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大野市教育委員会１０月定例会 次第 

 

                           令和元年１０月２５日(金) 

                           午後３時～ 大会議室 

１ 開会 

会議録署名人 清水委員 麻生委員 

 

２ ９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 

 報告第２号 専決処分の報告（大野市学校通学用自動車運行管理規程の一部改正について） 

 議案第３７号 大野市図書館管理運営規則の一部を改正する規則案 

 議案第３８号 大野市博物館設置条例の一部を改正する条例案について 

 議案第３９号 大野市博物館管理運営規則の一部を改正する規則案 

 議案第４０号 本願清水イトヨの里設置条例の一部を改正する条例案について 

 議案第４１号 本願清水イトヨの里管理運営規則の一部を改正する規則案 

 議案第４２号 大野市文化芸術交流施設設置条例の一部を改正する条例案について 

 議案第４３号 大野市文化芸術交流施設管理運営規則の一部を改正する規則案 

 議案第４４号 大野市文化財保存活用地域計画策定協議会委員の選任について 

 

５ 付議事項 

 １）１１月の行事予定について                      資料１ 

  ・１１月定例教育委員会 １１月２６日（火）午後３時３０分～ 大会議室 

 ２）令和２年度以降のみこしダンスパフォーマンスの実施について      資料２ 

 

６ その他 

 １）１０月の業務報告について                      資料３ 

 ２）有終東小学校夏季休業課題に関する取組について            資料４ 

 ３）指定学校変更許可について                      資料５ 

 ４）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  

 

              生涯学習課スポーツ振興室長  多 田 直 人  

 

              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＞                     ０人 
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【開会】  

 

【教育長】ただいまから大野市１０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。  

 

 

【９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。９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】９月定例教育委員会の会議録について、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】９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】教育環境に関する意見交換会について申し上げる。１０月２１日に開

催した和泉保育園の意見交換会をもって、小中学校、保育所、認定こども園で

の意見交換会を終了した。その他に要請のあった地区や団体を含めると３１カ

所となった。昨日からは、五箇地区を皮切りに各地区での意見交換会を開始し

た。引き続き、丁寧に進めていきたいと思う。意見交換会の状況は、その都度、

委員の皆さまにもお知らせしているところである。  

 

 

【議事】  

 

【教育長】報告第２号 専決処分の報告 大野市学校通学用自動車運行管理規程
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の一部改正について、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】専決処分の報告については、以上とする。  

  議案第３７号 大野市図書館管理運営規則の一部を改正する規則案について、

事務局の説明をお願いする。  

 ――＜生涯学習課課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

【麻生委員】マイナンバーカードを図書館利用カードとして使えるようにすると

のことだが、情報漏えいが生じないように、セキュリティを高め、個人情報の

取り扱いには十分に注意されたい。  

【生涯学習課長】了解した。  

【教育長】議案第３７号について、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３７号については、提案どおり承認する。  

  議案第３８号から第４２号については、市議会の議決を経て市長が決定する

条例改正案及び条例改正案に付随する規則改正案であり、議案第４３号につい

ては人事案件のため、本日の審議は非公開とし、審議内容及び議案は、個人情

報を除いて後日公表する。  

 

 

【付議事項】  

 

【教育長】１）１１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】１１月１４日に上庄地区で開催する教育に関する意見交換会に参加し

ても良いか。  

【教育総務課長】参加願いたい。  

【關委員】COCONO アートプレイスのチラシは品質の良い紙を使っており、新

聞折り込みもされており、その他のチラシとの差が大きいという声を聞く。市

民は細かい点も見ているので、気に留めておいてもらいたい。  

  図書館まつりは前回も盛り上がったようで、今回もライオンズクラブが協力

してくれるなど、みんなで作り上げているという印象を受ける。以前から提案

しているかるたトーナメント大会も組み込んでもらい、大変ありがたいと感じ

ている。  

【生涯学習課長】COCONO アートプレイスの企画は実行委員会形式で行ってい
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る。実行委員会に委託料を支出し、実行委員会がデザインや技術的なこだわり

