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平成３０年度

第９回大分県教育委員会

【議 事】
（１）議 案

第１号議案 管理職人事について

第２号議案 大分県立三重総合高等学校久住校の本校化に係る校名候補

等について

第３号議案 大分県立くじゅうアグリ創生塾の設置について

（２）報 告

①平成３０年度全国学力・学習状況調査結果について

②平成３０年度全九州高等学校体育大会及び第３８回九州ブロック大会

夏季大会の結果について

（３）その他
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【内 容】

１ 出席者

教育長 工 藤 利 明

委 員 委員 林 浩 昭

委員 岩 崎 哲 朗

委員 松 田 順 子

委員 高 橋 幹 雄

委員 鈴 木 恵

事務局 理事兼教育次長 宮 迫 敏 郎

教育次長 姫 野 秀 樹

参事監兼教育人事課長 法華津 敏 郎

参事監兼学校安全・安心支援課長 宗 岡 功

教育改革・企画課長 中 村 崇 志

教育財務課長 佐 藤 誠一郎

福利課長 阿 部 浩 康

義務教育課長 米 持 武 彦

特別支援教育課課長補佐 大 本 良 子

高校教育課長 楢 崎 信 浩

社会教育課長 石 井 利 治

人権・同和教育課長 樋 口 哲 司

文化課参事 前 田 英 明

体育保健課体育・スポーツ振興監 加 藤 寛 章

屋内スポーツ施設建設推進室長 山 上 啓 輔

教育改革・企画課主幹 下 鶴 直 哉

教育改革・企画課主査 三 浦 晃 史

２ 傍聴人 ８ 名
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開会・点呼

（工藤教育長）

それでは、委員の出席確認をいたします。

本日は、全委員が出席です。

ただいまから平成３０年度 第９回教育委員会会議を開きます。

署名委員指名

（工藤教育長）

本日の議事録の署名委員でございますが、鈴木委員にお願いしたいと

思います。

会期の決定

（工藤教育長）

本日の教育委員会会議はお手元の次第のとおりです。

会議の終了は１４時５５分を予定しています。

よろしくお願いします。

議 事

（工藤教育長）

はじめに、会議は原則として公開することとなっておりますが、会議

を公開しないことについてお諮りします。

第１号議案は、人事に関する案件ですので、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規定により、これを公開し

ないことについて、委員の皆さんにお諮りいたします。公開しないこと

に賛成の委員は挙手をお願いします。
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（採 決）

（工藤教育長）

それでは、第１号議案は、非公開といたします。

本日の議事進行は、はじめに公開による議事を行い、次に非公開によ

る議事を行いますので、よろしくお願いします。

【議 案】
第２号議案 大分県立三重総合高等学校久住校の本校化に係る校名候補等に

ついて

（工藤教育長）

それでは、第２号議案「大分県立三重総合高等学校久住校の本校化に

係る校名候補等について」楢崎高校教育課長から説明いたします。

（楢崎高校教育課長）

第２号議案「大分県立三重総合高等学校久住校の本校化に係る校名候

補等について」説明いたします。

本議案は、平成３０年６月１２日の第５回教育委員会会議で決定した

大分県立三重総合高等学校久住校の本校化について、新たに設置する本

校の校名候補、位置、設置時期及び大分県立三重総合高等学校久住校の

廃止について決定したいので提案するものです。

２ページをご覧ください。

「１．校名候補」ですが、校名候補の応募状況や本校化に係る準備委

員会からの意見等を踏まえ、本校として新たに設置する高校の校名候補

を、下記の「久住高等学校」、「久住農業高等学校」、「大分農業高等学校」、

「久住高原農業高等学校」、「くじゅう農業高等学校」のいずれかに決定

したいと考えております。

「２．位置」ですが、新設校の校地は、現在の久住校の位置を考えて

おり、住所は「竹田市久住町大字栢木５８０１番地３２」でございます。

「３．設置時期」ですが、入学者選抜等、開校に係る準備のため、下

記にありますように、平成３０年１０月１日を予定しています。

また、「４．」にありますように、本校化に伴う三重総合高等学校久住

校の廃止は平成３１年３月３１日となります。

最後に、一番下の【参考】をご覧ください。上記の内容を決定いただ

ければ、平成３０年第３回定例会に「大分県立学校の設置に関する条例」

の一部改正に係る議案を上程する予定であります。説明は以上でござい
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ます。

