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平成２８年４月２８日 

 

 

大野市教育委員会４月定例会 

 

【大野市教育理念の唱和】 

 

１．開 会 

会議録署名人      清水委員  妙願委員  

 

２．３月定例教育委員会の会議録の承認について 

 

３．委員長及び教育長の重要事項報告 

 

４．議 事 

議案第１５号 大野市文化会館整備基本構想策定委員会設置要綱案 

議案第１６号 大野市文化振興庁内検討会議設置要綱の一部を改正する要綱案 

議案第１７号 社会教育委員の選任について 

議案第１８号 大野市図書館協議会委員の選任について 

議案第１９号 大野市青少年問題協議会委員の選任について 

議案第２０号 本願清水イトヨの里運営協議会委員の選任について  

 

５ 付議事項                   

１）５月の主な行事予定について 

   ・５月定例教育委員会  ５月２５日（水）午後３時から 談話室 

                

６ その他                                                  

１）４月の業務報告について 

２）平成２８年度福井県市町教育委員会連絡協議会総会及び研修会の開催について 

３）指定学校変更申請許可について 

４）事務局職員（新任 SL.、GL）紹介（資料；課、室内座席表） 
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＜出席者＞ 

 

                委員長         洞 口 幸 夫 

 

                職務代理者       清 水 美那子 

 

                委 員         山 川  秀 

 

                委 員         妙 願 貴 子 

 

                委 員         松 田 公 二 

 

       事務局（説明者） 教育長（再掲）     松 田 公 二 

 

                事務局長        小川 市右ヱ門 

 

                教育総務課長      木戸口 正 和 

 

                学校教育審議監     道 鎭 栄 一 

 

生涯学習課長      中 村 吉 孝 

 

             〃 文化財保護室長  中 村 りえ子 

 

             〃 スポーツ振興室長 砂 子 淳 一 

 

          （書 記） 教育総務課課長補佐   山 田 靖 子 
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【大野市教育理念の唱和】 

 

【局長】開会前ですが、４月の異動により教育委員会の新たな職員となられた企画主査

以上の職員を紹介させていただきます。 

――＜中島ＧＬ、松下企画主査、大久保ＳＬ，酒井ＳＬ自己紹介＞―― 

 

【開会・点呼】 

 

 

【委員長】定刻になりましたので、ただ今から、４月定例教育委員会を始めさせていた

だきます。 

  新緑が目にしみる時節となりました。新一年生が大きなランドセルを背にして、登

校班長の後を追いかけるのを手を振りながら見送る母親の姿に、人ごとながら目頭に

熱いものを感じています。 

皆さん方には、お元気で出席いただき、誠にご苦労様です。 

２、３日前、新聞に有名な自動車メーカーが、何年も前から、走行試験を全く行わ

ず、机上の計算のみで燃費データを改ざんしていたという記事が出ていたのはご承知

のことと思います。最近、やってはいけないことをやったり、してはいけないことを

したりするようなコンプライアンスの欠如、不在の指摘を受ける大手企業等や事件が

余りにも多いのには驚きます。 

今、学校は、新体制のもと、新学期が始まって、３週間程過ぎました。 

丁度、この頃は教育計画の総仕上げに向け、最も多忙な時と思います。老婆心なが

ら、一つ気になることがあります。それは、子どもの通学路です。 

最近、市街地を歩くと、工事中の看板などがよく目に付きます。家並みや生活道路

等が変わって、これまで安全と信じていた場所が、必ずしも安全だとは言い切れなく

なったように感じます。 

通学路については、実際に歩いて精査し、安全確認の上、登下校の指導が行われて

いることは十分承知していますが、仮にも通学路図は机上のものであったり、前年度

のコピーであったりするようなことは絶対にあってはならないことです。 

｢災いは忘れた頃にやってくる｣と言います。新年度のスタートに当たって、自分を

戒めているところです。 

   

【会議録署名人】 
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【委員長】本日の会議録署名人は、清水委員さん、妙願委員さんのお二人にお願いする

ことにします。 

 

【３月定例会の会議録の承認について】 

 

【委員長】それでは、２番目の３月定例教育委員会の会議録の承認について、議題とし

ます。事務局の説明をお願いします。 

【教育総務課課長補佐】３月の定例教育委員会の会議録について、説明します。 

��＜概要説明＞�� 

【委員長】今ほど説明がありましたが、３月定例会の会議録について、修正箇所があり

ましたら、お願いします。 

ありませんか。 

修正はないようですので、３月定例会の会議録を承認してもよろしいですか。 

��＜異議なし＞�� 

【委員長】では、３月定例教育委員会の会議録について、原案通り承認します。 

 

【委員長及び教育長の重要事項報告】 
 

【委員長】続きまして、３番目、委員長及び教育長の重要事項報告に入ります。 

私は、特に申し上げることはございません。 

【教育長】いよいよ平成２８年度がスタートしました。本年度は、学校再編の正念場の

年です。委員の皆さんには、臨時の教育委員会や総合教育会議を開催させていただい

て、説明し、協議いただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

【議 事】 

 

