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大野市教育委員会１月定例会 

 

 

  平成３０年１月２９日(月) 

 午後３時～ 談話室  

 

 

 

 

１． 開 会 

会議録署名人    清水委員   關 委員   

 

２．１２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１号  大野市文化芸術交流施設管理運営規則案 

議案第２号  大野市生涯学習人材活用事業実施要綱の一部を改正する要綱案 

議案第３号  平成２９年度大野市社会教育功労被表彰者の承認について 

 

５ 付議事項 

１）２月の主な行事予定について                資料１－１ 

   ・２月定例教育委員会  ２月２２日（木）午後３時から 

               庁舎２Ｆ 談話室 

 

６ その他  

１）１月の業務報告について                  資料１－２ 

２）小中学校卒業式について                  資料２ 

３）放課後子ども教室のアンケート結果について         資料３ 

４）指定学校の変更申請の許可について   

 

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            關  園 子 

 

              委 員            麻 生 博 之 

 

              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＞                     ２ 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１月定例教育委員会を始めさせていただ

きます。本日は２名の方の傍聴を許可しましたので、よろしくお願いします。 

 

  ――＜大野市教育理念の唱和＞―― 

 

【委員長】大寒に入ってから最低気温が氷点下という大変厳しい冷え込みが続く中、皆

さん方には、毎日のように除雪作業等でお疲れのところ、揃ってご出席いただき誠に

ご苦労さまです。 

  既にご承知のとおり、山川委員がお辞めになり、代わって麻生委員が本日の教育委

員会よりご出席ですのでご紹介致します。後ほどご挨拶をいただきますが、心からご

歓迎申し上げます。 

  麻生委員には、これから教育委員会のレイマンコントロールという最も重要な機能

の面から、広くご意見をいただけますよう期待しておりますので、何とぞよろしくお

願いします。 

  毎年のことですが、今年もインフルエンザが流行っているようです。土曜日の新聞

にインフルエンザの患者が過去最多を記録したと出ていました。これは厚生労働省が

1999 年に統計を取り始めてからのことだそうですが、県内でも学年閉鎖、学級閉鎖を

出した学校名が毎日出ています。そうした中、市内では４校ほど見ましたが最近は出

ていません。しかし油断は禁物ですので、外から帰ってきた時のうがいと手洗いの励

行、外出時のマスクの着用などインフルエンザ予防の鉄則を心掛けていただきたいも

のです。 

  それでは、麻生委員より一言いただきます。 

【麻生委員】ただ今、ご紹介に預かりました麻生博之と申します。 

  先だって初めて成人式に参加させていただきました。市長はじめ、議員の方々と並

んで、私も教育委員として同席させていただいて、教育委員としての重責を噛みしめ

たところです。 

  前任の山川委員はドクターで、非常に識見と品格のある方でございます。私はどち

らかというと一般庶民でございます。バックグラウンドは約３０年間老人福祉に携わ

ってまいりましたので、その経験を活かして委員を務めたいと思っております。 

  何分素人でございますので、これから勉強しながら、肩肘を張らずに今後益々の教

育委員会の発展のために尽くしていきたいと思っております。 

  どうぞよろしくお願い致します。 
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【局長】それでは、私から事務局の職員をご紹介させていただきたいと思います。 

  ――＜局長、事務局出席職員紹介＞―― 

 

【会議録署名人】 

 

【委員長】本日の会議録署名人は、清水委員と關委員のお二人にお願いします。 

 

【１２月定例教育委員会の会議録の承認について】 

 

