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令和５年２月 教育委員会定例会会議録 

 

令和５年２月28日(火) 

午後１時27分～午後３時５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 ２月教育委員会行事報告 

７ 議案 

議案第２号 あわら市教育委員会表彰について 

議案第３号 令和４年度あわら市一般会計補正予算（第８号）に関する意見について 

議案第４号 令和５年度あわら市一般会計予算に関する意見について 

８ 報告事項  

（１） あわら地域中高一貫教育における連携クラス入級者の選考結果について 

（２） 全国大会等出場選手について 

（３） ２月～４月教育委員会行事予定について 

（４） 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 

 

 

 

【開 会】 

 

甲斐教育長  ～開会あいさつ～ 
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【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。１月定例会会議録につい

て、ご確認をいただきまし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、１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、坂井委員にお願いしたいと思います。 

坂井委員 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。 

レジュメ１ページをご覧ください。今、市議会が始まっております。１月27日からは

全員協議会が、２月27日から本会議がスタートしました。教育委員会にもいくつかの質

問が出ています。その内容につきましては次回の教育委員会でお知らせをしたいと思い

ます。今回の議会では３月補正と令和５年度の当初予算の二つが上がっております。こ

の内容につきましては後ほど担当の者から説明をさせていただきたいと思います。続き

まして２番坂井地区教育長会が２月に３回ございました。内容としましては教職員の人

事異動に関わるものです。まだ最終的な詰めをしている段階ですけれども普通ですと来

週末ぐらいが内示になる予定で進めているところです。今年度は退職されるあわら市の

教員は７名いまして、そのうち校長は３名、教頭は２名になっております。退職者につ

きましては３月30日に市の離任式を行いますので、またその際には委員の皆様のご出席

をお願いしたいと思っております。３番学校運営研究会が２月21日ございました。これ

も最後の校長会ということになります。この中ではマスクの取り扱いや卒業式のことに

つきまして話をさせていただきました。マスクの取り扱いにつきましては、後ほどまた

説明を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。以上が教育長の

報告です。 

続きまして１月から２月の教育委員会行事報告につきましてお願いいたします。 

岡田部長 〜資料２ページを説明〜 

甲斐教育長 それでは教育長報告並びに教育委員会行事報告につきましてご質問等はござ

いませんでしょうか。 

甲斐教育長 それでは教育長報告及び行事報告につきましては了承といたします。 

 

【付議事件】 

 

甲斐教育長 それでは、次に日程第７議案の審議に移りたいと思います。 

甲斐教育長 議案第２号あわら市教育委員会表彰につきましてお願い致します。 

吉田課長補佐 〜資料３～15ページを説明〜 
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甲斐教育長 ただ今の議案つきまして、ご意見ご質問はございませんでしょうか。 

