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大野市教育委員会３月定例会 次第 

 

                    令和３年３月２３日（火）午前１０時３０分～  

                    大野市役所 大会議室 

１ 開会 

 会議録署名人 松田委員 羽生委員 

 

２ ２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１７号 大野市小中学校再編計画（案）について 

 議案第１８号 大野市教育委員会規則の押印廃止に関する規則案 

 議案第１９号 大野市幼稚園規則の一部を改正する規則案 

 議案第２０号 大野市教育委員会公印規則の全部改正について 

 議案第２１号 大野市教育委員会教育長事務委任規則の一部を改正する規則案 

 議案第２２号 大野市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則案 

 議案第２３号 大野市博物館管理運営規則の一部を改正する規則案 

 議案第２４号 大野市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則を廃止する規

則案 

 議案第２５号 大野市立学校タブレット端末使用規程案 

 議案第２６号 大野市立小中学校に勤務する教職員の私有車の公務使用に関する規程の

一部改正について 

 議案第２７号 大野市学校通学用自動車運行管理規程の一部改正について 

 議案第２８号 大野市生涯学習推進計画策定委員会設置要綱案 

 議案第２９号 大野市青年活動推進事業補助金交付要綱の一部改正について 

 議案第３０号 大野市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給事業実施要綱の一部

改正について 

 議案第３１号 大野市３人っ子給食費助成金交付要綱の一部改正について 

 議案第３２号 大野市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部改正について 

 議案第３３号 大野市小学校再編支援事業補助金交付要綱の一部改正について 

 議案第３４号 大野市教育理念策定委員会設置要綱の廃止について 

 議案第３５号 大野市乾側小学校先行再編準備委員会設置要綱の廃止について 

 議案第３６号 大野市文化財保存活用地域計画策定支援業務委託に係る公募型プロポー

ザル審査委員会設置要綱の廃止について 

 議案第３７号 令和３年度大野市教育方針案 

 

５ 付議事項 

 １）令和３年３月大野市議会の報告について                 資料４  



2 

 ２）４月の行事予定について                        資料１  

   ・４月定例教育委員会 ４月２６日（月）午後３時３０分～ 大会議室 

 

６ その他 

 １）大野市結の故郷ふるさと教育推進計画の計画期間の延長について 

 ２）機構改革に伴う教育委員会例規の整理について              資料２  

 ３）３月の業務報告について                        資料３  

 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           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＞                     ６人 
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【開会】  

 

【教育長】ただいまから大野市教育委員会３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、松田委員、羽生委員にお願いする。  

 

 

【２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】成人式について申し上げる。一昨日、３月２１日に市文化会館にて成

人式を開催した。当初予定していた１月には大雪により開催できなかった。当

日はあいにくの雨模様ではあったが、多くの新成人の皆さまに参加いただいた。

成人式は一生に一度の意義深いものである。新型コロナウイルス感染症防止対

策も万全にして開催した。たくさんの笑顔を目にし、開催できたことを改めて

嬉しく思った。実行委員の皆さまからも「大変良い一日になりました。」と言葉

をいただき、大きな充実感を感じとることができた。また、式典に参加できな

い新成人や保護者の皆さまにも配慮し、ユーチューブでライブ配信すると同時

に、後日でも視聴できるよう対応した。しかし、日程の変更でどうしても参加

できず、残念な思いをされた方もいらっしゃったことと思う。多くの方々のご

理解とご協力に心から感謝したい。  

 

 

【議事】  

 

【教育長】  

  議案第１７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。  
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 ――＜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】Ｐ１３の４－（５）に「学校は、新しい校区を学習の場とした「ふ

るさとを知り、ふるさとを創る」教育の推進を図ります。」とあるが、例えば、

小山小学校が有終南小学校に統合された場合に、これまで小山小学校で実施し

てきた鍬踊りなどの伝統芸能のふるさと学習がやりにくくなるように思う。蕨

生小学校が富田小学校と統合したときは、蕨生の子ども神楽に、統合前の富田

小学校区の子どもたちが参加することで蕨生の伝統芸能を引き継ぐことができ

た。そのようなことを考えると、新しい校区を学習の場としたふるさと教育と

してしまうと、統合前の自分の地域のふるさと学習がおろそかになってしまう

のではないかと心配である。  

【教育長】例えば、小山小学校と有終南小学校が統合した場合には、両方の学校

の校区を合わせたものが新しい校区になるのだが、具体的にどのような表現が

望ましいと思われるか。  

【馬道委員】新しい校区というと、統合先の学校の校区を指しているように聞こ

えるので、「これまでのふるさと教育を大切にしながら」といった表現を加える

といいと思う。  

【事務局長】文章の前段と後段を入れ替え、公民館にふるさとの学びの場を置く

というような表現ではどうか。学校だけでそれぞれの地域のことを対応するの

は難しくなると思われる。  

【馬道委員】そのようにお願いする。  

【教育長】議案第１７号について、文言の修正を加えて承認してよろしいか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】議案第１７号については、承認する。  

