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大野市教育委員会１月定例会 

                           平成３１年１月２５日(金) 

                           午後３時３０分～ 談話室 

１ 開会 

会議録署名人 洞口委員 清水委員 

 

２ １２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３４号 大野市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給事業実施要綱の一部

改正について（継続審議分） 

 議案第１号  大野市教育振興基金設置条例の一部改正について 

 

５ 付議事項 

 １）２月の行事予定について                      資料１ 

  ・２月定例教育委員会 ２月２６日（火）午後３時３０分から 大会議室 

 ２）ふるさと学習交流会について                    資料２ 

 ３）文化会館整備基本計画（案）について                資料３ 

 ４）学校再編の進め方について                     資料４ 

 

６ その他 

 １）１月の業務報告について                      資料５ 

 ２）小中学校卒業式及び幼稚園卒園式について              資料６ 

 ３）百人一首・ふるさとかるたの取り組みについて            資料７ 

 ４）民俗資料館移転に係る経過報告について 

 ５）指定学校変更許可について 

 ６）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           山 田 靖 子  

 

              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  

 

              生涯学習課文化振興室長    中 村 りえ子  

 

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

 

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

 

 

 

 

＜傍聴者＞                     ２人 
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【開会】  

 

【教育長】ただいまから大野市１月定例教育委員会を開催します。本日は２人の

傍聴を許可したので報告します。  

 

 ――＜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、洞口委員、清水委員にお願いします。  

 

 

【１２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ります。２番の１２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します。  

 ――＜書記説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等ありましたらお願いします。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】１２月定例教育委員会の会議録の承認については、事務局の提案どお

り承認してよろしいでしょうか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】提案どおり承認します。  

 

 

【教育長重要事項報告】  

 

【教育長】市長の年頭あいさつで、「亥年の亥の文字には、種の中に命が閉じ込め

られている状態を指すという意味がある。大野市では、中部縦貫自動車道の全

線開通、道の駅の開設、北陸新幹線の開通と千載一遇のチャンスを迎えている。

本年はそのチャンスに向けてやるべき仕事を着実にこなし準備する１年とした

い」という話がありました。私も心境は同じです。学校再編、文化会館、民俗

資料館、学校教育、生涯学習といろいろな課題があります。例えば、学校教育

においては、学校再編も大きな課題ではありますが、それが最上の課題や目標

であってはならないと思います。一番大切なのは、今、現在、この瞬間、子ど

もたちが元気で明るく楽しく学校生活を送っているかどうか、これが私たちが

一番考えなくてはいけない課題だと思います。そのためには、学校再編や校舎
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改修等ハードのこともありますが、一方で、学校の学習内容や指導方法をしっ

かり吟味していく必要があると思います。そういった意味で、総合的に状態を

見るとともに、一つ一つのことについて、しっかり吟味しながら１年を過ごし

ていきたいと思います。学力がしっかりしていて、自己存在感を胸に、自信を

持って学校生活を送れる、安全で安心して通える理想的な学校を目指していき

たいと思いますので、皆さんのご支援よろしくお願いします。  

 

 

【議事】  

 

【教育長】４番の議事に移ります。  

  議案第１号については、大野市情報公開条例第７条第５号に該当しており、

市議会の議決を必要としますので非公開とします。  

  議案第３４号 大野市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給事業実施

要綱の一部改正について、事務局の説明をお願いします。  

 ――＜教育総務課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等ありましたらお願いします。  

【洞口委員】様式第１号のタイトルが「就学援助申請書」となっていますが、要

綱の名称は「就学援助費支給要綱」であり、他の様式でも「就学援助費」とし

ています。様式第１号についても「就学援助費」に統一したほうが良いと思い

ます。本文の中でも「就学援助」と「就学援助費」の表現が混在している部分

がありますので、併せて検討願いたいと思います。  

【教育総務課長】「就学援助費」で統一することが適当だと思いますので、そのよ

うに修正した上で要綱を改正したいと思います。  

【教育長】議案第３４号については、ご指摘いただいた点を修正した上で承認し

てよろしいでしょうか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】議案第３４号については、そのように承認します。  

 

 

【付議事項】  

 

【教育長】５番の付議事項に移ります。  

  付議事項３），４）については、大野市情報公開条例第７条第５号に該当しま

すので非公開とします。  

  １）２月の行事予定について、事務局の説明をお願いします。  

 ――＜各課室長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等ありましたらお願いします。  
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 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】２月の行事予定については、以上とします。  

