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平成２６年３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３月２６日（水) 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、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、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 3 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、2 月 18 日開催の 2 月教育

委員会定例会会議録並びに 3 月 10 日開催の第 1 回教育委員会臨時会会議録の承認

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、2 月教育委員会定例会会議録並びに第 1 回教育委員

会臨時会会議録について、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。 
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教育長     （別紙行事報告書並びに 3 月教育委員会資料に基づき、報告をなす） 
        朝地絆の会の件、スポーツ少年団の件、かじかの件、卒業式の国歌斉唱等について

も説明する。 
 
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    国歌斉唱ですが、第一小学校は式の前に全員で歌っていました。式の時にも皆さ

ん歌っていました。 
 
金丸委員     口は動いていましたが、声が小さく聞こえなかったです。 
 
稙田委員     緒方は、小学校も中学校も曲の音量が大きかったのもあって違和感は感じず、皆

さん歌ってました。歌っていないとか、声が小さいとかは感じませんでした。緒方

中学校では、式終了後声が小さかったんじゃないかと言っている人もいましたが、

私はそうは思いませんでした。 
 
小野委員長    前から比べれば、先生も子どもたちも歌っていると思います。 
 

    他にありませんか。よろしいでしょうか。 
 

（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） 

一般質問・予算等についても説明する。 
 
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  （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。） 
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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    4 月 7 日交通安全出発式ですが、朝地道の駅 7 時からです。委員の皆さんは参加

できる方はよろしくお願いします。 
         4 月の行事で、ラジオ体操の講習会が行われますが、対象者はどうなりますか。 

 

社会教育課長   スポーツ推進委員への講習会になります。 

 

小野委員長    他ありませんか。 

 

（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 12号 豊後大野市地域文化財認定規則の制定について を議題とします。教

育長の説明を求めます。 

 

教育長     (議案第 12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 12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 12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。 

 

小野委員長    石橋等についてですか。 

 

社会教育課長   この地域文化財認定については中身はその中で検討させていただくことになりま

す。今回は石橋に特化して数多くの石橋が存在するので、調査を進めていきたいと

いう考えです。 

 

小野委員長    皆さんよろしいですか。意見有りませんか。 

 

稙田委員     何年か前に、地域の文化財ということで、標識を立てるため区長が調査をしたこ
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とがありました。標識を見てこんなところに文化財があるのかと驚いたのですが、

その標識が古くなり朽ちたり、無くなったりしています。このことは今のことと関

係はありますか。 

 

社会教育課長   指定をされている文化財なのか、認定の対応だったのかは把握できませんが、市

の指定については文化財保護委員に巡回をしていただき確認して改良してもらって

います。 

 

稙田委員     馬背畑区だけでは予算がないので実施はできないので、何らかの要請で行ったと

思います。そんなのが全部おざなりになっていますので、こういうものについても

目を向けて、改善をお願いします。 

 

社会教育課長   市の指定した部分については修理等については補助して対応している部分もあり

ます。 

 

教育長      各町村で指定について差があったようです。合併後は各町で指定したものについ

ては概ね市の指定にしています。今回、石橋は犬飼だけでなく各町にありますので、

市の指定になっているものもいくつかは有ります。しかし指定されていない中にも

素晴らしいものがあります。市の指定になるかは別として地域の文化財として指定

をし、必要であれば市の指定文化財に変わっていくということが今回提案した認定

規則となります。 

 

小野委員長    皆さんよろしいですか。 

 

      (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 12号については、原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第 13号 豊後大野市指定文化財指定基準の制定について を議題としま

す。教育長の説明を求めます。 

 

教育長     (議案第 13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 
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社会教育課長  (議案第 13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 13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 13号については、原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第 14号 文化財の指定について を議題とします。教育長の説明を求め

ます。 

 

教育長     (議案第 14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 14号について、詳細説明をする) 

 

小野委員長    位置的に大体どこら辺ですか 

 

社会教育課長   前の病院の峠を越えたところあたりで、大野町と境になります。 

 

小野委員長    説明が終りましたので、議案第 14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) 

 

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 14号については、原案のとおり決定します。次に、議案

第 15 号 豊後大野市教育委員会行政組織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。 
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教育長     (議案第 15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 15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 15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 15号については、原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第 16号 豊後大野市教育委員会事務決裁規定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 16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 16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 16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) 

 

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 16号については、原案のとおり決定します。 

次に、議案第 17号 豊後大野市教育委員会事務局文書管理規定の一部改正について 
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を議題とします。教育長の説明を求めます。 

 

教育長     (議案第 17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 17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 17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 17号については、原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第 18号 豊後大野市教育総合計画の中間見直しについて を議題としま

す。教育長の説明を求めます。 

 

教育長     (議案第 18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 18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 18号について質問等を頂きたいと思います。 

皆さん大体は資料をいただいていましたので目を通していただいたと思います。

これでよろしいでしょうか。何かございませんか。 

        

        (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) 
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小野委員長    異議なしと認め、議案第 18号については、原案のとおり決定します。 