  議案第１８号 大野市教育委員会規則の押印廃止に関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１８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１８号については、提案どおり承認する。  

  議案第１９号 大野市幼稚園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。  

【羽生委員】幼保連携型認定こども園のニーズが高くなり、幼稚園が機能してい

ないところがある。上庄幼稚園も休園中であり、放課後子ども教室の会場とし

て使用している。市内の幼稚園の現状と今後の方向性を聞かせてほしい。  

【教育総務課長】市内の公立幼稚園は乾側幼稚園を含めて５園あり、全て休園と
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なっている。４人以上の園児が入園を希望する場合には公立幼稚園の再開を検

討することとしているが、認定こども園が十分な定員数を確保しているので、

今後、公立幼稚園を再開する見込みは低いと考えている。現在、小山幼稚園と

上庄幼稚園は放課後子ども教室の会場として使用しており、富田幼稚園は荒島

保育園として活用している。阪谷幼稚園については、耐震基準を満たしていな

いため、幼稚園部分は使用していない。今後、幼稚園の建物をどうしていくか

ということについては、小学校の再編を見据えながら検討していく。  

【馬道委員】議案第１８号では、「大野市教育委員会殿」という表記を使っていた

が、議案第１９号では「殿」を「様」に改めている。全ての例規について「殿」

を「様」に改めるといいのではないか。  

【書記】市として、４月１日から全ての例規について「殿」を「様」に改めるこ

ととしている。最初は一つずつ改正していたが、数が多すぎるため、途中から

まとめて改正する方針に変更になった。  

【教育長】議案第１９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１９号については、提案どおり承認する。  

  議案第２０号 大野市教育委員会公印規則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２０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２０号については、提案どおり承認する。  

  議案第２１号 大野市教育委員会教育長事務委任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２１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２１号については、提案どおり承認する。  

  議案第２２号 大野市教育委員会事務局組織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２２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２２号については、提案どおり承認する。  
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  議案第２３号 大野市博物館管理運営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。  

 ――＜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。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第２３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２３号については、提案どおり承認する。  

  議案第２４号 大野市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則を

廃止する規則案について、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。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第２４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２４号については、提案どおり承認する。  

  議案第２５号 大野市立学校タブレット端末使用規程案について、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。  

【羽生委員】施行日はどうなるのか。  

【教育総務課長】発令日から施行となる。  

【馬道委員】教員に対するタブレット講習会を実施すると思うので、その際にこ

の規程についても周知されたい。  

【教育総務課長】了解した。  

【教育長】議案第２５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２５号については、提案どおり承認する。  

  議案第２６号 大野市立小中学校に勤務する教職員の私有車の公務使用に関

する規程の一部改正について、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２６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２６号については、提案どおり承認する。  

  議案第２７号 大野市学校通学用自動車運行管理規程の一部改正について、

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。  
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 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第２７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２７号については、提案どおり承認する。  

  議案第２８号 大野市生涯学習推進計画策定委員会設置要綱案について、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】計画の策定期間はいつまでの予定か。また、策定委員はどのような

方を予定しているのか。  

【生涯学習課長】令和３年度中に計画を策定する予定である。策定委員は、大学

教授、社会教育委員の会の方、生涯学習推進員、公募等でお願いしたいと考え

ている。  

【松田委員】なるべく同じ人がいくつもの委員を兼ねないように、団体に推薦依

頼をする場合は団体の中からまんべんなく委員をお願いするといいと思う。同

じ人がいくつもの委員を兼ねてしまい、団体そのものの活動に支障をきたして

いる場合がある。  

【生涯学習課長】団体に推薦を依頼する場合には、そのように依頼する。  

【馬道委員】大野市校長会もいくつもの団体から委員の選出を依頼されて大変だ

と思う。校長会への推薦依頼は予定しているのか。  

【生涯学習課長】予定していない。  

【教育長】議案第２８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２８号については、提案どおり承認する。  

  議案第２９号 大野市青年活動推進事業補助金交付要綱の一部改正について、

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】補助要綱を３年間延長する理由は何か。また、近年の活動実績はど

