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大野市教育委員会１０月定例会 

  平成２８年１０月２７日(木) 

午後３時～談話室  

 

 

 

 

１． 開 会 

会議録署名人    清水委員   山川委員   

        

２．選挙第１号 大野市教育委員会委員長の選挙について 

選挙第２号 大野市教育委員会委員長職務代理者の選挙について 

 

３．９月定例教育委員会の会議録の承認について 

 

４．委員長及び教育長の重要事項報告 

 

５ 議 事    

議案第２７号 大野市文化財保護審議会委員の選任について 

議案第２８号 大野市博物館運営協議会委員の選任について  

 

６ 付議事項                   

１）１１月の主な行事予定について                                        

   ・１１月定例教育委員会  １１月２４日（木）午後３時から 談話室                       

 

７ その他                                                  

１）大野市小中学校再編計画（案）説明会等について 

２）１０月の業務報告について 

３）市長と語る会について（11/22（火）） 

４）ふるさと学習交流会について 

５）指定学校の変更申請の許可について 

 

８．閉 会 
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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         關   園 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 

 

 

＜傍聴者＞                     ４名 
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【大野市教育理念の唱和】 

 

【開会・点呼】 

 

 

【委員長】ただ今から、１０月定例教育委員会を始めさせていただきます。 

私が８年間教育委員をやっているこの間、一度も傍聴がありませんでしたが、今日は、 

傍聴いただいて大変嬉しく思いますので、よろしくお願いします。 

日に日に朝晩の冷え込みが増して、紅葉の美しい道沿いには大野名産、里芋の臨時即 

売所が適当に並び始め、大野らしさの秋の風情を感じる頃となりました。皆さん方には、

お元気でご出席をいただき、誠にご苦労様でございます。 

ご承知のとおり、１０月１１日付けを持って關園子さんが妙願委員に代わって選任さ

れ、教育委員になられました。保護者代表としての立場のみならず、いろいろの面から

新風を吹き込んでくださいますよう願っています。 

私も今回図らずも再任となりました。その重責をひしひしと感じているところですが、

私達は、それぞれ限られた任期の中で、教育の専門家ではなく、地域住民、いわゆるレ

イマンコントロールとしての役割を十分に認識しながら教育行政に係ってまいりたい

と思います。 

今、事務局は１０月に入ってから毎晩のように学校再編の説明会に回っておられます。

そのご苦労に対して、本当に頭の下がる思いです。今日は、その他のところで若干説明

会等の報告をいただけるようです。 

私達は、今後とも、より良い教育環境づくりを目指し、一枚岩となって学校再編計画

に取り組んでまいりたいと考えていますので、よろしくお願いします。 

【局長】關委員さん、ご挨拶をお願いします。 

【關委員】關と申します。分からないところがありますが、一生懸命やっていきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

 

【選挙】 

 

【委員長】それでは、選挙第１号に入ります。事務局、お願いします。 

【局長】これからは、レジュメ記載のとおり、教育委員長の選挙に入りたいと思います。 

教育委員長の選挙については、現洞口委員長が委員長としての任期が満了となったた

め、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第１項の規定に基づき、次期委

員長の選挙をお願いするものです。任期は平成２９年１０月２５日までの 1 年間です。

本日選挙を行いたく、提案させていただきました。 
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選出に当たっては、大野市教育委員会会議規則第２条に、委員長及び職務代理者を選

挙する場合は、教育委員会の会議において、教育長を除いた委員から選挙することとさ

れ、その選挙方法については、「無記名投票」で行うという旨が規定されています。 

ただ、これまで慣例では、指名推薦の方法により選出いたしておりました。 

選出方法については、委員各位でお決めいただきたいと存じます。 

事務局は、ここで退出させていただきます。 

傍聴の方も退席をお願いします。 

  ――――― 局長ほか職員、傍聴者退室 ――――― 

 

＜再開＞ 事務局職員、傍聴者入室。 

【洞口委員】ただいま委員長と委員長職務代理者の選挙を行いました。その結果、私、

洞口が引き続き委員長を仰せつかりましたのでよろしくお願いします。また、委員長

職務代理者についても、引き続き清水委員にお願いすることとなりました。よろしく

お願いします。 

 

【会議録署名人】 

 

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

ことにします。 

 

【９月定例会の会議録等の承認について】 

 

【委員長】それでは、３番目の９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】９月の定例教育委員会の会議録について、説明します。 

��＜定例会会議録 概要説明＞�� 

【委員長】会議録は前もって送付いただいておりますので、皆さんの方で、修正箇所が

ありましたらお願いします。 

【委員長】修正がないようですので、９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、９月定例教育委員会及び臨時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】 
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【委員長】続きまして、４番目、委員長及び教育長の重要事項報告に入ります。 