         それでは、その他の項に入ります。まず、平成 25 年度高等学校の試験結果につ

いて学校教育課長より報告願います。 
 
学校教育課長   （別紙資料により詳細説明をなす。） 
 
小野委員長    楊志館にかなり行っていますが内訳的にはどうなっていますか。 
 
学校教育課長   理容師と調理師の希望が多かったようです。工業系も私立優先で選考した者もお

ります。 
 
稙田委員     千歳中学は竹田高校には前から受験しないのですか。三重総合だけですか。 
 
学校教育課長   そういうことです。 
 
教育長      千歳は前から同じ学校でないところに行く傾向があるようです。今年は三重総合

が多いようです。 
 
学校教育課長   JR が通っていないのである意味では三重にということになっていると思います。

何らかの助成があればと思いますが課題として残っています。 
 
小野委員長    よろしいでしょうか。それでは、市役所周辺の整備計画について公民館長より説

明願います。 
 
公民館長     （別紙資料により詳細説明をなす。） 
 
小野委員長    現在のひなたぼっこから多目的ホールへの渡り廊下は有りますか。 
 
公民館長     平面図で申しますとピロティーという部分が屋根続きの部分になります。建物は

つながりませんが、屋根部分はつながるような格好になります。 
 
小野委員長    靴は履きかえることになりますか。 
 
公民館長     靴はホール内は履き替えて使用するようになります。 
 
小野委員長    これについてはよろしいでしょうか。他に無いようにありますので、その他の項

の、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、４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
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年４月２１日（月）午後３時００分からを提案申し上げます。 

        ご協議願います。 

 

小野委員長    事務局より、平成２６年４月教育委員会定例会の日程について、４月２１日(月)

の午後３時よりと提案が有りましたが、宜しいでしょうか。 
 
         （各委員より、異議無しの声） 
 
小野委員長    それでは、４月２１日(月)の午後３時００分より４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。 
 

（委員よりなしの声） 
 
小野委員長    それでは、2 月から 3 月に開催されました学力向上会議についての感想を述べて

いただきたいと思います。金丸委員さんは三重第一小と新田小ですが、お願いしま

す。 
 
金丸委員     三重第一小で育てる会の会長が、長く見た目で計画を立てたらどうか、予算面で

厳しいところがあれば、会に相談してほしかったという意見が出されていました。

せっかくこの会があるので声をかけてほしいということでした。新田は特に問題あ

りませんでした。 
 
小野委員長    ありがとうございました。稙田委員さんは清川小、中と朝地小、中ですね。 
 
稙田委員     まず清川ですが、活発な意見が出ていました。地域の方が子どもたちを大切にし

ていることがとても感じられました。登下校のことや 近子どもの数が少なくなり

会話ができないことが寂しいとおっしゃっていました。こういうことで地域との連

携が強いんだと思いました。私が信号の交差点で子どもが横断したとき、当たり前

に通る子どもが多いですが、止まってくれた車に 敬礼をしました。そのことを校

長先生にお話ししましたら、大変感激して初めて聞きましたと言っていました。 
         朝地は靍田さんが、勉強をする大切さも必要だが人間性を育てるというところが

大事であることをおっしゃっていました。また、評議員の方が人間力を身に着ける

必要性として、今自分の会社に若い人が入社してくるが、礼儀が出来ていない、す

ぐ辞めるなど、子どものころから身につけさせて欲しいことをおっしゃっていまし

た。保護者の方から、宿題が多く、子どもがやりこなせていないことをとても心配

しているが、親として何もできない歯がゆさがあると言っていました。また小中連

携のことについては大変良い事だと言っていました。以上です。 
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小野委員長    私は三重中と菅尾小に参加しました。まず、三重中ですが、活発な意見が出まし

た。各学校に 10人くらい低学力層や手数を必要とする生徒がいる。提出物が揃わな

い状態になっている。指導はしているが 3 年間ではなおらないので、幼稚園のころ

から教育できればと感じているという意見でした。幼・小・中の連携のある話し合

いが出来れば早めの対応が可能になるのではないかとおっしゃっていました。もう

一つは、インターネットやスマホで夜遅くまでするので、朝起きれなく遅刻する者

がいる。指導するが限度があるので、正しい使い方の学習の必要性が有ることをお

っしゃっていました。先生たちは対応に追われているのが現状でした。 

         菅尾小は、小規模校にしかできないきめ細かな指導をしてほしいという要望が保

護者から出ていました。以上です。 

 

小野委員長    次世代育成支援対策推進協議会に出席しました。次世代の子どもを育てようとい

う会議でした。中学校の卒業式でマスクの使用許可を先生に言ったら許可がもらえ

なかったようです。後日病院に行き診察したということです。2，3日後が入試なの

でマスクの使用をさせるべきではなかったかという意見でした。この件については

いかがでしょうか。 

 

教育長      今の件は中学校に伝えて、マスクの対応をお願いしたところです。その時は厳粛

な場であるのでそういう対応をしたが今後は意見を取り入れ行こうという話でした。 

 
小野委員長    以上でその他はございませんか。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３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２５分 

 
 


