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大野市教育委員会１２月定例会 次第  

 

               令和３年１２月２１日(火)午後３時３０分～  

               大野市役所 大会議室  

 

１ 開会 

会議録署名人 馬道委員 松谷委員 

 

２ １１月定例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 

議案第６９号 大野市立小学校及び学校給食センターにおける給食調理業務受

託者選定委員会設置要綱案について  

議案第７０号 大野市立保育所における給食調理業務受託者選定委員会設置要

綱案について  

議案第７１号 大野市小中学校再編計画（案）について  

議案第７２号 令和４年度教職員人事方針について  

議案第７３号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度大野市子育

て世帯への臨時特別給付金支給事務実施要綱）  

議案第７４号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年１２月大野市

議会提出議案（補正予算案））  

 

５ 付議事項 

１）令和３年１２月大野市議会の報告について           資料１ 

 ２）大野市生涯学習推進計画（案）に係るパブリックコメントの実施 

について                          資料２ 

 ３）大野市文化財保存活用地域計画（案）に係るパブリックコメントの 

実施結果について                      資料３ 

４）令和４年度教育委員会定例会の開催予定について        資料４ 

 ５）１月の行事予定について                   資料５ 

    ・１月定例教育委員会 １月２５日（火）午後３時３０分～ 

大野市役所 大会議室 
 

６ その他 

  １）大野市子ども読書活動推進計画（第四次）策定の進捗状況について 

  資料６ 

２）大野市スポーツ推進計画（案）について            資料７ 

３）１２月の業務報告について                  資料８ 

  ４）その他 

 

７ 閉会 
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＜出席者＞  

 

              教育長            久 保 俊 岳  

 

              委 員（教育長職務代理者）  馬 道   保  

 

委 員            松 谷 由 美  

 

委 員            松 田 輝 治  

 

              委 員            羽 生 たまき  

 

     事務局（説明者） 事務局長           真 田 正 幸  

 

              教育総務課長         横 田 晃 弘  

 

              学校教育審議監        千 田   佐  

 

              こども支援課長        加 藤 智 恵  

 

              生涯学習・文化財保護課長   佐々木 伸 治  

 

        （書 記） 教育総務課企画主査      藤 本 久実子  

 

     説明者   健幸福祉部スポーツ推進課長     横 井 一 博  

 

           健康福祉部スポーツ推進課企画主査  長 﨑 展 代  

 

 

＜傍聴者＞                     ３人 
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【開会】  

 

【教育長】ただいまから大野市教育委員会１２月定例会を開会する。  

 

 

【会議録署名人】  

 

【教育長】本日の会議録署名人は、馬道委員、松谷委員にお願いする。  

 

 

【１１月定例教育委員会会議録の承認について】  

 

【教育長】事前にお送りした会議録案について、ご意見、ご質問等があればお願

いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】１１月定例会議録については事務局からの提案どおり承認してよろし

いか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】事務局の提案どおり承認する。  

 

 

【教育長重要事項報告】  

 

【教育長】 本日は、保護司会との連携について申し上げる。  

  昨日、大野地区保護司会の皆様とお話をする機会があった。私からは１８年

をつなぐ教育を中心に、大野市の目指す教育についてお話した。保護司の皆様

からは、自分の意に反して、人の道を外れかけた子たちへの支援について伺っ

た。もちろん、具体的なお話ではないが、本当に大切な役割を担っていただい

ていることに改めて敬意を表したい。  

  意見交換はあっという間に１時間半を超えた。  

今の学校等では、市民の皆様を中心に、外部の皆様の力をお借りして、相談

員や支援員という形で、ご助力をいただいているところであるが、これからも、

保育所や学校だけで抱え込まず、市民の皆様の力をさらにお借りすることの大

切さを改めて感じた。  

私も学校に在職していた時に、保護司の皆様とそのお世話になっている子ど

もたちに、少し話をする時間があったが、どこまで話をしてよいのか、どこま

で聞いてよいのかといったことも手探りのところもあった。  

今後は、さらにお話を進めて具体的な連携を少しずつ進めていきたいと思っ

ている。  
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  なお、松田委員が２３日付で２期目に入られることとなる。よろしくお願い