【委員長】では、４番目の議事に入ります。 

まず、議案第１５号 大野市文化会館整備基本構想策定委員会設置要綱案について、

議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

【教育総務課長】私から、議案第１５号について説明します。 

 ――＜議案第１５号説明＞―― 

【委員長】ただいま議案を説明いただきました。何か、質問等はありませんか。 

  本日この設置要綱が承認されると、委員を委嘱することになるのですね。 

【教育総務課長】市民公募委員は６月から７月にかけて公募し、審査を行って委員を決
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定します。 

【委員】文化会館在り方検討委員会の委員がそのまま、この基本構想策定委員になるの

ではないのですか。 

【教育総務課長】文化会館在り方検討委員会の委員の中から本委員会の委員にお願いす

る方もいますが、新たな方も委嘱する予定です。 

【委員長】よろしいですか。特に問題はありませんか。ご意見がなければ、議案第１５

号について採決してよろしいですか。 

――＜異議なし＞―― 

では、 議案第１５号 大野市文化会館整備基本構想策定委員会設置要綱案につい

て、承認してよろしいですか。 

――＜異議なし＞―― 

それでは、議案第１５号 大野市文化会館整備基本構想策定委員会設置要綱案につ 

いて、提案どおり承認することにします。 

次に、議案第１６号 大野市文化振興庁内検討会議設置要綱の一部を改正する要綱

案について、議題とします。事務局の説明をお願いします。 

【教育総務課長】議案第１６号について、説明します。新旧対照表で説明します。基本

構想策定委員会に諮る前に庁内で議論いただく検討会議の設置要綱の一部改正です。 

  ――＜議案第１６号説明＞―― 

【委員長】議案第１６号について、何か質問はありませんか。 

  特に質問はないようなので採決してよろしいですか。 

――＜異議なし＞―― 

議案第１６号について、承認してよろしいですか。 

――＜異議なし＞―― 

それでは、議案第１６号 大野市文化振興庁内検討会議設置要綱の一部を改正する 

要綱案について、提案どおり承認することにします。 

次に、議案第１７号 社会教育委員の選任について、議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

【生涯学習課長】議案第１７号について、説明します。 

  委員の任期が５月９日で満了となるため、教育委員会の承認をいただきたく提案す

るものです。 

  ――＜議案第１７号説明＞―― 

【委員長】この議案は、人事案件なので、ご質問のみお受けします。 

質問がなければ、議案第１７号 社会教育委員の選任について、承認してよろしい

ですか。 

――＜異議なし＞―― 
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それでは、議案第１７号 社会教育委員の選任について、提案どおり承認すること

にします。 

次に議案第１８号 大野市図書館協議会委員の選任について、議題とします。事務

局の説明をお願いします。 

【生涯学習課長】議案第１８号について、説明します。 

  委員の任期が４月３０日で満了となるため、教育委員会の承認をいただきたく提案

するものです。 

  ――＜議案第１８号説明＞―― 

【委員長】議案第１８号について、説明いただきましたが、何か質問はありませんか。 

【委員】「えほんや」というのは、どんな団体ですか。。 

【生涯学習課長】保育園で絵本の読み聞かせをしている団体で、図書館でも読み聞かせ

をしていると聞いています。 

他に意見がなければ、議案第１８号について、承認してよろしいですか。 

――＜異議なし＞―― 

それでは、議案第１８号 大野市図書館協議会委員の選任について、提案どおり承

認することにします。 

次に、議案第１９号 大野市青少年問題協議会委員の選任について議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

【生涯学習課長】議案第１９号について説明します。 

  大野市青少年問題協議会委員の人事異動等による退任により、後任の委員について、

承認をいただきたく提案するものです。 

  ――＜議案説明＞―― 

【委員長】議案第１９号について説明いただきましたが、質問はありませんか。 

【委員】大野市青少年問題協議会委員は全部で何人ですか。 

【生涯学習課長】１４名です。 

【委員長】１４名中、６人が代わられたということですね。他に質問がなければ、議案

第１９号について、承認してよろしいですか。 

――＜異議なし＞―― 

それでは、議案第１９号 大野市青少年問題協議会委員の選任について、提案どお

り承認することにします。 

次に、議案第２０号 本願清水イトヨの里運営協議会委員の選任について議題とし

ます。事務局の説明をお願いします。 

【文化財保護室長】議案第２０号について説明します。これは、辞任された委員の後任

について、承認をいただくものです。委員は全部で６名で、そのうちの１人が人事異

動により辞任されました。 
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【委員長】議案第２０号について説明いただきましたが、ご質問はありませんか。 

