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大野市教育委員会３月定例会 次第 

 

                           平成３１年３月２８日 (木) 

                           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 ２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８号  平成３１年度大野市教育方針案  

 議案第９号  大野市心身障害児就学指導委員会設置規則の一部を改正する規則案  

 議案第１０号 大野市幼稚園型一時預かり事業実施要綱の廃止について  

 議案第１１号 大野市現役世代交流促進事業補助金交付要綱の廃止について  

 議案第１２号 大野市和泉地区化石保全活用計画推進委員会設置要綱案  

 議案第１３号 大野市スポーツ推進審議会委員の選任について  

 議案第１４号 大野市文化会館整備基本設計業務プロポーザル審査委員会設置要綱案  

 議案第１５号 大野市民俗資料館保存活用計画策定委員会設置要綱の廃止について  

 

５ 付議事項 

 １）４月の行事予定について                      資料１  

  ・４月定例教育委員会 ４月２４日（水） 大会議室 

 ２）平成３０年度３月定例市議会の報告について             資料２  

 

６ その他 

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

 ２）平成３１年度市職員及び教職員人事異動について           資料４  

 ３）新任校長・教頭、転任校長辞令交付式について  

 ４）指定学校変更許可について  

 ５）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＞                     ５人 
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【開会】  

 

【教育長】ただいまから大野市３月定例教育委員会を開会する。本日は５人の傍

聴を許可したので報告する。  

 

 ――＜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、洞口委員、清水委員にお願いする。  

 

 

【２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。２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】２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】先ほどの退職教員感謝状贈呈式に参加いただきお礼申し上げる。退職

された皆さんは多くの功績を残された。世代交代を進めながら大野市の教育の

充実を着実に図っていきたいので、今後とも協力をお願いする。  

  大野市文化会館整備基本計画の冊子ができあがった。３月定例市議会で「平

成３１年度大野市一般会計予算案のうち文化会館整備基本設計事業に関する決

議」が決議された。内容については、議事、付議事項の中で随時説明する。  

 

 

【議事】  

 

【教育長】議案第８号 平成３１年度大野市教育方針案について、事務局の説明
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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】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８号については、提案どおり承認する。  

  議案第９号 大野市心身障害児就学指導委員会設置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。  

 ――＜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。  

【洞口委員】委員定数を廃止する点が腑に落ちない。  

【審議監】保育園や幼稚園から就学支援のための観察の依頼が増えており、担当

する教職員の負担が大きくなっている。これまで各学校に１人の委員を委嘱し

ていたが、状況に応じて委員数を増やすことで、教職員の負担を軽減するとと

もに、より正確な観察を行いたいと考えている。委員数が年によって変動する

ため、委員定数の規定を廃止したいということである。  

【洞口委員】委員は何人ぐらい増えるのか。  

【審議監】来年度は２，３人増える予定である。  

【教育総務課長】現在は小学校で８人、中学校で４人の計１２人を委嘱している。

各校の委員数が増える場合の他に、新たに特別支援学級を設置する学校につい

ても委員を委嘱したいと考えている。  

【洞口委員】新たに特別支援学級を設置する学校について委員を委嘱することを

前提に委員定数を廃止するのであれば良いと思う。  

【麻生委員】委員の区分に専門医とあるが、市内に専門医がいない場合は市外の

専門医を委員に委嘱するということか。  

【教育総務課長】現在は大野医師会から松田医師を委員に委嘱している。  

【關委員】現在の区分ごとの委員数は何人ずつか。  

【教育総務課長】教職員が１５人。先ほどの１２人の他に、学校長１人、奥越特

別支援学校教諭１人、県特別支援教育センター指導主事１人を委嘱している。

教育行政担当者が１人。児童福祉関係者が３人。専門医が１人。学識経験者は

委嘱していない。  

【審議監】学識経験者としては、大学教授等を委嘱することを想定しており、非

常に難しい問題があったときに委嘱することとしている。  

【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９号については、提案どおり承認する。  

  議案第１０号 大野市幼稚園型一時預かり事業実施要綱の廃止について、事
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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１０号については、提案どおり承認する。  

  議案第１１号 大野市現役世代交流促進事業補助金交付要綱の廃止について、

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。  

【關委員】成人式の前日に、若者がこの補助金を使って公民館で同窓会をしてい

た。とても良いことだと思っていたが、今年から成人式の後に文化会館で交流

会が開かれるようになったので、この補助金はなくなっても良いと思う。  

【生涯学習課長】成人式後の交流会は今後も継続したい。また、昨年度から青年

活動推進事業という補助事業を開始しており、若者が実施するイベントや講演

会に対して補助を行っているので活用願いたい。  

【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１１号については、提案どおり承認する。  

  議案第１２号 大野市和泉地区化石保全活用計画推進委員会設置要綱案につ

いて、事務局の説明をお願いする。  

 ――＜文化振興室長説明＞――  

【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】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１２号については、提案どおり承認する。  

