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大野市教育委員会６月定例会 次第 

 

                           令和元年６月２６日 (水) 

                           午後３時３０分～ 談話室 

１ 開会 

会議録署名人 清水委員 麻生委員 

 

２ ５月定例教育委員会の会議録の承認について  

 

３ 教育長重要事項報告  

 

４ 議事 

 議案第２７号 大野市いじめ問題対策連絡協議会委員の選任について  

 議案第２８号 大野市図書館協議会委員の選任について  

 議案第２９号 大野市青少年問題協議会委員の選任について  

 

５ 付議事項 

 １）令和元年度６月定例市議会の報告について              資料１  

 ２）７月の行事予定について                      資料２  

  ・７月定例教育委員会 ７月３０日（火）午後３時３０分から 会場未定 

 

６ その他 

 １）６月の業務報告について                      資料３  

 ２）その他 

 

７ 閉会 
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＜出席者＞  

 

              教育長            久 保 俊 岳  

 

              職務代理者          洞 口 幸 夫  

 

              委 員            清 水 美那子  

 

              委 員            關   園 子  

 

              委 員            麻 生 博 之  

 

     事務局（説明者） 事務局長           清 水 啓 司  

 

              教育総務課長         横 田 晃 弘  

 

              学校教育審議監        千 田   佐  

 

              生涯学習課長         中 村 吉 孝  

 

              文化財課長          佐々木 伸 治  

 

        （書 記） 教育総務課企画主査      竹 田 雄 次  

 

 

 

 

＜傍聴者＞                     ５人 
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【開会】  

 

【教育長】ただいまから大野市６月定例教育委員会を開会する。  

 

 ――＜大野市教育理念の唱和＞――  

 

 

【会議録署名人】  

 

【教育長】本日の会議録署名人は、清水委員、麻生委員にお願いする。  

 

 

【５月定例教育委員会の会議録の承認について】  

 

【教育長】次第に基づき会議に入る。５月定例教育委員会の会議録の承認につい

て、事務局の説明をお願いする。  

 ――＜書記説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】事務局の提案どおり承認してよろしいか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】５月定例教育委員会の会議録については、提案どおり承認する。  

 

 

【教育長重要事項報告】  

 

【教育長】現在、開催している教育環境に関する意見交換会について申し上げる。

昨日、有終南小学校で意見交換会を開催し、これで６カ所が終了した。先週は、

和泉小中学校で１７人の保護者に参加いただき、地域ならではの愛着心や学校

に対する期待、少人数であることへの感想等をお聞きした。上庄中学校、尚徳

中学校も同様だが、やはり村部の小規模な学校の保護者の関心が高いと感じた。

保護者、子どもたち、地域の方々の心に添いながら丁寧に進めていきたい。こ

れから４０回ということで、道は長いが、職員と一緒に頑張っていきたい。行

く先々で「教育長大変やの」というお声掛けをいただくが、「私はそんなことは

一切思っていない。少しでもお役に立てればと思っている。皆さんと一緒に頑

張らせていただく。」と答えている。  

  次に意見交換会でいただいた意見の取りまとめについて申し上げる。意見交

換会の会場ごとに、いただいた意見をまとめた「教育委員会たより」をＡ４用
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紙両面２ページで作成しており、参加いただけなかった保護者にも配布してい

