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大野市教育委員会３月定例会 

平成２９年３月３０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  

 

２．１月、２月臨時教育委員会及び２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 ９号 平成２９年度大野市教育方針案について 

  議案第１０号 大野市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則案 

議案第１１号 大野市結の故郷奨学金基金管理規則の一部を改正する規則案 

議案第１２号 大野市放課後子ども教室推進事業実施要綱の一部を改正する要綱案 

  議案第１３号 大野市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程案 

  議案第１４号 大野市上庄幼稚園運営規程等の一部を改正する規程案 

 

５ 付議事項 

１）３月市議会について                    資料１ 

２）４月の行事予定について                  資料 2－１ 

   ・４月定例教育委員会  ４月２７日（木）午後３時から 談話室 

 

６ その他 

１）平成２９・３０年度大野市明るい選挙推進協議会委員の推薦について資料 3 

２）３月の業務報告について                  資料 2－２ 

３）指定学校の変更申請の許可について 

４）市Ｐ連への回答について                   資料４ 

５）文化会館について                      資料５ 

６）平成２９年度市職員及び教職員人事異動について        資料６ 

７）子ども子育て支援法に基づく幼稚園業務の一部移管について 

８）新任校長、教頭、転任校長辞令交付式（４/３ ＡＭ８：00～）について 

９）結の故郷ふるさと教育推進計画平成２８年度事業実績報告    資料７ 

10）平成２８年度学校評価書について               資料８ 

７ 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(欠席) 

 

              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） 教育総務課長補佐       山 田 靖 子 

 

 

 

 

＜傍聴者＞                    ６ 名 
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【開会・点呼】 

 

【委員長】先ほどの教職員感謝状贈呈式に引き続きまして、ただ今から３月定例教育委

員会を始めさせていただきます。 

  皆さん方には、お元気でご出席いただき誠にご苦労様でございます。 

  本日の会議には６人の傍聴申出がありましたので、許可しています。 

昔から３月は別れと出会いの月と申します。教職員の異動、市役所の人事も終わり

ました。事務局の木戸口課長さんの退職は信じがたいような気持ちですが、課長さん

にはこれまで事務局の仕事をはじめ、私達教育委員の研修計画などについても、いろ

いろと提案くださって貴重な勉強をさせていただき、本当にありがとうございました。 

特に、この度の小中学校再編計画の作成に当たっては、説明会など大変なご苦労を

いただき、総合教育会議や教育委員会を経てまとめ、決定しましたが、この３月議会

で計画見直しを求める請願が採択され一転、誠に残念な結果となりました。木戸口課

長さんの胸中は私達以上に複雑な思いがあろうかと察しますが、これから私達は民意

を重く受け止めながら時間をかけて再編に取り組んでまいりたいと考えています。 

木戸口課長には、これから健康に十分気を付けられて、第二の人生を幸せにお暮ら

しいただきたいと思います。 

なお、山田課長補佐そして砂子室長には、職務内容や部署が変わりますが、今後と

もよろしくお願い申し上げます。 

 

【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と山川委員さんのお二人にお願いします。 

 

【２月定例教育委員会等の会議録の承認について】 

 

【委員長】それでは、２番目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】１月、２月臨時教育委員会及び２月定例教育委員会の会議録に

ついて、説明します。 

――＜会議録 概要説明＞―― 

【委員長】ただ今、3 件の教育委員会の会議録の説明をいただきましたが、委員の皆さ

んには前もって送付いただいていますので、修正箇所がありましたら、お願いします。 

【山川委員】特にありません。 
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【委員長】修正はないということなので、１月の第５回臨時教育委員会、２月臨時教育

委員会、そして２月定例教育委員会の会議録について承認してもよろしいですか。 

――＜異議なし＞―― 

【委員長】では、１月の第５回臨時教育委員会、２月臨時教育委員会、そして２月定例

教育委員会の３件の会議録について、提案どおり承認することとします。 

 

【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。 

私の方からは、特に申し上げることはございません。教育長さんお願いします。 

【教育長】私から、一言お礼とお願いを申し上げます。３月市議会の内容につきまして

は、後ほど局長よりご報告いたします。 

さて、本日、本年度最後の教育委員会となりました。關委員をお迎えして数多くの

議題をご審議いただきましたが、何と申しましても、今年は小中学校再編計画に尽き

ると思います。 

総合教育会議での協議、調整を経て１月に計画を策定することができました。 

ただ、残念なことに再編予算が否決され、１２月市議会とは反対の陳情も採択され、

今後これらを踏まえながら議論していかなければいけないと考えています。 

【局長】本日、關委員さんより欠席の連絡を受けておりますので、報告します。 

 

