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大野市教育委員会３月定例会 次第  

 

                令和４年３月２８日（月）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 ２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７号  大野市教育委員会内部手続の電子処理に関する規則案  

 議案第８号  結の故郷奨学金貸与条例施行規則の一部を改正する規則案  

 議案第９号  大野市図書館管理運営規則等の一部を改正する規則案  

 議案第１０号 大野市社会教育功労者表彰規程の一部改正について  

 議案第１１号 大野市私立幼稚園就園奨励費補助金要綱等の一部改正について  

 議案第１２号 大野市教育環境調査研究委員会設置要綱の制定について  

 議案第１３号 大野市立学校再編準備委員会設置要綱の制定について  

 議案第１４号 大野市立学校改修実施設計業務受託者選定委員会設置要綱の制

定について  

 議案第１５号 大野市いじめ問題調査委員会設置要綱の制定について  

議案第１６号 大野市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付

要綱の制定について  

 議案第１７号 大野市子育てママパパの家事お手伝い事業実施要綱の制定につ

いて  

 議案第１８号 大野市子ども食堂見守り支援事業補助金交付要綱の制定につい

て 

 議案第１９号 大野市保育所等の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業

補助金交付要綱の一部改正について  

 議案第２０号 大野市Ｕ２５夫婦支援事業実施要綱の一部改正について  

 議案第２１号 大野市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の一部改正について  

 議案第２２号 大野市放課後児童クラブ事業実施要綱の一部改正について  

 議案第２３号 大野市小中学校再編計画検討委員会設置要綱の廃止について  

 議案第２４号 大野市生涯学習推進計画策定委員会設置要綱の廃止について  

 議案第２５号 大野市文化財保存活用地域計画策定協議会設置要綱の廃止につ

いて  

 議案第２６号 大野市文化財保存活用検討ワーキンググループ設置要綱の廃止

について  

 議案第２７号 大野市小中学校施設管理計画案について  
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 議案第２８号 令和４年度大野市教育方針案について  

 

５ 付議事項 

 １）令和４年３月大野市議会の報告について            資料１ 

 ２）第四次大野市子ども読書活動推進計画（案）に係るパブリックコメントの 

実施について                        資料２ 

３）大野市いじめ防止基本方針の改定について            資料３ 

４）４月の行事予定について                   資料４ 

    ・４月定例教育委員会 ４月２６日（火）午後３時３０分～ 

大野市役所 大会議室 

 

６ その他 

１）３月の業務報告について                   資料５ 

２）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  

 

 

 

＜傍聴者＞                     なし 
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【開会】  

 

【教育長】ただいまから大野市教育委員会３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。  

 

 

【２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】２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「魅力ある学校づくり」について申し上げる。お手元にリーフ

レットをお届けした。成果と今後目指す方向を示しているもので、リーフレッ

トの中の２、３の場面を使ってお話しさせていただく。  

令和２年度の全国における不登校の子どもたちの中で特に気がかりなのは、

何となく学校へ行けないという漠然とした不安を訴える子の増加である。園や

学校が持つ「居場所機能」「発見機能」「窓口機能」の三つの機能を最大限に生

かして、子どもたちの健全な心と体の保持に全力を挙げたいと２月定例会で申

し上げた。  

令和４年度は、そのことを着実に進めていく。キーワードは「つなぐ」であ

る。  

まず、リーフレットの表紙をご覧いただきたい。どの場面も子どもたち同士

が対面で活動をしている。グループで作業をしたり、全体で話し合ったりして

いることがお分かりかと思う。次の見開きページには、成果と課題をまとめた。

最終ページの中段には、「魅力ある授業づくり」を明記した。  

子どもたち一人一人が、安心して考えや思いを出し合ったり聞き合ったりし

ながら答えを導き出す授業を重視する。中には答えのない課題もある。教えな
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ければならない内容や訓練が必要なことはきちんと押さえるが、基本的に教師