私からは、特に申し上げることはございません。 

【教育長】ただ今の選挙で、洞口委員長、清水職務代理には引き続きご就任いただくこ

とになり、私達をしっかりお導き頂くようよろしくお願いします。 

学校再編計画(案)の説明会で感じたことをお話したいと思います。 

１０回の説明会では、「地域のことを考えて現状を残して欲しい」、「再編はやむを

得ないが進め方が納得いかない」、「もっと早く再編すべきだ」などいろんな意見が出

ました。参加者は中高年の方が多く、発言も大半がこのような方々でした。ＰＴＡの方

や小さいお子さんを持った保育園、幼稚園の保護者の方など引き続き若い方からのご意

見をいただきたいと思っています。 

【付議事項】 

 

【委員長】議事に入るところですが、個人情報に係る内容なので、議事は、最後にまわ

します。 

  次に、６番目の付議事項、一番目の１１月の主な行事予定について、事務局の説明

をお願いします。 

――＜各課、室長１１月行事予定説明＞――一 

【委員長】１１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。 

【教育長】越前大野城の早朝開館について、実績はどうなっていますか。 

【文化財保護室長】昨年の早朝の開館時間（午前６時から９時）中の実績は、３ヶ月で

８００人くらいでした。今月は、２４日までで２６６人となっています。 

【山川委員】昨年の早朝開館の時期は１０月から１２月まででしたが、今年は、どうな

りますか。 

【文化財保護室長】おととしから早朝開館を始め、１０月、１１月の２ヶ月でしたが、

昨年は降雪がなかったため、１２月３１日まで期間を延長しました。今年は、予定通

り１１月３０日で閉館として、改修をする予定です。 

【委員長】教育総務課の８日の先進地視察は、愛知県と岐阜県の２箇所行くのですか。 

【教育総務課長】はい、両方とも客席７００席程度で、大野市ともよく似た規模です。

日程的には厳しいですが、せっかくなので、２箇所を見せていただく計画としました。 

【委員長】スポーツ振興室の２１日、市長、議長表敬訪問となっていますが、大野ジュ

ニアから何人が来られるのですか。 

【スポーツ振興室長】４人です。 
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【關委員】スポーツ振興室の２５日の会議でジュニアアスリートに指定証を授与すると

言われましたが、強化指定されるのは何人ですか。 

【スポーツ振興室長】候補者として２１名、１０月いっぱいをかけて国体参加の意思を

確認中です。 

【委員長】１１月の定例会を１１月２４日、木曜日開催という提案ですが、いかがです

か。 

――＜異議なし＞――  

では、１１月の定例教育委員会は、１１月２４日、木曜日、午後３時からとします。 

よろしくお願いします。 

では、次、７番目のその他の一番目、大野市小中学校再編計画（案）説明会等につい

て事務局の説明をお願いします。 

【局長】資料に基づき説明させていただきます。市民等への１０回の説明会の参加者数

は８８７人でした。その後、要望のあった学校、保育園、幼稚園の保護者を対象とし

た説明会は３回開催し、参加者は１６３人。市職員研修会とあわせて説明会参加者の

合計は、１４５５人となっています。今後も６、７回の説明会を予定しています。 

説明会での内容の記録は現在取り纏め中ですが、主な意見については、資料として

配付しましたので、参考にしていただきたいと思います。 

【委員長】今の報告について、ご意見はありませんか。 

  説明会の感想はどうであったか。参加者の数について、納得した数であったのです

か。 

【局長】説明会の周知方法として、広報おおの、市ホームページへの掲載、学校、保育

園、幼稚園で説明会の日程を配布しました。しかし、結果として、参加者総数は多く

なく、説明会に参加された方の中に若い人が少なかったと思います。今後、このよう

な方々を対象として託児所を設置して説明をさせていただく予定です。また、いろん

な年齢層の方にも説明していきたいと思っています。 

【委員長】説明会に参加できなかった人がいると思いますし、また、要望があれば説明

会を開催すると思うが、期限をいつまでと考えているのですか。 

【局長】基本的には、パブコメを今月いっぱいとしていますが、１１月になっても要望

があれば、説明に回らせていただきたいと考えています。 

【委員長】なるべく市民の方々の要望に応えていただきたい。 

【清水委員】１１月１８日の予定が最後に書かれていますが、その後も要望を受け付け

るのですか。 

【局長】１０回の説明会を終え、今週末も予定が入っています。ある程度まとめた後、

教育委員会にご報告させていただきます。１１月になってもご理解いただけるよう、

しばらく説明に回らせていただきます。 
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【關委員】パブコメは、書こうと思ってもなかなか文面が思いつかないし、出しにくい

