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大野市教育委員会１月定例会 次第 

 

                    令和３年１月２６日（火）午後２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 松田委員 

 

２ １２月定例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 

 議案第１号  越前大野城設置条例案  

 議案第２号  武家屋敷旧内山家設置条例案  

 議案第３号  武家屋敷旧田村家設置条例案  

 議案第４号  和泉郷土資料館設置条例案  

 議案第５号  笛資料館設置条例案  

 議案第６号  大野市立学校設置条例の一部を改正する条例案  

 議案第７号  大野市幼稚園設置条例の一部を改正する条例案  

 議案第８号  大野市教育振興基金設置条例の一部を改正する条例案  

 議案第９号  大野市教育委員会の所管に係る大野市行政手続等における情報通信の技

術利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則案  

 議案第１０号 大野市立学校通学区域の全部改正について  

 議案第１１号 令和２年度大野市社会教育功労被表彰者の承認について  

 議案第１２号 令和３年１月大野市議会臨時会提出議案（補正予算案）について 

 

５ 付議事項 

 １）市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する協議について    資料１  

 ２）教育に関する大綱（案）について                   資料２  

 ３）令和３・４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  

 ４）教育委員出席依頼行事について                    資料４  

 ５）２月の行事予定について                       資料５  

   ・２月定例教育委員会 ２月２６日（金）午後３時３０分～ 大会議室 

 

６ その他 

 １）１月の業務報告について                       資料６  

 ２）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           清 水 啓 司  

 

              教育総務課長         横 田 晃 弘  

 

              学校教育審議監        千 田   佐  

 

              生涯学習課長         横 井 一 博  

 

              生涯学習課スポーツ振興室長  多 田 直 人  

 

              文化財課長          佐々木 伸 治  

 

        （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】  

 

【教育長】ただいまから大野市教育委員会１月定例会を開会する。  

 

 ――＜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、馬道委員、松田委員にお願いする。  

 

 

【１２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】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】提案どおり承認する。  

 

 

【教育長重要事項報告】  

 

【教育長】先般、突然に見舞われた大雪に関連して所感を申し上げる。結論から

申し上げると、大雪により大変であったが、その一方で「結のまち 越前大野」

を再確認できたということである。  

  雪は容赦なく降り続き、９日には雪害対策本部が立ち上がった。対策本部で

は、市民の皆さんの生活を守るために、食料や燃料等のライフラインの確保の

ために基幹道路の除雪を優先しながらも、身近な生活道路や通学路の確保等、

綿密な状況把握と対策が進められた。教育委員会としては、学校の臨時休業や

成人式の延期等、様々な対応を行った。日夜、対応に当たられた関係者の皆さ

んに心から感謝申し上げる。  

  背丈以上に降り積もる大雪に市民の皆さんの不安と疲労が感じられはしたが、

ほっと心が温かくなる瞬間もあった。車道が狭く、互いに譲り合う時には、ど

ちらからともなく頭を下げた。除雪車に感謝の手を挙げると、運転手の中には

深々と頭を下げられる方もいた。このような光景は長らく忘れかけていたもの

のようにも思えたが、この機会に大野における「結の心」を再確認できた。  

  新年度からは、第六次大野市総合計画が始まる。また、市役所内の機構改革

もあり、教育委員会も新しく生まれ変わる。「人がつながり地域がつながる 住



4 

み続けたい結のまち」づくりに教育委員会としても貢献していきたい。よろし

くお願いする。  

 

 

【議事】  

 

【教育長】議案第１号から第８号、第１２号は議会の議決を経て決定する条例案、

予算案のため、本日の審議は非公開とする。議案第１０号は、議案第６号と関

連する議案のため非公開とする。議案第１１号は、個人情報を含む議案のため

非公開とする。議案、審議内容は、３月上旬に個人情報を除いて市ホームペー

ジで公表する。  

  議案第９号 大野市教育委員会の所管に係る大野市行政手続等における情報

通信の技術利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則案について、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９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９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）市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する協