はファシリテータとして、子どもたちが主体となる授業づくりを進めていく。  

また、この取り組みは学習と同時に、子ども同士の親密な人間関係づくりで

もある。子どもたちが一日の中で最も長く過ごすのは授業である。日々繰り返

される授業の中で、子ども同士の人間関係や子どもと教員の信頼関係を「つな

ぐ」ことの大切さを、指導者が強く念頭に置いて進める。  

二年にわたる「魅力ある学校づくり」の研究は、このために取り組んできた

と言っても過言ではなく、まさにその真価が問われる。子どもたちが喜々とし

て通う魅力ある学校づくりの挑戦を今後も続けていく。  

     

 

【議事】  

 

【教育長】議案第７号 大野市教育委員会内部手続の電子処理に関する規則案に

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】議案第７号についてご意見、ご質問等があればお願いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第７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７号については、提案どおり承認する。  

  議案第８号 結の故郷奨学金貸与条例施行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】議案第８号についてご意見、ご質問等があればお願いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第８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８号については、提案どおり承認する。  

議案第９号 大野市図書館管理運営規則等の一部を改正する規則案、議案第

１０号 大野市社会教育功労者表彰規程の一部改正について、議案第１１号 

大野市私立幼稚園就園奨励費補助金要綱等の一部改正については、関連がある

ため一括して審議することとする。事務局の説明をお願いする。  

――＜教育総務課長説明＞――  

【教育長】議案第９号、議案第１０号、議案第１１号についてご意見、ご質問等

があればお願いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第９号、議案第１０号、議案第１１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＞――  
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【教育長】議案第９号、議案第１０号、議案第１１号については、提案どおり承

認する。  

  議案第１２号 大野市教育環境調査研究委員会設置要綱の制定について、事

務局の説明をお願いする。  

 ――＜教育総務課長説明＞――  

【教育長】議案第１２号についてご意見、ご質問等があればお願いする。  

【松田委員】委員会の組織について規定する第３条第２項第３号「関係団体の長

又はその推薦を受けた者」について、説明でＰＴＡとお聞きしたが、教育環境

の審議をしていく中で、関係団体の長は慎重に選んでいただきたい。幼児期の

段階からの関係の団体にも組織があるので、そのような関係の方も入っていた

だくと良いと思う。一つの提言である。  

【教育総務課長】これまでの再編計画検討委員会も、保育園の保護者会代表の方

などに入っていただいていた経緯もあり、そのような観点で人選を進めさせて

いただきたい。  

【松田委員】保護者会も大事であるが、実際に現場に携わっている、園長さんな

どの意見もお聞きすることが非常に大事ではないかと思う。  

【教育総務課長】園長等は、現時点では教育環境調査研究委員会の組織に入って

いただく予定はしていないが、必要に応じて意見を聞きながら進めていきたい。 

【教育長】貴重な意見をいただきありがたく思う。十分に考慮して検討していき

たい。議案第１２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１２号については、提案どおり承認する。  

  議案第１３号 大野市立学校再編準備委員会設置要綱の制定について、事務

局の説明をお願いする。  

 ――＜教育総務課長説明＞――  

【教育長】議案第１３号についてご意見、ご質問等があればお願いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第１３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１３号については、提案どおり承認する。  

  議案第１４号 大野市立学校改修実施設計業務受託者選定委員会設置要綱の

制定について、事務局の説明をお願いする。  

 ――＜教育総務課長説明＞――  

【教育長】議案第１４号についてご意見、ご質問等があればお願いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第１４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１４号については、提案どおり承認する。  

  議案第１５号 大野市いじめ問題調査委員会設置要綱の制定について、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】議案第１５号についてご意見、ご質問等があればお願いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】委員会を常時設置するとしているが、定期的な開催はない。このよう

な組織を作っておくことで、我々大人が、危機管理意識を常に高めて臨んでい

きたいという思いもある。議案第１５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１５号については、提案どおり承認する。  

  議案第１６号 大野市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交

付要綱の制定について、事務局の説明をお願いする。  

 ――＜こども支援課長説明＞――  

【教育長】議案第１６号についてご意見、ご質問等があればお願いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第１６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１６号については、提案どおり承認する。  

