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大野市教育委員会１月定例会 次第  

 

               令和４年１月２５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 松田委員 羽生委員 

 

２ １２月定例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１号 大野市生涯学習推進計画（案）について  

議案第２号 大野市文化財保存活用地域計画（案）について  

議案第３号 令和３年度社会教育功労者被表彰者の承認について  

 

５ 付議事項 

 １）大野市小中学校再編計画推進の方針（案）について       資料１ 

 ２）大野市小中学校施設管理計画（案）概要について        資料２ 

 ３）「大野市スポーツ推進計画（案）」に対する意見について     資料３ 

 ４）２月の行事予定について                   資料４ 

    ・２月定例教育委員会 ２月１８日（金）午前９時００分～ 

大野市役所 大会議室 

 

６ その他 

１）卒業式における教育委員会告辞の出席者について        資料５ 

２）１月の業務報告について                   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（教育長職務代理者）  馬 道   保  

 

委 員            松 谷 由 美  

 

委 員            松 田 輝 治  

 

              委 員            羽 生 たまき  

 

     事務局（説明者） 事務局長           真 田 正 幸  

 

              教育総務課長         横 田 晃 弘  

 

              学校教育審議監        千 田   佐  

 

              こども支援課長        加 藤 智 恵  

 

              生涯学習・文化財保護課長   佐々木 伸 治  

 

        （書 記） 教育総務課企画主査      藤 本 久実子  

 

     説明者   健幸福祉部スポーツ推進課長     横 井 一 博  

 

           健康福祉部スポーツ推進課企画主査  長 﨑 展 代  

 

 

＜傍聴者＞                     １人 
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【開会】  

 

【教育長】ただいまから大野市教育委員会１月定例会を開会する。  

 

 

【会議録署名人】  

 

【教育長】本日の会議録署名人は、松田委員、羽生委員にお願いする。  

 

 

【１２月定例教育委員会会議録の承認について】  

 

【教育長】事前にお送りした会議録案について、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】１２月定例会議録については事務局からの提案どおり承認してよろし

いか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】事務局の提案どおり承認する。  

 

 

【教育長重要事項報告】  

 

【教育長】 本日は、新型コロナウイルス感染症対策について申し上げる。  

昨日、政府はまん延防止等重点措置について、新たに１８道府県を追加し、

３４都道府県に拡大する方針を発表し、本日午前からその手続きに入っている

と報道されている。  

福井県においても、本日の新規感染者が１２５人と発表され、４日連続で１

００人を超えた。昨日の新規感染者１２４人の内、学校及びこども園等の関係

者が６６人と半数を越え、予断を許さない状況である。  

大野市においても今月教員１人の感染が確認されたが、幸いそれ以上の拡大

はなかった。現在、小中学校では手洗いや黙食の励行、縦割り学習の自粛、感

染が広がる恐れのある調理実習やリコーダーなどの学習時期の変更、市外での

部活動の自粛等、改めて感染予防の徹底に努めているところである。  

また、予防の一助として、部屋の中の二酸化炭素濃度を可視化できる「ＣＯ

2 モニター」を全小中学校の普通教室に先週配備した。この機器は、ＣＯ2 濃

度とともに室温１８℃以上、湿度４０％以上といった適切な教室環境の維持に

も有効に活用できるものである。  

保育園・こども園についても、第６波に備えて、公立・私立すべての園を対
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象に、１１月に研修会を開催した。さらに、放課後児童クラブや放課後子ども

教室においても、それぞれ更なる感染防止の啓発と徹底に当たっている。  

現在、感染力が非常に強いオミクロン株に相当数が置き換わっており、いつ

だれが感染してもおかしくない状況である。子どもたちに感染させないように、

まず大人が十分に注意することが大切である。子どもたちへの注意喚起ととも

に、保護者にも改めて協力をいただき、大人が一丸となって彼らを守り抜きた

いと思っている。  

 