  ２）ふるさと学習交流会について、事務局の説明をお願いします。  

 ――＜審議監説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等ありましたらお願いします。  

【洞口委員】学校から「ふるさと学習発表会の準備に総合的な学習の時間がほと

んど取られてしまう」「総合的な学習の本来の目的である探究的な学習が達成で

きない」「発表の準備のために他の教科の時間が取られてしまう」という意見が

出ていますが、その点についてはどう考えていますか。  

【審議監】総合的な学習の本来の目的から外れるという点については、ふるさと

学習の内容ではなく、発表会の練習に多くの時間をかけることが、本来の目的

から尐し外れているのではないかということだと思います。もう一点の教科の

時間が減るということについては、発表会が近くなると、他の教科の時間に発

表の練習を重点的に行い、発表会が終わってから、総合的な学習の時間を他の

教科に振り替えるということだと思います。  

【清水委員】子どもからは「他校の発表を見て刺激を受けて良かった」という意

見がある一方で、「他校よりも良い発表にするため負担が大きくなっている」と

いう意見も多くの学校から出ています。すぐに結論を出すのではなく、これか

らどういう方向に持っていくかということを、時間をかけて考えてもらいたい

と思います。  

【麻生委員】プレッシャーのある発表になっているようですが、将来的に子ども

たちのためになるのであれば、包括的に進めていってもらいたいと思います。  

【關委員】子どもたちにとって、地域のことを勉強するのはとても良いことだと

思います。しかし、かなり負担になっているようにも思いますし、先生方の「本

来の総合的な学習の目的に適っているのか」「良い発表にするために多くの時間

がかかってしまう」との思いも見られるので、長い目で見ながら考えていくと

良いと思います。  

【洞口委員】あんなに大きな舞台で大勢の前で発表できるのは学校生活でたった

１回きりのことです。子どもが子どもから学ぶ大切な場であり、他校の良い所

も分かり、大野市全体のことも分かる貴重な場だと思います。多くの反対意見

があったとしても残してもらいたいと思います。  

【教育長】事務局として、来年度どのようにしていくかというアイデアがあれば

お願いします。  

【審議監】ふるさと学習交流会以外に、発表の場や地域との交流の機会があるの

かを各学校に調査した結果、学習発表会や地域の祭りで発表を行っているとい

うことでした。それらの原点になったのは、ふるさと学習交流会であり、その

成果が各校の取り組みに表れているのだと思います。また、特に小規模校では、

大勢の前で発表することで自信をつけたという評価もあります。また、学力向
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上ということで、小学校では英語の時間が増え、月曜日は６校時まで授業を行

っています。それらのことをすべて鑑みながら、今後、どうしていくと良いの

かということを各学校と一緒に考えていきたいと思います。  

【教育長】西校の調査票の写真に写っている姿が、地域学習の自然な姿だと思い

ます。もちろんプレゼンテーションも必要です。今年度の発表会では、ステー

ジのスクリーンに写真や映像を映しながら発表した学校が多くありました。凄

いなと思う反面、それを操作しているのはすべて教員でした。子どもたちは、

それに合わせて動いているだけのように見えなくもありませんでした。何かを

すれば光の面と陰の面が生じます。先ほどの話では、小学校で英語の時間を増

やしたことで、月曜日は６校時までやらざるを得ない状況になっています。小

学生が中学生より帰るのが遅いというのは、ちょっとどうかとも思います。学

校現場の校長、教頭、教員としっかり話をしながら、教育委員会の方向を決め

ていきたいと思います。現在は各学期に１回、働き方改革について教育委員会

と学校が会議を開いていますが、働き方改革も含めて全体的に、２カ月に１回

ぐらいのペースで教育委員会と学校がきちんと話をする場を設けていきたいと

思っています。  

【清水委員】今年度発表しなかった学校は発表の準備をしているのでしょうか。  

【審議監】５校ずつ隔年で発表していますので、今年度で各校が２回りずつ発表

したということになります。  

【教育長】実施方法については、十分に検討して進めていきたいと思います。  

 

 

【その他】  

 

【教育長】６番のその他に移ります。  

  １）１月の業務報告について、事務局の説明をお願いします。  

 ――＜各課室長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等ありましたらお願いします。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】１月の業務報告については以上とします。  

  ２）小中学校卒業式及び幼稚園卒園式について、事務局の説明をお願いしま

す。  

 ――＜審議監説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等ありましたらお願いします。  

【關委員】３月１２日は都合が悪いです。  

【審議監】事務局が代理で出席します。  

【清水委員】和泉小学校は卒業生がいないようですが、和泉中学校の生徒は何人

になるのでしょうか。  
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【教育総務課長】２年生、３年生で７人となります。  