（工藤教育長）

ただいま説明のありました議案について、審議を行います。ご質問・

ご意見のある方はお願いします。

（岩崎委員）

準備委員会でこの５案に絞られたということですが、準備委員会のメ

ンバーはどのような方々だったのでしょうか。地元の意向は十分に反映

されてますか。

（楢崎高校教育課長）

準備委員会には地元竹田市の関係者、竹田市のＰＴＡ連合会の代表者、

久住町の自治会や竹田市中学校長会の代表者、久住校の同窓会・ＰＴＡ

の代表者、久住校の学校評議員の方などがメンバーとなっています。

（岩崎委員）

この５つの案は、生徒からのアンケート調査結果を踏まえ、準備委員

会で検討して出てきたものでしょうか。

（楢崎高校教育課長）

全部で２５９件の候補をいただき、地元の中学生からも数多く応募し

ていただきました。そして、その中から準備委員会で５つに絞っていた

だきました。

（松田委員）

この５つの案を消去法で検討した場合、久住高等学校という名前では

農業を主体に取り組んでいくという部分が欠けていますし、大分農業高

等学校という名前では大分県全体の農業高校というイメージになり、久

住という部分がうまく伝わらないと思います。ひらがな表記にすると「久

住」のことを言っているのか「九重」のことを言っているのかが分から

なくなります。

そうすると、久住農業高等学校と久住高原農業高等学校の二つに絞ら

れます。久住高原は全国でも有名ですし、自然ののびやかな中で第一次

産業から第６次産業まで学べる学校という雰囲気を与えることができま

すので、私個人としては久住高原農業高等学校の方がよいと思います。

（高橋委員）

松田委員もおっしゃいましたが、久住高原は山の関係者の中でも全国

的に有名な地名ですし、これから農業を学ぶ若者にとって、のびのび学
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べる学校という印象を持てることから、久住高原農業高等学校の方がよ

いと思います。

（林職務代理者）

久住高原という４文字が高等学校の将来を表わしていると思います。

（岩崎委員）

久住高原農業高校という名前では、文字数が多い気がしないでもない

のですが、このように文字数の多い学校名というのはあるのですか。

（楢崎高校教育課長）

例えば県内では、宇佐産業科学高校は高校の前に付く文字数は「宇佐

産業科学」の６文字です。５文字の学校は結構ありまして、大分上野丘、

大分雄城台、別府鶴見丘があります。また、県外では、青森県立五所川

原農林高等学校は６文字です。この他、静岡県立富士河口湖高等学校、

鳥取県立鳥取中央育成高等学校、徳島県立鳴門渦潮高等学校などがあり

ます。この他、横文字が入ったものとして、横浜市立サイエンスフロン

ティア高等学校などもございます。

（鈴木委員）

学校をＰＲするポイントとして、久住高原の豊かな自然を活かして農

業を学んだり、学びのフィールドとして久住高原を使うということです

ので、久住高原農業高等学校が良いと思います。

最近、北海道から沖縄まで異常気象のように暑く、農業が非常にやり

にくくなっていますので、高原という環境で学べることをＰＲするのも

良いと思います。

（工藤教育長）

今、かなり意見を出していただきましたが、反対意見はないでしょう

か。松田委員から、久住農業高等学校か久住高原農業高等学校のどちら

かが良いという意見もありましたが、シンプルに久住農業高等学校が良

いといった意見はありませんか。

今、いただきましたご意見では、久住高原農業高等学校が相応しいと

いうことでしたが、それを校名候補にするということで、ご異議ありま

せんか。

（採 決）

（工藤教育長）

第２号議案については、久住高原農業高等学校を校名候補として整理
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します。

