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大野市教育委員会８月定例会 

 

  平成２９年８月２４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   

 

２．７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 

  なし 

 

５．付議事項 

１）９月補正予算要求について                 資料１ 

２）９月の行事予定について                  資料２－１ 

・９月定例教育委員会  ９月２８日（木）午後３時から 談話室 

 

６．その他  

１）大野市小中学校の再編にかかる要望について         資料３ 

２）８月の業務報告について                  資料２－２ 

３）教育委員の学校訪問について                 

 ４）連合音楽会について 

 ５）アジア国際子ども映画祭について 

 

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 

 

              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         山 田 靖 子 

 

              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  多 田 直 人 

 

        （書 記） 教育総務課課長補佐      安 井 妙 子 

 

 

 

 

＜傍聴者＞                    ３ 名 
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【開会・点呼】 

 

【委員長】定刻となりましたので、ただ今から８月定例教育委員会を始めさせていただ

きます。 

  本日の傍聴者３名の方を許可をしていますので報告します。 

 

  ――＜大野市教育理念の唱和＞―― 

 

【委員長】今年は、１０年ぶりに遅い梅雨入りとの気象庁の発表でしたが、そのせいか

８月に入ってもまだ雨の日が多く、「秋野菜づくりの仕事が遅れる」とお百姓さん達

がこぼしているようですが、皆さん方にはお元気で出席いただき誠にご苦労様です。 

  長い夏休みも余すところ１週間となりました。休業に入る時は、とにかく安全な生

活をと願っていたとおり、今のところ心配するような情報は全く無く、ほっとしてお

ります。 

  今、子ども達は小学校では連体の練習に、中学校ではクラブ活動にと相変わらず元

気に活動しているようで、大変有難いと思っています。昔から子どもの事故は長期休

業の終わるころに、不登校やいじめは休み明けにとよく言われて参りました。しかし

大野市においてはそうした事例を永く見ず、本当に有難いことだと思っています。 

  これすべて、教育委員会事務局をはじめ、関係者の皆様のご指導のお陰と心から厚

くお礼を申し上げますと共に、こうした人命に関しての尊い記録は、この先ずっと永

く続くよう祈りたいものでございます。 

   

 

【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。 

 

【７月定例教育委員会の会議録の承認について】 

 

【委員長】次に、７月の定例教育委員会の会議録の承認について、事務局の説明をお願

いします。 

  ――＜教育総務課課長補佐 概要説明＞―― 

【委員長】７月の定例教育委員会の会議録につきましては、ただ今、説明のあったとお

りです。委員の皆さん、何か修正等はありますか。 

  ――＜沈黙＞―― 
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【委員長】特に修正点がないということですので、７月の定例教育委員会の会議録につ

きましては、事務局の説明のとおり承認してよろしいですか。 

  ――＜異議なし＞―― 

【委員長】では、７月定例教育委員会の会議録については、このとおり承認したいと思

います。 

 

【委員長及び教育長の重要事項報告】 

 

【委員長】次に３番目、委員長及び教育長の重要事項報告についてですが、私の方から

は特に報告はありませんが、教育長から何かありますか。 

【教育長】私からは、重要事項報告として小中学校再編に関する要望書が２件提出され

ておりますので、ご報告をいたします。 

  まず乾側地区から、乾側地区の小中学校校区再編についての要望書が提出されてお

ります。提出者は乾側地区小学生以下の保護者代表者、乾側地区区長会会長の連名で、

宛先は大野市教育委員会教育長となっており、提出日は平成２９年７月２９日です。 

  次に富田地区から富田地区の小中学校に関する要望書が提出されております。提出

者は富田地区区長会会長で、宛先は同じく大野市教育委員会教育長となっており、提

出日は平成２９年８月１４日です。 

  ２件の詳しい内容については、後程、局長より報告いたしますので、よろしくお願

いします。 

【委員長】ありがとうございました。 

 