甲斐教育長 ないようですので、決を取りたいと思います。議案第２号あわら市教育委員

会表彰につきまして承認してよろしいでしょうか。 

（はい） 

甲斐教育長 ありがとうございます。この議案は承認といたします。それでは続きまして

議案第３号令和４年度あわら市一般会計補正予算（第８号）に関する意見についてお願

いいたします。 

江川課長 〜資料16～18ページを説明〜 

早見課長 〜資料19ページ（左）を説明〜 

中辻課長 〜資料19ページ（右）を説明〜 

甲斐教育長 ただいまの議案につきましてご質問はございませんでしょうか。 

宮川委員 金津創作の森美術館の電気料の補正予算がありますが、あわら市内の小中学

校大規模施設の電気料も相当な負担額になってきているのではないかと思うのですけれ

ども、そもそもどこの電力を使用しているのでしょうか。北陸電力とか関西電力とかも

軒並み４月からまた値上げの意向を表明しており、財政的にも大変なんでしょうか。 

江川課長 小中学校の学校の校舎の電気料につきましては既決予算の中で流用処理を行

うことによりまして支払いをしていきたいと考えております。実績はかなり増額しており

まして、後ほどの当初予算の説明にもでてきますけども、新年度予算に関しましてはかな

りの増額となっております。 

甲斐教育長 電力会社は。 

江川課長 北陸電力が契約相手方となっております。 

甲斐教育長 よろしいでしょうか。他ございませんでしょうか。では決をとりたいと思い

ます。議案第３号令和４年度あわら市一般会計補正予算（第８号）に関する意見について

承認してよろしいでしょうか。 

（はい） 

甲斐教育長 ありがとうございます。異議なしと認め、この議案は承認といたします。 

甲斐教育長 続きまして議案第４号令和５年度あわら市一般会計予算に関する意見につい

てお願いいたします。 

江川課長 〜資料20～36、59ページを説明〜 

早見課長 〜資料36～44、51～54ページを説明〜 

中辻課長 〜資料45～51、55～59ページを説明〜 

甲斐教育長 16ページから今ほどのページまでが令和５年度の当初予算となります。ただ

いまの説明につきましてご意見ご質問等ございませんでしょうか。 

宮川委員 ひとつずつお願い致します。最初に文化学習課の桑野遺跡の出土品レプリカ

作成事業におけるクラウドファンディングの目標設定額がおおよそいくらぐらいかもし

分かりでしたら教えてください。 

九千房補佐 こちらの方は、このレプリカ作成事業だけではなく、この関連の土産物開発

なども含めて目標設定額が1000万に設定されております。多くできれば副市長から２セッ

ト作ってもいいんじゃないかと言われています。 

宮川委員 もう一つ、市文化会館の休館に伴い、コロナ前にあわら市小学校の音楽会を

この会場で毎年開催していたと思うんですけれども、コロナで３年間中止になっておりま

す。まず、あわら市音楽会は開催されるのかどうかということと、もしこれを再開するこ
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とになると、代替施設の中で200人収容規模があれば大丈夫なんでしょうかね。例えば安

全面など色々な諸事情は含まれるかと思いますけれども、せっかくなのでアフレア辺りで

できたら子ども達も楽しいかなと思うんですけれどもいかがでしょうか。 

常廣審議監 来年度のあわら市小学校の音楽会をアフレアでやるという予定で今計画を進

めております。 

甲斐教育長 他ございますか。はいお願いします。 

玉川委員 二つあります。スポーツ課の件ですけど45ページのトリムパークかなづの件

なんですが、トリムパークかなづの補修関係というのは本来すべてここに入るものでしょ

うか。というのは例えば施設が古くなった時の補修などですが。 

中辻課長 県の指定管理の関係で100万円以上は県がしています。それ以外の軽微なもの

はしが補修しています。毎年年２回、県と要望とかの擦り合わせをやっていまして、大き

い金額の事業については県でやっていただいています。 

玉川委員 例えば今気が付いているのは、奥の方に木道があって、階段降りて池がある

ところは、非常に荒れている感じになっていて、木道に穴が開いていたりして危険なので

早めに手直ししていただきたいなと。草刈も十分されてなくて、鬱蒼とした雰囲気になり

つつあって人が行けないので、早めに明るい感じにしていただけたらと思います。それと、

フロントに子ども達が遊ぶ場所、非常に広大な芝生の広場があっていいなと思うんですけ

ど、そこに連れて行きますと、６月になると暑くて居場所がないんですね。日陰がまった

くなくて、もう早々に退散することになるんですけど、日陰になる場所を少しずつレイア

ウトして整備して頂けるといい場所になるのかなと思います。 

中辻課長 奥の方ですが芝生広場にしたいという話があります。日本庭園の穴の開いてい

る橋については早急直してもらうよう県の方に話していまして、今年度中に残った予算

で直したいと聞いています。 

玉川委員  ありがとうございます。 

中辻課長 芝生広場の東屋みたいなのは、ご意見いただいたので県の方に相談します。 

玉川委員 座って子ども達を見る場所がほしいと思いますので。もう一つ部活の件なん

ですけど、例えば方針として、今の部活を何とか受け入れて細々と続けていくんじゃな

くて、これを機にアクティビティな中学生の部活というか課外活動の方針を積極的に盛

り込んで展開してほしいなというのがあり、ぜひ活性化してほしいと思います。例えば

芦原中学校をみると今10くらいの部活しかないんですけれども、これをやったおかげで

12とか13の部活動から選べるようになるとか、今までなかった放送部が復活して一緒に

放送部の練習ができるとかＥＳＳの練習ができるとか、そういうふうな方に発展してい

くといいかなと思います。もう一つ、この金津中学校の２番のバトミントンが黄色くな

ってない理由は何ですか。 

中辻課長  今すでに平日休日合わせて教員ＯＢの方が指導していまして、部活から手を

離れていて、月謝とかもとってるんですね。そこのすり合わせが必要でして、来年度は

そこのすり合わせをして、令和６年度は一緒にできるようにしたいと考えています。玉

川委員いわれたように今は芦原中学校と金津中学校とでは芦原は数が少なくバランスが

悪いので、地域移行になれば芦原中にない部活の選択ができるようにしたいと思ってい

ますし、拠点校として芦原と金津を一つの部活で進められたらというふうに思います。

他の活動も選択肢として増やしていけたらと思っています。まず既存の部活動を何とか

したいというところからスタートしています。 
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宮川委員 同じく地域移行に関してなんですけれども、明日から３月に入ります。この

