
令和 3年 9月 教育委員会定例会会議録

令和 3年 9月 28日 (火 )

午後 1時30分～午後 2時20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 9月 教育委員会行事報告

7 議案

第 16号 押印を求める行政手続の見直しに伴 う関係規則の整備に関する規則について

8 報告事項

(1)市議会 9月 定例会について

(2)令和 3年度全国学力 。学習状況調査結果について

(3)坂井地区中学校駅伝競走大会結果について

(4)市内小学生の中学校進学先について

(5)県指定文化財について

(6)イ ンターハイの報告について

(7)10～■月教育委員会行事予定について

(8)その他

9 その他

10 閉会
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【開 会】

甲斐教育長  ～開会あいさつ～

【会議録の承認】

甲斐教育長  まず、「会議録の承認」をお願いしたいと思います。 8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。

甲斐教育長  特に無いようですので、 8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】

甲斐教育長  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、宮川委員にお願いしたいと思います。

宮川委員   はい。

甲斐教育長  よろしくお願いします。

【教育長報告】

甲斐教育長  日程第 5「教育長報告」を申し上げます。

まず、市議会についてです。 8月 31日 に開会し、 9月 8日 9日 には一般質問が行われま

した。教育委員会関連では 3名 の議員から質問がありました。詳細については後程ご報告

させていただきます。 27日 の全員協議会では教育委員会表彰とインターハイの結果につい

てご説明させていただきました。

2点 日は、市町教育長会議についてです。第 4回が 9月 1日 にオンラインで開催されま

した。学力・学習状況調査の結果とコロナ対策が主な議題でした。

3点 目は、市町教育委員会オンライン協議会についてです。全国の市町村の教育長が参

加 しました。働き方改革部会と教育の情報化部会に参加 させていただき、全国の色々な取

組の情報を収集でき、大変有意義な会議でありました。

4点 目は、学校運営研究会についてです。 9月 3日 に臨時で開催 し、 8月 27日 のコロナ

に関する知事の会見を受けて、全ての校長 とコロナ対策について協議 しました。

9月 17日 は定例の校長会を開催 しました。あわら市に配備されるWi―Fi 6について担当課

より説明していただきました。今年度中にWi―Fi 6を整備 し、来年 4月 から市内全域をカバ

ーする高速無線通信ができるとのことで、学校ではどのように対応 していくか協議を始め

ました。

5点 目は、坂井地区教育長会についてです。 9月 21日 に坂井市役所で行われました。教

育振興研究会への助成金の割合について協議 しました。また、あわら市坂井市合同の教育

委員会についても協議 しました。11月 26日 にあわら市において行われる予定です。

6点 日は、本 日の定例会でございます。

以上で教育長報告を終わります。

甲斐教育長  続きまして日程 6「 9月 教育委員会行事報告」をお願いします。
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江守部長   ～資料 2ページを説明～

甲斐教育長  教育長報告及び教育委員会行事報告に紺してご質問はございませんか。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】

甲斐教育長  それでは、次に日程 7「議案」の審議に移りたいと思います。

甲斐教育長  議案第16号 「押印を求める行政手続の見直しに伴 う関係規則の整備に関する

規則について」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 8～ 6ページを説明～

甲斐教育長  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16号 「押印を求める行政手続の見直しに伴 う関係規則の整備に関する規

則について」を承認 してよろしいでしょうか。

(はい)

甲斐教育長  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】

甲斐教育長  続いて、「報告事項」に移 りたいと思います。(1)市議会 9月 定例会について

について、事務局の説明をお願いします。

江守部長   ～資料 7～ 12ページを説明～

甲斐教育長  この件について、ご質問はございませんでしょうか。

宮川委員   困窮家庭の件でお願いします。あわら市の現状として生理用品を用意できな

いほどの家庭はどの程度あるのかを教えていただきたい。また、困窮家庭では中学校の部

活動に要する経費が非常に負担になつていたり、そもそも経費が掛からない都活動を子 ど

もに促 した りとい うことがあると伺つていますが、社会体育への移行が進められている中、

都活動に要する経費の実態を今一度見直す時期がきているのではないかと思います。

江守部長   まず、生理用品を用意できない家庭の把握についてですが、こちらは福祉部

局や学校 と連携 して把握に努めてお ります。困窮家庭には現在、学用品費等を支援する取

組を行つてお りますが、その中で生理用品に関するご相談は今のところないというのが現

状です。

常廣審議監  都活動の現状についてお答えします。普段は社会体育で活動 し、大会は顧問

の教員も同行するとい うような準都活動では、準部活動としての活動に伴 うバス代や部費

等は市からの補助や生徒集金による部活動費で賄われています。ただし、社会体育として

の活動の部分では、コーチの考え方や必要となる用具等で、経費にかなり差があるとい う

のは事実です。また詳細については今後聞き取 りを行つて把握 していきたいと思います。

甲斐教育長  他にありませんか。無いようですので、続きまして、(2)令和 3年度全国学

力・学習状況調査結果について、事務局の説明をお願いします。

常廣審議監  ～資料 13～20ページを説明～

甲斐教育長  この件について、ご質問はございませんでしょうか。

坂野委員   社会性についての設間で、地域の行事に参加 していますか、との問いに射す

る肯定的な答えが全国平均を大きく上回つていますが、これはふるさと教育の成果が出て
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いると考えてよろしいですか。

