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大野市教育委員会７月定例会  

                         平成３０年８月１日（水） 

                         午後３時～ 大会議室  

１ 開会  

会議録署名人 洞口委員 清水委員  

 

２ ６月定例教育委員会及び７月臨時教育委員会の会議録の承認について  

 

３ 教育長重要事項報告  

 

４ 議事  

 報告第１号  教育長職務代理者の指名について  

 議案第２４号 教科用図書の採択について  

 議案第２５号 教科用図書の採択について  

 議案第２６号 大野市地場産学校給食推進事業補助金交付要綱案  

 議案第２７号 大野市青少年問題協議会委員の選任について  

 

５ 付議事項  

１）平成３０年度７月定例市議会の報告について           資料１  

２）エキサイト広場の一時利用不可及び受付時間変更について     資料２  

３）８月の行事予定について                    資料３  

 ・８月定例教育委員会 ８月２７日（月）午後３時から 庁舎２Ｆ談話室  

 

６ その他  

１）７月の業務報告について                    資料４  

２）指定学校変更許可                       資料５  

 

７ 閉会  
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        （書 記） 教育総務課企画主査      竹 田 雄 次  

 

 

 

 

＜傍聴者＞                     ２人  
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【開会】  

 

【教育総務課長】皆様、お疲れ様でございます。諸事情によりまして７月の定例

会の開催が遅れましたことをお詫び申し上げます。  

それでは、定刻になりましたので、ただいまから大野市教育委員会７月定例会

を開催いたします。最初に、山田事務局長からご報告がございます。  

【事務局長】教育長の任命につきまして、ご報告をさせていただきます。  

先ほど、久保俊岳様が市長から教育長の辞令交付を受けられ、新たに本市教育

長に任命されたことをご報告申し上げます。教育長の任期は本日から３年間、

平成３３年７月３１日までとなります。どうぞよろしくお願いいたします。  

また、新制度移行に伴いまして、教育長が教育委員会の会務を総理し、教育委

員会を代表することとなり、教育委員会会議は教育長が議事進行を行うことと

なります。  

【教育総務課長】ありがとうございました。それでは、早速ではございますが、

久保教育長、会議の進行をよろしくお願いいたします。  

【教育長】改めまして皆様、お疲れ様でございます。本日は２人の傍聴を許可し

ましたので、よろしくお願いします。  

開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。その前に、委員の皆様にお

かれましては、日々、本市の教育の発展のためにご尽力いただきありがとうご

ざいます。本日、こうした立場に就かせていただきましたが、長年、大野の教

育界でお世話になった身でございます。若いときはそれほど感じなかったこと

ですが、教頭、校長という管理職になって初めて皆様のご配慮、そして皆様が

いてくださることの意味を肌で感じながら過ごして参りました。おかげさまで、

安心して学校の運営にあたることができました。この場をお借りして、改めて

教育関係者の１人として心からお礼を申し上げたいと思います。どうも、あり

がとうございます。  

さて、私ですが、本日、議会の同意、そして市長からの任命を受けて教育長を

拝命させていただきました。それを考える時に、市民の皆様が新市長に期待す

る施策の最上位に、子育て、教育が挙がっていることが、ある調査でわかって

います。そういった中でのご指名ですので、身に余る光栄に存じますが、それ

以上に身の引き締まる思いでございます。大野はコンパクトなところが非常に

強みであると思います。皆の心を一つして、同じ方向を向きやすいということ

だと思います。そういった強みを充分に生かして、そしてまた、皆様がこれま

で培っていただいた教育の土台をさらに充実したものにしていきたいと思って

おります。私をここまで育てていただいた大野に少しでも恩返しができればと

思っております。ただ、私もとより浅学非才でございますし、未熟なものであ

るということは十分自覚しているところでございます。どうぞ、皆様の絶大な
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るご支援をいただきながら、先ほど申しました市民の皆様の期待に応えられる

教育行政を進めて参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、次第に入る前に教育理念の唱和をお願いします。  

 ――＜大野市教育理念の唱和＞――  

 

【会議録署名人】  

 

【教育長】本日の会議録署名人は、洞口委員、清水委員の２人にお願いします。  

 

【６月定例教育委員会及び７月臨時教育委員会の会議録の承認について】  

 