【教育長】他にも都合の悪い日がありましたら、事務局までご連絡ください。  

  小中学校卒業式及び幼稚園卒園式については以上とします。  

  ３）百人一首・ふるさとかるたの取り組みについて、事務局の説明をお願い

します。  

 ――＜審議監・生涯学習課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等ありましたらお願いします。  

【關委員】各公民館に百人一首に触れて遊べる環境を整えてもらえるということ

で、ありがとうございます。ふるさとかるたの現状も分かりましたので満足し

ました。学校で遊びながら負担なく触れていってもらえると良いと思います。  

【教育長】百人一首・ふるさとかるたの取り組みについては以上とします。  

  ４）民俗資料館移転に係る経過報告に移ります。大野市情報公開条例第７条

第５号に該当しますので、傍聴の方の退出をお願いします。  

 ――＜傍聴者退室＞――  

【教育長】事務局の説明をお願いします。  

【事務局長】民俗資料館保存活用計画（案）については、１月に実施したパブリ

ックコメントで提出された意見を参考に計画を策定します。  

  また、基本設計については、平面図、パース図は、現状の図面に収蔵庫を加

えたものとなります。移築の方法については、現在、協議しているところです。

移築方法が決まりましたら、あらためてご報告します。  

【教育長】ご意見、ご質問等ありましたらお願いします。  

【清水委員】パブリックコメントは、何件の提出がありましたか。  

【文化振興室長】５件の提出がありました。１件は無記名のため無効でした。２

件は計画に反映できる内容でした。計画策定委員会で計画（案）にパブリック

コメントの内容を反映させ、あらためて教育委員会にお示ししたいと思います。 

【教育長】民俗資料館移転に係る経過報告については以上とします。  

  ５）指定学校変更許可について、事務局の説明をお願いします。  

 ――＜審議監説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等ありましたらお願いします。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】指定学校変更許可については以上とします。  

 

 

【議事】  

 

【教育長】議事に戻ります。  

  議案第１号 大野市教育振興基金設置条例の一部改正について、事務局の説

明をお願いします。  



8 

 ――＜教育総務課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等ありましたらお願いします。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第３５号について、事務局の提案どおり承認してよろしいでしょ

うか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】議案第３５号については、事務局の提案どおり承認します。  

 

 

【付議事項】  

 

【教育長】付議事項に戻ります。  

  ３）文化会館整備基本計画（案）について、事務局の説明をお願いします。  

 ――＜教育総務課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等ありましたらお願いします。  

【洞口委員】資料３－２、Ｐ６の施設整備方針の「（１）優れた文化芸術の公演の

舞台となる、質の高い施設づくり」と「（８）ライフサイクルコストに配慮した

施設づくり」を比べると、（１）に対して（８）のトーンがやや下がっているよ

うに感じますが、いかがでしょうか。  

【教育総務課長】（１）は鑑賞する側に対して質の高い鑑賞空間を整備するという

意味で記載しており、（８）は施設が過大になりすぎないよう、バランスをとっ

て整備していきたいという意味で記載しております。  

【洞口委員】Ｐ１４の運営業務の実施内容に、喫茶や軽食提供の項目が入ってい

ませんが、そのような予定はないのでしょうか。  

【事務局長】自動販売機で購入いただく形式にするのか、軽食スペースを作るの

かといったことについては、今後検討していくことになります。  

【洞口委員】Ｐ２０の諸室リストに、練習室（大）、練習室（小）、倉庫がありま

すが、配置はどのようになるのでしょうか。倉庫には、どちらの練習室からも

入れるようにしておく必要があると思います。  

【教育総務課長】練習室（大）、練習室（小）、倉庫の配置は、今後検討していく

ことになります。  

【教育長】今後、パブリックコメント、説明会を行い、計画（案）にパブリック

コメントの内容を反映させ、あらためて教育委員会にお示ししたいと思います。 

  ４）学校再編の進め方について、事務局の説明をお願いします。  

 ――＜教育総務課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等ありましたらお願いします。  

【洞口委員】案内チラシ等を作る場合は、「フロー」を「流れ」と言い換える等、

分かりやすい表現となるようお願いします。  
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【教育長】言葉も内容も市民の方に伝わりやすい表現となるように工夫したいと

思います。  

 

 

【その他】  

 

【教育長】その他に戻ります。事務局から何かありますか。  

【生涯学習課長】關委員からご提案いただいた、大野市出身の作家である山崎朋

子さんのコーナーを図書館に設けてはどうかという件につきまして、既にコー

ナーを設け、展示してありましたのでご報告します。  

 

 

【閉会】  

 

【教育長】これをもちまして、大野市教育委員会１月定例会を閉会します。あり

がとうございました。  

 

午後５時２０分終了  

 

       平成３１年２月２６日  

 

                                  

（洞口委員）  

 

                                  

（清水委員）  


