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１  開  会  

事務局     ただ今より、平成２９年度第２回小浜市総合教育会議を開会します。 

         なお、本日の会議の終了予定時刻につきましては、午後５時を予定して

いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

２ 協  議 

事務局     それでは、早速ではございますが、次第の２協議に入らせていただきた

いと思います。 

        議長につきましては、本会議の設置者であります松崎市長にお願いいた

します。 
 

松崎市長    まず、開会にあたりまして一言挨拶させていただきます。 

        本日は、総合教育会議を招集させていただきましたところ、教育委員の

皆様方には公私ご多忙のなかお集まりいただき、まことにありがとうござ

います。 

        日頃は、本市教育行政の推進に多大なご尽力を賜り、厚くお礼申し上げ

ます。 

        さて、本日は本市教育行政の課題として３つの項目について、協議する

こととなっています。 
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協議事項の一つ目は、「平成３０年度学校教育方針（案）および学校にお

ける働き方改革について」、二つ目は、「小浜市立図書館のあり方について」、

三つ目は、「文化財の展示公開施設の開設について」でございまして、皆さ

まからのご意見をいただきながら協議を進めていきたいと思います。 

この会議は、教育委員の皆さまと活発に意見を交わさせていただいて、 

本市の教育行政がより良いものとなるよう努めたいと思いますので、どう

かご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 (1) 平成３０年度学校教育方針（案）および学校における働き方改革について 

 

松崎市長    それでは、会議次第に従いまして議事を進めさせていただきます。 

        まず、協議事項１「平成３０年度学校教育方針（案）および学校におけ

る働き方改革について」、はじめに教育長と事務局から説明をしてください。 

 

         ＜教育長・教育総務課長説明＞ 

 

松崎市長    ただいま教育長と事務局から「平成３０年度学校教育方針（案）および

学校における働き方改革について」の説明がありましたが、はじめに平成

３０年度学校教育方針（案）について協議したいと思います。ご意見、ご

質問など何でも構いませんので、挙手のうえご発言をお願いします。 

上田委員    人権教育で拉致問題を取り上げていただくことは、小浜市にとっても福 

井県にとっても非常にありがたい。どのような方策で実施するのか、ある

いは授業内容について分かりましたら教えてほしい。 

事務局     拉致問題を取り上げた人権教育についてですが、取り組みについては今

後教育委員会で検討していきますが、現時点では、元職員で拉致被害者の

地村保志さんに学校へ出向いていただき、生の声でいろいろ話をしていた

だくことを総務課で構想しているとのことです。子どもたちが直に感じる

ことができることは人権教育においてとても重要と思いますので、そうい

う方向で進めたいと教育委員会として考えております。 

窪田教育長   少し補足をさせていただきます。先日、新聞に載っていましたが、文科

省は、教員の拉致問題に関する研修を充実させるということですが、小浜

市においては先進的に取り組みを進めております。今年度も森本会長に来

ていただき、拉致問題について教員対象の研修をさせていただきました。

既に森本会長や地村さん等々に講師になっていただき拉致問題の学習を進
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めております。今後、特に中学校を中心に全市的に広めていきたいと考え

ております。 

松崎市長    国としては風化していくことにたいへん懸念しているようで、子どもた

ちが拉致問題について知らないことが現実としてございますので、そうい

うことがあってのことだと思います。幸いなことに地村さんからは協力し

ようと言っていただいており、今までは職員であったため遠慮があったの

かもしれませんが、退職されてからは積極的にいろんな所へ出ていただい

ておりますので、子どもたちに直接話していただけると非常にインパクト

があるのかなと思います。 

上田委員    森本会長の話があった教員研修に私も参加させてもらいましたが、非常

に生々しい話もあり、先生方は非常に大事な問題であると理解し、今後取

り組んでもらえると思いました。 

松崎市長    他にご意見などございませんか。ないようですので、教育方針について

はここまでとさせていただきますが、また何かございましたら後で意見等

いただければと思います。 

        それでは、次に学校における働き方改革について、協議したいと思いま

す。ご意見、ご質問など何でも構いませんので、挙手のうえご発言をお願

いします。 

入江委員    取組内容の１，２を見ますと、先生方のフリーな時間を増やして、先生

方に心身ともに元気になっていただくということですか。 

事務局     まず、超過勤務時間が多いために抑制ということもありますが、やはり

健康面を配慮した取り組みとして進めさせていただきたいものでございま

す。第一段階として働き方に対する先生方の意識を改革していきたいとい

う内容の取り組みと捉えていただければと思います。 

入江委員    それで３の時間外業務時間の数値目標の設定ということで、これは教育

長が言っておられた先生方のタイムマネジメント能力を上げてもらうとい

うこと。それによって、減らせた時間でなんとかこなしていただければい

いと思うのですが、実際に働いている先生方の意識調査表のようなものを

インターネットで調べて見ました。それによると、非常にたくさんの仕事

をされていることが分かりましたが、仕事の中には絶対に減らすことがで

きない仕事もあるわけで、絶対に減らせない仕事に今後、道徳教育や英語

教育が入り、教科書改訂もあり新しいことが入ってくる。タイムマネジメ

ント能力を上げるのはもちろんのことなのだけれども、よほど工夫しない

と仕事を減らすことはできないのではないかと素人は思う。分子は変わら
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ないのに分母である与えられた時間が減ってしまうと、結局のところ分子