第３号議案 大分県立くじゅうアグリ創生塾の設置について

（工藤教育長）

次に、第３号議案「大分県立くじゅうアグリ創生塾の設置について」

中村教育改革・企画課長から説明いたします。

（中村教育改革・企画課長）

第３号議案「大分県立くじゅうアグリ創生塾の設置について」ご説明

いたします。

１ページの提案理由にございますように、農業に関する学科に属する

高等学校の生徒に対する教育の充実を図るとともに、小中学校の児童生

徒等の農業への興味・関心を高めることにより、次代の農業を担う人材

を育成し、もって地域農業の振興に資するため、「大分県立くじゅうア

グリ創生塾」を大分県教育委員会の所管に属する教育機関として設置す

ることを決定したいものでございます。

２ページの（２）にございますように、現在の大分県立三重総合高等

学校久住校の敷地内に設置し、農業科に属する高等学校の生徒に対する

農業教育に関すること、農業教育に従事する職員の研修に関すること、

小中学校の児童生徒等に対する農業体験等の機会の提供に関することな

どを事業内容といたします。

「（３）組織の位置付け」ですが、先ほど申し上げましたとおり、大

分県教育委員会の所管に属する教育機関であり、かつ、公の施設となり

ます。

また、設置については、平成３１年４月１日を予定しております。

「大分県立くじゅうアグリ創生塾」において、高い専門性と経営感覚

をもち、仲間と協働して大分県農業を牽引する人材を育成し、県全体の

農業教育の活性化を図りたいと考えております。

説明は以上であります。ご審議のほどよろしくお願いします。

（工藤教育長）

ただいま説明のありました議案について、審議を行います。ご質問・

ご意見のある方はお願いします。

（岩崎委員）

高校教育課を主管課とした農業教育研修施設として、県下９校の農業

科に属する生徒に対する教育の充実に関する業務を担うとされています

が、アグリ創生塾を管理するのは、教育委員会に所属する方となるので
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しょうか。それとも久住校若しくは久住高原農業高校に所属する方とな

るのでしょうか。

（楢崎高校教育課長）

管理に関しましては、久住校の職員に兼務等を発令し、しっかりと管

理していきたいと考えています。

（松田委員）

アグリキャンプの対象は、小・中学生及び保護者となっていますが、

幼稚園児も加えることはできないでしょうか。農業を小さい頃から体験

することで保護者の理解も広まると思います。

大分県にはこのような施設がないことから、農業文化公園でいろいろ

な催しものを行っていますが、幼児が対象となっているものがございま

せん。このような催しの中でも幼児を対象に加えていただきたいと思い

ます。

（中村教育改革・企画課長）

１ページの提案理由のところで、小中学校の児童生徒等としています

のは、小・中学校の児童生徒だけではないと考えているからです。今後

に繋がるような取組をしていきたいと考えています。

（法華津参事監兼教育人事課長）

先ほど岩崎委員からご質問のありました施設の管理についてですが、

本来ならば独立した教育機関ということで、別に職員を配置するのが原

則だと思いますが、先ほど高校教育課長も申しましたように、近くに久

住校がありますので、その職員に併任をかけて、学校と一体的に、効率

的な管理をしていきたいと考えています。

（林職務代理者）

一つの高校だけでなく、県下９校の農業科に属する生徒に対する教育

の充実に関する業務を担うとされていますが、例えば、他の学科の高校

生で将来農学部に行って農業をやりたい生徒も対象となるのでしょう

か。

（工藤教育長）

主に農業科の生徒を対象に考えておりますが、いろいろな使い方があ

り得ると思いますし、工夫していかなければならないと考えています。

（松田委員）

アグリ星空討論会は、農業青年との交流・意見交換会を屋外の星空の
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下で行うということでしょうか。それとも、農業と宇宙の関係など科学

的なことを行うということでしょうか。

（楢崎高校教育課長）

久住のきれいな星空の下で夢を語り合うことを想定しています。

これから来年度の研修内容について計画を立てますので、よりよい研

修になるようにしたいと考えています。

（高橋委員）

県内外には第６次産業まで行う農業従事者の方もいらっしゃると思い

ますので、そのような方を招き、生徒達と将来のビジョンを語り合って

ほしいと思います。

（工藤教育長）

それでは、第３号議案の承認についてお諮りいたします。第３号議案

について、承認される委員は挙手をお願いします。

（採 決）

（工藤教育長）

第３号議案については、提案どおり承認します。

【報 告】

①平成３０年度全国学力・学習状況調査結果について

（工藤教育長）

次に、報告第１号「平成３０年度全国学力・学習状況調査結果につい

て」米持義務教育課長から報告いたします。

（米持義務教育課長）

報告第１号として、本年４月１７日に実施しました「平成３０年度全

国学力・学習状況調査結果について」報告します。

１ページをご覧ください。今年度の実施教科は、国語Ａ、Ｂ、算数・

数学Ａ、Ｂに加え、３年ぶりに理科が実施されました。

まず、「（１）小学校の平均正答率」です。国は整数値で公表しますが、

大分県の平均正答率については、県独自の集計により、（ ）内に小数

値も併記しております。小数値で全国平均と比べますと、本年度の小学
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校は、Ａ・Ｂ全ての教科・区分で全国平均を上回ることができました。

