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平成 30年７月定例教育委員会会議録 

 

 

1．開催日時 ： 平成 30年 7月 25日（金） 9時から 10時 50分まで 

2．会  場 ： 臼杵市役所  臼杵庁舎 3階 臼杵庁舎 301会議室 

3．出席委員 ：  教育長            斎藤 克己 

教育長職務代理者       垂井 美千代 

         委 員            渡辺 義弘 

委 員            野上 美智子（欠席） 

委 員            神田 岳委  

   

4．出席職員           

教育総務課長      甲斐 尊    学校教育課長      大野 直哉  

社会教育課長      大戸 敏雄   文化・文化財課長    川野 徳明  

学校給食課長      安東 信二   教育総務課総括課長代理 麻生 幸誠  

学校教育課総括課長代理 口石 愛    社会教育課課長代理   那賀 啓史 

文化・文化財課課長代理 神田 高士     

教育総務課主査     米木 淳子   教育総務課主事     姫野 まりな 

  

5．傍聴人       木村 公治 

 

 

 

 

1．開会宣言 

（事務局） 

開会に先立ちまして、本日の出席者の報告を行います。本日の出席者 3名、欠席者 1 

名で、出席者が過半数に達しましたので、臼杵市教育委員会会議規則第 3条の規定によ 

り本会は成立となりました。以上、報告いたします。 

 

（教育長） 

これより臼杵市教育委員会、平成 30 年 7 月定例会を開催致します。本日の委員会の会期

は、本日限りといたします。次に、会議録署名委員に、渡辺委員と垂井委員の 2 名を指名致

します。 
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  今回の日程のうち、 

  

●「第２８号議案」の「平成３１年度使用小・中学校教科用図書の採択について」 

●「４. 学力向上について」の「平成３０年度大分県学力定着状況調査結果について」 

●「５．教育予算について」の「公共施設整備５ヵ年計画について」 

●「６．その他」の「小学校の現状について」 

  

 の４つを非公開としたいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第７項

に基づき、採決を行います。 

 賛成の委員は、挙手をお願いします。 

（委員 挙手あり） 

 

3 分の 2 以上の挙手がありましたので、公開しないこととします。 

 

2．教育長報告 

次第 2 の教育長報告を行います。7 月は 6 月末から 7 月初めにかけて西日本豪雨に始ま

り、命に危険がある暑さの異常気象でした。今日の朝熊本で震度 4 の地震があり、変な 7 月

だなと感じました。一方臼杵では祇園祭りが終わりまして、入れ替わりで山内流が 8 月 11

日まで子どもたちも真っ黒になりながら元気にやっていました。のちほど詳しい説明があ

ります。それでは行事要項にそって主な点だけ説明いたします。 

 

2 日から目標管理校長面談ということで、毎年やりますが、今年度の学校経営と目標管理

について校長、センター長と面談を行いました。それから 3 日目が豪雨の関係で、小中学校

全校臨時休校ということになりました。 

 

5 日に体育協会の表彰式がありました。今年は体育功労者 2 名、陸上の兒玉芽生さん、県

体で柔道に 30 回参加した菊口幸治さんが功労者として表彰されました。スポーツ功労者

124 名、スポーツ優良児童・生徒が 90 名ということで、表彰をいたしました。 

 

6 日に職員採用試験、10 月に採用する消防職の一次合格者の選考を行いました。二次試

験は今週の土曜日の 28日に決定する予定です。それから土曜日に土曜ふれあい学校があり、

下南小のふれあい祭り、福良ヶ丘小の食育の講演、臼杵南小が、南中の子ども達が臼杵南小

の子ども達に読み聞かせを行っていました。この日雨のために中止した学校もありました。

9 日に校長会がありまして、就学前のつながりということで臼杵っこ育ての羅針盤策定の件

について説明をさせていただきました。校長会と兼ねて研修会を、学校経営力アップ研修と

いうことで３時から大分大学の中川特認教授に、コミュニティスクールについて、地域と共
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にある学校づくりということで、講演をいただきました。それから１０日から公共５か年整

備計画事務局ヒアリングということで、各課の計画について、ヒアリングをいたしました。

暑さもありますので、のちほど詳しい説明がありますが、小学校のエアコンの対応が課題に

なっています。 

 

12 日には県の学力調査の結果の公表がありました。それと合わせて 7 月 30 日に全国学

テの結果公表があります。それについてはのちほど説明をいたします。それから 15 日から

21 日まで祇園祭りがありました。御渡の日はとても暑く、御還は時々雨が降ったりしまし

た。19 日に、3 つのきょう育振興会議が行われました。この日は南中の生徒達が学校づく

りということで、６人の生徒が、学校の取組について議員の皆さんに説明していただきまし

た。皆さん関心していました。良い説明だったと思います。県の体育祭でも発表するように

なっています。27 日です。 

 