を持ってチラシを作成している。その点で、その他のチラシとは違いがあるの

かもしれない。新聞折り込みはチャレンジとして行ったが、他のイベント等で

は行っていないので、今後は控えたい。生涯学習課では手作りでいろいろなチ

ラシを作成しており、予算を掛けたり掛けなかったりするものがあるが、その

点は、注意しながら臨機応変にその都度、ベストな方法を決めていきたい。  

【教育長】１１月の行事予定については、以上とする。  

  付議事項２）令和２年度以降のみこしダンスパフォーマンスの実施について

は、本定例会での議論の後、おおの城祭り実行委員会と協議して決定する事項

のため、本日の説明は非公開とし、会議録と資料は、令和２年度以降の方針が

決定した後に公表する。  

 

 

【その他】  

 

【教育長】１）１０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。  

【洞口委員】五箇地区で実施した化石発掘調査ではどのような化石が見つかった

のか。  

【文化財課長】昨年度、新たな化石の層が見つかった地域で、より詳細な調査を

行っている。骨の化石が見つかっており、福井県恐竜博物館と協力して何の化

石かを調べている。  

【麻生委員】大野市美術展の講演会で、芸術家は新しいことを取り入れるのが得

意だという話を聞いた。そういう意義があることを改めて感じた。  

【清水委員】大野市美術展の会場が変更になったことを知らなかった市外の方が、

まちなか交流センターに来られていた。市外から観覧に来られる方も多いので、

会場を変更するときは周知を徹底されたい。  

【生涯学習課長】４０回の節目であり、また、会場の広さや明るさなどを理由に、

今回は、まちなか交流センターから結とぴあに会場を変更した。今後も結とぴ

あでの開催を考えているので、周知を徹底したい。  

【教育長】１０月の業務報告については、以上とする。  

  ２）有終東小学校夏季休業課題に関する取組について、事務局の説明をお願

いする。  

 ――＜審議監説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

  保護者の関心が高く、教育に関する意見交換会でもよく話題に上がった。校

長会、教頭会でも課題の出し方を中心に、授業における主体的な学習のあり方
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の検討にも取り組んでいる。  

【關委員】保護者が気になるところだと思う。まとめを見ると校長の思いが伝わ

ってくる。これほど丁寧に書かれていると委ねてみたいと思うし、結果を見て

良かったと思った。自分で考え、自分で判断し、自分で決められる子どもを育

てたいという考えは、教育委員会の考えともつながっている。他の学校でも情

報を共有し、良いことはどんどん広めてもらいたい。  

【洞口委員】本来、夏季休業中の課題は、各学校が独自に取り組むものである。

これが大野市中の話題になっている。それだけ素晴らしい取り組みであると思

う。他の学校も一つの課題として、それぞれの学校における取り組みを考えて

ほしい。校長の意図することが教員に伝わり、それがそのまま子どもたちに浸

透していると思った。  

【清水委員】有終東小学校の１年生と３年生の孫がおり、例年より宿題が少ない

ということは感じていた。家族に聞いたところ、３年生に関しては良かったと

思うが、１年生に関しては、自分で教材を購入してやらせなければいけないか

と少し戸惑うところがあったと話していた。  

【麻生委員】学校としては、宿題を出しておけば安心できると思うが、校長が新

しい取り組みに挑戦したことは意義があり評価できる。民間の企業では自分で

前向きに考えられる社員を求めている。自分で課題を見つけ、自分で考え、判

断していくことは、生きていく上でも重要なことだと思う。  

【審議監】長期に渡る夏季休業中だからこそできること、普段の家庭学習とは違

うと思う。家庭学習のあり方も学校教育の一つとして学力向上につながるよう、

校長会、教頭会と検討を進めていきたい。  

【教育長】大野市に吹き始めている新しい風の一つだと思う。有終東小学校夏季

休業課題に関する取組については、以上とする。  

  次の内容には、個人情報が含まれており、大野市情報公開条例第７条第２号

に該当するため傍聴者の退出をお願いする。  

 ――＜傍聴者退室＞――  

【教育長】その他３）指定学校変更許可について、事務局の説明をお願いする。  

 ――＜審議監説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

【清水委員】指定学校変更許可の基準は広報おおのに掲載したのか。  

【審議監】広報おおの１０月号に大まかな基準を掲載した。  

【清水委員】保護者の中には簡単に指定学校を変更できると誤解している人がい

る。きちんと周知することは良いと思う。  

【教育長】指定学校変更許可については、以上とする。  

 