／分母で先生が抱える仕事が増えてしまっては何にもならないと私は思っ

てしまいましたので、分子の方もできる限り無駄を省く、先生方はタイム

マネジメント能力を上げ、管理職の方も本当に必要な仕事なのかを考えな

がら学校経営をしていただくという認識も必要なのではないかと思います。 

事務局     働き方改革として取り組みを進めていくわけですが、学校としての本質

が崩れてしまうことがないようにしなければならないことが第一でござい

ます。また、働き方改革を進めていく中で、それと逆行という言い方が正

しいかどうか分かりませんが、新学習指導要領に基づき、道徳が教科化さ

れたり、英語が教科化されたところで、スクラップ＆ビルドがなかなか見

えにくいわけですが、教職員にかかる負担が重くなっているのが現状であ

り、入江委員の言われるとおり、何をどうすべきかを十分に議論する必要

があると考えます。基本的に学校以外が行うべき業務ではないかというも

のを見出す。また、必ずしも教員が担う必要の業務もあるかと思います。

負担軽減が可能な業務もあろうかと思います。そういったことを区分しな

がら少しずつ取り組んでいきたいと市として考えています。 

窪田教育長   働き方改革を進めていくうえで一番忘れてはならないのは、子どものた

めに学校がある。子どもから離れて教育は成り立ちません。常に子どもを

起点に置いて、子どもの主体的な活動を保証し、推進する学校経営を進め

ていくことが大切だと思っております。学校における働き方改革もそのた

めにあるということを常に念頭に置いておく必要があるのではないかと考

えます。先ほど課長も申しましたように、働き方改革によって子どもが本

来教授すべき教育の質と量が低下することがあっては本末転倒になってし

まうと思います。それを前提としまして、学校教育が確かな成果を上げて

いくためには、何よりも教員が心身ともに元気であること、そして職場が

活気にあふれていることが大切だと思っております。働き方改革は単純に

教員の労働問題として捉えてしまうのではなく、子どもを中心に置いた教

育問題として捉えることが大事かと思います。その中で、学校教育のより

本質的な業務に教員が力を注いでいけるようにその環境を整えていく、こ

れが学校における働き方改革の本質だと私は思っております。 

松崎市長    学校運営支援員・部活動指導員を配置しますが、これにより変化がある

のでしょうか。 

事務局     新年度において学校運営支援員と部活動指導員を第一段階として配置さ

せていただきますが、それも教員の負担軽減を図れるものと考えておりま
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す。特に部活動、３０年度におきましては各中学校の１名ずつになります

