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令和４年５月 教育委員会定例会会議録 

 

令和４年５月26日(木) 

午後１時30分～午後２時45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 ４〜５月教育委員会行事報告 

７ 議案 

第12号 あわら市一般会計補正予算（第１号）に関する意見について 

８ 報告事項 

（１）思い出づくり体験入浴について 

（２）市内小中学校の新型コロナウイルス感染症の対応について 

（３）第19回あわら市トリムマラソンについて 

（４）５～６月教育委員会行事予定について 

（５）その他 

９ その他 

10 閉会 

 

出席者 

教育長   甲 斐 和 浩 

委 員   玉 川 洋 一 

宮 川 千 乃 

坂 野 靖 子 

      坂 井   優 

  

事務局（説明者） 

教育部長      岡 田 晃 昌 教育総務課長    江 川 欣 男 

文化学習課長    早 見 孝 枝 スポーツ課長    中 辻 雅 浩 

教育総務課教育審議監 常 廣 一 頼   教育総務課長補佐  吉 田 さゆり 

文化学習課長補佐  西 正 真 琴 スポーツ課長補佐  上 木 大 輔 

郷土歴史資料館副館長 九千房 英 之 
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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。４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、４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。 

（１）市町教育長会議ですが、人事異動により県の担当者が変わりましたのでその紹介

と、勝山市の教育長が新しく就任されたので、挨拶がありました。それから県の施策につ

いての説明がありました。（２）全国都市教育長協議会定期総会研究大会は山口県で行われ

ました。国の行政説明があり、教員免許更新制度廃止の説明もありました。それから全国

のいくつかのブロックに分かれて、ブロックごとの教育長の実践報告がありました。それ

ぞれの財政事情に合わせて様々な取り組みがされていました。（３）指導主事学校訪問です

が、伊井小学校が５月 18 日にあり、玉川委員に出席いただきました。伊井小学校ではダブ

レット端末を活用した授業あるいは英語の授業など、素晴らしい授業が展開されていまし

た。（４）学校運営研究会が５月 19 日にありました。このころはコロナの感染者もまだ多

い状況でしたので、コロナ対策についてとタブレットの持ち帰り計画について説明しまし

た。（５）県都市教育長協議会総会は福井市役所で行われました。昨年度の事業報告あるい

は会計報告、今年度の計画について報告がありました。その中で部活動の地域移行につい

て、各市町の状況について話題に上がりました。（６）地区合同教育委員会は今週月曜日に

ありました。（７）市議会の全員協議会が５月２３日にありました。ここでは６月議会の議

案等の説明がありました。 

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。 

甲斐教育長 続きまして日程６「４月～５月教育委員会行事報告」をお願いします。 

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。 

 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。 
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【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12号「あわら市一般会計補正予算（第２号）に関する意見について」を