 

【議事】  
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【教育長】議案第３８号 大野市博物館設置条例の一部を改正する条例案及び３

９号 大野市博物館管理運営規則の一部を改正する規則案については、関連す

る議案であるため、一括して事務局の説明をお願いする。  

 ――＜事務局長・文化財課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

【洞口委員】健康施設は料金を据え置きにするということであれば、教育施設や

文化芸術に関する施設についても同様の考え方で良いのではないか。  

【事務局長】議論が始まったとき、取りまとめの総務課に対して、健康に関する

施設と文教に関する施設は基本的に同じなので、健康に関する施設の料金を値

上げしないのであれば文教に関する施設を値上げするのはおかしいのではない

かという疑問を呈した。回答としては、健康増進という観点だけではなく、施

設入館者を見ると、博物館施設は市外から来られた観光客が多く、健康施設は

市民が多いことから、市外客が多い施設は値上げし、市内客が多い施設は据え

置きにしようということであった。文教施設を利用する市民に対しては、無料

開放日や年間パスポートを用意することで、負担が大きくなり過ぎないよう対

策を講じている。  

【關委員】越前大野城のように集客が増えている施設は入館料を値上げをしても

良いと思うが、歴史博物館や和泉郷土資料館のように集客が少ない施設は値上

げしてしまうと、さらに客足が遠のくのではないかと心配である。以前から言

っているが、歴史博物館の展示室と事務所が近く、ざわざわしており、落ち着

いて観覧できる状態ではない。歴史博物館を訪れた人から何回も同じことを聞

いている。入館料を値上げするのであれば、施設の配置や展示内容にも手を加

えなければ、今のままでは集客は難しいと思う。  

【教育長】入館料を値上げするのであれば、設備や展示内容も向上させてもらい

たいとのご意見であった。  

  議案第３８号及び議案第３９号について、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３８号及び議案第３９号については、提案どおり承認する。  

  議案第４０号 本願清水イトヨの里設置条例の一部を改正する条例案及び議

案第４１号 本願清水イトヨの里管理運営規則の一部を改正する規則案につい

ては、関連する議案であるため、一括して事務局の説明をお願いする。  

 ――＜文化財課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

【關委員】遠足で来る児童生徒は、これまで入館料を取っていたのか。  

【文化財課長】教育活動に基づくものということで、無料としている。  

【教育長】議案第４０号及び議案第４１号について、事務局の提案どおり承認し



8 

てよろしいか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】議案第４０号及び議案第４１号については、提案どおり承認する。  

  議案第４２号 大野市文化芸術交流施設設置条例の一部を改正する条例案及

び議案第４３号 大野市文化芸術交流施設管理運営規則の一部を改正する規則

案については、関連する議案であるため、一括し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。  

【清水委員】COCONO アートプレイスは、色々な企画を次々に開催するので年

間パスポートに適していると思う。期待したい。身体障害者の入館料が規定さ

れることも良いことだと思う。  

【教育長】議案第４２号及び議案第４３号について、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４２号及び議案第４３号については、提案どおり承認する。  

  議案第４４号 大野市文化財保存活用地域計画策定協議会委員の選任につい

て、事務局の説明をお願いする。  

 ――＜文化財課長説明＞――  

【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】議案第４４号について、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４４号については、提案どおり承認する。  

 

 

【付議事項】  

 