     

【付議事項】  

 

【教育長】議事に先立ち、付議事項３）「大野市スポーツ推進計画（案）」に対す

る意見について、市長から教育委員会に対し意見を求める文書が届いており、

担当のスポーツ推進課から職員が来ているため、先にご協議いただきたいがよ

ろしいか。  

――＜異議なし＞――  

【教育長】付議事項３）「大野市スポーツ推進計画（案）」に対する意見について、

事務局の説明をお願いする。  

――＜教育総務課長・スポーツ推進課長説明＞――  

【教育長】説明いただいた計画（案）については、この後、教育委員会で協議し、

改めて回答させていただく。  

――＜スポーツ推進課長、スポーツ推進課職員退室＞――  

【教育長】ただいま、担当課より説明があり、教育委員会としてどのように回答

するか審議したい。１２月定例会に意見をいただいた点などが修正という形で

あった。ご意見等あればお願いする。  

――＜異議なし＞――  

【教育長】ご意見はないとのことで、異議なしとして回答することとする。「スポ

ーツ推進計画（案）」に対する意見については、以上とする。  

 

【議事】  

 

【教育長】議案第３号 令和３年度社会教育功労者被表彰者の承認については、

個人情報が含まれる案件であるため、本日は後ほど非公開で審議することとし、

会議録及び議案は、個人情報を除いて後日公表する。  

 

【教育長】議案第１号 大野市生涯学習推進計画（案）について、事務局の説明

をお願いする。  

 ――＜生涯学習・文化財保護課長説明＞――  

【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＞――  
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【教育長】大野市生涯学習推進計画（案）については、以前より説明がありご意

見をお聞きしてきた件であり、これまでいろいろな修正があったものである。

議案第１号について、事務局説明の修正を加えたうえで、提案どおり承認して

よろしいか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】議案第１号については、提案どおり承認する。  

  議案第２号 大野市文化財保存活用地域計画（案）について、事務局の説明

をお願いする。  

 ――＜生涯学習・文化財保護課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

【松田委員】質問・意見ではないが、１２０ページの一番下のゴシックで記載さ

れた「表１６ 関連文化財群＜１＞に対応する措置の一覧」は、次のページに

持っていくほうがよいのではないか。  

【生涯学習・文化財保護課長】ご指摘の箇所は、１２１ページに記載を移すこと

で対応する。  

【馬道委員】議案第１号大野市生涯学習推進計画（案）では、「人づくり」の部分

を漢字の「人」からひらがなの「ひと」に変更するとの説明であったが、同様

に大野市文化財保存活用地域計画（案）の「人づくり」の記載についても連動

して、ひらがなの「ひと」に変更しなくてよいのか。  

【生涯学習・文化財保護課長】第六次大野市総合計画の基本目標「地域づくり」

項目「１７ひと・地域」の施策に「地域を担う人づくりや生涯学習を推進しま

す」とあり、ここでは漢字の「人」を使用している。大野市生涯学習推進計画

（案）においては、第六次大野市総合計画との整合性を図らなければいけない

のではとの議論になった。結果として大野市生涯学習推進計画における「人」

にはいろいろな意味が込められるとのことから、あえてひらがなの「ひと」を

使用することとなった。  

  大野市文化財保存活用地域計画（案）においては、第六次大野市総合計画と

合わせて漢字の「人」で表記させていただくこととしている。二つの計画にお

いて表記に違いがあることになるが、ご理解いただきたい。  

【教育長】こちらについても、３年間にわたり作り上げてきた計画である。議案

第２号について、事務局説明の修正を加えたうえで、提案どおり承認してよろ

しいか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】議案第２号については、提案どおり承認する。  

【事務局長】承認いただき感謝申し上げる。一部補足で説明をさせていただく。

先ほどの大野市生涯学習推進計画は大野市教育委員会が策定した計画であるが、

大野市文化財保存活用地域計画は国のガイドラインや要領に沿い、市町村が定

めるものとなっている。本日、ご承認いただいた大野市文化財保存活用地域計

画（案）は、次に市長がトップとなる庁内の最終決定機関である「庁議」にお

いて審議し、最終的に決定となる。再度の見直しを行って、細かい誤字脱字等
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を修正し、庁議に諮らせていただくことをお伝えさせていただく。  