【委員長】それでは、１２月定例教育委員会の会議録の承認についてを議題と致します。 

  事務局の説明をお願いします。 

  ――＜教育総務課課長補佐説明＞―― 

【委員長】ありがとうございました。ただ今の説明について質問、修正等ありましたら

お願いします。 

【清水委員】この内容のことでは無いのですが、５ページの大野市立学校管理規則の改

正の中で入学式が遅くなるということについてですが、今年は４月８日が日曜日にな

りますが、その場合、９日が入学式と考えてよろしいのですか。 

【委員長】はい、そうですね。 

【学校教育審議監】広報おおの２月号でも、大きい字で「平成３０年入学式は９日」と、

７ページの右の上の方に掲載しております。 

【清水委員】分かりました。 

【委員長】他にありませんか。 

  ――＜「はい」の声あり＞―― 

【委員長】無いようですので、１２月定例教育委員会の会議録は、事務局の提案どおり

承認してよろしいですか。 

  ――＜「はい」の声あり＞―― 

【委員長】それでは、１２月定例会の会議録については、事務局の提案どおり承認致し

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番の委員長及び教育長の重要事項報告に入ります。 

  私の方からは特にありませんが、教育長から何かありましたら、お願いします。 

【教育長】私からは、特にございません。 
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【議事】 

 

【委員長】それでは議事に入ります。 

  議案第１号 大野市文化芸術交流施設管理運営規則案について、事務局の説明をお

願いします。 

  ――＜生涯学習課長説明＞―― 

【委員長】はい、ありがとうございました。ただ今、議案第１号につきまして説明をい

ただきました。皆さん方から、何かご質問等ありましたらお願いします。 

【關委員】ここで展示されるものは、絵画ばかりではなく、大野ゆかりの歴史的な作品

などもあるのですか。 

  ＣＯＣＯＮＯアートプレイスは温度や湿度管理もきちんとされるのですね。そうす

ると、持ち主からの依頼があれば、展示するのですか。 

【生涯学習課長】展示の内容については、基本は小コレクター運動に関する作品を中心

にしているのですが、それだけではなくて、小コレクター関係ですとかなり古いもの

でありますので、現代アートなども扱っていきたいと思います。 

  ただ、２００円ではありますが入館料をいただきますので、展示物については、や

はりある程度ふさわしいものをよく検討していきたいと思います。 

  今、ご指摘いただいたものが、具体的にどういうものかは分かりませんが、市内に

は歴史博物館とか、民俗資料館もありますので、そこで展示すべきものはそちらを活

用するなどしてやっていきたいと思います。 

【關委員】市民の方から「大野市には、温度・湿度管理をして保存しておけるような場

所が無いので、どこかにあると良い」という声を聞いたことがあるので、こういうと

ころでどうかなと思ったのですが、確かに入館料がかかるので、そういう場所ではな

いと思いました。 

  図書館の横の歴史博物館は、事務所の話し声が展示室でも聞こえたりして、何か落

ち着かない感じがするので、こういうようなところで展示できると良いのかなと思っ

たので、ちょっとお聞きしました。 

【教育長】ただ今の歴史博物館の事務所と博物館が一緒になっているという意図は、あ

そこに訪ねて来られる方は、専門的な見地から訪ねて来られる方ばかりではなくて、

観光客や子どもたちもおられます。そういった方々のためにも、市役所のオープンな

フロアと同じような想いで、事務所にいる大野人と懇談をしながら、大野の見どころ

などを語り合う、人と人とが触れ合う場とするために事務所をオープンにしています

ので、ご理解をいただけるとありがたいです。 

【關委員】入館料を払ってそこに見に行った人との会話が弾むのであれば、教育長がお

っしゃるような意図として理解しますが、事務所だけで会話が盛り上がっているよう
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では、あまり良いものではないと思います。そういう想いが事務所の方にも伝わって