【付議事項】 

 

【委員長】それでは、本日は議事は無いということですので、続きまして５番目の付議

事項に入ります。 

  付議事項 １）９月補正予算要求について、事務局、説明をお願いします。 

  ――＜局長説明＞―― 

【委員長】ただ今、平成２９年度大野市一般会計補正予算（第３号）案について説明が

ありました。これは今度の９月定例市議会で諮られるということで、今回はこのよう

に要求するということですが、何か質問等はございますか。 

【清水委員】いじめネットパトロールはどこの所属でやっておられる事業ですか。 

【教育総務課長】青少年教育センターでいじめネットパトロールをやっておりまして、

この予算は、そこに配属されている臨時職員の手当です。 

【委員長】橋本家の仮の屋根と説明がありましたけれども、どのような屋根ですか。 
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【局長】今はブルーシートで応急処置をしています。詳しいことは分からないので申し

訳ないですが、ベニヤのようなもので冬を越すためのきちんとした屋根を想定してい

まして、その工事を前倒ししてやりたいと思います。 

  併せて耐震診断も前倒しでやりたいということで、今回の議会に提案させていただ

きます。 

【委員長】ほかに何か。 

  ――＜沈黙＞―― 

【委員長】では、ほかに質問はないということで、平成２９年度大野市一般会計補正予

算についてはこれで終わります。 

  続きまして、９月の行事予定について、よろしくお願いします。 

 ――＜各課室長説明＞―― 

【委員長】ありがとうございました。ただ今、９月の行事予定が報告されましたが、何

か質問はありませんか。 

  教育総務課から出ております９月定例教育委員会は９月２８日（木）１５時からで

よろしいですか。 

――＜異義なし＞―― 

【委員長】それでは、９月の定例教育委員会は９月２８日（木）１５時からといたしま

す。 

  その他、何か質問などはございませんか。 

【教育長】昭和の映画スターのチラシを見ますと、主催は大野市教育委員会生涯学習課

となっているのに、結のマークも教育理念も無いのが残念です。これからこういうポ

スターを作る時には、十分検討してください。 

【委員長】小学校連合体育大会の案内は、皆さんに届いていますか。 

【清水委員】はい、届いています。５日の８時３０分からですね。 

【教育長】お願いします。 

【委員長】特に質問なしということで、９月の行事予定についてはこれで終わります。 

 

【その他】 

 

【委員長】次に６番に入ります。その他１）大野市小中学校の再編にかかる要望につい

て、事務局説明をお願いします。 

  ――＜局長説明＞―― 

【委員長】ただ今、事務局の方から２地区の学校再編に関する要望書ということで、内

容を説明していただきました。これについて、今後の取り扱いをどのように考えてい

ますか。 
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【局長】今ほど、２件の要望について内容をご紹介しましたが、要望書については、そ