【教育長】今の説明のとおり、教育委員会で承認いただいた同計画（案）につい

ては、庁議で審議されるとのことであるが、その後についてはどのような予定

となるのか説明願う。  

【生涯学習・文化財保護課長】２月に開催される庁議において策定した計画を、

４月以降に文化庁へ認定申請を行う予定である。その後、文化庁からの修正が

予定されており、修正を加えた後に７月の認定を目指して取り組んでいきたい

と考えている。  

【教育長】この後も取り組みが続くこととなり、この計画が実行性のあるものと

していくことが大切であると思っている。  

   

     

【付議事項】  

【教育長】付議事項１）大野市小中学校再編計画推進の方針（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】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

――＜異議なし＞――  

【教育長】この方針（案）についてはご了承いただけたということで、この方向

で進めさせていただく。大野市小中学校再編計画推進の方針（案）については、

以上とする。  

付議事項２）大野市小中学校施設管理計画（案）概要について、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。  

――＜異議なし＞――  

【教育長】今後、正式な計画（案）が提案されることとなる。概要のような形で

進めていくことでご了解をいただきたい。大野市小中学校施設管理計画（案）

概要については、以上とする。  

付議事項４）２月の行事予定について、事務局の説明をお願いする。  

――＜各課長説明＞――  

【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】２月の行事予定については、以上とする。  

 

 

【その他】  

 

【教育長】卒業式における教育委員会告辞について、事務局の説明をお願いする。  

――＜学校教育審議監説明＞――  
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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＞――  

【教育長】卒業式における教育委員会告辞については、以上とする。  

続いて、１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】１月の業務報告については、以上とする。  

議案第３号について、審議を進めさせていただく。  

 ――＜傍聴者退室＞――  

 

 

【議事】  

 

【教育長】議案第３号 令和３年度社会教育功労者被表彰者の承認について、事

務局の説明をお願いする。  

――＜生涯学習・文化財保護課長説明＞――  

【教育長】確認であるが、顕著な活躍の基準は１０年以上ということでよいか。  

【生涯学習・文化財保護課長】活動歴が１０年以上となっている。  

【教育長】先ほどの説明のなかで、１２年、１３年という言葉が出てきたのは、

この基準によるもので、選定委員会からの内申である。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３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３号については、提案どおり承認する。  

 

 

【その他】  

 

【教育長】その他について、事務局から何かあればお願いする。  

【学校教育審議監】まず、指定学校変更許可基準に沿い、指定学校の変更を行っ

たことを報告させていただく。  

続いて、うれしい報告を３点させていただく。新聞報道もされたが、下庄小

学校の尾崎繭妙教諭が令和３年度文部科学大臣優秀教職員の表彰を受けた。こ

の表彰は現在同じく下庄小学校に在籍する伊藤貴子教諭に続いての受賞であり、

教職員にとって大変名誉なものである。尾崎教諭は、平成２６年に県の「授業

名人」に指定され、平成２９年にふくい優秀教職員の受賞をしており、この段

階を経た上で、永年の学習指導の功績が認められ今回の受賞となった。  

次に、上庄小学校が１月１９日に令和３年度福井県良い歯の健康づくり推進

学校の県教育委員会賞の表彰を受けた。県教育委員会賞は知事賞に次ぐもので、

学校における歯の管理状況や、子どもたちの虫歯治療がしっかりと行われ虫歯
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がなくなるなどの歯の保健指導が非常に優れているということでの表彰である。 