議について、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。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】本件について、市長からの提案に同意することとしてよろしいか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する協議については、

同意と決する。  

  付議事項２）教育に関する大綱（案）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。  

【馬道委員】Ｐ４（１）⑧に「図書館と学校図書館の連携」とあるが、具体的に

はどのようなことか。  

【事務局長】図書館でこねずみ文庫という予算を持ち、学校図書館の図書を整備

している。図書館司書が選ぶ図書と学校図書館に置く図書の連携を図っていき
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たいということである。  

【生涯学習課長】図書館の図書を学校に貸し出しもしている。  

【馬道委員】それは、学校図書館というより図書館と学校との連携だと思う。学

校図書館と限定することに違和感がある。  

【馬道委員】Ｐ６（１）⑥の「総合型地域スポーツクラブ」とは、具体的にはど

のようなものか。  

【スポーツ振興室長】色々な種目、メニューを用意した民間のスポーツクラブで

ある。本市では、みんスポクラブが該当する。国が総合型地域スポーツクラブ

の設置を推奨してきた経緯があり、それに基づいて本市にもそのようなスポー

ツクラブができた。  

【馬道委員】Ｐ６（１）⑧の「民間の補助制度」とはどのようなものか。  

【スポーツ振興室長】日本スポーツ振興センターが実施している助成制度を想定

している。ｔｏｔｏやＢＩＧといったスポーツ振興くじが財源になっている。  

【教育長】教育に関する大綱（案）については、後ほど、総合教育会議で市長と

協議する。  

  付議事項３）令和３・４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。  

【松田委員】ご異議がなければ、羽生委員を推薦したい。  

【教育長】羽生委員を推薦することとしてよろしいか。  

 ――＜馬道委員・松谷委員異議なし＞――  

 ――＜羽生委員了承＞――  

【教育長】令和３・４年度大野市明るい選挙推進協議会委員については、羽生委

員を推薦する。羽生委員よろしくお願いする。  

  付議事項４）教育委員出席依頼行事について、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】教育委員出席依頼行事については、以上とする。  

  付議事項５）２月の行事予定について、事務局の説明をお願いする。  

 ――＜各課室長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

【馬道委員】スーパードッジはコロナの影響で中止となったのか。  

【スポーツ振興室長】そのとおりである。  

【教育長】２月の行事予定については、以上とする。  

 

 

【その他】  
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【教育長】１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。  

【松田委員】博物館等の新春特別企画の入館者数はどうか。  

【文化財課長】大雪の影響で、かなり少ない状況で推移している。  

 

 

【議事】  

 

【教育長】議案第１号 越前大野城設置条例案から議案第５号 笛資料館設置条

例案までは、関連する議案であるので、一括して事務局の説明をお願いする。  

 ――＜文化財課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

【松谷委員】営利目的のために撮影を行う場合の入館料は通常入館より高く設定

されているが、大野のことを知ってもらうために、ＳＮＳで観光施設の情報を

発信してもらうことは市にとって有益だと思う。  

【文化財課長】ＳＮＳでの情報発信については、宣伝、営業ではなく、個人の楽

しみであるため、通常の入館料で入館いただく。  

【松谷委員】ＳＮＳは大野市のＰＲにつながっており、ＳＮＳを見た人が大野に

多く訪れていると思う。ＳＮＳで情報発信してくれる人に、撮影に関する情報

をうまく案内してもらいたい。  

【文化財課長】撮影に来られた方が、現地で撮影できなかったということがない

ように注意したい。  

【教育長】議案第１号から議案第５号までを、事務局の提案どおり承認し、市議

会に提出してよろしいか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】議案第１号から議案第５号までについては、提案どおり承認する。  

  議案第６号 大野市立学校設置条例の一部を改正する条例案について、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６号について、事務局の提案どおり承認し、市議会に提出して