れぞれの方々から市長宛、また大野市議会の議長宛に提出されているとお伺いしてい

ますので、関係機関の対応について状況を把握しながら、また皆さんにご報告させて

いただきますので、今日はこういうご要望をいただいたということをご紹介をさせて

いただきます。 

【委員長】ただ今のご説明のとおり、今日はこういう要望書が届いているという説明だ

けということで、特に皆様方に意見をいただくという時間は設けていませんので、内

容をじっくりと把握していただきまして、これに関する協議は今後あるということで

ご理解いただきたいと思いますが、よろしいですか。 

【山川委員】富田地区からの要望書の中段くらいに「また、富田小学校に関しては・・・

近隣小学校との再編等早急な対応が必要と思われます。」とありますが、近隣小学校

とは阪谷小学校のことを言っているのですか。 

【局長】内容についても、詳しくお聞きしていないこともございまして、把握しており

ません。申し訳ありません。 

【山川委員】阪谷小学校を指しているのなら、阪谷地区の方とちゃんと話をしてあるの

かどうかですね。 

【局長】阪谷地区につきましては、昨年１２月、大野市、市議会と教育委員会にそれぞ

れ陳情がありました。そういう意味で、どこを指しているのかはちょっと把握してお

りません。 

【山川委員】提出した方に、一度確認してください。 

【局長】はい。確認させていただきたいと思います。 

【委員長】現在のところ、阪谷地区、乾側地区、富田地区の３地区と区長会連合会から

の要望書が出てきているということですね。現在はそういう状況にあるという説明に

とどめさせていただきます。また次回、皆さんからのご意見を伺うことがあると思い

ますので、よろしくお願いします。それではこの件に関しては、これで終わります。 

  次、２）８月の業務報告について、課長の説明をよろしくお願いします。 

  ――＜各課室長説明＞―― 

【委員長】ありがとうございます。各課の説明は終わりました。何か質問はありません

か。 

【教育長】把握していなくて申し訳ないのですが、文化財保護室で高志高校夏季野外実

習に講師派遣というのがありますね。それから裏面には金沢大学の上半原での手取層

群調査同行、これは１泊２日ですね。それから駒場東邦中学校・高校に和泉地区でこ

れも１泊２日、これまであまりなかったと思うのですが、こういう中学、高校、大学

等々から発掘に来られるのは、初めてですか。 

【文化財保護室長】高志高校は一昨年に開成高校と合同で１泊２日で実施しましたが、
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２日かけてというのは、金沢大学などは初めてですし駒場東邦中学も初めてです。 

  駒場東邦中学校はいろいろな所へ行っているようで、去年は北海道へアンモナイト

を見に行かれたということで、余りにも化石のサイズが違うということもありまして、

あまり積極的ではないのかと思っていましたが、引率の先生が専門的な方で真剣に活

動していただいております。 

  夏休みですので、大野市で開催する２日間の研修が、少し見られるようになったよ

うに思います。 

【教育長】「こういう学校が発掘体験に来ている」と、報道機関に投げ込みなどをして

大野市の知名度を上げていただきたい。１泊２日で来ていただければ、経済効果も伴

いますので、このように大学・高校・中学校誘致については、是非とも活発にしてい

かないといけないなと、これを見ながら感じたところです。 

【清水委員】中学校の生徒さんは、何人ぐらい来られたのですか。 

【文化財保護室長】中学と高校の両方から来られまして、人数ははっきり覚えていない

のですが、バスを１台仕立てて来ておられます。 

【委員長】ここに記載されているのは、文化財保護室が把握しているものだけですね。 

【文化財保護室長】はい、ここに掲載しましたのは、本室へ引率の依頼があったものだ

けです。発掘に入る際は申請書が出ていますので、大学生などが個人で入っている場

合は、申請書で把握しています。 

【委員長】このほかにも、新潟大学などから毎年たくさん来ていると思います。 

【教育長】和泉支所が関わって、ＮＰＯなどの助けを得ながらということですね。 

【文化財保護室長】新潟大学は主にフィールドワークをしていますので、人の助けを借

りずに入るというのが、指導教官のモットーですので、自分たちで調査に来られます。

ほかの大学ですと、そういったことが出来る学生さんだけが、個人で入るようなとこ

ろがあります。 

【教育長】和泉支所や生涯学習課、文化財保護室が一緒に、例えば１年間にどういう中

学、高校、大学が入ってきたのか、実績を一覧にして、「今年も来てください」とそ

の時期になったらＰＲ冊子などを送ったり、メールを送ったりしながら、繋げ、広げ

ていくということをしていかないといけないなと思います。 

【委員長】特に今年は化石発掘体験館がオープンしますね。あれは何日でしたか。 

【文化財保護室長】紅葉まつりに合わせる方向で、和泉支所の方で進めていると伺って

います。 

【委員長】それが開館すると、そういった実績把握が非常に大事になってくると思いま

すので、是非とも教育長が言われたようにしていただくとありがたいと思います。 

【清水委員】生涯学習課の結の故郷・ふるさと芸能発表会が、今年は８時４５分からと

いうことで、去年より早くなったと思いますが、これはなぜですか。後半の９時３０



 

