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大野市教育委員会５月定例会 次第 

 

                     令和２年５月２６日(火)午後３時３０分～ 

                     大野市役所 大会議室 

１ 開会 

会議録署名人 關委員 馬道委員 

 

２ ４月臨時教育委員会、４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３号  教育長職務代理者の指名について 

 報告第４号  専決事項の報告について（補正予算の専決） 

 報告第５号  授業日の確保のための対応について 

 議案第４０号 学校再編検討に向けた基本方針案 

 議案第４１号 大野市スポーツ推進計画策定委員会設置要綱案 

 議案第４２号 スポーツ推進審議会委員の選任について 

 議案第４３号 令和２年６月大野市議会定例会提出議案（補正予算案）について 

 

５ 付議事項 

 １）小学校連合体育大会及び連合音楽会の中止について        資料１ 

 ２）一般財団法人大野市公共施設管理公社評議員の推薦について    資料２ 

 ３）６月の行事予定について                    資料３ 

   ・６月定例教育委員会 ６月２６日（金）午後３時３０分～ 大会議室 

 

６ その他 

 １）小中学校における新型コロナウイルス感染防止対策要領      資料４ 

 ２）５月の業務報告について                    資料５ 

 ３）その他 

 

７ 閉会 
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＜出席者＞  

 

              教育長            久 保 俊 岳  

 

              委 員（教育長職務代理者）  馬 道   保  

 

              委 員            關   園 子  

 

              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  

 

              生涯学習課長補佐       宮 山 玉 緒  

 

              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＞                     ２人 

 

  



3 

【開会】  

 

【教育長】ただいまから大野市教育委員会５月定例会を開会する。本日は２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、馬道委員にお願いする。  

 

 

【４月臨時教育委員会・４月定例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４月臨時教育委員会と４

月定例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のために、小中学校が約３月の臨時休業とな

っていたが、６月１日に再開できる運びとなった。再開に向けて、各校でただ

今準備登校が行われているところである。また、児童生徒や保護者及び市民の

皆さんに、なるべく早く再開後の見通しをもってもらうために、夏季休業と冬

季休業の期間を示させていただいた。この件についても、臨時会でご意見をい

ただいた。後ほど、議題とするのでよろしくお願いする。  

  一方、学校再編の取り組みも着実に進めてきた。新型コロナウイルス対策で、

検討委員会のスケジュールが１月程度ずれ込んでいるが、先月の定例会で意見

を伺った「学校再編検討に向けた基本方針」を本日議決したい。新型コロナウ

イルス対策は長丁場になると言われている。並行して着実に進める。よろしく

お願いしたい。  
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【議事】  

 

【教育長】報告第３号 教育長職務代理者の指名について報告する。５月１８日

に馬道保委員を教育長職務代理者に指名したので報告する。  

 ――＜馬道委員あいさつ＞――  

【教育長】報告第３号については以上とする。  

  報告第４号 専決事項の報告（補正予算の専決）について、事務局の説明を

お願いする。  

 ――＜事務局説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

【關委員】昨年の学校訪問の際に、音楽室や理科室は９月でも暑かったので、早

急にエアコンが整備されることになり良かったと思う。タブレット端末の整備

についても、全校で１人に１台整備されることになり良かった。  

【教育長】今年中に１人１台のタブレット端末を整備できるよう進めている。市

長も学校のことについてしっかり考えていただいている。  

  報告第４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４号については、報告を承認する。  

  報告第５号 授業日の確保のための対応について、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。  

【松谷委員】資料に「ＩＣＴ環境の整備を進め、家庭学習の活用を展開していく」

とあるが、具体的にはどのようにＩＣＴを活用していくのか。  

  また、５月１２日に子どもがＩＣＴ環境に関するアンケートを学校からもら

ってきた。５月１２日には、既にオンラインによる「ふくいわくわく授業」が

始まっていたが、回答は翌週で良いとのことだった。このアンケートはコロナ

ウイルスによる学校休業中の対応のためのものだったのか、将来を見据えての

アンケートだったのかを教えてもらいたい。  

【審議監】ＩＣＴの活用については、当面は学校での活用が中心となるが、将来

的には在宅授業での活用も視野に入れている。ＩＣＴ環境の整備については、

大学などでオンライン講義が行われているが、なかなかつながりにくいという

情報も聞いている。ＩＣＴの活用と環境整備を合わせて、今年１年間でどのよ

うな使い方ができるのか検討していく。  

  ＩＣＴ環境に関するアンケートについては、学校と家庭との連絡が週１回程

度であるため回答期限を長く設定した。ふくいわくわく授業をインターネット

でもＤＶＤでも視聴できない場合には、小学校に配備したタブレット端末の貸

し出しや、ＤＶＤ視聴機の貸し出しを計画していた。その後、６月１日からの
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学校再開が決まったためタイミングがずれてしまったのは申し訳なかった。５