いるのであれば、例えば希望者には学芸員の説明が聞けるような工夫があってもいい

のかなと思います。 

【教育長】教育委員会の所管施設は、教育、学術、観光の３つの観点で施設運営をして

おります。これは、常日頃、関係職員にも話をしていることです。ご指摘のように、

まだまだ行き届いていないということについては反省しなければなりませんが、絶え

ずそういう観点で施設運営を行っておりますので、ご理解をいただけるとありがたい

と思います。 

【關委員】はい、わかりました。 

【清水委員】ＣＯＣＯＮＯアートプレイスで展示する作品は、大野市民所有のもので約

束してあるものが何点くらいあるのですか。 

【生涯学習課長】作品はまだ届いていないのですが、過去に「市民所有の絵画展」を２

回ほどやっていまして、その時にご提供いただいた方に、展示の内諾を得ています。 

  今後、オープンが近くなりましたら、できるだけ集中的にお借りして展示していき

たいと考えております。 

【委員長】展示する作品については、どこかで審査とか判定などする機会を設けるので

すか。 

【生涯学習課長】今のところ判定などは考えていないのですが、施設を運営する組織の

中で判断していきたいと思っております。 

  何でもかんでも展示するというわけにはいきませんし、その辺の基準はまだ流動的

ですが、一定の水準は維持していきたいと思ってます。 

【委員長】他にありませんか。 

  前々から、この件についてはかなり説明してもらってきたので、よく分かっている

かと思いますが、事務局、ほかに何かありますか。 

【生涯学習課長】次回の定例教育委員会の後に、時間があれば実際に施設をご案内致し

ます。作品の展示はまだしていないと思いますが、施設内部の間取りなどを見ていた

だくとイメージが膨らむかと思いますので、またご案内をさせてもらいます。 

【委員長】わかりました。是非、機会を作っていただければありがたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

  それでは、議案第１号について事務局の提案どおり承認してよろしいですか。 

  ――＜異義なし＞―― 

【委員長】では、議案第１号 大野市文化芸術交流施設管理運営規則案については事務局

の提案どおり議決することと致します。 

【委員長】続きまして、議案第２号 大野市生涯学習人材活用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説明をお願い致します。 
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  ――＜生涯学習課長説明＞―― 

【委員長】議案第２号につきまして、ただ今説明をいただきました。内容を理解された

と思いますが、よろしいですか。 

  ――＜「はい」の声あり＞―― 

【委員長】では、事務局の提案どおり承認してよろしいですか。 

  ――＜異義なし＞―― 

【委員長】では、議案第２号 大野市生涯学習人材活用事業実施要綱の一部を改正する

要綱案については事務局の提案どおり議決することと致します。 

【委員長】議案第３号につきましては、人事案件ですので、その他の後にします。 

 

【付議事項】 

 

【委員長】では、付議事項に入ります。 

  ２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。 

  ――＜各課室長説明＞―― 

【委員長】はい、ありがとうございました。各課室の説明が終わりました。 

  教育総務課から提案がありました、２月の定例教育委員会は２月２２日ということ

ですが、よろしいですか。 

  ――＜異義なし＞―― 

【委員長】では、そのように決めさせていただきます。 

  他にありましたら、お願いします。 

  無いようですので、次に入ります。 

 

【その他】 

 

【委員長】その他、（１）１月の業務報告について、各課室の説明をお願いします。 

  ――＜各課室長説明＞―― 

【委員長】１月の行事予定について説明をされました。何か質問はありませんか。 

  特にないようですので、次に入ります。 

【委員長】（２）小中学校卒業式について、説明をお願い致します。 

  ――＜学校教育審議監説明＞―― 

【委員長】続いて（３）放課後子ども教室のアンケート結果について、説明をお願い致

します。 

  ――＜生涯学習課長説明＞―― 

【委員長】かなり複雑な案件ですが、質問等はありませんか。 
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【關委員】アンケートをしていただき、結果もこのように出していただいてありがとう