モデル部活動は４月から始まるんですよね。そうすると１ヶ月間の間に実際に今いる部

員ですとか新しく入ってくる１年生のいるいわゆる部活動は、まだ存続していくんです

かね。 

中辻課長 モデルは休日だけですので、平日の部活動はそのまま残ります。 

宮川委員 保護者の方が非常にその辺のことを困惑されてらっしゃるんですよね。新聞

は早々にクラブ地域移行を流していましたので。おそらく１年生の子の保護者の方も非

常にその辺の認識がまだ不足しているんじゃないかなと思うんですが、この１ヶ月間で

例えば何かトリムクラブのコーディネーターの方からそれなりの説明がなされるとかそ

ういった計画はございますか。 

中辻課長 ３月中旬ぐらいに今のモデルとなってる部活動の保護者の方を対象に説明会

をさせてもらいます。４月に入りまして、全生徒、それから１、２年生の保護者の方を

対象とした説明会を順次させて頂きたいと思っています。まもなく通知を発送させて頂

きまして、４月には説明会をさせて頂きたいと思ってます。 

坂野委員 同じく部活動なんですけれども昨年金津ジャズクラブのコンサートに行きま

したら中学生が出ておりまして、なんと金津中学校の生徒さんだというふうに小耳に挟

んだんですけれども、スポーツの方は今のお話で分かったんですけれども、吹奏楽とか

美術とか報道とか文化系の方はどのようにお話が進んでいるのか、もし分かりましたら

教えてください。 

中辻課長 吹奏楽につきましては、音の問題ですとか楽器の移動だとかの問題がありま

して練習場所が確保できないということでストップしています。敦賀の方も今モデルで

やってるんですけどその辺が大変らしくストップしてる状況なんですけど、できれば外

部の方に見ていただきたいし、坂野委員いわれたように金津ジャズクラブの方に指導に

きていただけたらと考えています。ちょっと難しい状況ですね。美術部につきましても

例えば夏休みの期間に金津創作の森の方に来ていただくとかいろんな方向性を来年度考

えていきたいなと思っています。文化部についてもやはり地域移行進めていきたいと考

えてます。 

坂井委員 59ページの資料の中で児童生徒数がありますが、北潟小学校は来年度の１年

生が６人ですが、令和６年、７年今後の児童人数はどうなりますか。複式ができたとき、 

以前は複式を解消するために統合するということをしたと思いますが、その辺はどうで

しょうか。 

江川課長 北潟小学校の令和６年度に新１年生になる児童が９人の予定です。今の４歳

児令和７年度の１年生は11人、その翌年の令和８年度入学の人数は５人と、この年はす

ごく減っています。令和９年度になりますと今の２歳児が10人で、令和10年度の新１年

生は８人となります。令和７年度11人入学しまして、その時の学年が一つ上に上がって

計算しますと、令和７年度に２年生３年生が９人と６人ということになりますので、こ

の２、３年生が複式の可能性があります。その翌年の令和８年度につきましても学年が

一つ繰り上がりますので、３、４年生が９人と６人ということでこの学年が複式の可能

性がありまして、経年の変化を見てるところでして、複式になった時にどうあるべきか

というのは早めに議論は進めていかないと思っており、現状把握をしてるところでござ

います。 

坂井委員 伊井小学校はどうですか。 
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江川課長 伊井の方はですね。今の６歳児令和５年度入学が８名です。１年生が８名に

