
令和２年度第１回社会教育委員定例会会議録 

 

日 時 令和２年９月 17日(木) 

午後７時 30分～ 

場 所 あわら市役所 正庁 

 

１ 開 会 
 

２ 教育長あいさつ 
 

３ 議長あいさつ 
 

４ 報告事項 
  

 (１) 令和２年度社会教育委員各種会議等報告について 
 

（２）令和２年度文化学習課所管事業経過報告について 
 

(３) 令和２年度スポーツ課所管事業経過報告について 

     

５ 協議事項 

   

・文化祭、成人式について 

 

  ・市民体育祭について 

   

  ・その他 

 

６ 閉  会 

 

（出席委員） 

   林  秀   大橋 成孝  巻田 真由美  北田 和彦  中瀬 勝則  

改藤 修   赤神 貴幸  笹原 修之   舘  香織  宇都宮高栄  

伊戸 君枝  松浦 悦子   

 

（欠席委員） 

  砂田恵美子  宮川 英男           

 

（事務局） 

教育長        大代 紀夫    文化学習課長     笹木 幹哲    



スポーツ課長     宮川 利秀    金津創作の森事務局長 東  俊行    

スポーツ課長補佐   山本 昌明    郷土歴史資料館長補佐 九千房 英之   

文化学習課主任    小嶋 裕子    スポーツ課主任    上木 大輔    

金津図書館主任    見野部素子       

  

【教育長挨拶】  

 

【議長挨拶】 

 

【報告事項】  

  (１) 令和２年度社会教育委員各種会議等報告について 

    （文化学習課主任が報告） 

 （２）令和２年度文化学習課所管事業経過報告について 

    （文化学習課主任が報告） 

 (３) 令和２年度スポーツ課所管事業経過報告について 

    （スポーツ課長が報告） 

 

【質疑応答】 

議長 ここで、ただいまの報告について、ご質問、ご意見をお受けします。 

質疑のある方は挙手のうえお願いします。 

ないようですので、「４の報告事項について」を終わります。 

 

議長 次に、５の協議事項に移ります。 

文化祭、成人式について事務局の説明を求めます。 

  （文化学習課長説明） 

 

【質疑応答】 

議長 ただいまの報告について、ご質問、ご意見をお受けします。 

 