  議案第１７号 大野市子育てママパパの家事お手伝い事業補助金交付要綱の

制定について、事務局の説明をお願いする。  

 ――＜こども支援課長説明＞――  

【教育長】議案第１７号についてご意見、ご質問等があればお願いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第１７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１７号については、提案どおり承認する。  

  議案第１８号 大野市子ども食堂見守り支援事業補助金交付要綱の制定につ

いて、事務局の説明をお願いする。  

 ――＜こども支援課長説明＞――  

【教育長】議案第１８号についてご意見、ご質問等があればお願いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第１８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１８号については、提案どおり承認する。  

  議案第１９号 大野市保育所等の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事

業補助金交付要綱の一部改正について、事務局の説明をお願いする。  

 ――＜こども支援課長説明＞――  

【教育長】議案第１９号についてご意見、ご質問等があればお願いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第１９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＞――  



8 

【教育長】議案第１９号については、提案どおり承認する。  

  ここで、冒頭でお伝えしたとおり、暫時休憩に入らしていただく。  

 

【暫時休憩】  

 

――＜午後４時０３分から午後４時３５分＞――  

 

 

【議事】  

 

【教育長】議事を再開する。  

  議案第２０号 大野市Ｕ２５夫婦支援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する。  

 ――＜こども支援課長説明＞――  

【教育長】議案第２０号についてご意見、ご質問等があればお願いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第２０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２０号については、提案どおり承認する。  

  議案第２１号 大野市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の一部改正につい

て、事務局の説明をお願いする。  

 ――＜こども支援課長説明＞――  

【教育長】議案第２１号についてご意見、ご質問等があればお願いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第２１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２１号については、提案どおり承認する。  

  議案第２２号 大野市放課後児童クラブ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する。  

 ――＜こども支援課長説明＞――  

【教育長】議案第２２号についてご意見、ご質問等があればお願いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第２２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２２号については、提案どおり承認する。  

  議案第２３号 大野市小中学校再編計画検討委員会設置要綱の廃止について、

議案第２４号 大野市生涯学習推進計画策定委員会設置要綱の廃止について、

議案第２５号 大野市文化財保存活用地域計画策定協議会設置要綱の廃止につ

いて、議案第２６号 大野市文化財保存活用検討ワーキンググループ設置要綱

の廃止について、一括して審議することとする。事務局の説明をお願いする。  



9 

 ――＜教育総務課長、生涯学習・文化財保護課長説明＞――  

【教育長】議案第２３号、議案第２４号、議案第２５号、議案第２６号について

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】議案第２３号、議案第２４号、議案第２５号、議案第２６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２３号、議案第２４号、議案第２５号、議案第２６号について

は、提案どおり承認する。  

  議案第２７号 大野市小中学校施設管理計画案について、事務局の説明をお

願いする。  

 ――＜教育総務課長説明＞――  

【教育長】議案第２７号についてご意見、ご質問等があればお願いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第２７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２７号については、提案どおり承認する。  

  議案第２８号 令和４年度大野市教育方針案について、事務局の説明をお願

いする。  

 ――＜教育総務課長説明＞――  

【教育長】議案第２８号についてご意見、ご質問等があればお願いする。  

【馬道委員】成果指標の部分であるが、令和４年度の目標が実績よりも数値が低

くなっているのはなぜか。例えば、６ページであるが、「学校が楽しい」と答え

る児童生徒の割合の小学生の令和２年度実績は９４．７％、令和３年度は９４．

５％であるが、令和４年度の目標が９３．８％と下がっている。中学生も令和

４年度の目標が９１．０％と実績より下がっている。同じように９ページのブ

ックスタート開催数及び受講率が令和３年度の実績よりも令和４年度や令和７

年度の目標が低くなっている、延べ利用者数も令和７年度の目標が令和３年度

の実績より低くなっているなど、幾つかあるが、目標が実績よりも下がってい

る理由を教えていただきたい。  

【教育総務課長】成果指標の数字の全てではないが、成果指標については第六次

大野市総合計画に掲げている、令和７年度を目指した目標の令和４年度途中の

目標を掲げているものであるために、そのまま掲載をさせていただいているも

のである。  

最終的には令和７年度に向けての目標であり、一部では令和７年度の目標値

をすでに達成している状況もあるが、実際の大野市第六次総合計画の目標自体

が、このような数字となっているため、現時点で修正をするということができ

ないという状況である。  

【生涯学習・文化財保護課長】９ページの子ども読書活動推進事業のブックスタ

ートの成果指標では、令和３年度８８％の実績に対し、目標が８０％と低くな
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っているが、令和３年度大野市教育方針ではこの目標が７０％となっていた。  