【議 事】 

 

【委員長】では、４番目、議事に入ります。 

議案第９号 平成２９年度大野市教育方針について、議題とします。事務局の説明を

お願いします。 

【局長】議案第９号 平成２９年度大野市教育方針について、課、室ごとに説明します。

２月の定例会で概略説明をしていますので、修正部分のみ説明させていただきます。 

――＜課、室長、資料１説明＞―― 

【委員長】このことについて、修正点を説明いただきましたが、再度、ご質問、ご意見

などはありませんか。 

【教育長】「大野市教育方針」の左側の「基本施策と重点施策」の三つの基本施策のう

ち｢活力あふれるスポーツ社会の実現｣の「現」という文字が消えているので直して下

さい。また、縦書き２列の表記の仕方はこれでいいのですか。 

【教育総務課長】｢現｣については、修正します。また、２列の表記については、右から

左に進める、この書き方で良いと思います。 



 

5 

【委員長】ほかに何か質問等はありませんか。 

  なければ、採決してよろしいですか。 

――＜異議なし＞―― 

では、 議案第９号 平成２９年度大野市教育方針について、事務局の提案通り承

認してよろしいですか。 

――＜異議なし＞―― 

議案第９号 平成２９年度大野市教育方針について、提案の通り承認することにし

ます。 

次に、議案第１０号 大野市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則案に

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１０号について説明します。これは、大野市の機構改革に伴い

教育委員会組織規則の一部を改正するものです。 

――＜課長、議案第１０号説明＞―― 

【委員長】今ほど説明いただきましたが、ご質問やご意見はありませんか。 

 ご質問等はないようなので、採決してよろしいですか。 

――＜異議なし＞―― 

では、議案第１０号 大野市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則案に

ついて、事務局の提案通り承認してよろしいですか。 

――＜異議なし＞―― 

議案第１０号 大野市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則案につい

て、提案の通り承認することにします。 

続いて、議案第１１号 大野市結の故郷奨学金基金管理規則の一部を改正する規則

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１１号について説明します。 

議案第１１号も機構改革に伴う結の故郷奨学金基金管理規則の一部を改正するもの

です。 

――＜課長、議案第１１号説明＞―― 

【委員長】説明いただいた中で、何かご質問やご意見はありませんか。 

  特に問題はございませんね。では、採決してよろしいですか。 

――＜異議なし＞―― 

では、議案第１１号 大野市結の故郷奨学金基金管理規則の一部を改正する規則案

について、事務局の提案通り承認してよろしいですか。 

――＜異議なし＞―― 

議案第１１号 大野市結の故郷奨学金基金管理規則の一部を改正する規則案につ

いて、提案通り承認することにします。 



 

6 

続いて、議案第１２号 大野市放課後子ども教室推進事業実施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。 

【生涯学習課長】議案第１２号について説明します。これは、放課後子ども教室の閉館

時間を５時３０分から６時までに３０分延長することに伴う改正です。 

――＜課長、議案第１２号説明＞―― 

【委員長】説明をいただきましたが、ご質問やご意見はありませんか。 

【山川委員】安全管理員は教育委員会が委嘱するのですか。 

【生涯学習課長】これまでは、教育委員会が委嘱していましたが、シルバー人材センタ

ーに委託することになったので｢安全管理員を置く｣と改正させていただきます。 

【山川委員】事故が起きた時の責任の所在は、どうなっているのですか。 

【生涯学習課長】放課後子ども教室事業は、損害賠償保険に加入しています。委託先の

シルバー人材センターでも保険に加入しています。 

【委員長】他にご質問等はないですか。採決してよろしいですか。 

――＜異議なし＞―― 

では、議案第１２号 大野市放課後子ども教室推進事業実施要綱の一部を改正する

要綱案について、事務局の提案通り承認してよろしいですか。 

――＜異議なし＞―― 

議案第１２号 大野市放課後子ども教室推進事業実施要綱の一部を改正する要綱

案について、提案の通り承認することにします。 

続いて、議案第１３号 大野市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程案に

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１３号について説明します。これは、議案第１０号、第１１号