なりますけどもその翌年の今の５歳児令和６年入学につきましては12人、その次の年は

15人そのまた次の年の令和８年入学が13人ということで、この辺の伊井小学校について

は、今の０歳児がちょっと今わかんないんですけど、それまでは横ばい傾向かなと思っ

てます。今後の動向とか保護者意識も十分とらえていきたいなと思っております。 

甲斐教育長 続きまして報告事項に移ります。（１）あわら地域中小一貫教育における連携

クラス入級者の選考結果についてお願いいたします。 

常廣審議監 〜資料16ページを説明〜 

甲斐教育長 ただいまの報告につきまして、ご質問等がございませんでしょうか。 

続きまして（２）全国大会等出場選手についてお願いいたします。 

上木課長補佐 〜資料61～62ページを説明〜 

甲斐教育長 ただいまの報告につきましてご質問等ございませんでしょうか。 

続きまして（３）２月～４月教育委員会行事予定についてお願い致します。 

岡田部長 〜資料63ページ説明〜 

甲斐教育長 ただいまの報告につきましてご質問等ございませんでしょうか。 

甲斐教育長 それでは（４）その他に移ります。はいお願い致します。 

常廣審議監 卒業式におけるマスクの取り扱いについて簡単にご説明いたします。別紙で

配られているＡ４裏表の資料をご覧ください。卒業式は学校生活の中で節目となる重要

な行事でありますし、児童生徒にとっても特別な意味を持つということから文科省の方

から卒業式におけるマスクの取り扱いということで通知が参りました。それを受けまし

てあわら市教育委員会としてもこのような形で、ということでこの別紙の通知を各学校

長宛に出させて頂いております。基本的な考え方は、式全体を通して児童生徒と教職員

はマスクを着用せずに出席することを基本とするとさせて頂いております。ただし子ど

もによってはマスクを付けないと不安だというお子さんもいらっしゃいますし、逆につ

けると健康上問題だという場合もありますので、着脱を強要することはありません。も

ちろんそれによる差別偏見がないよう学校でも適切に指導を継続してまいります。式の

流れの中ではご来賓の方と保護者にはマスク着用を求めております。それから場面によ

ってはマスクを着用する場合もございます。ただ基本つけなくても構わないということ

で式をすすめ実施するということにしております。また、今後の感染状況が心配されま

す。特にインフルエンザの方なんですけどもその状況によっては何らかのマスク着用を

含めた感染対策を講じることもございます。マスクにつきましては様々な考えがありま

すのでこれを保護者宛に配布しまして、いろんな問い合わせには丁寧にご説明をいただ

くということで学校にお願いしております。 

甲斐教育長 ただいまの報告につきましてご質問等はございませんでしょうか。よろしい

ですか。 

玉川委員 今年、国歌はどうするんですか。 

常廣審議監  まだ全部の学校に聞いてるわけじゃないんですが歌う学校はかなりありま

す。マスクをして歌う、または距離をとって小声で歌うとかいろんな対応になっており

ます 

甲斐教育長 よろしいですか。 

玉川委員 国家歌う時マスクしてでも大きな声で歌ってほしいなというのが僕の意見で

す。 
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甲斐教育長 ありがとうございます。他ございますか。 

江川課長 資料はございませんが、一つご報告をさせていただきます。３月の市議会に

上程いたしました議案の一つとしまして、あわら市教育委員会委員の任命について提出

させていただいております。坂井委員が本年５月11日で任期満了となりますのでご本人

のご快諾を頂いた上で、選任の手続きを議会に提出をさせて頂いてます。この議案につ

きましては、初日でありました今週の月曜日に議決されておりますので、ご報告をさせ

て頂きます。坂井委員におかれましては、引き続き宜しくお願い致します。以上でござ

います。 

甲斐教育長 引き続きよろしくお願いいたします。その他ございますか。９番その他、委

員の皆様から何かございますか。 

玉川委員 連携クラスの話でお伺いしたいんですけど、中学生の段階で連携クラスに入

った人対象の授業は、金津と芦原で別々にされると思うけど、合同でやる授業も中にあ

るんでしょうか。 

常廣審議監 中学校同士が金津高校に集まって、やることは年に何度かございます。その

中では高校の内容に触れるようなもの、特別の講師を呼んででちょっと興味を湧かせる

ような授業、そんなことに取り組んでおります。 

甲斐教育長 他はございますか。次回は今年度最終ということになりますが３月24日金曜

日になります。その後引き続き教育委員会表彰もございますのでよろしくお願いいたし

ます。 

 

 

【閉会】 

 

甲斐教育長 以上をもちまして２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５年２月28日 

 

教 育 長 

 

署名委員 