よろしいか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】議案第６号については、提案どおり承認する。  

  議案第７号 大野市幼稚園設置条例の一部を改正する条例案について、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７号について、事務局の提案どおり承認し、市議会に提出して
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よろしいか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】議案第７号については、提案どおり承認する。  

  議案第８号 大野市教育振興基金設置条例の一部を改正する条例案について、

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。  

【馬道委員】寄付した方の名前が条例から消えてしまうことが気になる。  

【教育総務課長】最近は、寄付をいただく際に意向を確認すると、基金に名前を

入れなくてもよいという方が多い。以前からある基金は２０年前、３０年前か

らあるものであり、整理しても差し支えはないと考えている。  

【馬道委員】インターネットでも条例は確認できるので、名前がなくなることで

気を悪くする方がいるのではないかと気になる。  

【松谷委員】馬道委員と同じように思う。例えば、いつ、誰から寄付をいただい

たという文言を条例に加えることはできないのか。  

【教育総務課長】条例にそのような文言を加えることはできないが、寄付をいた

だいた際に寄付台帳を作成しており、その台帳には、いつ、誰から寄付をいた

だいたという情報を記載している。基金を取り崩して活用する際に、どなたか

らいただいた寄付を活用するということを公表することを検討したい。  

【局長】市の他の基金については、福祉関係の基金で寄付いただいた方の名前が

入っているものが一つあるが、それ以外に名前が入っている基金はない。通常

は基金に名前を入れることはない。教育振興基金については、平成の時代に名

前を入れた基金を作ってから、その前例を踏襲してきた。最近、基金を設置す

る際に、市長部局から名前を入れずに作れないかと相談があり、これまでの経

緯を踏まえて、一旦、名前を入れて基金を作り、一定期間が経過したら整理す

るという方針で進めてきた。  

  現在、教育振興基金は元本を取り崩して活用しており、寄付いただいた方ご

とに基金が分かれていると、その基金の元本が０円になった時点で条例改正を

して、その基金を削除しなくてはならない。これは本来の基金の運用の仕方か

ら外れるということもあり、基本的には、今後、基金には寄付いただいた方の

名前を入れない方針で進めていきたい。  

【教育長】議案第８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８号については、提案どおり承認する。  

  議案第１０号 大野市立学校通学区域の全部改正について、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１０号について、事務局の提案どおり承認してよろしいか。  
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 ――＜異議なし＞――  

【教育長】議案第１０号については、提案どおり承認する。  

  この後、総合教育会議において市長と意見交換を行うため、教育委員会の議

事は一時中断する。  

 

 ――＜午後３時５０分中断＞――  

 ――＜午後５時１０分再開＞――  

 

【教育長】議事を再開する。  

  議案第１１号 令和２年度大野市社会教育功労被表彰者の承認について、事

務局の説明をお願いする。  

 ――＜生涯学習課長説明＞――  

【教育長】ご意見、ご質問等があればお願いする。  

【松田委員】表彰式はどこで行うのか。  

【生涯学習課長】通常は生涯学習フォーラムで表彰式を行うが、今回はフォーラ

ムが中止となったので、日を改めて会場を設けて表彰式を行いたい。  

【教育長】議案第１１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１１号については、提案どおり承認する。  

  議案第１２号 令和３年１月大野市議会臨時会提出議案（補正予算案）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。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第１２号について、事務局の提案どおり承認し、市議会に提出し

てよろしいか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】議案第１２号については、提案どおり承認する。  

 

 

【その他】  

 

【教育長】その他何かあればお願いする。  

【生涯学習課長】成人式の延期、図書館の重油漏れ、デヴィ夫人講演会について

報告する。  

 ――＜生涯学習課長説明＞――  

【羽生委員】ワクチンという希望は見えてきたが、コロナ禍が続く中で、学校現

場は子どもたちも教員も大変だったと思う。目には見えない、表面化しないス

トレスが溜まっているということも聞いており、全国的にもストレスチェック

を実施していると聞く。  
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  特に新１年生については、新しい先生や新しい友達の名前と顔が、まだ一致

