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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。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。 

甲斐教育長 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】 

 

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、玉川委員にお願いしたいと思います。 

玉川委員 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。 

３月から本日までの報告をさせていただきます。まず１番市町教育長会議が３月28日に

行われました。昨年度何回か教育長会議がありましたが、オフラインだったのは１回のみ

であとは全てオンライン会議となりました。この時期は、まだコロナの特別警報が出てい

る段階ですので感染対策についての話と春休みの部活動について、あるいはスポーツ少年

団の活動について話し合いが行われました。そして部活動の地域移行につきましても、話

し合いが行われました。２番のあわら市教職員離任式と３番の着任式ですけれども、委員

の皆様にも出席いただきまして行われました。４番の学校運営研究会、あわら市の校長会

ですが、ここで新しい教育委員会事務局の方の紹介をさせていただきました。それから昨

年度策定しました教育振興基本計画についての説明と令和４年度の教職員の人事配置につ

いて話をさせていただきました。今年度から英語と体育になりますが、教科担任制を行う

ということで話をさせていただきました。５番坂井地区学校運営研究大会つまり坂井地区

の校長会ですけれども、年３回行われるうちの１回目で、坂井市役所で行われました。そ

れから６番議会の全員協議会ですが、４月５日に行われまして、この時も今年度初めてと

いうことで新しい部長や課長の紹介あるいは市の新採用職員の挨拶などがありました。７

番坂井地区教育長会、これはあわら市と坂井市の教育長会でございますが、年３回行われ

るうちの１回目ということで、今年度の坂井地区の教育委員会の計画あるいは昨年度の報

告がありました。その中であわら市と坂井市の合同教育委員会を５月23日に行うという話

がありました。８番坂井地区教育振興研究会総会ですが、これは２年間中止になっていた

会です。例年ですとあわら市、坂井市の全ての教職員が一同に会する会でハートピア春江

などに集まって総会を行っていました。今年度はオンライン開催ということで、坂井市役

所とすべての小中学校をオンラインで結びまして開催しました。9番が本日の定例会でご

ざいます。 

  続きまして４月の教育委員会行事報告についてお願い致します。 



岡田部長  ～資料２ページを説明〜 

甲斐教育長 教育長報告そして教育委員会行事報告に対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きましては了承とします。 

 

【付議事件】 

 

甲斐教育長 次に日程７議案の審議に移りたいと思います。議案第９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）についてお願いしま

す。 

江川課長  ～資料４〜６ページ説明〜 

早見課長  ～資料７〜12ページ説明〜 

中辻課長  ～資料13〜14ページ説明〜 

甲斐教育長 ただ今の議案につきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

玉川委員  ６ページのあわら市学校給食センター運営委員会の名列ですけど２番の平田先

生の所属はこれでよろしいでしょうか。 

江川課長  失礼いたしました。６ページの２番の平田校長先生につきましては金津東小学

校の校長先生でして、訂正をよろしくお願いいたします。 

甲斐教育長 他にございませんか。では、議案第９号「臨時に代理した事務の承認を求める

こと」（附属機関委員の委嘱又は任命）について承認としてよろしいでしょうか。 

（はい） 

甲斐教育長 では、この件は承認とします。続きまして議案第10号「臨時に代理した事務の

承認を求めること」（教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規

則）についてお願いします。 

江川課長  ～資料15～17ページ説明〜 

甲斐教育長 ただ今の説明について、ご意見、ご質問はございませんか。 

甲斐教育長 ないようですので決をとります。議案第10号「臨時に代理した事務の承認を求

めること」（教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則）につ

いて承認してよろしいでしょうか。 

（はい） 

甲斐教育長 この件は承認とします。次に議案第11号「臨時に代理した事務の承認を求める

こと」（あわら市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則）についてお願いしま

す。 

早見課長  ～資料18～20ページ説明〜 

甲斐教育長 ただ今の説明について、ご意見、ご質問はございませんか。 

玉川委員  「はたちのつどい」ですが、これは20歳になった時にこの集いに参加できると

いうことで、18歳の成人になった段階ではこういう式典は催さないということでしょう

か。 

早見課長  今のところ例年の通りの式典を行うということで進めております。 

甲斐教育長 よろしいでしょうか。では、議案第11号「臨時に代理した事務の承認を求める

こと」（あわら市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則）について承認してよ

ろしいでしょうか。 

（はい） 

甲斐教育長 では、この件は承認といたします。 



 

【報告事項】 

 

甲斐教育長 続きまして報告事項に移ります。（１）令和４年度児童生徒数につきましてお

願い致します 

吉田補佐  ～資料21ページ説明〜 

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  確認ですけれども金津中学校２年生のクラスは４クラスでしょうか。人数から