のようになっているのか。  

【生涯学習課長】青年活動をしっかり後押しするために３年間延長したい。活動

実績としては、本年度は１団体、昨年度は４団体が活動した。上庄の田んぼア

ート、駅前で観光客を歓迎する花植え活動、ジビエ料理を使った交流活動等で

あった。  

【事務局長】３年間という期間については、大野市の補助事業全体で共通してい

るものであり、３年ごとに事業の効果を見直し、廃止か延長を判断するという

ものである。  

【松田委員】青年活動は重要な取り組みである。公民館が教育委員会から離れて

しまうが、生涯学習の観点から連携をとり、青年が地域のことを考えて活動で

きるよう積極的に働きかけてほしい。  
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【馬道委員】様式第７号の市長の印は削除しないのか。  

【事務局長】削除しない。  

【教育長】議案第２９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２９号については、提案どおり承認する。  

  議案第３０号 大野市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給事業実施

要綱の一部改正について、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３０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３０号については、提案どおり承認する。  

  議案第３１号 大野市３人っ子給食費助成金交付要綱の一部改正について、

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３１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３１号については、提案どおり承認する。  

  議案第３２号 大野市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部改正について、

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３２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３２号については、提案どおり承認する。  

  議案第３３号 大野市小学校再編支援事業補助金交付要綱の一部改正につい

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３３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３３号については、提案どおり承認する。  

  議案第３４号 大野市教育理念策定委員会設置要綱の廃止について、事務局

の説明をお願いする。  

 ――＜教育総務課長説明＞――  
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【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３４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３４号については、提案どおり承認する。  

  議案第３５号 大野市乾側小学校先行再編準備委員会設置要綱の廃止につい

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３５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３５号については、提案どおり承認する。  

  議案第３６号 大野市文化財保存活用地域計画策定支援業務委託に係る公募

型プロポーザル審査委員会設置要綱の廃止について、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。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】議案第３６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３６号については、提案どおり承認する。  

  議案第３７号 令和３年度大野市教育方針案、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。  

【松谷委員】不登校児童生徒を学校に戻すための心の教育の授業をしてもらいた

い。以前は、成果指標に不登校の改善率があったと思うがどうか。  

【審議監】魅力ある学校づくりについては、不登校になりそうな児童生徒を見極

め、不登校を未然防止することに重点を置いている。スクール・ソーシャル・

ワーカーからも、日ごろの学校生活の中で、少し元気がない子どもや心配事を

抱えていそうな子どもを見極めることが大切だと言われている。授業や学校生

活の中で子どもたちの自尊感情を高めていき、それによって不登校の発生割合

を減らしていきたいと考えている。  

【松谷委員】学校に行けなかった子たちは先生に見つけてもらえなかったという

話を聞いている。学校としては問題がないと思っていても子どもたちの中には、

そのような子が潜んでいることがあるので、授業の中で細かな心のケアを推進

してもらいたい。また、不登校の改善率については、パーセントで表さなくて

もいいと思うが、大事な項目であることを認識してもらえるとありがたい。  

【教育長】魅力ある学校づくり調査研究事業は、国立教育政策研究所の指定を受

けて実施しているものであり、そういったことも含めて総合的に取り組んでい
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る。現在、不登校になっている児童生徒には、専門家が関わっており、学校で