それから 22 日が山内流游泳所開所式でした。今年は、西日本豪雨の影響もあり、漂流物

が浜に打ち上げてしまって、前の週も青年部が清掃をしてくれていましたが、また浜に打ち

上げられてしまったので、地元の方にも出てもらって今週も清掃しました。ある程度きれい

になって無事開所式が行われました。また午後からは赤潮もでて、変な天候だなと思いまし

た。今年は、この日現在で 81 人、市外から 8 人ということで、随時途中で増えています。

8 月 11 日が游泳大会です。 

 

23 日に教科書選定委員会を開催いたしました。来年度から中学校に道徳が入ってきて教

科書の選定となります。24 日に、土曜日ふれあい学校の検討会ということで、2020 年に外

国語授業が小学校に入り、あるいはコミュニティスクールのこともあり、そういった背景を

もとに、これまで学校、家庭、地域の触れ合いと、ふれあい学校について会計を見据えたや

り方について、検討していただいています。今年 11 月くらいに方向性を示したいなと思っ

ています。それから当日午後から幼児教育の推進協議会、今年初めての協議会でした。臼杵

っこ育ての羅針盤を昨年作りましたが、それのダイジェスト版の渡し方、ありかたについて

検討されます。また、周知の方法について意見をいただきました。9 月に講演会などを開き

知ってもらおうと考えています。 

 

本日定例教育委員会ということで、実は中学校の総体が今日から 27日まで、開催中です。

明日、明後日と教育長協議会になるので行きたいと思います。総会で、県の要望等協議する

ようなっています。それともう 1 点、31 日に１０時から臨時の市議会があります。これは

契約案件の協議、救急車購入についての議決です。当日中学校道徳教育の実践研究会が中央

公民館であります。 
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以上で、教育長報告を終わります。ご意見がありましたらお願いします。 

 

（垂井委員） 

 意見ではなく、感想ですが、南中学校が、臼杵南小学校に、読み聞かせとして参加したよ

うですが、大体毎年いきますが、今年はとても良いというか、臼杵南小学校の児童として、

読み聞かせとして聞くということが、3 年間しっかりできていて、その実地体験をもって中

学校に入って行った子ども達が読み聞かせを聞きこむ姿勢が出来ているので、今度は聞か

せる立場になって、配慮点が身についていて、良い読み聞かせの活動でした。文科省から表

彰があったことも励みになっているだろうなと思いました。改めて、子どもたちは経験させ

れば、その立場になった時にこちらが想像する以上の力を発揮していくんだなと感じまし

た。臼杵は、子ども司書、子ども防災士があり、子供に経験させていこうという方向があり、

それはとても大事なことで、南中生が 3 年生を中心に、いろんなところに出て活動してい

ると思いますが、それも去年卒業した 3 年生が、良かったです。教頭先生が、卒業式の時

に、皆さんが、南中の雰囲気を変え、素晴らしい雰囲気を作ってくれたと、その 3 年生を見

た 2 年生が 3 年生になり、1 年生が 2 年生になりということもあり、いい雰囲気が出来て

いるなと感じました。 

 

3．協議事項 

（教育長） 

これより「次第 3．の協議事項」に入ります。報告第１３号「専決処分の報告について」

を説明します。 

 

（学校給食課長） 

臼杵給食センター運営委員会の委嘱について、専決処分をいたしましたので、ご報告しま

す。年月日は平成 30 年 6 月 29 日です。理由について、臼杵市学校給食センター運営委員

会がありまして、構成する委員の選出団体の役員改選等により、委員の変更が生じましたの

で、残任期間の委員委嘱を行うためです。名前ですが、網掛けをしている方々が今回構成団

体の役員になった方々です。以上で報告を終わります。 

 

（教育長） 

報告第１３号の説明が終わりました。質疑等がありましたらお願いします。報告第１３号

については、承認してよろしいでしょうか。 

 

（委員承認） 
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（教育長） 

これより、議案審議に入ります。第２７号議案 「臼杵市歴史資料館運営委員会委員の委

嘱について」説明します。 

 

（文化・文化財課長） 

第 27 号議案について説明します。臼杵市歴史資料館運営委員会委員の委嘱ということで

臼杵市教育長に対する事務委任規則（平成１７年臼杵市教育委員会規則第６号）第１条第１

３号の規定に基づき議決を求めるものです。平成 31 年 7 月 31 日に任期を終了するので委

員の更新をするためにお願いするものです。新たに 10 名の委員がいますが新任として 2 名

の方がいます。以上です。 

 

（教育長） 

説明が終わりました。質疑等がありましたらお願いします。 

 

（各委員、意見を述べる） 

 

（教育長） 

それでは、第２７号議案について、承認してよろしいでしょうか。 

 

（委員承認） 

 

（教育長） 

次の第２８号議案「平成３１年度使用小・中学校教科用図書の採択について」に入る前に、

傍聴者の退場を命じます。 

 

（傍聴者 退場） 

 

（教育長） 

 以上で、次第 6 を終わり、これをもちまして、７月定例教育委員会を閉会します。 
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会議録署名委員            

 

会議録署名委員            

 

会議録作成者             