【教育長】２）令和２年度以降のみこしダンスパフォーマンスの実施について、

事務局の説明をお願いする。  

 ――＜審議監説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

【麻生委員】暑さ対策や教育的意義について丁寧な検討がなされており、大変な

苦労があったと思う。危険を冒してまで継続するより、今後は実施しないとい

うことで良いと思う。  

【清水委員】今年で１０年が経過した。平成２２年にみこしダンスパフォーマン

スを開始してから城まつりに貢献してきたと思う。今年から実施日が８月１３

日に変更になり、城まつりのメーン期間である８月１４日、１５日、１６日は

学校が閉庁日となったことを考えると、１０年の区切りで終了することで良い
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のではないかと思う。  

【關委員】みこしダンスパフォーマンスが始まったとき、私は保護者だったが、

学校からあまり説明がなかった。なぜこのイベントを実施するのか、このイベ

ントを実施することで城まつりにどのような効果があるのか、子どもたちはど

のようなことを思い、どのような教育的効果があるのか、そういったプロセス

が分からないままに始まった。最初は希望者だけが参加するという説明だった

が、次第に全員参加という流れになり、お盆に里帰りできない人などが負担を

感じるようになった。保護者がいつまで続けるのかと思っている中で暑さ対策

という問題も生じた。全ての子どもが楽しんでやっているのであれば良いが、

アンケートの中に「やらされている感が強い」という意見もあるように、全て

の子どもが楽しんでいるようには見えなかった。ダンスパフォーマンスについ

ては、学校によっては同じ生徒が３年間出られるので上手くなれるが、学校に

よっては練習時間も十分に取れず、振り付けも覚えていないのに踊るのは不安

を感じるだろうと思った。教員も市職員も一生懸命にやっているのに、それが

空回りするようなものであれば、実施する必要性があるのかと思う。保護者と

しては、もう終了して良いと思った。  

【洞口委員】１０年続いたことを終了するには、市民の強い抵抗があると思うが、

これだけの丁寧な資料で説明すれば納得してもらえると思う。１０年続けてき

たが、みこしダンスパフォーマンスが市民に定着しなかった。中学生がやって

いただけで市民に広がっていかなかった。最初は、この取り組みが起爆剤とな

り、市民の中に広まってもっと賑やかになることを期待していたが、まったく

その気配がなく、むしろ尻すぼみになった。それが残念であり、終了する一つ

の理由だと思う。  

【關委員】市民としては、みこしダンスパフォーマンスが終了した後、おみこし

はどうなるのかと思うはずである。このように使うという活用例を示せれば、

納得を得られやすくなると思う。  

【審議監】みこしは重いので、例えば、滑車を付けて引けるようにし、踊りのと

き利用できないかといったことを考えているが、難しい部分がある。子どもた

ちの思いは色々あると思うが、昨年も今年もアンケートの結果では、楽しかっ

たと回答した子どもが多かった。みこしダンスパフォーマンスの実行委員会の

振り返り会議では、前日の準備や当日の安全管理に多くの市職員が関わってい

ることへの感謝の気持ちや、城まつり全体を通してそういった関係者の働きが

あって成り立っているということを子どもたちに伝えてもらいたいと話した。  

【教育長】同時開催している小学生の「ふるさと芸能発表会」は、何らかの形で

今後も継続していきたいと考えている。また、総合学習で実施している「ふる

さと学習交流会」は、学校行事等で発表する機会は確保できているので今年で

終了したいと考えている。  

  令和２年度以降のみこしダンスパフォーマンスの実施については、以上とす
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る。  

 

 

【その他】  

 

【教育長】その他、何かあればお願いする。  

【教育総務課長】乾側小学校の耐震対策について報告する。  

 ――＜教育総務課長説明＞――  

【教育長】乾側小学校の耐震対策については、以上とする。  

 

 

【閉会】  

 

【教育長】これをもって、大野市教育委員会１０月定例会を閉会する。  

 

午後４時５５分終了  

 

       令和元年１１月２６日  

 

                                  

（清水委員）  

 

                                  

（麻生委員）  