続いて、「（２）中学校の平均正答率」をご覧ください。中学校は、国

語Ａ、国語Ｂ、数学Ａ、理科において全国平均を上回ることができまし

た。

中学校数学について、数学Ａは平成１９年度の調査以来、全国平均を

上回ることができましたが、一方、数学Ｂについては、今年度も全国平

均を下回りました。

「（３）学力の経年変化」は、大分県と全国の平均正答率の合計値の

差の変化をグラフで表しています。

小学校は全国平均を８．１ポイント上回り過去最高を更新しました。

一方、中学校も昨年度初めて平均正答率の合計値が全国平均を超えま

したが、今年も０．５ポイント全国平均を上回り、こちらも過去最高の

結果となりました。

続いて、２ページをご覧ください。

本資料は、課題でありました低学力層の減少についてです。先程述べ

たように、小・中学校ともに全国平均との差が過去最高を更新し、良い

結果が続いていますが、その要因として、低学力層の児童生徒の割合が

あると考えました。

小学校国語Ｂでは、今年度の低学力層の割合、大分県は７．６％、全

国は８．８％で、全国と比べ１．２％少ない状況でした。平成２５年度

調査では、本県は全国よりも０．３％%多い状況でしたので、低学力層

の割合が１．５％減少したことになります。

次に、右下のグラフ中学校数学Ｂをご覧ください。大分県の今年度の

低学力層の割合は１５．２％、全国の割合は１４．６％で、全国と比べ

０．６％多い状況でした。平成２５年度調査では、２．６％全国より多

い状況でしたので、平成２５度調査から低学力層の割合が２．０％減少

したことになります。１％の生徒は約１００人となりますので、２．０

％ということで約２００人の生徒が減少したことになります。

このような結果は、Ａ問題も含め、小・中学校全ての教科区分におい

て低学力層の児童生徒の減少が確認できました。義務教育課の役目とし

て、今後とも低学力層の一層の減少に取り組んでいかなければならない

と考えております。

最後に、３ページをご覧ください。

「平成３０年度調査の分析と今後の課題」です。

国語科では、小中学校ともに授業改善が進んでいる状況です。この要

因としては、学力向上支援教員の配置や協議会の実施、学校図書館を活

用した授業などにより、付けたい力を明確にした単元設定や、課題解決

的な言語活動を設定した指導が浸透してきているものと考えます。

続いて、理科についても、小中学校ともに授業改善が進んでいる状況

です。この要因としては、平成２４年度より大分県学力定着状況調査の
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実施教科に理科を追加し、その調査結果等も基に授業改善に取り組んで

