
令和 3年 4月 教育委員会定例会会議録

令和 3年 4月 28日 (水 )

午後 1時30分～午後 3時10分

あわら市役所 議会委員会室

(会議 日程 )

1 開会

2 教育長挨拶

3 会議録の承認

4 会議録署名員の指名

5 教育長報告

6 3、 4月 教育委員会行事報告

7 議案

第10号 臨時に代理 した事務の承認を求めることについて (附属機関委員の委嘱又は任命

について)

8 報告事項

令和 3年度児童・生徒数について

教育委員会 各課重点目標について

教育委員会 各課事務分掌について

令和 3年度指導主事訪問計画について

令和 3年度思い出づくり体験入浴について

5、 6月 教育委員会行事予定について
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【開 会】

大代教育長  ～開会あいさつ～

【会議録の承認】

大代教育長  まず、「会議録の承認」をお願いしたいと思います。3月 定例会会議録につい

て、委員の皆様のご意見をお願いします。

大代教育長  特に無いようですので、3月 定例会会議録の承認をいたします。

【会議録署名員の指名】

大代教育長  今月の 「会議録署名員の指名」は、あわら市教育委員会会議規則第14条の規

定により、坂井委員にお願いしたいと思います。

坂井委員   はい。

大代教育長  よろしくお願いします。

【教育長報告】

大代教育長  日程第 5「教育長報告」を申し上げます。

まず、教職員の離任式が 3月 30日 1時30分から正庁で行われ、委員の皆様にもご出席を

いただきました。

次に、 4月 1日 に校長及び教頭、新採用教員に対 し辞令交付を行いました。また、各学

校の異動教職員、臨時職員についても、辞令交付を行つています。

4月 2日 には教職員の着任式が 1時30分から正庁で行われ、委員の皆様にもご出席をい

ただいてお ります。今回は、離任も着任も大変多くの教職員の異動がございましたので、

学校 としても戸惑 う反面、新鮮な気持ちで臨んでくれているように感 じます。

3番 目は市議会についてです。 4月 5日 に全員協議会が開かれました。

4番 目は坂井地区の教育振興研究会についてです。 4月 7日 に代表者会が 101会議室

にて行われ、年間計画の確認をしてお ります。

5番 目は市町教育長会についてです。 4月 13日 は坂井市との協議を、27日 には県の市町

教育長会を205会議室にてオンラインで行いました。ここでは、全国学力学習状況調査

の実施について、令和 4年度の県立高校の入学試験 日の変更について、コロナウイルスの

対策についてなどが協議 されております。

全国学力学習状況調査については、昨年度はコロナの影響で実施されませんで したが、

今年度は 5月 27日 に実施することになりました。

令和 4年度の県立高校の入学試験 日については、大きく変更されることとなりました。

来年度の県立高校の入学試験 日は2月 の16日 17日 にな りまして、一か月弱早まりました。

また出願についてもWEB出 願になりまして、生徒が自分で出願することになりました。

1月 24日 から28日 までの間にWEB出 願を行い、志願変更期間が 2月 8日 から10日 、入学

試験が 2月 16日 17日 とい う日程となります。福井工業高等専門学校についても、合格発表

が 2月 17日 、入学の確約書の提出期限が2月 24日 と日程に変更があります。
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コロナウイルス感染症についてですが、県の報告では、現在 PCR検 査を受けた児童生