8 

分か１０時くらいになると結構人が出てきました。お盆の時期ですし、朝はいろいろ

と忙しいので、ちょっと早すぎるのではないかと思ったのですが。 

【生涯学習課長】昨年から時間を早め、今年更に早くしました。 

  実は、小学生のふるさと芸能発表会の後に、教育総務課の中学生みこしダンスパフ

ォーマンスがありまして、それを含めて午前中に終わるように日程を組んでいます。 

  確かに委員がおっしゃるように、朝からだんだんと増えて終盤にはちょうど饅頭ま

きの前のタイミングになりますので、本当にたくさんの人になりますが、一番最初は

若干少ないかなとは感じます。 

  今年初めて８時４５分にしましたが、中学生との関係もありますので、今後もしば

らくこの時間でいくと思います。。 

【清水委員】９時からでも良いかなと思うんですけども。 

【学校教育審議監】今ほど課長から、ふるさと芸能発表会と中学校みこしパフォーマン

スとセットだという話でしたけれども、その間に饅頭まきも入ります。 

  中学校みこしダンスパフォーマンスで例年問題になるのは、やはり暑さ対策です。

以前は午後にしていたのですが、天候によって熱中症の心配もありますし、会場の路

面も相当熱くなります。手を突いたり地面に伏せるような振りもありますので、消防

で散水してもらうんですが、すぐに乾いてしまいます。それで学校の方から午前中に

してもらえないかということがありました。 

  また、１４日の大野はお墓参りを一家揃ってするような土地柄ですが、午後にする

と遠方の中学生は家へ帰ると夕方遅くになります。特に和泉地区などが夕方遅くなる

ということでした。 

  その２点から午前中にしてほしいという強い要望がありまして午前中にしたのです

が、今度はある程度前へ詰めていかないとなりません。仮に１２時に終わったのでは

各学校に生徒を戻し、また和泉地区などより遠方へ帰るとなると午後１時半を過ぎて

しまうことになるため、やむを得ず中学生の方から逆算していくと小学校のふるさと

芸能発表会の開始時間を８時４５分にしていただかなければならない、そういうスケ

ジュールになってしまいました。 

  これ以上早まることはないと思いますので、皆さん方にはお盆の１４日の慌ただし

い日ですが、ご理解いただきたいと思います。 

【清水委員】ふるさと芸能発表会で今年、司会者が有終東小学校のしぐさ踊りを下庄小

学校と言っていましたね。 

【教育長】発表した学校は東小学校になりますが、しぐさ踊りは地区でいうと菖蒲池で

下庄地区になります。 

【清水委員】有終東小学校って言ってあげないと、有終東小学校の子どもたちがせっか

く練習してきたのに気の毒だなと思いました。 
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【生涯学習課長】実は順番にも間違いがありまして、打合せというか調整ミスでしたの