したい。  

 

 

【議事】  

 

【教育長】議案第６９号 大野市立小学校及び学校給食センターにおける給食調

理業務受託者選定委員会設置要綱案について及び議案第７０号 大野市立保育

所における給食調理業務受託者選定委員会設置要綱案について、類似点がある

ため、一括して事務局の説明をお願いする。  

 ――＜教育総務課長・こども支援課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第６９号及び議案第７０号について、事務局の提案どおり承認し

てよろしいか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】議案第６９号及び議案第７０号については、提案どおり承認する。  

  議案第７１号 大野市小中学校再編計画（案）について、事務局の説明をお

願いする。  

 ――＜教育総務課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第７１号について、事務局の提案どおり承認してよろしいか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】議案第７１号については、提案どおり承認する。  

  一言申し上げる。大野市小中学校再編計画の改訂を決定してから３年が経過

した。その間には意見交換会、説明会、そして検討委員会と様々な取り組みを

行い、市民の皆様からの多くのご意見をお聞きしてきたと思っている。そこで

いつも心がけていたことは、丁寧に進めるということであった。これからも想

定される課題を整理し、一つ一つ丁寧に対応していくことで、大野市の教育環

境をさらに充実させ、子どもたちが喜々として学べる教育環境を構築していき

たいと考える。教育委員の皆様のご協力とご支援をお願いしたい。  

  続いて、議案第７２号 令和４年度教職員人事方針について、事務局の説明

をお願いする。  

 ――＜学校教育審議監説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第７２号について、事務局の提案どおり承認してよろしいか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】議案第７２号については、提案どおり承認する。  



5 

議案第７３号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度大野市子

育て世帯へ臨時特別給付金支給事務実施要綱）、事務局の説明をお願いする。  

 ――＜こども支援課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】大野市では、９８％の対象の方にいち早くお配りできる体制がしっか

り取れており、関係者の方の対応に感謝する。議案第７３号について、事務局

の提案どおり承認してよろしいか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】議案第７３号については、提案どおり承認する。  

議案第７４号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年１２月大野

市議会提出議案（補正予算案））、事務局の説明をお願いする。  

 ――＜事務局長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第７４号について、事務局の提案どおり承認してよろしいか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】議案第７４号については、提案どおり承認する。  

   

     

【付議事項】  

【教育長】付議事項１）令和３年１２月大野市議会の報告について、事務局の説

明をお願いする。  

――＜事務局長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

――＜異議なし＞――  

【教育長】令和３年１２月大野市議会の報告については、以上とする。  

付議事項２）大野市生涯学習推進計画（案）に係るパブリックコメントの実

施結果について、事務局の説明をお願いする。  

――＜生涯学習・文化財保護課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

――＜異議なし＞――  

【教育長】大野市生涯学習推進計画（案）に係るパブリックコメントの実施結果

については、以上とする。  

付議事項３）大野市文化財保存活用地域計画（案）に係るパブリックコメン

トの実施結果について、事務局の説明をお願いする。  

――＜生涯学習・文化財保護課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

――＜異議なし＞――  

【教育長】多くのご指摘やご意見をいただき、大変ありがたいと思っている。今
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後の計画の進捗にしっかりと生かしていきたい。大野市文化財保存活用地域計

画（案）に係るパブリックコメントの実施結果については、以上とする。  

付議事項４）令和４年度教育委員会定例会の開催予定について、事務局の説

明をお願いする。  

――＜教育総務課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

――＜異議なし＞――  

【教育長】令和４年度大野市教育委員会定例会の開催については、以上とする。  

付議事項５）１月の行事予定について、事務局の説明をお願いする。  

――＜各課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】１月の行事予定については、以上とする。  

 

 

【その他】  

 

【教育長】大野市子ども読書活動推進計画（第四次）策定の進捗状況について、

事務局の説明をお願いする。  

――＜生涯学習・文化財保護課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】範囲が高校にまで広がったことや読書のバリアフリーなど、現状の課