常廣審議監  そのように考えてお ります。

坂井委員   いじめに関する設間について良い結果が出てお りますが、道徳が教科化され

たことに関係がありますでしょうか。また、自尊感情についても道徳が教科化されて以降、

数値の変化があつたかを教えていただきたい。以前は夢や 目標を持っている児童生徒の数

値が低かったことが課題に挙がつていたと記憶してお ります。

常廣審議監  いじめについての数値ですが、道徳の教科化以降に数値が良くなつていると

い う傾向は見られていません。学校での「いじめは全体に許されない」とい う強い指導と、

道徳の授業等の相乗効果であると考えられます。また自尊感情においても、おつしゃると

お り以前は自尊感情の低さが県全体の課題でありましたが、その後の様々な取組により結

果が良くなつてきていると考えられます。

甲斐教育長  他にありませんか。無いようですので、続きまして、(3)坂井地区中学校駅

伝競走大会結果について、事務局の説明をお願いします。

常廣審議監  ～資料21～ 22ページを説明～

甲斐教育長  この件について、ご質問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、(4)市内小学生の中学校進学先について、事務局の説明をお願いします。

吉田課長補佐 ～資料23ページを説明～

甲斐教育長  この件について、ご質問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、(5)県指定文化財について、事務局の説明をお願いします。

九千房副館長 ～資料24ページを説明～

甲斐教育長  この件について、ご質問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、(6)イ ンターハイの報告について、事務局の説明をお願いします。

上木課長補佐 ～資料25～ 26ページを説明～

甲斐教育長  この件について、ご質問はございませんでしょうか。

坂野委員   インターハイにおきましては、高校生補助員がとても頑張つていたのが非常

に印象的でした。市の職員もご苦労が多かったと思いますが、尽力 していただきありがと

うございました。他県の指導者の方がおっしゃっていましたが、去年はインターハイがな

かったことで 3年生が気持ちの切 り替えができなかつたが、今年度は勝っても負けてもす

つきりでき、開催 してくれてよかつたとのことですので、一言お伝えしておきます。

甲斐教育長  他にありませんか。無いようですので、続きまして、(7)10～ 11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27～ 28ページを説明～

甲斐教育長  この件について、ご質問はございませんでしょうか。

宮川委員   金津小学校のやなせたかしロー ドについてですが、修復が完了した後、お披

露日会があつたと伺いました。写真などがありましたら拝見したいです。また、10月 22日

の造形教育研究大会も開会式等はあるのでしょうか。コロナの影響で規模縮小 となるなら

後 日成果のご報告をいただきたいと思います。

岡田課長   やなせたかしロー ドについてお答えします。夏休みに市のほうでアスファル

トの補修工事を行いました。そしてその工事の終了後、金津小学校のPTAの ほうで、やなせ

たかし先生の原画を塗装する工事を行いました。その後、学校 とPTA主催で、お披露 日会が

執 り行われました。お披露日会については、学校の意向で、コロナ禍 とい うこともあり来

賓や報道機関をお呼びせずに開催 したとい うことであります。
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吉田課長補佐 造形教育研究大会についてですが、こちらも規模縮小にて執 り行われ、開会

式などもありません。大会の様子については後 日ご報告させていただきます。

甲斐教育長  他にありませんか。無いようですので、続きまして、(8)その他で何かあり

ますでしょうか。

山本課長補佐 ～別紙資料を説明～

甲斐教育長  この件について、ご質問はございませんでしょうか。

宮川委員   私も参加 しようとアプリをダウンロー ドしましたが、登録がかなり難 しく感

じま した。ご高齢の方もウォーキングなどで参加されると思います し、登録のサポー トを

していただける体制があると大変ありがたいと思います。

山本課長補佐 ご指摘のとお り少 し難 しいという声もありますので、入力のサポー ト体制に

ついて検討 し、丁寧に取組を進めていきたいと思います。

甲斐教育長  他にありませんか。無いようです。それでは次回の定例会ですが、10月 28日

(木)13時 30分からでお願いします。「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】

甲斐教育長  以上をもちまして9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 9月 28日

教 育 長

署名委員
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