  議案第１３号 大野市スポーツ推進審議会委員の選任については、個人情報

が含まれるため、非公開とし後ほど審議をお願いする。会議録と資料は、個人

情報を除いて４月下旬に公表する。  

  議案第１４号 大野市文化会館整備基本設計業務プロポーザル審査委員会設

置要綱案について、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。  

【關委員】文化会館整備基本計画策定委員会等の委員には、同じ人が委嘱される

ことが多いが、公正な審査となるよう、直接、事業者と接触がない委員を事務

局でしっかりと選定願いたい。  
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【教育総務課長】審査には専門的な知識が必要となるので、文化会館整備基本計

画策定委員と同じ人が委員になる場合は考えられるが、事業者と関係がある人

を委員に委嘱することはない。  

【關委員】専門的な知識が必要だと思うので、十分に考えて選定願いたい。  

【清水委員】いつぐらいに設置するのか。  

【教育総務課長】新年度に入ってできる限り早く設置したい。  

【教育長】市民の皆さんの思いを受け止める手立てについてはどうか。  

【事務局長】プロポーザルの仕様書に、市民対象のワークショップの実施を盛り

込む予定である。また、文化会館運営検討委員会も併せて設置していきたいと

考えている。できるだけ市民の皆さんの意見を、設計や運営に反映していきた

いと考えている。  

【關委員】文化会館整備基本計画の説明会には参加者が少なかった。文化会館を

使っている人だけではなく、使っていない人に意見を聴き、使っていない人が

使う文化会館になるようお願いする。  

【洞口委員】プロポーザルに参加可能な範囲はどの程度を想定しているのか。  

【教育総務課長】全国公募することを想定している。  

【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１４号については、提案どおり承認する。  

  議案第１５号 大野市民俗資料館保存活用計画策定委員会設置要綱の廃止に

ついて、事務局の説明をお願いする。  

 ――＜文化振興室長説明＞――  

【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】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１５号については、提案どおり承認する。  

 

 

【付議事項】  

 

【教育長】１）４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】COCONO アートプレイスは、市民の作品展に使うことはできないと

聞いていたが、今回、市民の作品展が予定されている。何か線引きはあるのか。  

【文化振興室長】創作教室のレベルでは使用できない。ある程度の作品のレベル

とボリュームが必要である。どういった作品展であれば使用できるか検討して
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いく必要があると考えている。  

【關委員】知人の挿絵作家から COCONO アートプレイスで作品展を開けないか

聞かれたが、文化振興室に作品を持っていけば相談に乗ってもらえるか。  

【文化振興室長】作家や作品の情報が少ないのでお願いしたい。  

【教育長】こちらから広報することも必要である。生涯学習課で作品展の基準を

検討し、次回定例会で何らかの報告をお願いする。  

【教育長】４月の行事予定については、以上とする。  

  ２）平成３０年度３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】平成３０年度３月定例市議会の報告については、以上とする。  

 

 

【その他】  

 

【教育長】１）３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。  

【清水委員】ますみ会とは、どのような会か。  

【生涯学習課長】人材活用の講師の会である。  

【關委員】聖火リレーは大野市を通るのか。  

【スポーツ振興室長】５月に大野市内を通る。ルートはまだ決まっていない。  

【教育長】３月２１日に COCONO アートプレイスの観覧料を無料としたが、入

館者は何人ぐらいいたのか。  

【文化振興室長】かなり多くの人に入館いただいたが、正確な数字は持ち合わせ

ていない。  

【教育長】次回の定例会で報告願いたい。  

  ３月の業務報告については以上とする。  

  ２）平成３１年度市職員及び教職員人事異動について、事務局の説明をお願

いする。  

 ――＜事務局長・審議監説明＞――  

【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】平成３１年度市職員及び教職員人事異動については以上とする。  

  ３）新任校長・教頭、転任校長辞令交付式について、事務局の説明をお願い

する。  
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 ――＜審議監説明＞――  

【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】新任校長・教頭、転任校長辞令交付式については以上とする。  

  次の案件は、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＞――  

  ４）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。  

 ――＜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する。  

 

 

【議事】  

 

【教育長】議案第１３号 大野市スポーツ推進審議会委員の選任について、事務

局の説明をお願いする。  

 ――＜スポーツ振興室長説明＞――  

【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】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１３号については、事務局の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。  

【審議監】福井県学校業務改善方針、部活動の在り方に関する方針、学校評価書

をお配りしたのでご一読願いたい。  

【教育総務課長】４月に総合教育会議を開催したいと考えているので、出席をお

願いする。  

【清水委員】来年度は、大野市が「福井県市町女性教育委員の会」の会長と事務

局を務めることになっている。協力をお願いする。  

【教育総務課長】新年度から事務局に加わる職員と本年度で退職する職員から挨

拶申し上げる。  

 ――＜清水事務局長・佐々木文化財課長挨拶＞――  
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 ――＜山田事務局長・中村文化振興室長挨拶＞――  

 

 

【閉会】  

 

【教育長】これをもって、大野市教育委員会３月定例会を閉会する。  

 

午後５時１０分終了  

 

       平成３１年４月２４日  

 

                                  

（洞口委員）  

 

                                  

（清水委員）  