題に焦点を当てて拡大をしている点がポイントであると考える。今後、策定作

業は続くが、期待をしていきたいと思う。大野市子ども読書活動推進計画（第

四次）策定の進捗状況については、以上とする。  

続いて、大野市スポーツ推進計画（案）について、所管課のスポーツ推進課

の説明をお願いする。  

――＜スポーツ推進課長、スポーツ推進課職員入室＞――  

――＜スポーツ推進課長説明＞――  

【教育長】最初の趣旨説明のとおり、大野市スポーツ推進計画を策定するにあた

り、教育委員会に意見が求められることから、本日はその事前説明ということ

であるため、ご意見、ご質問等があればお願いする。  

【松田委員】基本的な考え方は、良いと思う。概要版（案）及び計画（案）の「第

３章 策定の方向性と基本目標」に「スポーツ参画人口の拡大を推進します」

とあるが、これの数値目標がどこを見ても記載されていないため、これで良い

のかが気になる。もし、数値目標を設定するとなれば、人数では設定できない

と思われ「スポーツ参画人口の割合の拡大」であれば、しっくりとくるような

気がするため、大野市の場合は割合の方が適当でないかと思う。また、概要版

（案）の３ページの目標数値に「市民一人当たりの体育施設利用者数」となっ
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ているが、目標に「回」となっている。計画（案）の８ページも同じで、「利用

者数」に対して「回」では話が合わないのではないか。  

  本計画（案）を拝見し、基本的な考え方等は、スポーツをする人にとっては

非常に良いと思う。計画（案）の９ページ「基本目標３ レベルの高い競技者

の育成」について、これは非常に大事なことで「スポーツ指導者公認資格の取

得を支援します」とあるが、具体的な支援として、例えば、行政として経費の

支援をすることがあるのか広報ＰＲだけなのか、そのような具体的な記載があ

ると良いと思う。「取得の支援をします」という言葉だけでは弱い印象があるこ

とを意見としてお伝えする。  

  計画（案）１２ページ「施策（２）子育て・働き盛り世代のスポーツ活動の

推進」に「③夜間のスポーツ活動の推進」であるが、働き盛りの世代が仕事帰

りにということであると思うが、働き盛りの世代というとらえ方が難しいので

は思う。現在も実施しているかもしれないが、平日は家族との触れ合いという

ことで、もっと利用しやすい土日の開放を具体的に計画の中に盛り込めたら良

いのではと思う。  

  １３ページ「施策（６）スポーツ団体等の支援の充実」の「①スポーツ団体

等への支援」についても具体的な支援の内容が記載されればと思う。  

  １５ページの「基本目標２ スポーツを通じた健康の増進 施策（１）健康

づくりのためのスポーツの推進」の「④ラジオ体操の普及」については、これ

についても、表現の仕方ではあるが「様々な機会を通じて」よりは夏休みなど

に焦点を絞り、地区や地域全体で取り組めるような普及方法等を入れていただ

けたらと思う。  

  １７ページ「基本目標４ 子どものスポーツ活動の充実 施策（２）学校と

地域が連携したスポーツ環境づくり」の「③公認スポーツ指導者の資格取得の

促進」については、先ほどの９ページと同様である。  

  ２０ページ「計画の推進体制」とあるが「３ 計画の推進体制」が正しいの

ではないかと思う。以上、意見の一つとしてお聞きいただければありがたく思

う。  

【教育長】参考にしていただくということで、お願いする。正式な最終の計画（案）

をお待ちしている。大野市スポーツ推進計画（案）については、以上とする。  

――＜スポーツ推進課長、スポーツ推進課職員退室＞――  

【教育長】１２月の業務報告について、ご意見、ご質問等があればお願いする。  

――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】１２月の業務報告については、以上とする。  

  その他について、事務局から何かあればお願いする。  

【学校教育審議監】本年度の卒業式について申し上げる。中学校は３月１１日（金

曜日）に、小学校は３月１６日（水曜日）と１７日（木曜日）に実施する。昨

年度は新型コロナウイルス感染症の対応のため教育員会告辞は掲示としたが、

今年度は委員の皆様にご出席いただき、告辞の読み上げをお願いしたいと考え

ている。コロナ禍の状況であるため、来賓紹介は掲示し、在校生の参加は学校
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規模などを勘案し学校長の判断で実施していくこととなっている。１月の教育