委員 文化祭の３の（イ）の芸能発表部門について、私はアマーレかなづという合唱

団体で活動していますが、文化祭での今年の発表は、ここにあるように文化会

館に集まって映像を撮ることへの打診がありました。今年の文化祭はないのか

なとか、いろいろな心配をしていましたが、発表の場を確保していただいた上

に、それを地区に流していただけるというので団員も意欲がわいてきています。

このまま進めていただけるとありがたいです。 

議長 他にご意見ありませんか。 

   成人式については一生に一回のことなので、子供たちに何とかしてやりたい

なと私も思います。 



委員 芦原地区と金津地区に分けてということですが、１日以内に時間差で２回や

るわけですね？来賓の方もですか？来賓は担任の先生も変わるのですか？ 

事務局 時間差で同じ日に、例えば 11時からと２時からという形で検討しています。

来賓については担任の先生ですと対象のクラスは決まってきますので、そうい

う形になります。その他の来賓の方ですと２回とも引き続き出席していただく

ことになります。 

委員 （３）の保護者入場禁止については、非常に良い案だと思います。 

委員 新成人２７１人の内訳は芦原と金津では半々ですか？ 

事務局 芦原４クラス、金津６クラスで芦原約 100人金津約 170人です。 

教育長 成人式は、議長のおっしゃる通り一生に一回のことなので、17市町がそれ 

ぞれ考えていると思います。坂井市は、例年はハートピアでしていますが、旧 

４町を２つずつとのことです。どこの市町も中止は考えていないようです。本 

市の場合、グランデｨア芳泉という素晴らしい会場でやれるのは、とても素晴ら 

しいことだと思います。２回に分けてということですが、現在グランデｨア芳泉 

の返事待ちということですが、もし難しいとなった場合は、トリムパーク金津 

体育館を代替案とした考えています。ここは広いので 271人一斉にやれると思 

います。 

委員 体育館はエアコンが効いていますよね？ 

教育長 はい。暖房があります。 

委員 食事についてはどうなりますか？ 

事務局 例年ですと式典の後食事を提供して新成人の企画を行っていました 

が、昨年度からは食事はオードブル形式にさせていただきました。本年度はコロ 

ナ対策でそれも無くす予定です。１日で２回行うということで、舞台の撤去が難 

しくなるので、式典のみ行うことにする予定です。 

委員 食事の代わりに記念品とか、アルバムとかを出すのでしょうか。記念品 

は今まで出ていたのでしょうか？ 

事務局 物としての記念品はなく、アルバムを渡しています。このアルバムの 

配布もあわら市と２，３市くらいしかしていないようです。大きい市は昔から無 

く、小さい市町だけが記念品として配布しています。アルバムについては本年度 

も記念品として配布する予定です。またコロナの第３波が来て、都会に行ってい 

る子が帰ってこれないという状況になった場合を想定しまして、リモート会議シ 

ステムを利用して、県外にいる子達も会場にいる友達とその場で会話できるよう 

なコーナーを設置することも現在検討しております。 

委員 ４年度以降の成人式については、２番の(ウ)にあるように、大学や専門 

学校を受験する生徒にとっては負担になると思うので、まだ時間がありますので、 

皆さん熟慮していただけたらと思います。 

議長 そうですね。お願いします。 

事務局 その点につきましても、国の方でも動向調査が頻繁に来ておりまし 



て、国もこんな形でこんなパターンがありますよというようなものをまとめて示 

してもらえるのではと思っています。 

議長 皆さん、よろしいでしょうか。それでは今後も教育委員会の中で検討してい 

ってください。 

 

議長 それでは次の市民体育祭について 事務局の説明を求めます。 

   （スポーツ課長説明） 

 