きたことが功を奏しているものと考えます。

一方、数学では特に中学校数学Ｂに課題があります。

１４問中１０問で無回答の割合は全国平均より低い状況ですので、何

らかの答えを書こうとする子ども達は増えてきております。また、最後

まで答えを求める生徒も全国平均より高い状況がございますが、①記述

式の調査問題に対する正答率が全国正答率を下回っている、②評価の観

点「数学的な見方や考え方」に関する調査問題の正答率が全国正答率を

下回っているなどの課題があります。生徒が考えたことや学習したプロ

セスを説明する場面を繰り返し設定するなど、アクティブ・ラーニング

を通した力の定着が求められます。問題の解き方を教え、練習問題で定

着を図るといった旧来の指導形態から十分変革できていないことが原因

と考えられ、今求められている授業を具体的に伝えていくことが必要と

考えています。

これらの分析を踏まえ、今後の課題として次の３点に取り組んでいき

ます。

まず１点目として、小中学校ともに「新大分スタンダード」に基づく

授業の質の向上を図ります。具体的には、習熟度別指導の在り方や個に

応じた指導、小学校高学年以上の教科指導と評価問題の質の向上を図り

ます。

２点目として、「中学校学力向上対策３つの提言」の取組の更なる強

化です。中学校は昨年度に続き正答率の合計値が全国平均を上回るなど、

授業改善の成果が見えつつありますが、依然、数学に課題があります。

これらの状況を踏まえ、「３つの提言」をより加速し、確実に取り組む

ことで、中学生の学力の定着と更なる向上を図ってまいります。

３点目として、「数学指導力強化巡回指導」による中学校数学科指導

の徹底を図ります。今年度の巡回指導では、７月２０日時点で９５校、

２１１人を指導しています。２回目の巡回指導では、活用力の育成に向

けた授業改善の強化や１回目の巡回指導で得た好事例の普及を図りま

す。

報告は以上でございます。

（工藤教育長）

ただ今説明のありました報告につきまして、ご質問・ご意見等のある

方はお願いします。

（松田委員）

ここまで成果が出つつあるのは、これまで１０年間の努力によるもの

だと思います。義務教育課を中心に、教育事務所、市町村教育委員会、

学校現場の先生が同じベクトルで取り組んでいることが要因ではないで



- 12 -

しょうか。

数学は少し伸び悩んでいますが、先程の説明では、低学力層が減少し、

自ら取り組もうとする子どもが多くなっているということですので、今

後も更なる期待ができるのでしょうか。

（岩崎委員）

「新大分スタンダード」の実施により、小中学校ともに授業改善が進

んできたと思います。市町村教育委員会は全国や県の学力調査結果をど

のように活かしているのでしょうか。また、県教育委員会として、全国

や県の学力調査結果を市町村教育委員会が活用することに関して、どの

ような指導をしているのか教えてください。

（米持義務教育課長）

県教育委員会では、９月と２月に学力検証会議を実施しています。会

議には全ての市町村教育委員会の学校教育担当者が参加し、義務教育段

階で整理した課題や対策について協議し、それらを各市町村にしっかり

認識していただいています。また、分析結果が市町村ごとに出ますので、

それを踏まえて各市町村で対策を行っています。そして、この部分に各

教育事務所も適宜関わり、ポイントを絞って各学校に指導している状況

です。

（岩崎委員）

個々の学校で、児童生徒のつまずきを把握し、普段の授業にしっかり

活かしていくようお願いします。

数学担当指導主事の巡回指導は効果があると思いますが、一方で中学

校数学Ｂの結果見ると、まだ効果が及んでいないことが見て取れます。

この巡回指導はいつ頃から取り組み始め、現在の状況・課題等はどのよ

うなものであると認識していますか。

（米持義務教育課長）

巡回指導は昨年４月からスタートしましたが、巡回指導を始める半年

ほど前から何を指導するのか議論しました。そして、「なぜ、その式を

用いるのか、どのように展開すればよいのか」ということをきちんと説

明する点が課題と認識しましたので、「説明の基本形の指導」という手

引きを数学担当が整理し、それを巡回指導の際に使用しています。その

成果もあり、書く、説明するという点は、以前よりも良くなってきてい

ますが、まだ正答率の向上に結びついていないことから、それらのこと

が日常的にきちんと行われるように教育事務所等と連携して状況を確認

したいと思います。
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（林職務代理者）

学校現場、市町村教育委員会も含め、これまで様々な学力向上の取組

を行ってきたと認識していますが、学力調査の結果を、例えば、公立図

書館の職員の方々等はどのくらい理解しているのでしょうか。さらに、

子どもたちの学力を高めていくためには、そのような方々の協力を得て、

図書館で本の読み方を指導するというような、周りの人達を巻き込んだ

取組が大事になると思うのですが、公立図書館の人達と学力調査結果を

共有する場面があるのでしょうか。

（米持義務教育課長）

県立図書館の職員と話した際、図書館に調べ学習に来る子ども達が、

非常に熱心に取り組んでいるとのことでした。また、課題意識を持って

取り組んでいるとのことでした。そして、その調べ学習を繰り返すうち

に、調べ学習の質が向上していることが確認できたとのことです。

また、学校ではできない図書館という場所での指導が生徒の意欲に繋

がっている事に対し、図書館の職員も喜びを感じているとのことでした。