徒は3,262人、そのうち陽性者が64人です。一方教職員は、PCR検 査を受けた者が622人、

その うち陽性者が17人です。発熱 したり喉の痛みや咳があったりした場合は迷わず医療機

関を受診 し、その指示に従 うこと等一層の感染対策を講 じるよう教育長会で協議 したとこ

ろです。

6番 目は教育委員会表彰についてです。 3月 29日 10時から退職教職員に対 して実施いた

しました。

7番 目はあわら市学校運営研究会についてです。 4月 2日 、12日 、19日 の 3日 間行いま

した。うち、4月 12日 は、臨時の校長会を開きました。理由としましては、市内でも陽性忠

者が発生 したことを受けて、一層の感染対策を各校長へお願いしたためであります。

その他 2回の校長会での示達事項は以下の通 りです。

まず、先ほどより申し上げている通 り新型コロナウイルス対策についてであります。か

か りつけ医に速やかに相談するということ、不要不急の外出を避けるため出張はなるべ く

取 りやめオンラインでの研修を行 うということ、ゴールデンウィーク中の県外の外出を控

えるとい うことなどを確認 し合つてお ります。

2点 目に、教職員の勤務時間についてです。今年度は80時間以上の残業を行 う教職員を

ゼロとすることを教育委員会としても実現していきたいと述べました。

3点 目に、NIEを 取 り入れた教育に取 り組んでほしいとい うことを述べました。福井

新聞社がWEB版 の新聞を閲覧するための IDをモニタリングのため 3か月間無料で提供

してくださるとい う話が進んでお ります。一人一台端末も整備 されましたので、市内の中

学 3年生を対象に 3か月間自由に新間を読めるとい う機会ですので、NIEを 大いに活用

した授業に取 り組んでいただきたいと思います。

4点 目に、タブレットを活用 したオンライン授業についても一層の活用をお願いいたし

ました。ありがたいことに、あわら市の先生方はタブレットを非常によく使つてくださっ

ていますので頼もしいと感 じているところです。今後もいろいろな活用を期待 しています。

5点 目に、教育大綱についてです。スクールプランを校長先生方が作られますので、新

しい教育大綱をお配 りし、変更点をご説明しました。

6点 目に学校のホームページを充実させてほしいとお願いしました。やはり、保護者の

方は学校に入れないので学校の様子を知 りたいと思われていると思います。ホームページ

を毎 日ちょつとしたことでいいので更新していただきたいと伝えました。

7点 目に、今年度新たに配置 しました特別支援教育指導員についてです。昨年度退職 さ

れた特別支援の先生が、特別支援教育の補強とい う形で教育委員会に入つてくださいまし

たので、特別支援教育の一層の充実を図つていきたいと考えております。

8点 目は、適応指導教室についてです。指導員ががんばってくれまして適応指導教室「い

きいき教室」の通室生が非常に増えてきました。不登校の児童生徒の学校復帰に向け、指

導員 と学校 とのきめ細かな連携を依頼 しました。以上が示達事項であります。

教育長報告の 8番 目は、学校長ヒアリングについてです。各学校のスクールプランにつ

いて、 3日 間かけて行いました。

最後に本 日の定例会です。

以上で教育長報告を終わります。

大代教育長  続きまして 日程 6「 3、 4月 教育委員会行事報告」をお願いします。

江守部長   ～資料 2～ 3ページ及び別紙資料を説明～
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大代教育長  教育長報告及び教育委員会行事報告に対してご質問はございませんか。

大代教育長  よろしいでしょうか。無いようですので、教育長報告及び教育委員会行事報

告については了承とします。

【付議事件】

大代教育長  それでは、次に日程 7「議案」の審議に移 りたいと思います。

大代教育長  議案第10号 「臨時に代理した事務の承認を求めることについて (附属機関委

員の委嘱又は任命について)」 を議題にいたします。事務局の説明をお願いします。

岡田課長   ～資料 3～ 6ページを説明～

笹木課長   ～資料 7～ 9ページを説明～

宮川課長   ～資料 10ページを説明～

大代教育長  この議案に対 し、ご意見、ご質問等はございませんか。無いようなので、決を

採 ります。議案第10号 「臨時に代理した事務の承認を求めることについて (附属機関委員

の委嘱又は任命について)」 を承認 してよろしいでしょうか。

(はい)

大代教育長  異議なしと認めますので、この議案は承認 といたします。

【報告事項】

大代教育長  続いて、「報告事項」に移 りたいと思います。(1)令和 3年度児童 。生徒数に

ついて、事務局の説明をお願いします。

岡田課長   ～資料 11ページを説明～

大代教育長  この件について、ご意見はございませんでしょうか。

大代教育長  他にご意見はありませんか。無いようですので、続きまして、(2)教育委員

会 各課重′煮目標について、事務局の説明をお願いします。

岡田課長   ～資料 12ページを説明～

笹木課長   ～資料12ページを説明～

宮川課長   ～資料 12ページを説明～

大代教育長  この件について、ご意見はございませんでしょうか。無いようですので、続

きまして、(3)教育委員会 各課事務分掌について、事務局の説明をお願いします。

下村課長補佐 ～資料13～ 26ページを説明～

大代教育長  今年度は金津図書館に障害者雇用 とい うことで 5名 の方を雇用 しております

ので申し添えます。この件について、ご意見はございませんでしょうか。

坂野委員   食育について 1点お願いいたします。今回の事務分掌では、教育総務課 と学

校給食センターに食育に関することが記載されてお ります。先 日あわら市の食育推進計画

が策定されたところでありますが、その中のアンケー ト結果では 「食育を進める上で効果

的な取組みとは」とい う問いに対し「家庭での推進」と「学校、こども園における食育の推

進」との回答が特に多くなつております。食育推進計画におきましても市民や各種団体 と

行政 との連携により強力に推進 していくとされてお り、学校とい うのは非常に大切な位置

づけとなります。生涯にわたって健全な食生活を実現するためには、思春期に正 しい知識

を学ぶのはとても大切なことだと思います。昨年文部科学大臣表彰を受章 した芦原小学校
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の取組みに関しても、市民や各種団体と行政との連携 とい うところが高く評価 されたので

