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大野市教育委員会４月定例会 次第 

 

                        令和２年４月３０日 (木)午後２時～ 

                        結とぴあ３０５・３０６号室  

１ 開会 

会議録署名人 關委員 松谷委員 

 

２ ３月定例教育委員会、４月臨時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３６号 乾側小学校の先行再編方針案  

 議案第３７号 大野市乾側小学校先行再編準備委員会設置要綱案  

 議案第３８号 大野市文化財保存活用地域計画策定支援業務委託プロポーザル審査委員

会設置要綱案 

 議案第３９号 令和２年度福井県義務教育諸学校教科用図書採択奥越地区協議会の設置

及び協議結果に関する決議について  

 報告第２号  専決処分の報告について（大野市教育委員会事務決裁規程の一部改正）  

 

５ 付議事項 

 １）令和２年３月大野市議会の報告について              資料１  

 ２）乾側小学校の先行再編に伴う通学区域の改正について        資料２  

 ３）５月の行事予定について                     資料３  

   ・５月定例教育委員会 ５月２６日（火）午後３時３０分～ 大会議室 

 ４）学校再編検討に向けた基本方針案について             資料４  

 

６ その他 

 １）４月の業務報告について                     資料５  

 ２）令和２年度市職員及び教職員人事異動について           資料６  

 ３）その他 

 

７ 閉会 
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＜出席者＞  

 

              教育長            久 保 俊 岳  

 

              委 員            關   園 子  

 

              委 員            馬 道   保  

 

              委 員            松 谷 由 美  

 

     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         横 井 一 博  

 

              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＞                     ３人 
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【開会】  

 

【教育長】ただいまから大野市教育委員会４月定例会を開会する。  

  麻生委員から欠席の届出があったので報告する。また、３名の傍聴を許可し

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、關委員、松谷委員にお願いする。  

 

 

【３月定例教育委員会・４月臨時教育委員会会議録の承認について】  

 

【教育長】次第に基づき会議に入る。事前にお送りした３月定例教育委員会と４

月臨時教育委員会会議録案について、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】提案どおり承認する。  

 

 

【教育長重要事項報告】  

 

【教育長】新型コロナウイルス対策について申し上げる。２８日に行われた知事

の要請を受けた即日の総合教育会議及び臨時教育委員会について、大変急な要

請であったがご出席いただき感謝申し上げる。そこで確認した「休業の延長」

「家庭学習支援の強化」「児童の預かりの継続」等の基本方針にのっとり、慎重

にかつ丁寧に進めていく。今後も急な要請や協議等があると予想される。よろ

しくお願いする。  

 

 

【議事】  

 

【教育長】議案第３６号 乾側小学校の先行再編方針案について、事務局の説明

をお願いする。  
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 ――＜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】中学校の通学区域を変更し、乾側地区の子どもたちが一緒に陽明中学

校に入学できるようにすることは良いと思う。小さな小学校と大きな小学校の

再編なので、児童や保護者には吸収されるというイメージもあると思う。その

ように不安に思っている点について気遣ってもらいたい。  

【松谷委員】子育て世代の意見を聴き、先行再編方針案に反映したことは良かっ

たと思う。乾側小学校の閉校事業は、地域の方と一緒に実施できるように企画

されたい。  

  「令和３年４月１日を先行再編の目標とする」という表現だと、今後、変更

があるかもしれないと不安に感じる方がいるかもしれない。先行再編がどのよ

うに進んでいるのかを説明してもらえると良い。  

【教育総務課長】未就学児の保護者、在校児童の保護者と先行再編先について協

議した際に、令和３年４月１日で間に合うのかという意見をいただいたが、目

標として進めていくということでご理解いただいた経緯があるので、このよう

な表現としている。  

  閉校事業については、再編準備委員会に保護者や地域の方も参画いただいて

一緒に検討していきたいと考えている。地域の方のご意向も十分に踏まえて進

めていく。  

【馬道委員】先行再編方針案を出すまでに、保護者や地域の方に丁寧な対応をし

てもらい感謝する。私は、阪谷小学校、富田小学校が再編する時に、ちょうど

それぞれの学校に赴任した。当時、保護者の方から、色々な要望を聞いてもら

いありがたいという話を聞いた。乾側小学校についても、円滑な先行再編に向

けて、保護者の色々な要望を聞いてもらいたい。  

【教育長】今回の先行再編、また、今後の学校再編は、地域をまたぎ市全体の事

業になる。そのことをしっかり胸において慎重に進め、丁寧な対応をしていき

たいと考えている。また、保護者からの要望についても着実に実現していきた

いと考えている。  

  この後、総合教育会議において市長と意見交換を行うため、教育委員会の議

事は一時中断する。  

 

 ――＜午後２時２０分中断＞――  

 ――＜午後３時１０分再開＞――  

 

【教育長】議事を再開する。先ほどの総合教育会議で教育委員会の意見を市長に

伝え、市長の考えも聞くことができた。中断前の議事に付け加えて、ご意見、

ご質問等があればお願いする。  

【馬道委員】現在、中丁区、上丁区から開成中学校に就学している生徒は、令和
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３年４月１日以降もそのまま開成中学校に通うのか。  

【教育総務課長】現在、開成中学校に通っている生徒は、そのまま開成中学校に

通うこととしたい。  

【教育長】議案第３６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３６号については、提案どおり承認する。  

  議案第３７号 大野市乾側小学校先行再編準備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。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

  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 大野市文化財保存活用地域計画策定支援業務委託プロポーザ