一方で、調査結果の共有ができていない状況がありますので、その点を

改善していきます。

（林職務代理者）

学校にもっといろいろな人の協力が集まり、子ども達の興味を広げて

いくことがＢ問題の正答率の向上につながっていくと思います。いろい

ろな人にこの結果を説明することで、より多くの方から協力していただ

けるのではないかと感じました。

（鈴木委員）

私の子どもが通っている小学校では、子ども達が興味が湧きそうな本

の紹介、本の種類別の分別、プリント配付等は学校司書の方が行ってく

れます。

調べ学習も図書館の本を使うパターンやインターネットを使うパター

ンなどそれぞれ学校に応じて取り組んでいます。また、市の図書館から

本の紹介もあることから、子ども達への協力体制が取れていると感じて

います。そして、そのようなことが学力向上につながっていると思いま

す。

子ども達のやる気は学力の定着に好影響を与えると思いますし、先生

方も良い結果が出ると達成感を得られ、授業に前向きに取り組めると思

います。是非このような取組を定着するまでやり続けてほしいです。

（松田委員）

秋田県や福井県などに先進地研修を行っている市町村教育委員会もご
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ざいますが、大分県でも玖珠中学校の校長であった宗岡課長は地域とと

もに取組をなされて、玖珠町の学力が上がりましたので、その取組を教

えてください。

（宗岡参事監兼学校安全・安心支援課長）

玖珠中学校はコミュニティ・スクールを導入し、地域の目を入れたこ

とで、生徒指導面で落ち着きました。また、地域の方の力を借りて補充

学習に取り組むなど、外の力を借りることによって子どもが学習に向か

ったことが成果につながったと思います。

（高橋委員）

今回の調査結果は、各市町村と県がベクトルを合わせて取り組んでき

た結果だと思いますが、県内で一番変わってきたところはどこですか。

（米持義務教育課長）

一番伸びが良いと感じているのは臼杵市です。市の教育長と指導主事

が授業改善に特に注力していると思います。また、県の巡回指導に市の

数学担当指導主事も随行し、我々が指導した内容を整理した上で、学校

の数学主任等に指導内容を伝え、学校の取組に反映させています。市教

育委員会が学校と県教育委員会の取組をつないだことが大きいと思いま

す。

（高橋委員）

ミドルリーダーなど、次世代を担う先生の意識は上がっていますか。

（米持義務教育課長）

ある学校では、ミドルリーダーが育ち、教科指導力の向上により生徒

の学力が伸びたとのことです。また、その結果、管理職試験の受験にも

つながったとのことです。「芯の通った学校組織」の仕組みを上手く使

い、リーダーを育て、教科指導につなげた好事例と思います。

（松田委員）

話が少し変わりますが、アメリカの学会では、学力と教室内の温度の

関係について報告が出され、教室内の温度が２５度以上だと学力が伸び

ず、快適な２２度、２３度だと学力が伸びるという研究が出ています。

大分県の教室の冷房設置状況はどのようになっているのでしょうか。

（佐藤教育財務課長）

平成３０年４月時点で公立小学校の普通教室で約４０％、中学校で約

４９％となっています。
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（工藤教育長）

学力については、一定の成果が出つつありますが、課題もしっかりと

見えてきていますので、この課題について取組を進めていきたいと思い

ます。

②平成３０年度全九州高等学校体育大会及び第３８回九州ブロック大会夏季

大会の結果について

（工藤教育長）

次に、報告第２号「平成３０年度全九州高等学校体育大会及び第３８

回九州ブロック大会夏季大会の結果について」体育保健課から報告いた

します。

（加藤体育・スポーツ振興監）

報告第２号「平成３０年度全九州高等学校体育大会及び第３８回九州

ブロック大会夏季大会の結果について」ご報告いたします。

１ページをご覧ください。まず、「平成３０年度全九州高等学校体育

大会」でございます。

「１．」及び「２．」にありますように、６月８日（金）から７月２２

日（日）にかけて陸上競技など３４競技が九州８県で分担して開催され

ました。本県ではソフトボール、陸上競技、カヌー、ウエイトリフティ

ング、剣道の５競技が開催されました。

「３．」の競技成績ですが、ベスト４以上に入賞した種目の数を記載

しています。上段の太文字の数字は今年度、下段は昨年度の数です。

団体競技のベスト４以上の合計は３２と前年を３つ下回りましたが、

１位から３位まででは合計で３つ上回っております。

次に、個人競技のベスト４以上の合計は前年を９つ上回る１２１で、

団体競技と同様、１位から３位まででは合計で１６上回っております。

なお、団体競技、個人競技の合計では昨年を６つ上回りました。

「４．」の優勝競技につきましては、２ページをご覧下さい。団体で

は、カヌー男子学校対抗の高田高校をはじめ、１０種目で優勝いたしま

した。

３、４ページには個人競技の成績を記載しています。優勝はウエイト

リフティング男子１０５ｋｇ級の麻生選手をはじめ、１４競技３０種目

ございました。

現在、インターハイが東海地区４県を中心に開催されており、フェン

シング、カヌー、陸上競技で優勝者が出ております。現在、会期中です

ので、最終結果は９月第１回の教育委員会会議で報告させていただきま
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す。