しないという話や、絵を描いても目から下が描けないという話を聞く。保護者

の皆さんは、人間性や人間関係を築く一番大事な時期に、マスクをしているこ

とで、ありのままの表情を読み取れず、心の成長や人間性を培っていく上で非

常に大きな問題として出てこないかと危惧されている。  

  教育長が言うように、大野ならではの規模のメリットを生かして、学校や家

庭、地域、行政が連携して子どもたちを見守り、少しでもそのようなシグナル

があったら、迅速に対応できるように心掛けていきたい。  

【教育長】マスクで表情が見えないのは、学校教育にとって本当にマイナスであ

る。学校再編検討委員会の松木委員長も「今、三密を避けることが求められて

いるが、学校に最も必要なのは親密だ。」とおっしゃっていた。心して進めたい

と思う。  

  今回、大雪のために４日間の臨時休業をせざるを得なかった。通学や学校生

活について、松谷委員が保護者代表委員として感じたことをお聞かせ願いたい。 

【松谷委員】３年前の豪雪のときは、雪が降っても学校に行くのが当たり前とい

う雰囲気があり、保護者には、子どもを学校に行かせなくてはいけないという

思いと、危なくて行かせるのが不安だという思いが交錯していた。大人は車に

乗れるが、子どもは歩きなので、危険な思いをしながら車道を歩いていた。保

護者から学校に、危険な状態を解消するために学校を休みにしてほしいと意見

を出したが、学校からは教育委員会が通知を出さないと休校にすることはでき

ないと言われたという話を聞いた。福井市では休校になっているのに、大野市

では休校にならないという日が２、３日続いた。今回、すぐに休校措置が取ら

れたことは、３年前の教訓が生かされたと思う。心から感謝している。勉強は

しなければいけないが、やはり子どもの安全が第一である。周りからも、休校

になってよかったという声をよく聞く。大人も雪かきで体力的にも精神的にも

疲れており、その中で子どもを学校に行かせなければいけないという重圧から

解放され、ほっとしたと思う。臨時休業の期間も適切だったと思う。  

【教育長】校長会とも十分に相談しながら、子どもたちの安全を最優先に対応を

考えた。学校再開の目標を立てて雪害対策本部で話をしたので、それに向けて

関係者の方々が昼夜を問わず対応してくださった。本当に感謝している。  

  もう一点、成人式についてもぎりぎりの状況で延期と判断した。この点につ

いて、成人に近い年齢の娘さんがいる羽生委員の意見をお聞かせ願いたい。  

【羽生委員】私が成人式の延期を知ったタイミングで、今年成人する人たちにも

情報が伝わったのだとしたら、帰ろうとしていた人、帰ってきていた人に何か

不都合はなかったのかと思う。当日は昼過ぎまで除雪車も来られない状態だっ

たので、成人式を延期した判断は適切だったと思う。ただ、成人式に出席する

予定だった皆さんに、どういう影響があったのかということを心配に思う。  

【教育長】今回は延期になってしまったが、３月２１日にいい形で実施したい。  

【教育総務課長】１月１４日に予定していた大野市小中学校再編検討委員会は、

２月８日に延期した。 
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  乾側小学校については、１月１９日に最終の乾側小学校先行再編準備委員会

を開催し、３月２８日の乾側小学校統合記念式典、実行委員会主催の記念事業

を実施することが決まったので、皆さんのご出席をお願いする。  

 

 

【閉会】  

 

【教育長】これをもって、大野市教育委員会１月定例会を閉会する。  

 

午後５時３０分終了  

 

 

       令和３年２月２６日  

 

                                  

（馬道委員）  

 

                                  

（松田委員）  