月からは教科書に沿った内容でふくいわくわく授業を配信してきたが、教科書

の著作権の問題があり、６月１日に学校を再開した後は、ふくいわくわく授業

の視聴はできなくなる。  

【教育長】児童生徒１人に１台のパソコンを整備するＧＩＧＡスクール構想は５

カ年計画であり、将来的なＩＣＴ環境の整備とＩＣＴ機器の活用を見据えたも

のである。コロナウイルスの影響でタブレット端末の整備時期は早まったが、

そもそもは、コロナウイルスに伴う一時的な対応を目的としたものではない。

タブレット端末の具体的な活用方法については、次回の定例会で資料を示して

説明する。  

  アンケートについては、いつまで学校休業が続くか分からない中で、どのよ

うに子どもたちに学習機会を提供できるかと考えて実態調査を行った。６月１

日から学校を再開できることとなったので状況は変わったが、現在の状況をき

ちんと分析して次に生かしていきたい。  

【松谷委員】タブレット端末をうまく活用すれば、不登校の子どもの学習支援も

できると思う。国によってはタブレット端末で宿題を提出している国もある。

そのような活用方法も検討してもらいたい。  

【關委員】以前、不登校の子どもがフレッシュハウスで１対１の個人授業を受け

たいと依頼した際に、個人授業はできないと言われたという話を聞いた。タブ

レット端末であれば個人で授業を受けることができるので有効だと思う。  

  また、以前、タブレット端末でのオンライン授業については、ＷｉＦｉ環境

がない家庭があり公平に授業を受けさせられないので実施が難しいという話が

あったが、例えば、そのような家庭にはポケットＷｉＦｉを貸し出すといった

環境整備も含めて検討してもらいたい。  

【教育長】ＩＣＴ環境については、色々な環境の家庭があるので、關委員のご意

見も含めて考えていきたい。報告第５号については以上とする。  

  議案第４０号 学校再編検討に向けた基本方針案について、事務局の説明を

お願いする。  

 ――＜教育総務課長説明＞――  

【教育長】前回の定例会で示した基本方針案から内容は変わっていないが、前回

いただいたご意見は、小中学校再編計画検討委員会の中でしっかり反映する。

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４０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４０号については、提案どおり承認する。  

  議案第４１号 大野市スポーツ推進計画策定委員会設置要綱案について、事

務局の説明をお願いする。  
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 ――＜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＞――  

  議案第４１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４１号については、提案どおり承認する。  

  議案第４２号は個人情報が含まれる案件であり、議案第４３号は市議会の議

決を経て決定する案件であるため、本日の審議は非公開とし、会議録及び議案

は、個人情報を除いて後日公表する。  

 

 

【付議事項】  

 

【教育長】付議事項１）小学校連合体育大会及び連合音楽会の中止について、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。  

【關委員】連合体育大会、連合音楽会以外にも、学校行事全般について精選する

と良い。行事は一度始めるとなかなかやめられなくなる。この機会を利用して

必要性を検討してもらいたい。  

【松谷委員】子どもたちの気持ちを考えると切ない。低学年の時に高学年が連合

体育大会で活躍する様子を見て、自分も出場することを目標にしていた子ども

がいると思うが、今年はやむを得ないと思う。  

  連合音楽会中学校の部は、保護者が観覧できないことになっている。保護者

は楽しみにしており、卒業式でビデオを観るが、先着や抽選でも良いので保護

者も観覧できる方法があると良いと思う。  

【審議監】小学校でもそのような声は聞いている。保護者にも見てもらえるよう

に、小学校の学校公開日や中学校の文化祭で披露できるよう学校に呼び掛けた

い。文化会館は消防法の人数制限があり、どうしても全ての保護者に入場して

もらうことはできない。一部の保護者を抽選するのも難しいので、来年度から

は各学校でも見てもらえる機会をつくれるよう呼び掛けていく。  

【教育長】連合体育大会、連合音楽会の中止は残念だが、その分、学校内の教育

活動を充実させるという基本方針に沿って進めていきたい。小学校連合体育大

会及び連合音楽会の中止については、以上とする。  

  付議事項２）一般財団法人大野市公共施設管理公社評議員の推薦について、

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。  
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【馬道委員】私が引き受ける。  

【教育長】一般財団法人大野市公共施設管理公社評議員については、馬道委員を

推薦することとしてよろしいか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】一般財団法人大野市公共施設管理公社評議員については、馬道委員を

推薦することに決する。  

  付議事項３）６月の行事予定について、事務局の説明をお願いする。  

 ――＜各課室長等説明＞――  

【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月の行事予定については、以上とする。  

 

 

【その他】  

 

【教育長】小中学校における新型コロナウイルス感染防止対策要領について、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。  

【松谷委員】コロナウイルスに感染した人に基礎疾患があると、若い人でも重篤

化しやすいと聞いている。学校が子どもの状況を把握しておくための情報収集

をお願いする。  

【審議監】６月中に健康診断を実施できるよう検討している。  

【馬道委員】学校で話を聞いていると、部活動に関する捉え方が、顧問教員によ

って異なるように思う。各校の代表者を集めて、意識の統一を図るための会議

を開くと良いと思う。  

【審議監】先日の臨時校長会で、まずは中学校の校長会で意見を合わせてもらい

たいと依頼した。まだ各部活動の顧問教員までは意識の統一が図られていない

かもしれないが、６月の第２週からは部活動が再開となるので、それまでには

共通理解が図られるよう校長会に依頼する。  

【教育長】小中学校における新型コロナウイルス感染防止対策要領については、

以上とする。  

  ５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】５月の業務報告については、以上とする。  

 

 

【議事】  
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【教育長】議案第４２号 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＞――  

  議案第４２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号については、提案どおり承認する。  

 議案第４３号 令和２年６月大野市議会定例会提出議案（補正予算案）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＞――  

  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４３号については、提案どおり承認する。  

 

 

【閉会】  

 

【教育長】これをもって、大野市教育委員会５月定例会を閉会する。  

 

午後４時４０分終了  

 

 

       令和２年６月２６日  

 

                                  

（關委員）  

 

                                  

（馬道委員）  