は不登校に悩む子どもを少しでも少なくしていくことに重点を置いている。不

登校児童生徒というと目立つが、普通に過ごしているように見える児童生徒が

何も心配事を抱えていないかというとそうではない。一人ひとりにきちんとし

た対応ができるよう進めている。改めて、教育委員会でも詳しく説明する。  

【馬道委員】Ｐ３の（１）－⑦に「親が子育てについて考え、学ぶことのできる

機会をつくるとともに、親子が一緒に取り組み、親子の絆を深めることができ

る活動を実施します。」とあるが、具体的にはどのような取り組みを予定してい

るのか。  

  また、本年度から夏休みに公民館の一部を中学生の勉強の場として開放する

事業が始まったが、来年度以降の予定を教えてほしい。  

【教育長】１点目のご質問については、来年度から保育所関係の事務が教育委員

会の所管となり、保育所、認定こども園から小学校、中学校、高等学校と１８

年を通じた取り組みが具体化していく。その中で、少しでも早い時期から子育

てに焦点を当てた取り組みを進めていくことを考えている。  

【生涯学習課長】２点目のご質問については、公民館が市長部局に移管されるの

で教育方針案には掲載していないが、来年度以降も本年度と同様に実施するこ

ととしている。  

【馬道委員】今回から教育方針が冊子形式になっているが、これまでの表形式の

方が掲示しておけるので教職員としては目を通しやすい。今回も表形式の教育

方針も配布してもらえるとありがたい。  

【事務局長】毎年、事務事業が細かくなっており、表形式だと文字が読めないよ

うな状況になっている。そのため、今回から冊子形式に変更している。冊子の

供覧では目を通しにくいということであれば、データを各学校にお送りするの

で、データ形式のものを各教職員にお配りいただきたい。  

【教育長】議案第３７号について、修正を加えて承認してよろしいか。  

 ――＜異議なし＞――  

【教育長】議案第３７号については、承認する。  

 

 

【付議事項】  

 

【教育長】付議事項１）令和３年３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。  

 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】令和３年３月大野市議会の報告については、以上とする。  

  付議事項２）４月の行事予定について、ご意見、ご質問等があればお願いす

る。  
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 ――＜意見・質問なし＞――  

【教育長】４月の行事予定については、以上とする。  

 

 

【その他】  

 

【教育長】大野市結の故郷ふるさと教育推進計画の計画期間の延長について、事

務局の説明をお願いする。  

【生涯学習課長】令和３年度に生涯学習計画を策定することとしているため、生

涯学習計画ができるまでの１年間、結の故郷ふるさと教育推進計画の期間を延

長する。  

【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】大野市結の故郷ふるさと教育推進計画の計画期間の延長については、

以上とする。  

  機構改革に伴う教育委員会例規の整理について、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】機構改革に伴う教育委員会例規の整理については、以上とする。  

  ３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】３月の業務報告については、以上とする。  

  その他何かあればお願いする。  

【審議監】夏休みの学校閉庁日について、通常は８月１４日から１６日としてい

るが、令和３年度は１４日、１５日が土曜日、日曜日に重なるため、１２日、

１３日、１６日を学校閉庁日とすることとしたので報告する。  

【生涯学習課長】成人式について報告する。参加者数は１部が１２０人、２部が

１１９人の計２３９人であった。その他、動画による視聴の申し込みが４人あ

り、総数で２４３人が参加した。参加率は７２．３パーセント、令和２年が７

５．３パーセントであったので、ほぼ例年通りの参加率となった。今回の成人

式についてアンケートを実施したので、アンケート結果を集計、分析し、今後

の成人式に反映していきたい。  

  図書館の重油漏れに関する事前土壌調査の結果について報告する。重油漏れ

は平成３０年頃から始まった可能性が高く、重油漏れの量は累計で６キロリッ

トル程度と推計される。平面的には図書館の敷地内、深さは５メートル程度の

範囲と考えられる。今後の調査の方法としては、まず敷地内で土壌ガスの調査

を行い、６メートルのボーリングを２箇所行いたいと考えている。その結果を

受けて、準備が整い次第、本調査に移りたいと考えている。  

【書記】令和４年１月定例会の日程を１月２５日に変更したいのでお願いする。  
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【教育総務課長】３月２８日に乾側小学校の統合記念式典を開催するのでご出席

をお願いする。このほかにも、年度末から年度初めにかけてご出席いただく行

事が多くなっているが、よろしくお願いする。  

【羽生委員】卒業式に出席した際に、校長やＰＴＡ役員から新年度に向けた不安

の声を聞いたので報告する。１点目は、コロナ禍で受験が前倒しになり、授業

の進捗状況や冬季スポーツ大会との調整に不安があるとのことだった。２点目

は、修学旅行についてである。本年度は、ある程度、教育委員会から修学旅行

に関する指針が示されたが、来年度は各学校に任されることになると思うので、

判断が難しいとのことだった。新しい年度になっても、学校現場では相変わら

ずコロナ禍に対する前例のない対応が求められる。教育委員会としても学校現

場の状況を注視し、丁寧に対応していかなければいけないと思う。  

【教育長】慎重に丁寧に着実にというのは、全てに関する私の姿勢である。校長

会と相談しながら連携をとり、子どもたちにとって最善の策を模索していく。

教育委員の皆さまにも折に触れて相談させていただくのでよろしくお願いする。 

  その他については、以上とする。  

 

 

【閉会】  

 

【教育長】これをもって、大野市教育委員会３月定例会を閉会する。  

 

午後０時４０分終了  

 

 

       令和３年４月２６日  

 

                                  

（松田委員）  

 

                                  

（羽生委員）  