見ても５クラスのような気がするのですが。 

吉田補佐  １年生が４クラス２年生は５クラスです。 

甲斐教育長 １年が４ラスで２年が５クラスに訂正お願いします。続きまして（２）教育委

員会事務分掌についてお願いいたします 

吉田補佐  ～資料22～26ページ説明〜  

西正補佐  〜資料27～32ページ説明〜  

九千房補佐 〜資料33～34ページ説明〜  

上木補佐  〜資料35ページ説明〜  

甲斐教育長 ただ今の説明についてご質問はございませんでしょうか。 

玉川委員  各部署の業務割り振りについては、ここに記載されているとおり淡々となされ

ているという印象を持ったのですが、去年と同じような事を処理していく上ではこういうや

り方が非常にいいと思いますが、去年の不都合を変えていくとか新しいことを提案する場も

必要だと思うので、各課の全体の集まりやミーティング、部全体のミーティングなどがどの

ような頻度で開かれてるか教えて欲しいです。 

岡田部長  各課の問題や課題につきまして共通意識持たせるという意味ものあり、課長に

ついては毎週水曜の朝、教育長とミーティングをしています。共有する情報や課題等に対

応するための相談などを週に１回定期的に行っています。また各課においては毎朝８時30

分から少しの時間を設けて、ミーティングしていますので、その中でいろいろな話をして

いく体制をとっています。 

玉川委員  やり方を変えないといけないとか、対応を急がないといけない とかあります

ので、その辺を柔軟に臨機応変に考えてやっていただきたいと思います。忙しいと思いま

すけど、よろしくお願いします。 

坂野委員  最近、インスタを見ていますと図書館や公民館などが上がっているのをよく見

かけます。SNS とかたぶん若い世代を狙って積極的に行っていると思うのですが、そうい

う仕事はどこがされていますでしょうか。 

西正補佐  各地区公民館にはそれぞれ担当がおりまして、各館で運営をしております。中

央公民館や図書館につきましても、インスタをそれぞれ各担当で発信をしています。 

中辻課長  スポーツ課ですが、２週間ほど前に立ち上げました。コロナの感染状況によっ

て体育館などが使えなくなったりするので、その情報をいち早くあげたいと思い立ち上げ

ました。スポーツ行事なども、その都度アップさせていただきます。 

玉川委員  担当する職員はきまっているのですか。 

中辻課長  課の若手の職員にお願いしていまして、担当の行事を挙げたりするようにして

います。 



江川課長  教育総務課につきましても、例えば給食センターでは献立表をホームページに

アップしたり、教育ローンのことや教育全般に関するページも多数載せていまして、担当

者レベルで随時その年のマッチングした情報に更新しているところです。 

玉川委員  関連ですが、あわら市自体のホームページが古い構成みたいなところがあり教

育総務課の行事を見に行こうと思うと、何回もクリックしないといけない、また正しいと

ころをクリックしないと全然違うところへいってしまうことが頻繁にありました。子供の

感染状況がどのようになっているかを毎日チェックしようと思った時に、どこを見ても出

ておらず、対応はどうなっているか、休校か、学級閉鎖かという情報も見れず、困ったこ

とがありました。最新のニュースや連絡事項をいれる欄を作るとか、もう少し全体で工夫

していただけるといいなと思うので、部長クラスの会議等あるときに意見してもらえたら

と思います。 

江川課長  学校のコロナの情報につきましては、トップページのコロナ情報というボタン

からの入れます。教育委員会の所で随時更新している状況です。トップページの左側上の

青色のコロナ関連情報というところです。なお新着とか着目注目情報というのがあります

が、新しい学校が加わりますと古いほうから消えてしまうので、工夫しながらアップして

きたいと思っています。 

坂野委員  関連事項ですが、公民館やスポーツ施設の利用料金の支払いですが、今は窓口

に直接もっていくか、支払伝票を銀行の窓口に持っていけば支払いができると聞いていま

すが、銀行や公民館が開いている時間に持っていけないという声がありまして、 ATMなど

で振り込みができるようになったら使いやすいのにという声を聞いておりますのでまたご

検討いただけたらと思います。 

中辻課長  スポーツ施設につきましては、市から月一回納付書を発送して、その納付書で

納めていただいています。今後検討していきたいと思います。 

甲斐教育長 続きまして報告事項（３）利和４年度指導主事訪問計画についてお願いしま

す。 

江川課長 〜資料36ページ説明〜 

甲斐教育長 ご質問はありませんか。スタートは伊井小学校ということで今年一年よろしく

お願いいたします。続きまして（４）第19回トリムマラソンにつきましてお願いいたしま

す。 

上木補佐  〜資料37～41ページ説明〜 

甲斐教育長 ただいまの説明につきましてご質問はございませんか。それでは次に（５）４

月～５月の教育委員会行事予定につきましてお願いいたします。 

岡田部長  〜資料42ページ説明〜 

甲斐教育長 23日の合同教育委員会は教育委員も全員出席ですか。 

（はい） 

甲斐教育長 教育委員の方も出席お願いします。ただいまの説明につきましてご質問はあり

ませんか。 