【質疑応答】 

議長 ただいまの報告について、ご質問、ご意見をお受けします。 

   教育委員会で検討していただいて、スポーツ協会でも検討していただくとい

うことですね。  

事務局 主催は市と教育委員会となっておりますが、主管となります市スポーツ協

会、あるいはスポーツ推進審議会等で当然協議検討していかないといけないと

考えております。 

議長 いつも思うのですが、この時期はいつも雨ですね。春にしているところもあ

りますね。５月とか６月とかの開催はどでしょうか。地区の体育祭があるとこ

ろは無理ですけどね。 

委員 各地区でやっておられるところは５月末か６月上旬ですね。これと重なる 

と市民体育祭はなかなか出場できないので、同じ時期にやると地区の人は困ると 

思います。 

委員 スポーツ協会の中でも日程等については、やはり時期を検討しようかという

話も出たのですが、いろいろな行事と重なるということで、やはり１０月の第

１週の日曜日がベストではないかとなりました。 

委員 先ほどの説明でもありましたように、２年３年と続けて中止になると「今年

はあるのか、今年もなくなったのか」と、住民の方からするとだいぶ飽きてきた

というか、マンネリ化してきて無いほうがよかったと喜ばれる人も結構おられ

ます。体育祭に出る人は決まっています。地区の運動会も同じです。各集落で選

手は決まっていて、去年はこの人に出てもらった、だから今年もこの人に出て

もらおう、と地区の役員さんもなるべく楽に人探しを終えようと、またお願い

したくない部分とその辺が重なって順送り順送りとやっているんですね。住民

と役員の方同士がなかなか知り合えない状況ですと、その辺も不利ですよね。

だんだんマンネリ化してきているのは間違いないかなと思います。 

委員 今のマンネリ化というご意見ですが、体育祭、運動会を地区単位で開催して

はどうかという話は昔からあります。スポーツ課長が言われたように、あり方

をしっかり考えないといけないのではないかと思います。確かに現在の公民館

や体育館の解放の中で、個別の団体はいろいろ使っていただいています。それ

は好きな者同士が考えてやっているんだけれども、大きな枠組みとしての○○



大会、○○祭、私の地区も去年今年と坪江公民館のふるさと祭りを中止してし

まったんですけれども、これは個別のわかっている者同士がやる分はいいが、

全体としてやる分には調整の仕方が非常に難しいのではないのかなと考えます。

ですからこういうことはあり方論として適宜考えていかなければならないので

はないでしょうか。今日結論が出るものではありませんが、頑張って私たち自

身も社会教育委員の中であり方論として１回２回３回とよく議論していかない

といけないのではないでしょうか。 

   もうひとつ、コロナ対策で差別がないようにと盛んに言われていますが、先

ほどの運動会の話もそうですけど、結局各団の事情をしっかり踏まえることが

大事であって、これから１、２年くらいこの状況が続くと思うんですね。ですか

らあり方論とか社会教育とはお互いの事情を理解するということですので、そ

ういう仕組みを作っていこうということがいってみれば社会教育ではないかと

思います。ですからそういうことを地域などいろいろなところで議論できるよ

うな雰囲気を醸していただきたいと思います。 

教育長 区長会でも区長の方々から市民体育祭のあり方について、大変厳しいご意

見をいただきました。今皆さんがおっしゃっていたようなご意見でした。皆さ

んのいろいろなご事情があることも知っていますので、私もその時は十分には

答えられませんでした。ただ中止にした方がいいと言われましても、一度無く

してしまえばもう復活はできないのです。私が教育長になってから３年連続市

民体育祭は中止となりました。また芦原だと新郷、本荘地区の結束が堅く、運動

会に多くの住民が集まります。本荘地区の運動会では朝の行進から点数が入る

というように、それくらい熱心です。新郷地区はいつも市民体育祭で優勝する

くらいまとまってきます。金津だと剱岳地区は開会式から剱岳グラウンドに多

くの住民が集まってきます。地域によってはまだまだ熱心に集まってくるとこ

ろもあります。一方、金津・芦原地区のまちうち・市街地は、市民体育祭を無く

したら、市民が集い、一斉に体を動かす機会が無くなってしまいます。ですか

ら、区長会でお答えしたのは、中止というのは今は考えていない、地域の和とい

う意味合いを持つ体育祭なので継続ということで考えていると答えさせていた

だきました。市長は市長でいろいろなお考えがあると思いますけど、融和とい

う意味でも市長も重要視しているイベントだと思います。そのような状況でご

ざいまして、地域によって事情は異なりますが、あり方論を今後検討していく

ということでございます。 

議長 私も無くすというのはやめてほしい、継続してほしいと思いますが、金津地

区の参加者が少ないですね。地区の役員や青壮年団の役員しか参加していない

のですね。もう少し一般の参加者が増える工夫をしてほしいと思いますが。 

事務局 資料３に県内９市の体育祭の状況をつけさせていただきました。あわら市

と同じ市民体育祭形式で行っているのは小浜市だけです。他の市はスポーツ大

会、スポーツフェスタという取り組み方です。参考までのお目通しをお願いし



ます。 

議長 お世話する人は大変だと思いますが、やるからには成功させたいと思うのが

皆さんのご意見でしょうから、なんとか続けて成功させていっていただきたい

と思います。 

 