議題にいたします。事務局の説明をお願いします。 

江川課長   ～資料３～13ページを説明～ 

早見課長   ～資料14～18ページを説明～ 

中辻課長   ～資料18～21ページを説明～ 

甲斐教育長 ただいま補正予算の説明がありました。ご質問ご意見はございませんでしょ

うか。 

宮川委員  休校している吉崎小学校は、避難所以外で普段利用されているのでしょうか。 

 あわせて剱岳公民館はどうでしょうか。 

江川課長  休校しています吉崎小学校の利活用の状況ですが、（一社）蓮如の里吉崎が活

用していまして、キッズルームとして利用しています。政策広報課で予算要求しています

６月補正では、このキッズルームの空調整備工事を計上しています。 

早見課長  剱岳公民館ですが、公民館の各種講座活動をしています。また、スポーツ少

年団や子供たちの太鼓など地域活動でも使っています。 

宮川委員  そうしますと、調理実習室の改修がありましたが、調理実習室として改修す

るということですか。 

早見課長  改修するのは、換気扇や床、コンセントなどを綺麗にするということで、調

理台を変えるとか IH にするとかということまでは考えておりません。 

玉川委員  今現在、教員に支給されているパソコンの状況、どのように使っているのか、

デスクトップをメインに使っているのか、オフィス等のアプリケーションはインストール

されているのかお聞かせいただきたい。 

江川課長  現在導入されている教職員のパソコンにつきましては、学校の方に整備をし

てるもので、今回の２台追加で整備しますのは、保守点検の関係で委託業者が同機種でな

いと保守がやりにくいということで、デスクトップパソコンを整備します。学校では、ノ

ートパソコンではなく、ディスクトップとしています。また作業の OS ですけれども Office 

21 の OS が入ってまして、２台分の機器代プラス OS の Office21 の費用も含めての予算計

上額となっております。 

坂野委員  防災教育についてですが、学校防災アドバイザーというのはどういう方が講

師になられたのか、またどういった内容だったのか簡単で構いませんので教えていただけ

ますでしょうか。 

常廣審議監  学校防災アドバイザーは、これから派遣していただき各学校の地震火災の災

害以外の部分での避難の仕方であったり注意事項であったりアドバイスしていただくこと

になります。県からアドバイザーを紹介して来ていただくということで市内の全小中学校

で、そのアドバイザーをよんだ教員向けや子供向けの研修に活用していただく予定です。 

坂野委員  例えば食べることについて学ぶことは、とても大切なことではないかと思いま

す。こういったことも合わせて実地で出来るような訓練も今後を組み込んでいただけると

ありがたいなと思います。 

江川課長  緊急時に自らが考えて自らの行動できることが非常に大切になっております。
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今回のこの事業につきましても一過性のもので終わってしまうのではなく、関係機関との

連携をはかって、訓練を繰り返しすることで身についてくるものですので、今回、市内小

中学校で実施しますけれども金津高校も加えて今年度はモデル事業、モデル校となってい

ますが、続けていくことが大事だと考えております。 

玉川委員  電子黒板の増設など電子媒体をどんどん増やしていくのは、今の流れだと思う

のですが、一方でこれをやればやるほど生徒は受け身の姿勢で学ぶ機会の方が増えてきて、

自分でノートをとって理解をするということとは違う形態の勉強の仕方になるのかなと思

います。私の授業でも、教員が非常に準備に時間かけている割に、学生の理解が深まらな

い、ただ呆然と見ているだけで授業が終わってしまうということが多々ありますので、現

在の電子黒板を使った授業の反応とか手応え、理解力がどうなってるかということについ

て教えていただけないかと思います。 

常廣審議監  委員のおっしゃるように 画面を見ているだけでは受け身で理解も深まらな

いということで、子供達が疑問を抱いたり、考えてみたいというようなものをうまく組み

合わせて、子供たち同士が議論をして、その考えを述べたりとかそういったものをうまく

組み合わせながらやる授業をお願いしております。今は引き出す教育、楽しむ教育という

ことで子どもたちが主体になって考えるそういう授業の工夫をお願いしております。ICT 

の良い所をうまく使っていただいて、決して受け身にならないようにということをお願い

しているところです。 

玉川委員  算数・数学の授業で例えば２次方程式のグラフを書くときに黒板に線を引い

て、先生が上への放物線を書くのか下への放物線を書くのか、またその時に X 軸に交わる

ようにして書くのかどうかというのを予想しながら、問題の内容を先取りして考えていく

のが、非常に楽しみでなんですけど、そういう演出というか、勉強の楽しさみたいなもの

もちゃんと残しつつ、今言われた良い所取りをして、そうじゃないのは黒板も積極的に使

っていただいて、子供がちゃんとノートをとるということにも重点を置いた教育っていう

のも残しておいてもらいたいなと思います。 

もう一つ、創作の森の「発酵」展が補正予算に上がっていますが何日間ぐらいでどうい

うことやるのかを教えていただきたいと思います。 

早見課長  年間に四つの企画展を予定しております。４月からモビールの展示会を開催

しております。その展示会を皮切りにダンボール展、発酵展、それから西野さんの写真展

と、四つの企画展を 900 万円補助してるんですが、今回の発酵展は、新幹線開業に向けま

して新しい企画として、新しい視点から見た企画展をということで 500 万円を上乗せして

試みることになっております。 

坂野委員  この前、発酵展のヒラクさんが NHK の対談番組に出ていまして、全国版の番

組なんですけれども、その撮影場所が福井なんです。すごく映像が綺麗でこれが全国に発

信されたら、福井っていい所だなって思ってもらえるんじゃないかと。今回この発酵展に

関しては観光部門や旅館とかも色々関わっているみたいで、創作の森がそういう観光部門

と連携して進めてるのが、私はすごくいいことだなと思っております。 

坂野委員   コロナでなければ、発酵食品の試食もあったみたいだけど、今の状況ではで

きないので、全国の発酵食品が展示されるらしいです。 

宮川委員  本来ならばコロナが始まる前にすでに企画が上がってまして、かなりダイナ

ミックな企画ではあるんですね。実はそのころ発酵の地域を回るバスツアーを予定してい

まして、いろんなところの発酵文化とかルーツ、いろんなものを皆さんで体感していき、
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創作の森で発酵展を終着点にするという全国的な、かなり前からの大々的な企画だったん