令和３年度の目標である７０％を達成するために、図書館職員が取り組んだ

結果、８８％の数値となった。７０％を達成することは、県内においても厳し

い数字であり、８０％はかなり高い目標設定となっている。更に高い９０％を

達成することは、不可能に近い数字であるという現状を考慮し、８０％が限界

であるとし、あえて令和３年度は８８％を達成しているが、令和４年度から令

和７年度については、８０％で目標を設定させていただいていることで、ご理

解いただきたい。  

【こども支援課長】９ページの中段、放課後児童クラブ事業も、目標が実績より

減少している。これについては、これからの子どもの人数の推移を見て、推計

すると、やはり少子化ということで減っていくものであり、令和４年度は令和

３年度と同程度、令和７年度については少なくなっていく見込みで目標設定さ

せていただいた。  

【教育長】年々、高いところを目指していくということに変わりはない。議案第

２８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２８号については、提案どおり承認する。  

 

 

【付議事項】  

【教育長】付議事項１）令和４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。  

――＜異議なし＞――  

【教育長】令和４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）第四次大野市子ども読書活動推進計画（案）に係るパブリック

コメントの実施について、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。  

――＜異議なし＞――  

【教育長】パブリックコメント後の計画案については、４月定例会での報告をお

願いする。第四次大野市子ども読書活動推進計画（案）に係るパブリックコメ

ントの実施については、以上とする。  

  付議事項３）大野市いじめ防止基本方針の改定について、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】事務局が説明した改正案については、市長部局と協議を行うため、必
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要な手続きを進めさせていただく。大野市いじめ防止基本方針の改定について

は、以上とする。  

付議事項４）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】４月の行事予定については、以上とする。  

 

 

【その他】  

 

【教育長】３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】３月の業務報告については、以上とする。  

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】本日の配布物について簡単に説明する。教育長重要事項報告

でも紹介があった、魅力ある学校づくりのリーフレットについては、持ち帰っ

てご覧いただきたい。学校評価書については、各学校の一年間の振り返りであ

り、年度当初にお渡ししている各学校のスクールプランと照らし合わせてご覧

いただきたい。  

４月１日の新任校長、転任校長、新任教頭の辞令交付式には、会場に直接お

越し願う。  

【生涯学習・文化財保護課長】３月２３日（水）に大野市結の故郷伝統文化「お

おの遺産」認証書交付式を実施した。今年度は、二件を「おおの遺産」として

認証したことを報告する。一つ目は和泉地区の川合区の「お箸始め」という新

年行事で、道場に新年の１月１日に集落の方々が集まり雑煮を食べる行事であ

る。二つ目は、小山地区の深井区の「深井の講」で「観音講」「庚申講」「二十

三夜講」の３つの講があり、毎月１回集落の集会所や神社で実施しているもの

である。  

また、令和４年度の成人式は来年１月の開催を予定している。  

【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。また、年度

末でもあるため、一言ずつお願いしたい。  

【松田委員】様々な制限がある中、昨年は学校訪問、３月は卒業式と参加させて

いただいた。今まで先生方や職員の方が頑張っている姿が見えなかった面があ

ったが、改めて皆さんがいろいろなことにご配慮いただいていることに感謝申

し上げる。どうか何かの形でお伝えいただければありがたい。  

感想ではないが、本日の議案の令和４年度大野市教育方針であるが、２２ペ

ージの歴史博物館管理運営経費に「郷土の歴史に興味を持ってもらえるよう、

企画展や講座を実施する」とあるが、博物館の所蔵品だけでなく、市内の各家

に残るお宝があると思う。また、博物館への寄託品があり、なかなか一般の人
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の目には触れないが「大野にもこんなものがあったのか」ということもあると