るほか、市のホームページでも公開している。意見交換会を４０回開催すると

８０ページの報告書になる。直接いただいた意見をしっかり取りまとめたいと

考えている。また、将来の教育環境に関するアンケートを取っている。学校規

模や学級規模等、数値で表せる項目は、このアンケートで把握していく。また、

アンケートの最後に自由記述欄を設け、現在の教育環境や将来の教育環境に期

待すること、要望すること等をお聞きしている。意見交換会で言い足りなかっ

たことや皆さんの前では言えなかったこと等があると思うので、そういう胸の

内もお聞きしたいと考えている。直接お聞きしたこと、数値で表せること、意

見交換会では言えなかったことの３部でまとめていく。意見交換会は１１月の

終わりまで続くので、その後でいただいた意見をまとめ、次の段階に進んでい

きたいと考えている。委員の皆さんの意見もお聞かせ願いたい。  

【洞口委員】市街地の学校では参加者が一桁という結果を見て、行政が考えるほ

ど市民の関心は高くないと感じた。市街地の中学生の保護者は、学校再編があ

っても自分たちには大きく影響しない、また、自分たちの子どもは卒業してし

まうので関係がないと考えていると思われる。一桁の参加しかないのも納得で

ある。村部においては比較的関心が高くなっているが、上庄中学校で１２人、

尚徳中学校で１５人である。以前から、上庄では学校を残してほしいという声

が多く、尚徳では再編を進めてほしいという声が多かったと思うが、意見交換

会の参加者は多くない。市民が関心を持って、より多くの方に参加してもらえ

ることを期待している。  

【關委員】中学生の保護者は、もうすぐ卒業して関係がなくなると思っているた

め参加者が少ないのだと思う。小学生、保育園児の保護者は自分の子どもに関

わってくるので、もう少し参加者が増えることを期待している。参加者の意見

を見ると地域のことばかりを言っている人がいるが、子どものことを第一に考

えてもらいたい。行政が慎重に丁寧に意見を聞いていきたいと考えていること

は嬉しいし、参加できなかった人にも教育委員会たよりで報告していることは

ありがたいと思う。  

【清水委員】新聞報道で１回目の開成中学校の意見交換会の参加者が８人という

記事を見て、学校の規模から考えると少ないと感じた。現在の中学生の保護者

にとっては、自分の子どもには直接関係がないということで関心が低いのだと

感じた。その後も陽明中学校で９人、上庄中学校で１２人、尚徳中学校で１５

人と、自分たちが思っているほど中学生の保護者の関心は高くないと感じた。

意見を見ると、保護者の意見は様々だが、部活動のことを心配して早く再編を

進めてほしいという意見があった。小学生、保育園児の保護者は自分の子ども

に直接関わってくるので参加者が増えることを期待する。せっかくの機会なの

で、意見交換会に参加して、他の人の意見を聞いて、自分の意見も伝えてもら

いたい。  
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【麻生委員】教育シンポジウムも参加者は少なかった。いかに関心を持ってもら

い参加してもらうかということに目を向けて周知に取り組んでもらいたい。市

民の意見を傾聴するという姿勢が皆さんの理解を一つ一つ得ていくのだと思う。 

【教育長】市民の皆さんの意見を直接伝えていただけるのはありがたい機会だと

考えている。粘り強く周知しながら進めていきたい。  

 

 

【議事】  

 

【教育長】議案第２７号から第２９号については、人事案件であり個人情報が含

まれるため、本日の審議は非公開とし、会議録と資料は個人情報を除いて後日

公表する。  

 

 

【付議事項】  

 

【教育長】１）令和元年度６月定例市議会の報告について、事務局の説明をお願

いする。  

 ――＜事務局長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】令和元年度６月定例市議会の報告については以上とする。  

 ２）７月の行事予定について、事務局の説明をお願いする。 

 ――＜各課室長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

【關委員】福井県市町女性教育委員研修会で、学芸員に武家屋敷旧内山家の説明

をしてもらい、施設のことがよく分かってとても良かった。学芸員は現在何人

いるのか。  

【文化財課長】３人の学芸員がいる。正職員が２人、嘱託職員が１人である。  

【關委員】旧内山家の説明をしてくれた学芸員は建物等の専門家だと思うが、恐

竜等が専門の学芸員もいるのか。  

【文化財課長】学芸員それぞれに専門のジャンルがあり、古美術や古い建物とい

った有形文化財を専門とする学芸員、化石を主に研究している地質を専門とす

る学芸員、民俗資料等を収集する民俗を専門とする学芸員がいる。  

【關委員】学芸員が詳しく説明することで、文化施設の来館者が楽しく理解でき

ると良いと思う。  

【教育長】COCONO アートプレイスで、七宝焼作家の山村さんに説明してもら

い作品のことがよく分かった。ただ展示しておくのではなく、説明があったり
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映像での紹介があったりすると来館者の満足度が高まると思うが、どのように