【教育長】それでは、次第に基づき会議に入らせていただきます。２番の６月定

例教育委員会及び７月臨時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。  

 ――＜書記説明＞――  

【教育長】ただいま説明にありました会議録についてご質問、あるいは修正等あ

りましたら、お願いします。  

【麻生委員】６月２６日の定例会会議録の４ページ「だんだん県が出し渋りをし

ているわけですが、昨年が２，０００円だったものが今年は１，６００円、来

年はさらに減るということもあります」とありますが、これは時間給のことで

すか。  

【書記】そうです。  

【麻生委員】会議録として残すのであれば、時間給ということは入れた方がいい

と思います。  

【教育長】ありがとうございます。そのようにさせていただきます。確認のため

時間給を入れた文章を読んでいただけますか。  

【書記】「だんだん県が出し渋りをしているわけですが、昨年が時間給２，０００

円だったものが今年は時間給１，６００円、来年はさらに減るということもあ

ります」と修正させていただきます。  

【教育長】これでよろしいでしょうか。  

【麻生委員】はい。  

【教育長】他にはいかがでしょうか。  

ないようですので、事務局の提案どおり、そしてご指摘をいただいた点を修正

した上で承認とさせていただきます。よろしいでしょうか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】それでは、そのように承認させていただきます。  
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【教育長重要事項報告】  

 

【教育長】続きまして、次第３番の教育長重要事項報告について、申し上げます。

これにつきましては、学校再編についてでございます。石山市長が公約の中で

再編計画を見直すということを掲げております。また、後ほど報告させていた

だきますが、７月市議会の答弁の中でも見直すことを教育委員会に伝えると述

べておられます。今後、このことについて、委員の皆様とも意見交換をさせて

いただきながら進めていく予定ですので、どうぞよろしくお願いいたします。  

 

【議事】  

 

【教育長】それでは、４番の議事に入ります。報告第１号 教育長職務代理者の

指名について、事務局の説明をお願いします。  

【事務局長】地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項に「教育

長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときはあらかじめその指名する委員

がその職務を行う。」と規定されております。教育長職務代理者の指名につきま

しては、久保教育長から教育委員長としての長年の経験、また、大野市教育委

員会を支えていただいた実績から、洞口幸夫委員を指名いただきましたので、

ご報告させていただきます。なお、教育長職務代理者の任期につきましては、

洞口委員の任期満了日である平成３２年１０月１０日まででございます。  

【教育長】ありがとうございました。洞口委員様、教育委員長として長年お支え

いただいた経験を生かしまして、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。  

【洞口委員】一言ご挨拶を申し上げます。教育委員長として、中森教育長、そし

て松田教育長とともに約１０年間、委員長を務めさせていただきました。皆様

方のご協力があって委員長という役を務めることができました。新しい教育長

となられまして、待望の、我々が期待していた方が新しい教育長になられたと

いうことで、心よりお祝いを申し上げたいと思いますし、これからもますます

大野市の教育のために頑張っていただきたいと思います。その中で私が職務代

理者の指名をいただきまして、光栄ではございますけれども、年齢が年齢でご

ざいますので、職務代理者としての責任を全うできるかどうかということは心

配ではございますが、今の元気があれば続けていけると思いますので、今後と

もよろしくお願いいたします。  

【教育長】ありがとうございました。身に余るお言葉をいただき恐縮です。また、

引き続き、清水委員、關委員、麻生委員、どうぞよろしくお願いいたします。  

続きまして、議案の審議に入らせていただきます。なお、議案第２４号、第２

５号、第２７号につきましては、非公開案件となっておりますので、傍聴人の

皆様のご退出にご協力いただきますよう、あらかじめご了承ください。  
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それでは、議案第２６号 大野市地場産学校給食推進事業補助金交付要綱案に

ついて、事務局の説明をお願いします。  

 ――＜教育総務課長説明＞――  

【教育長】ただいま、説明のありました議案第２６号について、ご意見、ご質問

があればお願いします。  

【麻生委員】これまで、地場産給食としてどのようなものを提供してきましたか。  

【教育総務課長】今年度から県の補助金が交付されるということで、この事業を

立ち上げますので、これから地場産給食を提供するということになります。２

学期以降、年度中に３回は各学校で地場産の野菜等が追加された給食を提供す

ることになると思います。  

【洞口委員】地場産給食というのは、地場産食材がどの程度の割合のものを地場

産給食と判定するのでしょうか。  

【審議監】これまで地場産食材を使った学校給食ということで、使用率等も目標

数値を決めながら取り組んでいます。県全体でいえば、県内産の食材を指しま

すし、大野でいえばできるだけ大野市域で生産されたものを使うという目標を

立てております。目標数値としては正確な数字は覚えていませんが、約４０％

を目指そうという目標数値があったように思います。季節の関係もあり、目標

数値には若干及ばないというのが現実でございます。根菜類等はある程度保存

できますが、葉野菜等につきましては県内調達あるいは大野市内で調達という

ことが難しいのが現状でございます。  

【教育長】それでは、議案第２６号について、事務局の提案通り承認してよろし

いでしょうか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】それでは、ただいま承認いただきましたように、大野市地場産学校給