思うため、大野の各家に伝わる珍しいものの企画展などもやっていただくと、

以外と興味を引くのではないかと思う。レベルの高い立派な美術品などでなく、

身近なものにも興味を持っていただけると思うので、ご検討いただければと考

える。  

【生涯学習・文化財保護課長】今ほどのご意見は、生涯学習・文化財保護課で多

くの方に来ていただけるよう検討したい。貴重なご意見に感謝申し上げる。  

【馬道委員】働き方改革について、学校と教育委員会が連携し、本当に進んでい

ると、感心している。私が現役の頃には、月８０時間を超える教職員の人数が

こんなにゼロに近づくとは思っていなかったため、本当にすごい改革がされて

いると理解している。それと同時に、中学校の休日の部活動が段々と地域移行

に向けて進んでいることも感じており、引き続きお願いしたい思っている。  

【教育長】やはり教員が元気でないと、学校は元気にならず、子どもたちにも負

けずに元気に過ごしていただきたいと思っている。  

【松谷委員】私もこの一年間、たくさんのことを学ばせていただいたと思ってい

る。特に学校訪問の時は、現場を見るということで、子どもと私のものさしで

いろいろと「学校生活はこんなもの」という想像をしていたが、その場に行く

と、様々な子どもたちがいて、皆さんが素直に育っていることが目に見えて、

本当に良かったと思っている。３月の卒業式の際には学校の先生方中心に良く

していただき、学校全体の雰囲気が手に取るように分かり、卒業式の厳粛な雰

囲気も、そこからも伝わってくるものがたくさんあった。  

そのような中、子どもたちは、素直にかわいく育ってると感じているが、新

型コロナウイルス感染症によって制限されることが、多すぎたと思っている。

例えば、有終東小学校の卒業式に行ったが、国家を歌うのではなく静聴であっ

た。１年に一、二度しか歌えない国歌であり、日本の国民であるという思いが、

聞くことと歌うことでは、違った思いがあると思う。  

学校行事も多くの制限がされていた。スポーツ少年団も自粛要請が出された

り、たくさんのことで子どもたちの活動が制限されたことが、私はとても心苦

しく、来年度はそれに向けて、何か明るい兆しが見えると良いと思っていた。

そして、認定こども園の様子も、学校訪問につなげて何か拝見させていただけ

ると良いと思った。１８年教育ということで、生まれた赤ちゃんから高校生ま

でを目の当たりにすることは、勉強にもなると思っている。  

２点お伝えしたい。この間、大野高校のＰＴＡの会議に出席した。今年は大

野高校も奥越明成高校も定員割れが際立っており、１８年教育ということで、

高校まで育つのは大野かもしれないが、教育を受けるところが、選択肢として

大野でまた学びたいという、子どもの気持ちを繋げて欲しいと思う。今は県内

のいろいろな高校に行きたいという子どもの気持ちもあるが、大野に残って勉

強ができるという環境づくり、市内各高校の魅力づくりであったり、そういう

ことが子どもたちに伝わると良いと思った。  

そして、子ども読書活動推進計画の件で、教育総務課にある国際理解教育推
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進員配置事業に関連して、ＡＬＴの先生、ネイティブ・スピーカーの先生など