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。  

 ――＜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】プロポーザルとは何か。  

【文化財課長】業務委託先を決定する方式の一つで、事業者が事業の実施方法等

を提案する方式のことである。提案の内容を審査して落札者を決定する。  

【關委員】この要綱案は、事業者の提案内容を審査する委員会を設置するための

ものということか。  

【文化財課長】そのとおりである。  

【教育長】議案第３８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号については、提案どおり承認する。  

  議案第３９号 令和２年度福井県義務教育諸学校教科用図書採択奥越地区協

議会の設置及び協議結果に関する決議について、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＞――  

  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３９号については、提案どおり承認する。  

  報告第２号  専決処分の報告について（大野市教育委員会事務決裁規程の

一部改正）、事務局の説明をお願いする。  

 ――＜教育総務課長説明＞――  
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【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＞――  

  報告第２号について、事務局の報告を承認してよろしいか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】報告第２号については、報告を承認する。  

 

 

【付議事項】  

 

【教育長】付議事項１）令和２年３月大野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２年３月大野市議会の報告については以上とする。  

  付議事項２）乾側小学校の先行再編に伴う通学区域の改正について、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。  

【馬道委員】中丁区、上丁区から開成中学校に就学している現在の２年生はその

まま開成中学校で３年生に進級し、来年４月に１年生になる生徒から陽明中学

校に進学するということでよいか。  

【教育総務課長】今年度、乾側小学校を卒業する児童は、そのまま開成中学校に

進学し、来年度、下庄小学校を卒業する児童から陽明中学校に進学することに

したい。  

【馬道委員】年子だと兄弟姉妹で開成中学校と陽明中学校に分かれる可能性があ

るが、その場合は就学学校の指定の変更により、下の子どもが上の子どもと同

じ学校に進学することはできるのか。  

【審議監】就学学校の指定の変更の要件に該当するので、同じ中学校に進学する

ことができる。  

【教育長】乾側小学校の先行再編に伴う通学区域の改正については以上とする。  

  付議事項３）５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。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】５月の行事予定については以上とする。  

  付議事項４）学校再編検討に向けた基本方針案について私から説明する。  

 ――＜教育長説明＞――  
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【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

【關委員】小学校と中学校は違うと思う。小学校は地域で育てる、中学校は市全

体で育てるという考え方に同意である。現在は、小学校から中学校に進学する

際に人間関係が固定化しており、私が聞いている話では、そのままの人間関係

で中学校に進学したくないという子どももいるようである。中学校の再編を早

く進められると、苦しんでいる子どもを救えるのではないかと思う。  

  また、再編の時期については、児童生徒数が何人以下になったら再編すると

いうような基準があると、保護者や地域の方が納得しやすいと思う。  

  基本方針案に、「検討過程を公開し、市民が進捗状況を把握できるように進め

る」とあるので、できる限り検討過程を公開してもらいたい。村部では、学校

再編がどうなるのか非常に関心が高い。非公開にすると何か隠しているのかと

思われてしまうので、できる限り透明化してもらいたい。  

【松谷委員】私の子どもは、毎日小学校まで２０分かけて歩いており、往復４０

分歩くことで、良い体力づくりになっている。村部ではスクールバスで学校に

行くので、そういった体力づくりができない。子どもの体力づくり、忍耐力づ

くりという観点も考慮した再編計画を考えてもらいたい。  

  また、現在は集団登校時に、祖父母が見守りをしてくれている。その中で、

あの子は今日は少し具合が悪そうだとか、あの子はいつも遅れがちだから声を

掛けてあげようといった、地域で子どもを守るコミュニケーションができてい

る。集団登校がなくなると、そういった地域の方とのコミュニケーションが減

ってしまうので、その点も考えてもらえればと思う。  

  「児童生徒に過度な負担が想定される等、必要がある場合は別途検討を行う。」

と記載されているので、保護者から意見があったら聞いてもらいたい。  

【關委員】学校再編計画検討委員会には、できるだけ若い人に参画してもらいた

いと考えている。もし、若い人の応募がなかった場合はどうするのか。何か他

の方法で若い人を集めるのか。  

【教育長】現在、公募で２人の委員を募集している。また、市ＰＴＡ連合会や保

育所の保護者連合会に推薦を依頼しているので、何らかの形で若い人の参画を

得られると考えている。  

  学校再編検討に向けた基本方針案については以上とする。  

 

 

【その他】  

 

【教育長】４月の業務報告について、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】４月の業務報告については、以上とする。  

  令和２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。 
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 ――＜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】令和２年度市職員及び教職員人事異動については、以上とする。  

  その他何かあればお願いする。  

【生涯学習課長】お手元に「結の故郷ふるさと教育推進計画 令和元年度事業実

績報告」を配布したのでご一読願いたい。 

【審議監】本日、臨時校長会を開催し、５月７日に小中学校の入学式を実施する

ことを決定したのでお知らせする。卒業式に準じて、新型コロナウイルス感染

症の予防対策を万全に整えて実施する。  

【關委員】小学校１年生は、まだ学校に行けていない、制服も着ていない、ラン

ドセルも背負っていないという状況である。一人っ子だと、保護者も初めての

ことなので、非常に不安が大きくなっている。入学式を実施することになり良

かったと思う。  

【松谷委員】在校生に対しては何か対応はないのか。  

【審議監】明日の定例校長会で分散登校について協議する。  

 

 

【閉会】  

 

【教育長】これをもって、大野市教育委員会４月定例会を閉会する。  

 

午後４時終了  

 

 

       令和２年５月２６日  

 

                                  

（關委員）  

 

                                  

（松谷委員）  