次に（６）その他ありますか。 

中辻課長  〜資料43ページ説明〜 

甲斐教育長 ただ今の説明につきましてご質問はありませんか。 

宮川委員  今朝の福井新聞の記事にも部活動の地域移行に関することが掲載されていまし

た。国の所管はスポーツ部に関してはスポーツ庁、文化部に関しては文化庁というように



所管が違っています。あわら市におきましても、スポーツ部に関しては、小学校の頃から

のクラブチームや活動があるので概ね地域移行がスムーズにいくのかなと思いますが、文

化部に関して特に吹奏楽部とか美術部とかになりますと、クラブがそもそもありませんの

で、そのあたりの地域移行を手厚く考えていかないと、教えている先生の働き方改革に繋

がらない可能性もあると思います。また、試験的に運用を行っている市に関しまして吹奏

楽部はパートごとに地域の方々がサポートに入って、土日及び放課後の練習に当たるとい

うニュースも拝見しましたので、スポーツ部と文化部というのはかなり状況が異なってく

るのではないのかなと思いますので その辺を手厚くケアしたほうがよいのではないでし

ょうか。 

中辻課長  検討委員会の名簿の15番の委員は、吹奏楽部の先生でして、スポーツ課所管で

はありますが、地域移行ということで文化部も含めて検討していきたいと考えています。

この先生の話では、芦原中学校も金津中学校も部員が少ないようで、それぞれ練習してい

ても吹奏楽にならないということでした。地域に移行した際、合同で練習できる場所や時

間が確保できれば私が指導してきたいとお話いただいたので、心配はしていないのです

が、宮川委員が言うように他の文化部でも様々な課題を抱えていると思いますので、一緒

に検討していきたいと思います。 

甲斐教育長 他にありますか。 

玉川委員   金津中学校にある部活で芦原中学校にはない部活があります。子ども達が今後

の移行に伴って今までなかった部活で自分を発揮できる機会を増やしてあげるのがいいか

なと思うので、その辺も踏まえて合同というのも十分に考慮しながら運営を開始できたら

と思います。 

中辻課長  芦原中学校ではソフトテニス部がなくなってしまいましたが、金津中学校には

ありますので、例えば一緒に練習できるようにして部活動として認めるということも検討

していきたいと思います。 

甲斐教育長 また議論が深まりましたら、教育委員の皆様にも報告させていただきたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。その他にございませんでしょうか。 

坂井委員  ３つ聞きたいことがありまして、１つは心を病んでる教職員、休んでいる教職

員が今いるのかということ。２つ目は、教科担任制が始まりますが、これが理数とかに拡

大をするようになるのか。３つ目は保護者からの苦情のメールなどが学校や市教委に入っ

てくることがあると思います。いきなり県の方に入って県から下りてくることもあるよう

に思いますが、その対応はどのようにしているのか、そして学校と市教委がどのように連

携しているのかということをお聞きしたいと思います。 

常廣審議監 今の３つの点についてお答えします。心が病んでいる教職員につきましては、

今のところあわら市では一人もいません。校長先生方には新採用や異動で新しく来られた

先生方に特に配慮して声かけや雰囲気を大事にして頂きたいと教育長からもお願いをして

います。２点目の教科担任制の範囲ですが今後、理科数学に広がっていく可能性もありま

すが、今理科について金津小で一つ取り組みを入れています。また今後の加配の配置によ

り理数にも広がると思います。３番目の苦情メールですが昨年度も何件か学校に入ったも

の、直接県に電話が入ってそこから市教委や学校に連絡があったものがあります。対応は

必ず市教委と相談しながらしています。アドレスがわかって返事が欲しいというメールに

つきましては、返答文を市教委と一緒に考えて出し、直接お話ができればというメールで



は直接お話をした場合もあります。全て市教委と綿密に相談しながら今のところ対応して

いるところです。 

甲斐教育長 他ございませんでしょうか。 

江川課長  教育総務課から報告です。国際交流派遣事業につきまして報告します。近年コ

ロナ感染拡大に伴いまして、訪問団の派遣はしていません。今年度につきましても今、関

係者の話を聞きますとアメリカ合衆国も中国も難しいのではないかという意見でして、教

育総務課といたしましても、今のところは訪問団の派遣は難しいと考えているところで

す。このような中、訪問は出来ませんでしたが、例えば文通による交流とかズームを使っ

た国際交流は続けていまして、昨年度はアメリカの学校とクリスマスカードを送る交流を

しています。本年度も訪問団の派遣につきまして難しい状況にあるということで今年も派

遣は中止とさせていただく方向性で調整させて頂きます事を報告させていただきます。 

甲斐教育長 ただいまの件についてご質問はありますでしょうか。ではその他ありますでし

ょうか。無いようでしたら次回は 5月26日木曜日となります。 

 

【閉会】 

 

甲斐教育長 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。 
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