ございます。学校再編をしても、市として放課後子ども教室は継続してくださるとい

うことですし、安全監理員の皆さんにも、いろんな課題を抱えて悶々としているより

も、こういうふうにいろいろ意見を出して、このようにしっかり検討していただけれ

ばありがたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

【委員長】アンケートは、今年初めてでしたね。 

【生涯学習課長】そうです。こういった形でやったのは、今年初めてです。 

【關委員】放課後子ども教室が時間延長することになり、シルバーの方に入ってもらう

ことになったため、私の方にもいろいろと言って来られる方があったので、このよう

なアンケートをお願いしました。 

  シルバーの方も含め、やはり安全管理員の方も子どもへの指導については専門では

ないので、発達障害的な要素をお持ちの子どもさんにどう指導したらいいのか、いろ

いろと迷っておられるので、指導方法についても研修をしていただけると自信にもつ

ながるでしょうし、金銭的なことに限らず、今回、出された課題を検討していただけ

ればありがたいと思います。 

  できれば年に１回ぐらいしていただくと、きっと良くなっていくのではないかなと

思います。ありがとうございます。 

【委員長】では、このことについては、これで終わります。 

  それでは誠に申し訳ありません。傍聴の方、次は人事案件ですので、ご退席をお願

いしたいと思います。 

  ――＜傍聴者退席＞―― 

【委員長】それでは、議案第３号 平成２９年度大野市社会教育功労被表彰者の承認に

ついてを検討致します。事務局の説明をお願い致します。 

  ――＜生涯学習課長説明＞―― 

【委員長】ただ今、議案第３号について説明をいただきました。人事案件ですので、質

問のみとさせていただきます。 

【委員長】特に質問等ありませんか。 

  ――＜質問なし＞―― 

【委員長】それでは、議案第３号 平成２９年度大野市社会教育功労被表彰者の承認に

ついては、事務局の提案どおり承認することと致します。 

【委員長】では続きまして、その他（４）指定学校の変更申請許可について、事務局の

説明をお願いします。 

  ――＜学校教育審議監説明＞―― 

【委員長】ただ今、説明をいただいたとおり、いずれの申請につきましても許可してい

るということですので、よろしくお願いします。 
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【委員長】以上で予定された項目は全て終了致しました。その他で何かありましたらお

願いします。 

【教育総務課課長補佐】今後の定例教育委員会の日程についてですが、今までは２６日

に近い木曜日の午後３時からと設定してきましたが、今後は基本２６日ということに

させていただきたいと思います。時間については、例えば午後１時半からという時間

設定ではいかがか、皆さん方のご都合をお伺いします。 

【清水委員】これからは、ずっと２６日ということですか。 

【教育総務課課長補佐】教育委員会会議規則によりますと「定例会は、毎月２６日に招

集することを例とする」と謳ってありますので、来月の場合は議会の関係で２２日に

させていただくのですが、そういった日程が重ならなければ、基本的に２６日という

スタンスで、今後は設定してよろしいでしょうか。 

【委員長】皆さん、よろしいですか。 

【清水委員】時間はどうなりますか。今までどおり午後３時でいいですか。 

【關委員】皆さんに合わせます。 

【麻生委員】１５時ですね。はい。 

【委員長】一応、これからの教育委員会は２６日。そして午後３時からというようにし

ておきますが、時々変わる場合も有り得るということでご理解をいただきたいと思い

ます。 

  もう他に何かありませんか。 

【清水委員】毎日、たくさん雪が降ってますけれど、学校の通学路をずっと空けてくだ

さっているのは、市役所の除雪機ですか。歩道が空いていない時は、子どもたちが車

道を歩くもので、危ないですから私も学校近くまで付いて行くんですが、ちょうどこ

れくらいの幅で、早朝からきれいに空けてくださっているので、とてもありがたいと

思います。 

【教育総務課課長補佐】市道は市が、県道と国道は、県の奥越土木事務所で空けていま

す。除雪体制は車道が優先なので、車道が終わってから歩道除雪に入りますので、朝

方の積雪だと登校時間に間に合わないことがあるのですが。 

【清水委員】分かります。きれいに空けて下さってるので、ありがたいなと思いまして。

それだけです。 

【委員長】はい、特になければ以上で終わりますが、事務局、何かありますか。 

【教育総務課課長補佐】福井県下の教育委員研修を、４月２６日で計画しているという

第一次案内がありましたので、写しをお配りしました。 

【教育総務課長】例年、教育長と委員長が、役員会・総会に出席され、他の委員さんは

午後３時半頃の研修会から参加されています。事務局で送迎致します。 

【清水委員】今年は早いですね。 
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  この日は定例教育委員会の日ですので、早速変更ということですね。 

【委員長】本日の議事は、これで終了しました。大変ご苦労さまでございました。 

 

午後４時３５分終了 

 

 

       平成３０年２月２２日 

 

 

 

                                    
 

（清水委員） 
 
                                    
 

（關 委員） 

 