１ページにお戻りください。次に、「第３８回九州ブロック大会夏季

大会」の結果でございます。

「１．」及び「２．」にありますように、５月２７日（日）から７月２

２日（日）にかけて鹿児島県で水泳競技など１０競技が実施されました。

５ページをご覧下さい。横の太線囲みが本県の状況で、縦の２重線囲

みが夏季大会の代表権獲得数と県別順位を記載しています。

夏季大会における代表権獲得数は、前年度から４つ減の２０で、九州

第４位という結果でした。他県の状況ですが、国体の開催を２年後に控

えた鹿児島県が代表権獲得数を伸ばしてきていることが特徴としてあげ

られます。

６ページをご覧ください。各県の代表権獲得の詳細です。表の中の丸

数字は各競技種別の通過順位を表しています。本県の状況を太線囲みで

示してございますが、カヌー競技のカナディアンやカヤックにおいて、

昨年から３つ増の７代表を獲得したこと、ボート競技において昨年の８

代表から５代表減の３代表となったことが特徴です。なお、福井国体に

おいて活躍が期待されている競技、種目において大きな取りこぼしはご

ざいませんでした。

８月１０日（金）から始まります秋季大会は、１０位台達成に向けた

非常に重要な大会です。これまでの強化計画の着実な実行に加え、現在

の状況と対戦相手、会場の環境等に応じた競技毎の綿密な戦略や対策を

競技団体とともに講じてまいりたいと思います。

報告は以上です。

（工藤教育長）

ただ今説明のありました報告につきまして、ご質問・ご意見等のある

方はお願いします。

（高橋委員）

インターハイではフェンシングが頑張っていますが、ロシアチームや

海外のチームが県内に合宿に来た時には一緒に練習するのでしょうか。

（加藤体育・スポーツ振興監）

大分県出身で以前、本県のフェンシングの強化に関わっていた江村監

督が現在は日本フェンシング協会の強化責任者です。そのような関係性

から海外チームが大分に合宿に来た時は、一緒に強化をさせていただい

ています。

（高橋委員）

そのような良い経験ができれば、選手の底上げにもなりますし、全国
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からそのような取組を受け入れるとインバウンドでも大変効果的ですの

で、積極的にお願いしたいと思います。

（松田委員）

新聞等を拝見すると、国体で１０位台奪還は希望が持てるとのことで

すが、１ページの全九州高等学校体育大会の２位と３位の数が伸びてい

ることから、私も期待できると思っています。

（工藤教育長）

それでは、先に非公開と決定しました議事を行いますが、その前に、

公開でその他、何かございませんか。

では、先に非公開と決定しました議事を行いますので、関係課室長の

み在室とし、その他の課室長及び傍聴人は退出してください。

（関係課以外及び傍聴人退出）

【議 案】
第１号議案 管理職人事について

（工藤教育長）

第１号議案の審議に先立ち、同議案の記録及び議事録の取扱いについ

て、お諮りいたします。

大分県教育委員会会議規則第１４条第２項では、「議事録中議事に関

する部分は、要領筆記によって記録するものとする。ただし、教育長は、

委員の同意を得て、記録する必要のない事項については、これを除くこ

とができる。」となっています。

第１号議案の議事は、職員の人事異動に関することですので、これを

記録することは適当でないと考えます。従って、同条同項のただし書き

を適用して、記録する必要のない事項としたいので、委員の同意を求め

ます。

賛成の委員は挙手をお願いします。

（採 決）

委員の同意を得ましたので、そのように取り扱います。

では、ただ今から、第１号議案の審議を始めますが、本議案の審議に

必要な職員のみ在室を認めます。記録をする職員及びその他の職員は退
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出してください。

（工藤教育長）

それでは、最後にその他、何かございますか。

それでは、これで平成３０年度第９回教育委員会会議を閉会します。

お疲れ様でした。