食推進事業補助金交付要綱案について、事務局の提案どおり承認します。  

 

【付議事項】  

 

【教育長】続きまして、議案第２４号、２５号、２７号については、個人情報も

含まれますので後ほど審議することにいたしまして、付議事項に入らせていた

だきます。（１）平成３０年度７月定例市議会の報告について、事務局の説明を

お願いします。  

 ――＜事務局長説明＞――  

【教育長】ただ今、説明がございました事項について、ご意見、ご質問がありま

したら、お願いします。  

【洞口委員】学校再編について非常に関心が高いということを感じました。市長

は就任されたばかりで、また教育長も就任されたばかりでございますので、早
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急にという訳にはいきませんが、早めにこの問題について、教育委員会として

対応していきたいと思います。市長の考えを私どもは選挙戦の中で聞いていた

だけですから、どういった真意かは分かりません。そのような点を明確にする

ためにもなるべく早い時期に市長の考えを聞く、また新教育長の考えをいただ

くということをやるべきだと私は思います。  

【教育長】洞口委員のお話、それから市長の答弁にもございますので、なるべく

早めにですが、慎重かつ着実にとりかかっていきたいと思います。他にはよろ

しいですか。  

それでは、（２）エキサイト広場の一時利用不可及び受付時間変更について、事

務局の説明をお願いします。  

 ――＜スポーツ振興室長説明＞――  

【教育長】ありがとうございました。国体、元気大会に関わるエキサイト広場の

ことでした。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

それでは次に進みます。（３）８月の行事予定について、事務局の説明をお願い

します。  

 ――＜各課室長説明＞――  

【教育長】ただいまの説明について、ご質問等ございませんでしょうか。  

【事務局長】清水委員が以前、イベントのときに COCONO アートプレイスを夜

遅くまで開館した方が良いのではないかとおしゃっていましたが、盆踊りを行

う８月１２日、１５日、１６日に夜７時まで延長することとしました。  

【清水委員】１２日は五番通りで盆踊りもありますので、延長すると良いと思い

ます。文化振興室の化石ギャラリートークは、１回に何人くらいいらっしゃい

ますか。  

【文化振興室長】ここ１、２週間の暑さで少なめです。毎回の人数は聞いていま

せんが、ご家族で１組、２組入っていただくような感じで、１回２０分か３０

分くらいお話しをして、また次の方をというように受け入れております。現在

は、ジュラシックアンモナイトというタイトルで、大野市だけでなく富山など

大野市と似た地層の地域のアンモナイトも展示をしております。そのことにつ

いて、どうして似たものがあるのかという話もさせていただいております。  

【關委員】新聞でジュニアアドバイザー養成講座が出てましたよね。これは講師

派遣ということですが、市の主催ではないのでしょうか。  

【文化振興室長】和泉支所が主催しております。HOROSSA で体験をしたり、和

泉郷土資料館で勉強したりというようなことをしております。子どもがもっと

化石に関心を持って、いろんな方を呼び込んでくれるといいと考えております。 

【關委員】市外のお子さんも来ていると思いますが、何人くらいでしょうか。  

【文化振興室長】たくさん申し込みがあると思います。思ったよりもたくさん来

ているというところです。  
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【關委員】２３日が最終日でしょうか。  

【文化振興室長】そうなるはずです。  

【關委員】何回来られますか。  

【文化振興室長】３回です。  

【清水委員】私たちの故郷を巡るツアーで６年生２５人というのは市内の小学校

に案内を出しての参加ですか。  

【生涯学習課長】そうです。いろいろな学校から参加します。  

【關委員】２５日、土曜日のデモンストレーションサイクリングとは、ゆいチャ

リのことですか。  

【スポーツ振興室長】同時開催ですが、ゆいチャリとは別のイベントです。３０

キロを１人で走るというイベントです。  

【清水委員】１４日の結の故郷・小学生ふるさと芸能発表会には、どこの小学校

が出るのでしょうか。  

【生涯学習課長】和泉小学校だけが隔年参加ということで出ません。下庄、小山、

富田、阪谷、上庄、乾側の６つの小学校が出ます。南小学校も国体のハピネス

ダンスを踊ります。  

【教育長】はい、ありがとうございました。では、これでよろしいでしょうか。  

それでは、確認ですが、次回の予定、定例教育委員会は８月２７日（月）午後

３時からとなっておりますが、よろしいでしょうか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】では、よろしくお願いします。  