と同様に市の機構改革に伴い、所要の改正をするものです。 

――＜課長、議案第１３号説明＞―― 

【委員長】議案第１３号を説明いただきました。非常に専門的で分かりづらいですが、

何かご質問やご意見はありませんか。 

  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＞―― 

では、議案第１３号 大野市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程案につ

いて、事務局の提案通り承認してよろしいですか。 

――＜異議なし＞―― 

議案第１３号 大野市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程案について、

提案の通り承認することにします。 

最後に、議案第１４号 大野市上庄幼稚園運営規程等の一部を改正する規程案につ

いて、議題とします。事務局の説明をお願いします。 
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【教育総務課長】議案第１４号について説明します。これは、上庄幼稚園、富田幼稚園、

阪谷幼稚園の一時預かり保育料等を変更するものです。 

――＜課長、議案第１４号説明＞―― 

【委員長】議案第１４号を説明いただきました。各幼稚園の保護者には説明をしている

ということですので、採決してよろしいですか。 

――＜異議なし＞―― 

では、議案第１４号 大野市上庄幼稚園運営規程等の一部を改正する規程案につい

て、事務局の提案通り承認してよろしいですか。 

――＜異議なし＞―― 

議案第１４号 大野市上庄幼稚園運営規程等の一部を改正する規程案について、提

案の通り承認することにします。 

これで、議事は終了します。 

 

【付議事項】 

 

【委員長】それでは、次に付議事項に入ります。 

付議事項の一番目、３月市議会について、議題とします。事務局の説明をお願いし

ます。 

【局長】３月市議会の内容について、報告させていただきます。 

  ――＜局長、資料１説明＞―― 

【委員長】特に質問や意見はありませんか。 

【清水委員】学校再編は、これからどういうふうに進めていくのですか。 

【局長】委員長のごあいさつ、教育長からの重要事項報告にもありましたが、再編計画

の基本構想策定にかかる新年度予算が、３月の市議会で修正案の中で減額する予算案

が採択されました。この計画は最良の計画と考えています。これまで作っていただい

て最良だと思っていますので、今後については、何回かの教育委員会の中で、協議さ

せていただきたいと考えています。 

【委員長】民意を重く受け止めて慎重に進めていく必要がある。どう進めるか協議して

まいりたいと考えています。 

  次に、４月の行事予定について、議題とします。それぞれ説明をお願いします。 

――＜課、室長４月行事予定説明＞――一 

【委員長】各課の４月の行事予定について主なものを説明いただきましたが、質問や意

見はありませんか。 

教育総務課から４月の定例会を４月２７日という提案ですが、よろしいですか。 

―＜異議なし＞――  
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では、次回、４月の定例教育委員会を、４月２７日、木曜日、午後３時から、この