考えているか。  

【文化財課長】展示資料を見るだけではキャプションでしか情報を得られないた

め、理解が深まらず滞在時間も短くなる。博物館施設では、職員が２人体制の

ときは、できるだけ来館者に声掛けして資料の説明をするよう指導している。

また、職員が１人体制のときには、ビデオ等を使って大野市の観光情報や歴史

を紹介するようにしている。田村家にはモニターとビデオを設置している。越

前大野城にもあるが、旧内山家、歴史博物館、和泉郷土資料館にはそういった

設備がないので、できるだけ写真等のビジュアルで説明していきたいと考えて

いる。  

【教育長】例えば、旧内山家でこの展示物はこういう価値があるということがき

ちんと分かった方が来館者に有益だと思うが、学芸員が毎日説明に行けるわけ

ではない。それについて、何か考えはあるか。  

【文化財課長】旧内山家にはパンフレットしかない。それぞれの展示物を、もう

少し詳しく紹介するレクチャーシートを設置するなど、興味のある方に読んで

もらえるような工夫をしたい。越前大野城が冬季閉鎖になるときには、モニタ

ーを旧内山家に移動して、学芸員がいないときでも映像を使った解説ができる

ように工夫している。 

【教育長】COCONO アートプレイスではどうか。  

【生涯学習課長】COCONO アートプレイスでは作品名しか表示していない。受

付に簡単な作品紹介は用意してあるが設置はしていない。鑑賞する人の感性を

大切にしている。担当者が説明しながら鑑賞してもらうのが一番良いと思うが、

担当者の常駐はできない。作品に簡単な説明をつけることについては、分かり

やすくなって良いという意見と、最初から説明を見て鑑賞するのは良くないと

いう意見があるので、これから検討したい。  

【關委員】歴史博物館は受付と展示室が近く、展示物を見ていても、事務所の電

話音が聞こえたりして落ち着かない。大野の歴史的なものを集めて、もう少し

きれいになると良いと思う。  

【文化財課長】以前は入口から離れた場所に事務室を設けていたが、来館者が声

を掛けやすいようにと、３年ほど前から現在の場所に事務スペースを移動した。

電話が鳴って落ち着いて展示を見られないという声を聞くので、改善できるよ

う検討したい。  

【洞口委員】女性教育委員の会のように、要望すれば学芸員が説明に来てくれる

のか。  

【文化財課長】依頼があれば、職員を派遣して展示解説を行っている。小学校の

遠足等では積極的に活用されており、職員が説明することで郷土学習の理解を

深めている。  
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【その他】  

 

【教育長】１）６月の業務報告について、事務局の説明をお願いする。  

 ――＜各課室長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】６月の業務報告については以上とする。  

 

 

【議事】  

 

【教育長】議案第２７号 大野市いじめ問題対策連絡協議会委員の選任について、

事務局の説明をお願いする。  

 ――＜教育総務課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】事務局の提案どおり承認してよろしいか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】議案第２７号については、提案どおり承認する。  

  議案第２８号 大野市図書館協議会委員の選任について、事務局の説明をお

願いする。  

 ――＜生涯学習課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】事務局の提案どおり承認してよろしいか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】議案第２８号については、提案どおり承認する。  

  議案第２９号 大野市青少年問題協議会委員の選任について、事務局の説明

をお願いする。  

 ――＜生涯学習課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

【麻生委員】青少年問題協議会では、どのようなことを協議するのか。  

【生涯学習課長】非行や児童虐待について、関係機関の情報交換をしたり、児童

相談所や警察署から講師を招いて研修を行ったりしている。  

【麻生委員】アウトプットはあるのか。  

【生涯学習課長】具体的な活動は、参加機関がそれぞれ取り組んでいる。協議会

の会議では、それぞれの活動について情報を共有したり、連携できることがな
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いかを協議したりしている。  

【教育長】事務局の提案どおり承認してよろしいか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】議案第２９号については、提案どおり承認する。  

 

 

【その他】  

 

【教育長】その他、何かあればお願いする。  

【文化財課長】７月１９日から和泉郷土資料館で「おおの恐竜発掘」という企画

展を開催する。ぜひご覧いただきたい。  

【關委員】ホロッサの来館者数はどの程度か。恐竜博物館の来館者がホロッサに

も来てくれていると良いのだが。  

【文化財課長】ホロッサの所管は商工観光振興課なので来館者数は把握していな

い。恐竜博物館とは連携しており、どちらかに入館したら、もう一方の入館料

を割引するというサービスを行っている。  

【生涯学習課長】学芸員同士の交流もあり、共同調査等を行っている。  

【教育長】文化財課も学芸員が兼務しており関係はある。次回の定例会で入館者

数の報告をお願いする。  

【洞口委員】化石の採取についても商工観光振興課の所管か。  

【文化財課】化石の採取は文化財課の所管である。  

 

 

【閉会】  

 

【教育長】これをもって、大野市教育委員会６月定例会を閉会する。  

 

午後５時終了  

 

       令和元年７月３０日  

 

                                  

（清水委員）  

 

                                  

（麻生委員）  