委員会定例会でご参加いただく学校名など具体的な内容をお知らせさせていた

だく。  

【生涯学習・文化財保護課長】成人式について、申し上げる。委員の皆様からは

一言メッセージをご提出いただき感謝申し上げる。当日のパンプレットに挟み

込み、新成人に配布させていただきたいと考えている。今年１月の成人式は大

雪による混乱をきたしたが、２日前の１月７日（金曜日）の天候等を判断材料

としての変更や、交通機関や道路状況を踏まえて１月７日（金曜日）の正午ま

でに可否決定したいと考えている。万が一、延期や中止とする場合については、

参加者本人の緊急連絡先に通知するとともに、大野市ホームページと公式ＬＩ

ＮＥで通知したいと考えている。実施判断を行った後に、天候の急変などがあ

った場合には、前日の９日（土曜日）午前９時までに判断し、周知に努める。

併せて、新型コロナウイルス感染症の状況も心配されるため、これについても

判断し、同様に前日までに判断していきたいと考えている。  

【教育長】各委員から、その他ご意見・ご質問があればお願いする。  

【羽生委員】今年度初めて、教育委員として学校訪問し、印象に残ったことをお

伝えしたい。どの学校においても、校長先生の報告の中に、不登校である子ど

も、また学校には登校しているが授業に参加できない子どもの数をお示しいた

だいた。この中には、家庭でのトラブルで虐待といった事例もあると聞いた。

教育委員に対し数を公表いただけたことは非常にありがたく、学校において数

字をしっかり把握していることは、それだけしっかりと子どもと対峙し向き合

っていて、情報を周知・共有していることの現れであると感じた。授業を受け

られない子どもに対しても非常に細やかに対応いただき、オンラインであって

も授業する教室の中にいるような感じで、映像を通して授業に参加させるなど、

学校がチームとして携わっている姿を見て、本当に頭の下がる思いがした。  

地域や家庭との連携もあるかとは思うが、やはり専門的なスキルがここでは

必要なのではないか、と考えたときに、スクールソーシャルワーカーの力が非

常に甚大となるのではないかと思った。教育委員会定例会において、令和２年

度実施分の「教育委員会の事務の管理及び執行状況の点検・評価報告書」で「ス

クールソーシャルワーカー配置事業」の課題として「複雑化する家庭、家庭の

事情や問題などの対応における人員数や勤務日数の確保」について記載されて

いた。今年度はまだ途中段階であるが、そのような昨年の課題を受けて今年度

は幾分か改善されているのか、今後学校再編計画も具体化していく中で、この

分野は何らかの支援の手を厚くしないといけないのではないか、ということを、

学校を訪問し現場の声を聞いて、一番強く印象に残っている。  

【学校教育審議監】スクールソーシャルワーカーについては、非常に複雑な家庭

環境のなかで、学校がなかなか入っていけない状況の時に、スクールソーシャ

ルワーカーがこまめに足を運ぶことによって、少しずつではあるが、子どもが

心を開いていくというような状況も報告に上がっている。そのようなことから、

配置要望が多くなっている状況で、市としても県の委託事業であるため、スク



9 

ールソーシャルワーカー配置における増額を要望しているところである。今年

度においては、現状の対応に不足が出ているという状況ではない。  

【教育長】ご心配をいただき感謝申し上げる。冒頭の教育長重要事項報告で保護

司のお話をさせていただいたが、同様に大変心配なことである。関係機関との

連携を具体的にしながら、しっかりと見ていきたい。  

 

 

【閉会】  

 

【教育長】これをもって、大野市教育委員会１２月定例会を閉会する。  

 

午後５時００分終了  

 

 

       令和４年１月２５日  

 

                                  

（馬道委員）  

 

                                  

（松谷委員）     