会議室でお願いします。 

４月の行事予定について、何か質問はありませんか。。 

質問等がないようなので、これで付議事項を終わります。 

続いて、その他に入ります。最初に平成２９・３０年度大野市明るい選挙推進協議

会委員の推薦について、事務局の説明をお願いします。 

【教育総務課長】資料３をご覧下さい。 

  ――＜課長、資料３説明＞―― 

【委員長】委員１名の推薦ということですが、いかがですか。 

【清水委員】今年まで２年間、妙願委員さんが委員となっていまして、それ以前は私が

していました。本日お休みですが、關委員さんにお願いできないでしょうか。 

【教育総務課長】それでは、事務局で關委員さんに確認させていただきます。了解いた

だければ、そのように報告したいと思います。 

【委員長】それでは、よろしくお願いします。 

次に二番目、３月の業務報告について、各課等の説明をお願いします。 

――＜課、室長３月業務報告＞―― 

【委員長】３月の業務報告について各課から報告がありました。何か質問等はありませ

んか。 

【教育長】３月９日にいじめ問題対策連絡協議会が開催されたことに関係して、少しい

じめ防止対策について触れさせていただきたいと思います。 

  現在、いじめ問題について充実した取り組みを進め、新たに２４時間体制で、メー

ルによる相談を受け付けたり、臨床心理士による相談活動の日数を増やしたりして取

り組んでおります。先般、県内で中学校で飛び降り自殺がありました。いじめについ

ては、学校も含めて危機感を持ってしっかりとした対策をたてないといけないと考え

ています。 

【文化財保護室長】越前大野城の入込状況ですが、１８日から２１日までの３日間で、

１５７１人の入館者がありました。その結果、平成２８年度の入館者数は、最終的に

７万人を超えそうです。 

【スポーツ振興室長】本市の広瀬さん、中山さん等をメンバーとする福井商業高校の

JETS が、アメリカで開催された全米チアダンス選手権で５連覇を達成しました。ま

た、有終南小学校の久保乃愛さんが JOC 全国ジュニアスキー競技会兼２０１７全日

本ジュニアスキー選手権大会のＫ１女子スーパー大回転競技の２０位に入りました。 

【清水委員】名水マラソン大会の参加申込の締切は、いつですか。 

【スポーツ振興室長】一般は、４月１８日締切りですが、小中学生の締切りは４月２０

日としています。 
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【委員長】他にありませんか。 

では次、三番目、指定学校の変更申請の許可についてですが、個人情報が含まれま

すので、非公開としてよろしいですか。 

―＜異議なし＞―― 

それでは、この議題は最後に回して、四番目、市Ｐ連への回答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】２月の定例会でもお話ししましたが、２月１６日に大野市 PTA 連合

会より回答を求められていた件について、委員の皆さんからお聞きしましたご意見を

集約して、委員長さんの了解を得てこのように回答させていただきましたので、ご報

告させていただきます。 

―＜回答を読み上げ、報告＞―― 

【委員長】よろしいですか。 

次に五番目、文化会館について、事務局の説明をお願いします。 

【教育総務課長】文化会館の進捗状況を報告します。資料５をご覧下さい。 

  ―＜課長、資料５説明＞―― 

【委員長】このことについて、質問はありませんか。 

  なければ、続いて六番目、平成２９年度市職員及び教職員人事異動について、事務

局の説明を求めます。 

【教育総務課長】資料６をご覧下さい。 

  ―＜課長、資料６ 市職員の人事報告＞―― 

  ―＜学校教育審議監、資料６教職員の人事報告＞―― 

【委員長】七番目、子ども子育て支援法に基づく幼稚園業務の一部移管について、事務

局の説明をお願いします。 

【教育総務課長】平成２７年４月１日の子ども子育て支援法により、私立幼稚園と公立

幼稚園にかかる事務を効率的に行う必要があるため、４月より一部の業務を福祉こど

も課へ移管いたしましたので、お知らせします。 

【委員長】何か質問等はありませんか。 

では次に、八番目、新任校長、教頭、転任校長辞令交付式について、説明をお願い

します。 

【学校教育審議監】新任校長、教頭、転任校長の辞令交付式を４月３日、午前８時から

大会議室において行いますので、できれば委員の方々のご出席をお願いします。 

【委員長】よろしくお願いします。 

続いて九番目、結の故郷ふるさと教育推進計画平成２８年度事業実績報告について、

事務局の説明をお願いします。 
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【生涯学習課長】平成２８年に策定しました結の故郷ふるさと教育推進計画について、

実績をまとめ、配付させていただきました。 

【委員長】報告書にまとめられたということなので、質問等あれば、担当課に直接お願

いします。 

次に、十番目、平成２８年度学校評価書について、事務局の説明をお願いします。 

【学校教育審議監】学校評価書１４校分をお手元に配付いたしました。 

職員の自己評価、保護者のアンケート、これを教育委員会へ提出することが義務付

けられています。また、家庭地域学校協議会の委員からアドバイス、提案いただく｢学

校関係者評価｣、これについては、努力義務ですが、ほとんどの学校から報告されて

います。 

  学校評価の取り組みは１０年近くになりますが、きめ細かい評価、前年、前々年と

比較して客観的に見ようとされており、開かれた学校、経営の方向性が安定し、継続

していることが分析できると思いますので、ご覧いただき、そして、学校訪問の際に

ご活用いただきたいと思います。感想、ご意見をいただければと思います。 

【委員長】学校評価書について、何かご質問等はありませんか。 

なければ、次の指定学校の変更申請の許可については、非公開とさせていただきま

すので、傍聴者の退席をお願いします。 

《傍聴者退席》 

【委員長】では、指定学校の変更申請の許可について議題とします。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。申請について検討した結

果妥当と判断し認めておりますので、報告させていただきます。 

――＜審議監 指定学校の申請内容について説明＞― 

【委員長】ただいま報告がありましたが、よろしいでしょうか。 

――＜異議なし＞― 

【委員長】この他に事務局、何かありますか。 

他に案件がなければ、本日の定例会はこれで終わります。大変ご苦労さまでした。 

 

午後５時１０分終了 

       平成２９年４月２７日 

 
 
                                    
 

（清水委員） 
 
                                    
 

（山川委員） 