 

【その他】  

 

【委員長】続いて、６番その他に入らせていただきます。１）７月の業務報告に

ついて、事務局お願いします。  

 ――＜各課室長説明＞――  

【教育長】ただいまの説明について、何かご質問ございますか。  

【洞口委員】公民館長会議で、教育委員の公民館訪問について意見や感想はあり

ましたか。  

【生涯学習課長】公民館訪問はもう少し前の公民館長会議で、教育委員さんから

それぞれの公民館の活動に特徴があったとお褒めの言葉をいただいたというこ

とを報告させていただきました。  

【教育長】はい、ありがとうございました。よろしいですか。  

それでは（２）指定学校変更許可について移りたいと思います。大変申し訳ご

ざいませんが、ここからは個人情報が含まれますので、傍聴人の方のご退出に

ご理解をお願いいたします。  
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 ――＜傍聴人退出＞――  

【教育長】（２）指定学校変更許可について、事務局の説明をお願いします。  

 ――＜審議監説明＞――  

【教育長】ただいまの説明に何かご質問ございませんか。  

ないようですので、その通りとさせていただきます。  

 

【議事】  

 

【教育長】それでは、議案の審議に戻ります。議案第２４号 教科用図書の採択

について、及び、議案第２５号 教科用図書の採択については、関連する議案

でございますので、一括して事務局の説明をお願いします。  

 ――＜審議監説明＞――  

【教育長】それでは、ただいま説明のありました議案第２４号及び２５号につい

て、ご意見あるいはご質問等いかがでしょうか。  

ないようですので、議案第２４号、２５号は、事務局の提案どおり承認してよ

ろしいでしょうか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】それでは議案第２４号、２５号は事務局の提案どおり承認します。  

続きまして、議案第２７号 大野市青少年問題協議会委員の選任について、事

務局よろしくお願いします。  

 ――＜生涯学習課長説明＞――  

【教育長】ただいまの説明についてご質問ございませんか。  

ないようですので、事務局の提案どおり承認させていただいてよろしいでしょ

うか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】それでは、事務局の提案どおり承認させていただきます。  

 

【学校教育審議監退任挨拶】  

 

【審議監】この場をお借りしまして、挨拶をさせていただきたいと思います。私

事で申し訳ないのですが、学校教育審議監を拝命いたしまして９年が経ちまし

た。明日付をもってこの職を退任させていただくということになりました。皆

様方には本当に長い間お世話になり、ありがとうございました。学校教育に関

することにつきましてご提案やあるいはご指導をいただきました。少しでも教

育委員会のほうで学校計画のことを考えていただけるとありがたいということ

で、一生懸命やって参りましたし、委員さん方のご意見を校長会や教頭会を通

しながら、学校現場に伝えていって、少しでも大野の学校の教育がレベルアッ
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プするように、子どもたちの幸せにつながるように微力ながら努めてきたつも

りではありますけれど、大変長くなりましたので、ここでいったん退かせてい

ただいて、また今度は一市民として大野の教育につきまして、自分のできる範

囲でお返しをしていけたらと考えております。長い間お世話になりました。あ

りがとうございました。  

【教育長】この場を代表いたしまして一言お礼を申し上げたいと思います。冒頭、

教育委員さんに対しましても、非常に力強かったということを申しましたが、

審議監が教育委員会でドンと構えていてくださったことが私にとって非常に心

強かったです。私は７年間校長を務めさせていただきましたが、校長はある意

味孤独なところがあります。困ったとき、あるいは申し訳ない状況の時に何度

お電話したり、教育委員会へ足を運んだことかわかりません。その度に、励ま

しのお言葉をいただき、なんてすごい人だろうと思っておりました。とても長

い間、支えていただいたと思っております。  

また、ご功績については、適正な人事配置や予算執行等いただきましたので、

大野の学校が年々充実してくることを肌で感じておりました。本当に９年間の

長きにわたり、大変なご苦労をいただきましたし、しっかりと我々を導いてく

ださいました。そのドンと構えた存在に心から感謝を申し上げます。これは私

１人ではなく、校長全員、そして教職員全員が感謝の気持ちを持っております。

本当にお疲れ様でした。そして、ありがとうございました。  

【審議監】身に余るお言葉をいただきありがとうございました。  

【教育長】それでは、これをもちまして、大野市教育委員会７月定例会を終わら

せていただきたいと思います。長時間にわたり大変お疲れさまでした。ありが

とうございました。  

 

午後４時４５分終了  

 

       平成３０年８月２７日  

 

                                  

（洞口委員）  

 

                                  

（清水委員）  