次は、令和３年度ふくい優秀教職員表彰について、下庄小学校が１月２１日

に表彰を受けた。これまでふくい優秀教職員表彰は個人表彰のみであったが、

平成２９年度から組織表彰が加わり、平成２９年度に有終南小学校が受賞し、

それ以来の２校目の受賞となる。  

【生涯学習・文化財保護課長】成人式について、報告とお礼を申し上げる。今年

度の成人式は１月９日の日曜日に大野市文化会館で開催させていただいた。天

候や新型コロナウイルス感染症の感染状況を慎重に確認したうえで判断し、１

月７日に開催を決定し、新成人には大野市のホームページや公式ＬＩＮＥなど

で周知した。  

当日は、１２月１日に住民登録のある２９６名と市外からの申し込みがあっ

た２３名を合わせた３１９名中、２５９名の参加があった。開成・上庄中学校

の卒業生が参加した一部には９８名、陽明・尚徳・和泉中学校などの卒業生が

参加した二部には１６１名の参加があった。  

式典に際し教育委員の皆様から、新成人にむけての心温まるメッセージをい

ただき、感謝申し上げる。メッセージは式典当日に配布した成人式のしおりと

一緒に配らせていただいた。委員各位へのお礼状について、ご自宅へ発送させ

ていただいている。  

来年度については、今年４月１日から、改正民法の施行により成人の年齢が

２０歳から１８歳に引き下げられるが、現時点では２０歳の年齢で開催したい

と考えている。  

【教育長】各委員から、その他ご意見・ご質問があればお願いする。  

【羽生委員】昨年の卒業式に出席した際、中学校の校長先生が、今年から県立高

校の一般入試の実施日が前倒しになることを非常に心配されていた。新聞など

でも大きく取り上げられていたことである。新型コロナウイルス感染症と降雪

のピークが確定できないなか、２月中旬に県立高校の入試があり、私立高校の

入試日程との間隔も短いということで、混乱などはないのかということ。教育

長の重要事項報告にあった「ＣＯ２モニター」の導入で、できる限りの対応を

学校の方でも万全に整えていただいていることであったが、私たちも大人一人

一人が襟を正して、一緒に支援する形で、受験生の皆さんが無事に入試を終え

られるのを、毎日祈るような気持ちで数字とにらめっこさせていただいている。 

いよいよ学校再編が、中学校で準備委員会の設立に向けて動き出すこととな

るが、先日、結とぴあで小学校６年生の保護者を対象にした説明会が開催され

たが、その時の様子や反応、発言についてどのようであったかを聞かせていた

だきたい。  

【学校教育審議監】今年度から県立高校の一般入試が早くなったが、昨年度の末

ぐらいに発表があり、今の中学３年生はしっかりと準備をしている。県教育委

員会が県立高校の入学試験日を前倒しとした理由として、新型コロナウイルス

感染症が拡大し、入試日に受験できない生徒がいた場合の対応がある。入試日

に受験できなくても、その後にも受験できるという安心感を受験生が持つこと
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ができることが大きな理由の一つである。私立高校との入試日の間隔が短いこ