ですけど、コロナで 2 年越しでやる企画なんです。だからどこまで縮小されるか分からな

いですけど非常に魅力的な企画ではあります。 

玉川委員  いつからやるの。 

宮川委員  今年の秋ですね。 

玉川委員  わかりました。 

甲斐教育長  他よろしいですか。 

岡田部長  先ほど給食費の半額支援ということでまず 300 円の料金改正をするというお

話をさせていただきました。この保護者の負担金は給食センター条例の施行規則という規

則で明文化されているところでして、この改正作業を合わせて行わなければなりません。

これにつきましては、次回の 6 月に開催されます教育委員会定例会で施行規則の改正案を

提案させていただきたいと思いますので、またご審議のほどいただきたいと思います。ど

うぞよろしくお願いします。 

甲斐教育長  ほかはありますでしょうか。 

（なし） 

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）思い出作り体験入浴につい

て、事務局の説明をお願いします。 

吉田課長補佐 ～資料22ページを説明～ 

甲斐教育長 ただいまの報告について、ご質問はございませんでしょうか。 

宮川委員  この入浴体験は個人的にはあわら市ならではの良い取り組みだと思って、毎

年この入浴率を楽しみにしているんですけれども、今回過去の入浴率とを比較しますと、

令和２年度にコロナで一回中止になった年を境に率が半分ぐらいまで上がってきてるのは、

どういう風に分析しているのか。やはり皆さんどこも行けないから温泉行きたいなってい

う感じで入浴率は上がったってことでしょうか。 

江川課長 これは長い間継続してきた事業ですけど、親子の気持ちがこういう風な形で現れ

てきていると思います。ただ我々としても数字の増減と共に大事なのは、参加した人の気

持ちはどうだったか、そういう検証も必要でして、数字プラス参加した人の気持ちがどう

だったかも聞き取りしながら今後の実施に向けて改善をしてきたいと考えています。おそ

らく親子の関係性を高めた、という気持ちが現れてるのかなと思います。 

甲斐教育長 続きまして報告事項（２）市内小中学校の新型コロナ感染症の対応についてお

願いいたします。 

常廣審議監 〜資料23～25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。 

甲斐教育長  次に（３）第１９回あわら市トリムマラソンについてお願いします。 

上木課長補佐 ～資料26～28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。 

坂野委員   男性の場合は年代ごとに賞があるんですが、参加者が少ないので女性の場

合は賞が一本になってしまうと思うのですが、私より年上の女性が一生懸命、最後は歩い
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てでもゴールしようとされている姿を見るとなにか賞をあげてほしいなと思ったんですが、

やはりその辺は難しいのでしょうか。 

中辻課長  女性を年代別のカテゴリーにすると申込数が少なくなってしまうことがある

ので、実施してなかったのかもしれませんが、検討させていただきます。カテゴリー別に

して表彰するということはできるかもしれませんし、参加申込人数は女性だと 10km は 33

名、５kmですと 39 名です。カテゴリー分けすると、少なくなってしまうということはある

ので、その辺も含め判断させていただきたい思います。70 歳以上の方には男女関係なくそ

れぞれ記念品を渡しています。今年は 86歳の方が最高齢です。 

坂野委員 86 歳の方は何㎞に出られたんですか 

中辻課長  ３㎞です。 

坂野委員 今年の入賞者に地元の野菜を送ったとお聞きしましたが。 

中辻課長 とび賞を設けまして、あわら市の特産品、お米やとみつ金時とかトマトなど

を送らせていただきました。 

甲斐教育長 他にございますか。続きまして（４）５月６月の教育委員会行事予定につい

てお願いいたします。 

岡田部長   ～資料29ページを説明～ 

甲斐教育長  ありがとうございました。ただいまの説明につきましてご質問等はございま

せんか。 

甲斐教育長  では（5）その他に移ります。その他ございますでしょうか。 

江川課長  アメリカと中国の国際交流事業につきまして、関係者と調整してきましたが、

コロナ禍におきまして先行きが見通せず国際交流事業は中止にさせていただくことになり

ました。口頭での報告となりますけれどもよろしくお願いいたします。 

甲斐教育長 よろしいでしょうか。リモートでの交流は昨年度も行いましたが、今年も引

き続き行う予定ですので、よろしくお願いします。 

甲斐教育長 その他ございますでしょうか。ないようですので報告事項を終わります。 

甲斐教育長 ９番その他ございますでしょうか。それでは、次回の定例会を６月28日火曜

日13時30分からということでお願い致します。 

 

【閉会】 

 

甲斐教育長 以上をもちまして５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４年５月26日 

 

教 育 長 

 

署名委員 