   他に何かございませんか。１、２年先のことのご意見を皆さんから伺って、教

育委員会やスポーツ課で協議していってもらえばいいのではないかと思います。 

委員 市民体育祭というネーミングを変える予定はないのですか？運動会、体育祭

というと、昔ながらのイメージで重いと思います。お隣の坂井市ですとスポー

ツフェスティバルと軽い、楽しそうなネーミングになっているのですが。  

事務局 逆に何かありましたらさせていただきたいと思いますが、昔ながらの体育

祭というのは小浜市とあわら市だけで、伝統と言いますか、それもある意味い

いのかなとも思いますが、それが古くさいというのであればネーミングだけで

もというのもあります。しかし、それはそうとして中身も体育祭形式で続けて

いくのか、あるいはスポーツフェスタというようにイベント、お祭り形式に変

えるのか、そういったことも考えていく必要があるのかなと思います。当然ネ

ーミングもその時変わる可能性がございますので、是非いいネーミングがあっ

たらご教授いただきたいと思います。 

委員 名前からくるイメージは強いと思います。青壮連協の立場から言いますと、

地区で体育祭のことは青壮年団が担当となりまして、今年は東部ブロックでは、

どの区が担当かなどノルマがすごく細かいのです。担当になると自分の区から

ほとんど出さないといけないのです。なぜなら他の区だと誰にお願いしていい

のかわからないのと、断わられやすいので、自分の区が今年は担当だから人生

リレーの割り当てだからとか細かい依頼になります。実際に選手集めの中心に

なる青壮年団が進めやすいものにした方がいいのかなと思います。体育祭には

高齢の方も参加して健康促進だとかいろいろな見方があると思いますが、高齢

の方は健康意識が高いし時間の余裕もあるので参加しやすいですが、若い人は

仕事もあるし忙しいのに割り当てがくるとなるとすごくイメージが重いのです。

たとえば行ったらコンサートが開かれているとか、行ったらちょっと得すると

か。今すぐはできないでしょうけどマイナポイント等の、参加したらポイント

がもらえるとか、市の行事に対して市民が参加しやすいような導入方法を種目

内容だけでなく、もっと現実的なところを変えていけると、今回 500 ポイント

もらえるとか、500円もらえるとかするといいのではないでしょうか。カードを

入り口でチェックしないとポイントが入らないとかにすると、朝だけしか来な

いかもしれませんが、足を向けるきっかけかにはなると思います。そういうよ

うな、今までにないようなことをやらないと、伝統だけでは続けることは難し

いかなと思います。雨で中止になるとみんなが喜ぶのでは、本末転倒だと思い

ます。雨が降ったらみんな残念がって、来年こそというような気持ちになって



いただきたいと思いますので、そうなるためにはどうあるべきかという根本の

部分を、参加しやすい方法と一緒にスポーツ協会やスポーツ推進委員さんが力

を発揮して探っていただけるといいかなと思います。すぐには答えは出ないで

しょうが。みんなが行きたくない、雨が降ったらやった～と喜ぶようではだめ

かなと思います。 

委員 全体的な会議を持たないといけないのではないでしょうかね。例えば地区の

運動会にしても、私は金津東小学校学校の役もしておりまして、巻田校長に小

学校の運動会と地区の運動会を一緒にやってもらえませんかと去年相談されま

した。剱岳地区の区長会長にお伺いを立てたところ、なかなかいい返事はもら

えませんでした。全体的に地域、学校も含めてスポーツのあり方を見直してい

く必要があるのではないでしょうか。特に東小学校はだんだん児童数が減って

いきます。そうすると学校だけでは運動会が一日持たなくなってくるので、午

前は学校、午後は地域の運動会というようなことを将来的には考えていく必要

があると私は思っています。なるべくそういうことができるように、区長にお

願いをしているところではございますが、理解していただくにはまだまだ時間

がかかります。いろいろ考えることは考えていきたいと思っております。 

委員 金津東小学校は本年度ちょうど 50 周年記念ということで、未来ある子どもた

ち、そして地区で育てていただいているということで、合同で運動会ができな

いかとお願いをしているところです。コロナということもありましたし、地区

の事情もありますのでなかなか一緒にやりましょうというお返事はいただけな

いのですが。小さい固まり中での交流と大きい市の、あわら市としてのあり方

というのを考えていく時期に来ていると思います。コロナだからこそ考えるき

っかけになったと思います。今の笹原委員の新しい意見も楽しいなと拝聴して

いました。いろいろな視点で捉えていくことが必要かなと思います。 

議長 市民体育祭については、今後１、２年で新しいアイディアを出してそれそれ

工夫して、我々社会教育委員会でも話し合っていければと思います。 

 