とによる選択肢が狭くなることがあるのかもしれないが、生徒の思う学校にし

っかりと受験できて、合格できることが良いという点もあると思っている。  

【教育総務課長】先週の１月２０日木曜日と１月２１日金曜日に中学校の入学説

明会の一環として再編にあたっての説明会を開催した。１月２０日は新開成中

学校区で６名、２１日は新陽明中学校区で３名の保護者の方が参加いただいた。

保護者以外ではそれぞれの新中学校区の小学校・中学校の校長・教頭・教員が

多数出席した。内容は、準備委員会を立ち上げる時期や令和４年度から５年度

の大まかなスケジュールや、事前に保護者の皆様からいただいた質問について

お答えできる範囲で説明をさせていただいた。質問内容は、付議事項１）大野

市小中学校再編計画推進の方針案の中にある「再編に向けた課題（説明会での

意見から）」に記載と同様に、通学の負担軽減や保護者の負担軽減、学校間の調

整、教職員の数のことなど、厳しい内容のご意見ではなくちょっとした心配ご

とのご意見であった。  

  説明会は、新中学生となる６年生の保護者を対象にライブ配信をさせていた

だいており、１週間程度は映像を視聴できるようになっているため、最終的に

どのくらいの方が見ていただけたかは、改めてご報告させていただきたい。  

【教育長】オンラインの視聴は昨日の時点で両中学校区とも３５％程度であると

担当より聞いている。関心を持っている保護者は参加していただいていると思

っている。  

【松谷委員】成人式について、本当に良いタイミングで雪の心配もなく開催する

判断をいただき、心の準備をしながら実際に成人という節目の年に帰省できた

ことに子どもたちが喜んでいたことを、ご報告させていただく。  

  来年度も、無事に開催されることを願うが、雪のことなどもあるため、開催

の可否やどのようになるかについてなどを、早めに判断していただけると、本

人もご家族も安心し見守ることができると思う。  

  先ほど報告のあった尾崎繭妙教諭の表彰の件で、公私ともにお付き合いがあ

り存じ上げているが、本当に勉強熱心な先生であり、私も応援している方であ

る。このように優秀な先生が身近にいるということは、子どもたちの励みにな

ると思う。学校にも先生のことを紹介していただき、子どもたちに元気を与え

るような機会を尾崎先生に作っていただけると良いのではと思う。授業の内容

も含めて、尾崎先生の前向きな姿勢を伝えていただけたらと感じた。子どもた

ちの未来に向けてのファッション（流行）というものができるのではないかと

思う。  

  先日、大雪が降り学校に子どもたちが登校する時に、徒歩で通う校区の子ど

もたちは、とても心配であったのではと思った。学校からも「心配ですので、

ご家族が見守ってあげてください」という丁寧なメールもあったため、見守り

隊の方たちも小学校までついて行ってくれていた。見守り隊の方たちにはご高

齢の方も多くいるため、働いている児童の親世代の方たちには心配なこともあ

ると思うが、そのように家族・地域で見守っていくことを、大野市全体で行っ
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ていただけることはありがたいことだと思っている。  

  通学路の歩道については一生懸命に整備していただいているが、子どもたち

が歩くには少し危険だと思うところもあるため、そのような細かなところも見

守っていただけるとありがたい。中学生や高校生にも徒歩で通学する子どもが

多くいるため、お願いしたい。  

【学校教育審議監】文部科学大臣優秀教職員表彰については、報道発表の日に全

小中学校の校長に周知している。昨年１１月に下庄小学校で一般授業と指定授

業の公開授業を実施した。指定授業の一つとして尾崎教諭の授業公開を行った。

市内から多くの教職員が見に来ており、各学校にも公開授業を見学した教師を

通じて伝わっているのではないかと思っている。いろいろな点や教科で力のあ

る教員であるが、専門は音楽でその指導も素晴らしいことは、委員の皆さんも

ご存じであるかと思う。教職員だけでなく子どもたちの励みとして、改めて伝

えていきたいと思う。  

  除雪については、昨年度の大雪では除雪が追い付いていない様子であったが、

今年度の対応については歩道の除雪がしっかりとされていたと感じている。見

守り隊の方も学校まで見送っていただいており、とても助かっていると何人も

の校長から聞いている。教育委員会として、除雪が不足している分については

今後も市長部局担当へ伝えていきたい。ご協力いただいている見守り隊の方々

には感謝しており、学校を通じて感謝を伝えていきたい。  

 

 

【閉会】  

 

【教育長】これをもって、大野市教育委員会１月定例会を閉会する。  

 

午後５時１５分終了  

 

 

       令和４年２月１８日  

 

                                  

（松田委員）  

 

                                  

（羽生委員）     