  特に問題はありませんかね。 

  では、議案第２０号について、承認してよろしいですか。 

――＜異議なし＞―― 

それでは、議案第２０号 本願清水イトヨの里運営協議会委員の選任について、提

案どおり承認することにします。 

これで議事は終了しました。 

次に、５番目の付議事項、一番目の５月の主な行事予定について、議題とします。

事務局の説明をお願いします。 

――＜課、室長 ５月行事予定説明＞――一 

【委員長】５月の行事予定について各課から説明がありましたが、質問や意見はありま

せんか。 

【委員】文化財保護室の１日と２９日の「学芸員と行く城下町大野」の事業は、学芸員

と一緒に旧田村家や旧内山家へ行くのですか。入館料はどうなるのですか。 

【文化財保護室長】大野城や近隣の旧内山家、旧田村家を回っていただきます。町なか

のところどころの史跡などについても学芸員が説明をします。 

  入館料は、まちなかパスポートを購入いただきます。このパスポートは、５００円

で博物館７館と本願清水イトヨの里の８館に入館できます。 

【委員】申込先は、どこですか。 

【文化財保護室長】文化財保護室、電話は、６５－５５９０です。 

【教育長】名水マラソン開催前日の陸上教室の申込人数は、どうなっていますか。 

【スポーツ振興室長】みんスポクラブの３０、４０人程度です。 

【委員長】５月定例教育委員会は、５月２５日という提案ですが、よろしいですか。 

――＜異議なし＞――  

では、５月の定例教育委員会は、５月２５日、水曜日、午後３時からとします。 

質問がなければ、６番目のその他の一番目、４月の業務報告について、事務局の説

明をお願いします。 

――＜課、室長 ４月の主な業務報告説明＞―― 

【委員長】４月の主な業務報告について、報告いただきましたが、質問等はありません

か。 

  それでは、その他の二番目、平成２８年度福井県市町教育委員会連絡協議会総会及

び研修会の開催について、説明をお願いします。 

【教育総務課長】お手元の資料２、平成２８年度の総会の開催案内が届きました。 

研修会以降は、どなたでも参加できますので、委員の皆さん方の出欠をお聞かせく

ださい。会場は、あわら市内です。 
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なお、送迎を予定しています。１２時１５分に委員長、教育長を、２時に研修会出

席される委員の方に公用車を準備します。 

帰りは、ご一緒に７時半にあわら市を出発し、大野市到着は９時ごろとなります。 

【委員】出席させていただきます。 

【委員長】では、次に、三番目の指定学校変更申請許可について、事務局の説明をお願

いします。 

【学校教育審議監】指定学校の変更の申請が２件ありました。特に問題はないようなの

で許可したことを、報告させていただきます。 

【委員長】このことについて、質問はありませんか。 

では、次、事務局職員（新任 SL、GL）紹介について、事務局の説明をお願いしま

す。 

【局長】先ほど、会議の前に新しいグループリーダ、サブリーダー等の紹介をさせてい

ただきました。また、お手元に各課、室等の座席表を配布させていただきましたので、

後ほどご覧いただきたいと思います。 

【委員長】これで、本日予定された事項について全て終了しましたが、事務局、他に何

かありますか。 

【局長】２月の定例会に大野市が文化庁に日本遺産の認定申請を行うと報告させていた

だきましたが、その結果、残念ながら認定されませんでした。 

  全国から６７件（うち福井県から３件）の認定申請があり、１９件が認定されまし

た。文化庁は、平成２７年度から平成３０年度まで、平成３２年度の東京オリンピッ

クに向けて１００件、１年間に２０件程度の日本遺産の認定を予定しています。 

  まだ、チャンスはあると考えており、引き続き申請していきたいと思っています。 

  二点目、今月１７日、土曜日の強風で、和泉地区の中竜にある体育館のトタンがめ

くれる被害がありました。来月の６月補正予算で対応する予定です。 

  三点目ですが、今年度から伝統文化伝承事業の認証を開始します。広報おおの６月

号に掲載し、募集を行います。 

【学校教育審議監】例年、校長会が主催している教育委員と語る会を７月１３日（水）

１４時３０分から１６時３０分まで、会場は結とぴあ３０３号室で予定していると連

絡があり、日程の調整をいただき、是非ご出席いただきたいということです。 

【生涯学習課長】結の故郷ふるさと教育推進計画の実践について、各家庭の見えるとこ

ろに貼っていただくよう啓発チラシを作成しました。 

  また、映画、山田洋次監督作品「母と暮らせば」を６月１２日日曜日に上映します。

チケットは、文化会館、めいりん、各公民館、教育総務課、ＶＩＯなどで購入できま

す。 

【委員長】では、委員の皆さんから、何かありますか。 
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【委員】小学校へ行ったら、子ども達が国旗をもらったと聞きました。こういった取り

組みもいいと思いますが、全員ではないので、保護者に希望調査を行ったのですか。 

【局長】国旗を掲げることを市民の皆さんにお願いしているところですが、平成２８年

度において、学校を通じて保護者の希望を取って、国旗をお渡ししました。担当は、

企画総務部総務課で、今年度一年限り事業です。 

  また、国旗を掲げる運動推進協議会主催で、子どもを通じて保護者にアンケート調

査を実施しました。その結果は、小学校で三分の一、中学校で二分の一の家庭で国旗

を持っていないということでした。 

【委員長】そのほかに、何かありませんか。 

なければ、以上で、４月定例教育委員会を終了します。どうもご苦労様でした。 

午後２時３８分終了 

 

 

 

                                

  

 

       平成２８年５月２５日 

 

 

                                    

 

（清水委員） 

 

                                    

 

（妙願意員） 