議長 それではこれで協議事項は終わります。次に、その他で皆様何かございまし

たら、お願いします。               

委員 創作の森はウオーキングに適した、自然豊かで元気がもらえる素敵なところ

だと思いますが、去年、イノシシの掘った後がすごかったのですが、現在はど

うなっていますか？  

事務局 本年もイノシシは出ています。市の鳥獣害対策室と協力して、檻を設置

し、３頭捕獲しました。現在はだいぶ落ち着き、掘り起こし等も見られなくな

ってきました。 

副議長 全部電気柵にしたのですか？ 

事務局 正面の入り口以外は外周を全て電気柵にしています。 

委員 若狭町かどこかのバスが昨日停まっていたのですが、嶺南から創作の森やイ



コッサへ修学旅行にきているのですか？ 

事務局 本年度はコロナで県外に修学旅行に行けないということで、行き先を県内

に変更しているようです。ガラスや陶芸の体験に人気があるようで、今日も小

浜第一中学校が来ていますし、全部で 15～20校の予定が入っています。 

委員 私、すごく感銘を受けているのがイコッサで前回展示されておりました、桑

野遺跡の玦状首飾のことなんです。国の指定重要文化財なので展示会が終了し

たら撤収されてしまったのですが、教育長にも話をさせていただきましたが、

レプリカを作って学校に置いていただけたらと思うのですが。教育委員会とし

ては子どもたちに地域の歴史や文化を落とし込むことも重要な役割だと思うの

で、本物は無理でもレプリカを作るような流れはないのでしょうか？新幹線で

一番脚光を浴びる駅の真後ろに遺跡が出たのに、表示だけというのはいかがな

ものかと。駅のコンコースができれば当然案内板はできるのでしょうが、芦原

温泉駅で下車する理由の一つになるくらいの価値があると思うのですが。個人

的にはちはやふるの次は桑野遺跡だと思っているので、市をあげるくらいの物

ではないかと思っています。ある程度の研究結果で日本最古と言える所にまで

来ているので、日本最古のフｱッション発祥の地とうたい文句をつけてしまえば

全国からお客さんが来ると思うんです。耳飾りだとかペンダントだとか、縄文

時代からここで作っていましたと、このサイズは日本でも最大級ですよという

ことが、たぶんあわらって何もないよねといわれる中で、全国にとどろく商品

ではないかと思いますが、その辺の展開についてはいかがでしょうか？ 

事務局  玦状首飾はあわら市の市宝というべき物ですが、一般の人には理解が届か

ないところがあるのかなと思っています。きちんと説明をしながら見てもらう

と、価値を理解していただき、笹原委員のように熱心に聞いていただけます。レ

プリカを作るというとハードルが高いのですが、今鯖江市でイヤーカフ（耳の

中心に引っ掛けるタイプのイヤーアクセサリー）という物を作っていまして、

玦状首飾に近い物になっておりまして、そのような物をこちらの展示会でも一

緒に発表させてもらうとか、可能であれば販売とかもして観光客の方に買って

いただくとか。子どもたちには、実物を学校に持って行くのは難しいのですが、

資料館では出前授業というのがございまして、現在メニュー作りに取り組んで

おります。メニューの中から学校の先生に選んでもらうのですが、縄文時代の

こともメニューに入れています。出前授業を通して子どもたちに価値を伝える

とともに、郷土への誇りを持ってもらえたらと思っています。委員の皆さんも、

是非うちの展示会にも足を運んでください。 

委員 今日ちょうど九千房さんのことを学校で話していました。６年生のたたらの

関係で来ていただこうと。よろしくお願いいたします。 

教育長 （その他、学校状況を報告） 

議長 他に無いようですので、これで今日の議事は終了いたします。 

【閉会 副議長挨拶】 


