましては、９月１６日に、百枝につきまして
は組織として地域の教育振興会というものがあります。それは地域の教育関係
者・PTAの方・自治委員さん等を含めて組織されてますので、そちらの方で説
明会を開くことにしています。

金丸委員長

いま、報告がありましたが、これは、教育委員も手分けして行くようになるんで
すか。

真部教育総務課長

これは、こちらで対応します。菅尾の場合、自治委員さんを通して回覧等廻し
ていますが、どれくらい集まるかはわかりません。

金丸委員長

ほかに、ありませんか。

朝倉学校教育課長

連絡ですかる、体育祭、運動会で雨天等で順延となる場合ががありますので、
そのときの連絡のルートの確認をしたいと思います。直接、学校にお尋ねにな
ってもよいですし、学校からは私のところに朝６時に第一報が入りますので、私
の携帯から委員さんに連絡してもよいです。それでよろしいですか。

全委員

(了承)

朝倉学校教育課長

(携帯電話番号を教育委員さんに伝達する)

９ 閉会
金丸委員長

その他、何もないようにありますので、これをもちまして、本日の日程は全て
終了しました。平成２６年８月 豊後大野市教育委員会定例会を閉会しま
す。ありがとうございました。
(午後2時42分閉会)

－ 10 －