で、来年は気を付けます。 

【委員長】いろいろありましたけれども、来年は気を付けていただきたいと思います。

８時４５分は変わらないということで、ご理解いただきたいと思います。 

【教育長】一つお願いしたいのですが、２６日土曜日の９時３０分から福井県小学生相

撲選手権大会がエキサイトでありますので、もしよろしければ見に行って頂けたらあ

りがたいなと思います。 

  翌日、２７日のＢ＆Ｇ海洋センター水泳記録会には私は米寿訪問で出られないので

すが、なぜそれを言いたかったかと申しますと、この人数です。 

  米寿の訪問者が２６９人。そして２８年度の出生者数が１９７人。８８歳の方は２

６９人おられて、２８年度に生まれた子どもの数が、２００人を初めて切ったと。 

  米寿は喜ばしいことではありますけれども、それくらい高齢化、少子化の進行が大

きいという事実を、この人数から思い知りましたので、ひと言申し上げました。 

【清水委員】８８歳と言ってもあまり驚かなくなってきましたね。 

【教育長】これまでずっと訪問させていただいてますが、ほとんどの方が心待ちにして

訪問を待っていただいてますし、訪問しますと、本当に手を合わせて喜んでください

ます。 

【委員長】ほかにございませんか。 

  ――＜沈黙＞―― 

【委員長】無いようですので、この件についてはこれで終わります。 

 次、３）教育委員の学校訪問について、お願いします。 

  ――＜教育審議監説明＞―― 

【教育長】学校訪問の隔年実施については、急に申しましたので、これは伝統的に長い

こと続いてきたことですし、来年度に向けての話ですので、それまで考えておいてい

ただけるとありがたいです。 

  今、審議監からありましたように、教育委員会と学校、あるいは教職員との交流と

いうことについて再考していただくということで、特に働き方改革ということもあり

ますので、その辺も踏まえて委員の皆様方には効果的、効率的な指導をしていってい

ただきたく、そういう観点で１回お考えいただけないかなと思います。これを９月の

教育委員会で議論していただくということでよろしいですか。 

【委員長】はい。そういうことでご理解いただきたいと思いますがよろしいですか。 

  ――＜はい＞―― 

【委員長】では１点目のですね、今年については実施するということで、記入をお願い

します。 

  ちょっと聞きたいのですけれども、例えば６日は午前・午後とも、１３日は午前し
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か入れませんという意味ですかね。 

【学校審議監】そういう意味です。実は午前・午後で教育長のスケジュールや他の行事

が入っていて、今の時点で全日とれる日と、午前あるいは午後しかとれない日が限ら

れています。委員のご都合によっては１日で４校回れる日もあれば、午前か午後で２

校ずつという日を作らざるを得ないということでございます。 

【委員長】理解できました。それでは帰りまでに提出をお願いします。学校訪問につき

ましては宿題をいただきましたが、良く考えていただきたいと思います。 

 次に、４）連合音楽会についてお願いします。 

  ――＜教育審議監説明＞―― 

【委員長】はい。連合音楽会よろしくお願いします。 

 次に、５）アジア国際子ども映画祭についてお願いします。 

  ――＜教育総務課長説明＞―― 

【清水委員】去年は私が審査をさせていただきました。家で審査できるんです。結構面

白くて、そんなに時間もかからないです。 

【教育総務課課長補佐】今月末締切ですが、今のところ県外から６点の作品のみです。

大野からはまだ出ていません。 

【委員長】ということは、まだ増える可能性もあるということですね。ご希望の方はお

られませんか。 

  ――＜沈黙＞―― 

【委員長】では、清水委員さんにお願いします。 

【教育総務課長】よろしくお願いします。 

【委員長】以上で予定されている項目はここで終わりですが、ほかにありますか。 

【生涯教育課長】はい。先ほどちょっと言い忘れたのですが、子ども劇場のチラシをお

配りしています。よろしかったらご鑑賞ください。 

  先ほど、学校訪問の話があったのですが、公民館の訪問も隔年で実施しております。

１０、１１月は避けて後になりますけれど、日程を考えさせていただきたいと思いま

す。 

【清水委員】もし学校訪問を２年に１回にするのなら、学校訪問に行かない年に公民館

訪問を行ったらどうかなと思います。 

【委員長】９月の教育委員会でそういう提案をして下さい。 

【委員長】その他何かございませんか。委員さんの方で何かございませんか。 

 ――＜沈黙＞―― 

【委員長】委員の方も何も無いということですので、本日はこれにて全ての議案の審議

が終わりました。以上で８月定例教育委員会を終了します。どうもありがとうござい

ました。 
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午後４時１５分終了 

       平成２９年９月２８日 

 

 

 

                                    
 

（清水委員） 
 
                                    
 

（山川委員） 

 