を招いて読み聞かせの会を、例えば３回に１回はＡＬＴに参加してもらい、体

で感じるネイティブな世界を、０歳からで良いと思うが、０歳の赤ちゃんにも

伝わることが絶対にあり、国際色を読書の方にも取り入れてもらえると良いと

思う。  

【教育長】ただいまの学校訪問の方法は、今まで公民館も行っていたが、それも

合わせて、今後は保育園など、こども支援課も所管となったため、訪問の方法

については移行が必要であると思っている。  

高校については、高校自体も一生懸命にやっていくことと思う。また、市と

しても、出来ることがあればと思うが、やはり、大野市民全員が、盛り上げる

にはどうしたら良いのかを考えていく必要があると考える。  

【生涯学習・文化財保護課長】ネイティブ・スピーカーを招いての読み聞かせと

いうご提案については、図書館長や教育総務課と相談し、実施させていただき

たいと考える。  

【教育長】ＡＬＴの彼らの、英語での読み聞かせがどのような感じになるのか、

楽しみである。検討していきたい。  

【羽生委員】市民の方から頂戴した意見を二点お伝えしたい。  

１点目は、今日、子育て世代に向けたお手伝い事業や、サービス事業のこと

を多く協議したが、このようなことに関しては、周知して、活用していただく

ことが一番重要で最善であると思った。そのような中、３月の大野市の広報紙

がとても良く、冒頭から７ページにわたり、大野市内に住む子育てママさんの

談話から始まり、「子育て交流ひろば ちっく・たっく」などの子育て支援をし

ている施設が、職員の顔つき写真と一緒に丁寧に紹介されていたり、子育てマ

マパパの家事お手伝い事業に関しても詳しく掲載されていた。「これはなかなか

すごいな」と思って読ませていただいた。記事は本当に丁寧でわかりやすく、

アプローチの仕方が、実際に子育てをしている方の目線で伝えられていたこと

が多く、市民で同じ世代の方には共感できる部分があったのではないかと思う。

市民の方からは、「広報紙の冒頭にこれだけの量を盛り込んでいることは、すご

く子育てに力を入れてくれている」という声をいただいた。  

今後もいろいろなツールで届けたい人に着実に届くという発信の仕方を、今

回のことも含めて行っていただき、事業をますます充実していただけるよう期

待している。  

２点目であるが、広報紙の「読書のススメ」でも紹介があり、新聞記事にも

掲載された、大野出身の社会事業家「林歌子」について、市民グループ「うた

子の会」のご尽力により１冊にまとまった。私にとって知っているようで知ら

ない方であったが、明治時代から貢献されている女性で、女性の人権問題や孤

児の救済にも広く関わってきた方である。これを目にした方から「生涯学習な

どの講座の中で、書籍の発刊に尽力された方の話も含めて、お聞きする機会が

あると良い」というお話をお聞きしたので、お繋ぎしておく。  

学校訪問と卒業式と、いろいろコロナ禍の難しい中でお骨折りいただいてい
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る学校の先生に感謝をしながら、寄せていただいた。休日の部活動が、２０２

３年度から地域移行していくこともあり、今後の学校訪問の中でスケジュール

が合うようであれば、部活動の様子なども拝見できると、腑に落ちる点もある

かと思うため、検討いただきたい。  

自分自身が教育委員を１年間と少し活動する中で、教育委員としての物差し

がなく「これで良いのだろうか」といつも自問自答している。残念なのは、県

の女性教育委員の会などの行事が軒並み開催されず、一度も参加していないた

め、他市町の女性教育委員の皆さんが、どのように活動しているのかを垣間見

る機会が全くない状態で、松谷委員とともに不安を抱きながら、これで良いの

かとお話しながら務めている。来年度のことは分からないが、期待を寄せたい

と思っており、日程などが早めにわかるようであれば、お知らせいただきたい。  

【こども支援課長】子育ての広報特集を広報紙の担当の方で組んでもらい、わか

りやすくお届けできたと思っている。今年度は、当初からなかなか子育ての情

報が皆さんに届かないことに本当に悩んできた。今回、子育てママパパの家事

お手伝い事業を拡充するが、これをどのように伝えていくかを、こども支援課

で検討しているところである。申請に来る方一人ずつに説明をしているが、な

かなか伝わらないということがあるため、新年度では、出産前に連絡をとり、

チケットの使い方などを伝えていくなど、工夫していきたいと考えている。  

【教育長】女性教育委員の会は、ここ１年開催されておらず、来年はどうにか実

施されると良いと思う。委員各位から、学校や園の頑張りについてお話いただ

いた。４月に入り、校長会や園長会が開催されるため、そこで委員各位からの

言葉を伝えていきたい。本年度に、ご協力いただき、皆で頑張ってきたことに

お礼を申し上げる。  

 

 

【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３２分終了  

 

 

       令和４年 月  日  

 

                                  

（松田委員）  

 

                                  

（羽生委員）     