ものですね。 

【局長】ペーパーでも、ホームページからメールでも、いろんな形で提出いただけるよ

うにしています。現時点でのパブコメの提出状況は、公民館での受付分が届いており

ませんので、数は把握していません。 

【清水委員】陽明中学校の説明会はないのですか。 

【教育総務課長補佐】日程は決まっていませんが、保護者会より開催依頼を受けていま

す。 

【委員長】他にございませんか。 

  主な意見の中には賛成の意見は見当たらないようですね。 

【教育総務課長】数は少ないですが、６番の｢統合時期を早められないか｣と８番の｢再編

はやむを得ないが、進め方が悪い｣というのが、賛成に近いかなと思われる意見です。 

【委員長】私も説明会に出向きましたが、事務局はよく答えていらっしゃる。時々、答

えになっていないところもありましたが、努力されていると私は思っています。 

 では、他に質問はよろしいですか。 

 次に、１０月の業務報告について報告をお願いします。 

  ――＜各課、室長１０月業務報告＞―― 

【委員長】１０月の主な業務報告について、説明いただきました。終ってしまったこと

が多いのですが、何か質問はありませんか。 

  質問がないようですので、次に、三番目の市長と語る会について議題とします。事

務局、説明をお願いします。 

【教育総務課長】１１月２２日に市長と教育委員さんの語る会を行います。お手元に昨

年までのテーマの一覧表を参考として配付させていただいています。ちなみに昨年は、

「第五次大野市総合計画の総括と後期計画の展望」というテーマで市長にお話いただ

きました。 

【委員長】關委員さんは初めてでしょうが、楽しみにしていて下さい。テーマの希望は

ありますか。その前の年は、｢人口減少問題｣でしたね。 

  昨年は、後期に入ってすぐだったのですが、今年は、第五次大野市総合計画の中に

学校再編もあるので、その辺も含めて、「第五次大野市総合計画の展望」としてはど

うでしょう。 

【山川委員】再編計画（案）の説明会で出た主な意見を出して、聞いてみるのはどうで

しょう。 

【教育長】キャリングウォータープロジェクトとか第五次大野市基本計画について述べ

たいことを言っていただくというのはどうですか。説明会の意見については、市長に

毎回報告しておりますので、概ね理解はいただいていると思います。 
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【委員長】それでは、テーマは「後期基本計画について」とし、その中で特に言いたい

ところをお話いただくこととしましょう。 

  次に、四番目、ふるさと学習交流会について、事務局の説明をお願いします。 

【学校教育審議監】お手元にふるさと学習交流会の案内状があると思いますが、１１月

３０日に文化会館において開催します。今年は、有終南、小山、下庄、富田、和泉小

学校の３、４年生、合計３２３人がふるさとについて学習したことを発表します。１

０の小学校が２つのグループに分かれて、隔年で発表することとなります。なお、希

望によって保護者や地域の方々で参加を希望される方には、参加いただくようにして

います。 

  委員の皆さんには、時間の許す限りご参加いただければうれしく思います。 

【委員長】是非、参加いただける方はご参加ください。 

続いて五番目、指定学校の変更許可について、事務局の説明をお願いします。 

個人情報を含む内容なので、傍聴の方、退席をお願いします。 

＜傍聴者退席＞ 

【学校教育審議監】指定学校の変更の申請が３件ありました。 

――＜変更内容等 説明＞―― 

特に問題はないということで許可したことを、報告させていただきます。 

 

【議 事】 

 

【委員長】では、５番目に戻って、議事に入ります。 

まず、議案第２７号 大野市文化財保護審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 説明＞――一 

【委員長】ただいま議案を説明いただきました。人事案件ですので、意見を差し控え、分か

らないところがありましたら、ご質問のみお願いします。  

  ありませんか。特にないようなので、議案第２７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２７号 大野市文化財保護審議会委員の選任について、承認してよろし

いですか。  

――＜異議なし＞――  

【委員長】それでは、議案第２７号 大野市文化財保護審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。  

では、次に、議案第２８号 大野市博物館運営協議会委員の選任について、議題とし

ます。 
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事務局の説明をお願いします。 

――＜文化財保護室長 議案説明＞――一 

【委員長】ただいま議案を説明いただきました。この議案も人事案件ですので、、ご質問の

みお願いします。  

  いずれも再任ですね。意見がないようなので議案第２８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２８号 大野市博物館運営協議会委員の選任について、承認してよろし

いですか。  

――＜異議なし＞――  

【委員長】それでは、議案第２８号 大野市博物館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。 

【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

かありませんか。 

【教育総務課長】例年開催している、市長と語る会の日程は、１１月２１日（月）、２

２日（火）どちらかの４時過ぎで調整をしています。ご都合はいかかですか。 

  特に、希望がなければ、２２日（火）４時からということで、進めさせていただき

ます。 

【委員長】よろしいですか。質問がなければ、以上で、１０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４時５０分終了 

 

 

  

 

       平成２８年１１月２４日 

 

 

                                    

 

（清水委員） 

 

                                    

 

（山川委員） 