はないかと思つてお ります。このような学校現場での積極的な食育の取組みのサポー トを

是非お願いしたいと思います

井 日所長   給食センターの重点目標としまして、学校給食を利用 した食に関する正 しい

理解 と適切な判断力を養 う食育を推進するとい うことを挙げてお ります。昨年はそれぞれ

の学校には指導に行けなかつたのですが、今年度は訪問して指導を行 う予定であります。

学年ごとにテーマを定めて食育を進めていこうと考えてお ります。

大代教育長  他にありませんか。無いようですので、続きまして、(4)令和 3年度指導主

事訪問計画について、事務局の説明をお願いします。

吉田課長補佐 ～資料27ページを説明～

常廣審議監  昨年度一人一台端末が配備 されたことで、積極的な活用を学校に依頼 してお

ります。先生方も頑張つて ICT教育に取 り組んでいただいてお りますので、委員の皆様

のご意見がいただければと思つております。

大代教育長  この件について、ご意見はございませんでしょうか。

玉川委員   今年度は校長先生、教頭先生が大きく異動されておりますので、訪問計画が

ない委員も積極的に学校訪問に行つていただきたい。

大代教育長  ぜひお願いいたします。他にご意見はありませんか。無いようですので、続

きまして、(5)令和 3年度思い出づくり体験入浴について、事務局の説明をお願いします。

岡田課長   ～資料28ページを説明～

大代教育長  この件について、ご意見はございませんでしょうか。

坂井委員   この体験入浴は非常によい取 り組みだと思います。今後もぜひ続けていただ

きたい。この企画の参力日率の達成 目標は定めているのでしょうか。また、新入学生にはど

のように周知 しているのでしょうか。

岡田課長   参加率の目標は特に定めてお りません。新入生への案内は、こども園を通 し

て周知チラシを配布 してお り、その後小学校の入学式の際に入浴券を配布 しました。今後

も旅館組合 と連携 しながら新入生の体験入学を進めて参 りたいと考えてお ります。

坂井委員   この企画は、あわらならではのものですし、ふるさとを知る上で素晴らしい

と思います。今回は短期間での実施でしたが、例えば 1年を通 して入浴券を有効に使える

ようにするなど、体験入浴ができる機会を少 しでも多くの 1年生が持てるようにしていた

だくとよいと思います。

岡田課長   今回は入学に伴 う体験とい うことで、入学式直後の上日までの期間としてお

りましたが、参加率を Lげるという観点からも期間の延長を検討 と/て いきたいと思います。

坂井委員   多くの子どもたちにあわらの良さを知つてもらうためにもぜひお願いしたい

と思います。

玉川委員   この企画は、旅館に対しての報告書などは出しているのでしょうか。参加 し

たお子さんの感想文や様子の写真などがあると旅館側のや りがいになるのではないでしょ

うか。

岡田課長   これまでは、教育委員会からのお礼状をお渡 ししていたところですが、来年

度以降写真や新聞記事など考えていこうと思います。

大代教育長  他にご意見はありませんか。無いようですので、続きまして、(6)5、 6月

教育委員会行事予定について、事務局の説明をお願いします。

江守部長   ～資料29～ 30ページを説明～
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常廣審議監  為庶塾について付け加えます。講師の先生は特別支援教育に精通 しておられ

まして、気がか りな子への効果的な支援についてご講演いただきます。オンラインにて開

催 し、各学校の教員や支援員の先生方に参加 していただくこととなってお ります。

大代教育長  次回の定例会ですが、 5月 26日 (水)13時30分からでお願い します。ここま

での件でご質問はありますでしょうか。無いようですので、続きまして、(7)その他で何

かありますでしょうか。

笹木課長   ～資料31～ 32ページを説明～

上木課長補佐 ～資料33～ 35ページを説明～

大代教育長  この件について、ご意見はございませんでしょうか。

玉)II委員   コース整備費についてお願いいたします。5,000万円弱ほどの費用が計上され

ていますが、どのようなことに使用されるのでしょうか。また、大会終了後にはコースは

撤去されるのでしょうか。

上木課長補佐 コースを作るためにlkmほ どレーンを設置する必要があります。スター ト

地点には自動発艇装置を設置、ゴールにはカメラ判定の設備を設置など、カヌー競技の専

門的な設備が必要となり、高額となってお ります。また、インターハイ後はすべて撤去す

る予定です。

大代教育長  他にご意見はありませんか。無いようです。「報告事項」が終わりました。そ

れではその他で何かありますでしょうか。

【閉会】

大代教育長  以上をもちまして4月 の教育委員会定例会を閉会します。

上記のとお り会議の顛末を記 し、これを証するために署名する。

令和 3年 4月 28日

教 育 長

署名委員
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