が、部活動の経験のない先生が部活動の顧問をされていることもあるので、

そういったところで負担が軽減されることもあります。また、新たな部活

動指導員が配置されることにより、指導力のアップによる子どもたちの技

術の向上にもつながるものと考えております。そうしたことで、教育委員

会としても少しずつ取り組みを進めていきたいと考えております。 

松崎市長    学校運営支援員、部活動指導員が配置され、これが制度化されるわけで

すが、これはまだ今年始まったばかりなので、私が思うのは先生方の意見

を十分に聴いて、いい方向で活用しなければならない。今まで日本の教育

のいいところであり、また、難しいところなのでしょうが、プリント刷っ

たり何から何まですべて教員がやる、給食の時もずっと一緒にいて、一日

中一緒にいることが日本の教育のいいところなのでしょうが、それだけに

労働時間がたいへん長く厳しい。それを少しでも補助的なことでプリント

を印刷してもらうなどそういうことができるのだと思うのですが、先生方

が使いやすいと思っているかが大事だと思います。今年１年配置してみて、

先生方からいろんな意見を聞いてみればいいと思います。そうしたことで、

現在、来年度予算の審議をいただいております。一番いい形で支援に入っ

ていただくことができれば、先生方にもいいし、子どもたちにもいいのか

なと考えています。海外では、先生は授業のみするということがあるらし

いのですが、日本の場合はそうではなく、一日一緒にいてずっと見ている、

それがいいという考え方もあるので、そこら辺りのバランスが非常に難し

いと思うのですが、そのバランスをうまく取れるようにしてあげるのが一

番いいかと思います。教育委員会としては、いろいろ意見を聴いてあげる

のがいいと思う。今年初めて行うので、それが機能しているかどうか、も

し機能していなかったら使い方を考えなければならないし、国に対してフ

ィードバックしなければならないと思います。 

上田委員    部活動支援員が浜中と二中に１名ずつで２名配置されると聞いています

が、２名という枠は県の配分なのか、それとも小浜市が２名を要望したの

か教えてください。 

事務局     この事業の予算は、国が３分の１、県が３分の１、市が３分の１となっ

ており、国から始まった事業です。教員の働き方改革の中で、部活動指導

員を付けようということで、国の予算では指導者何百人分かが予算化され

ております。福井県としては、各中学校に１名配置しようということにな

り、小浜市は２校なので２名です。まず、第一段階は各学校に１名ずつ配
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置しようと県が示したことに従い、小浜市も各校１名配置することになり

ました。 

上田委員    各中学校１名ずつということですが、中学校からもっと配置してほしい

という要望はなかったのですか。 

事務局     経験のない部活動の指導者は実際のところいますが、要望としてはあり

ませんでした。今回は１名ずつの配置としましたが、国・県としても、市

としましてもだんだん増やしていく方向になると思いますので、声として

上がってこないが内々にはそういう要望があると感じていますので、増や

していきたいと考えています。 

上田委員    先日山﨑代理と参加した市町村教育委員研究協議会の資料を見ると、顧

問については部活動指導員や外部人材を積極的に参画させるよう促すこと、

将来的には環境が整ったうえで、部活動を地域単位の取り組みとして学校

以外が担うことも検討することが検討課題としてあがっていました。今後

もしかすると社会体育へ移行していくことがあるかもしれないということ

でお含みいただけるとありがたいのですが、それについての小浜市の対応

はどのように考えています。 

事務局     現在、中学生レベルでは、小浜市では地域統合型スポーツクラブ「クラ

ブアルタス」が総合運動場を中心に活動されています。テニスやラグビー

などの種目で活動しています。将来的に、部活動が地域のクラブに移行し

ていくのかと思うところもあります。ただ、クラブアルタスも多少人数が

減少傾向にあり、今後学校との話が上がればいろいろ考えていく必要があ

るかと思います。私見でございます。 

松崎市長    まだまだそこまで至っていないですね。まだ、生涯スポーツの方へ移っ

ていくのは難しく、やはり学校教育の中で部活動をやっていかないと、ま

だ社会的状況がまだ全然なっていない。他市町はわからないが小浜市の場

合は、やっぱり教員に助けてもらわないと部活動は難しい状況であるなと

思います。 

        部活動には外部の人材に入っていただき、先生方には教材研究などして

いただくようになるのが理想的なのでしょうが、ただ、今のところそれだ

けの人材が育っているわけでなく、すぐに移行するのは難しいと思います。 

        部活動指導員を配置するのは、国として将来的にその方向にもっていこ

うという考え方かもしれませんが、なかなか難しいなと思います。先生方

もそれ（部活動指導）を楽しみに指導しているかもしれませんので、その

楽しみを奪われるのは気の毒な気もします。 
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窪田教育長   働き方改革を進める上で、「チーム学校」という概念が教員の意識改革で

重要なポイントになると思っています。どちらかというと教員の向上性に

任されていた部分が多く、一から十まで十分一人でやれて一人前という意

識もあったのだろうと思いますし、今現在もそういう意識をもって頑張っ

ている先生も多いと思いますが、そういう組織の向上性に任せてきた組織

の限界がはっきり見えてきたのが今回の働き方改革の問題でないのかとい

う気がします。何のために働き方改革を行なうのかという本質的な部分を

重視して、学校運営支援員も部活動指導員もチーム学校という発想に立ち

初めて効果を発揮するのではないかと私は思っていますので、そのあたり

が来年度以降の一つのポイントになってくるのかと思います。 

入江委員    チーム学校ということで部活動指導員にご活躍いただいて、先生たちを

助けていただけたらと心から思う反面、親の立場として指導員も教育に携

わっているということを意識してその仕事に就いていただきたいと思いま

す。教室で光る子、部活動で光る子、それが途切れてしまわないよう双方

の連絡をきっちりといくように、学校教育の中の部活動であることを部活

動指導員もしっかり理解して仕事をしていただきたいと思います。 

事務局     入江委員の言われるとおり、単なる部活動ということではなく、チーム

学校として子どもたちの教育を担う方々が共有することが一番重要である

と考えています。それを十分に意識したうえで今後取り組みを進めていき

たいと思っています。 

入江委員    行事等の精選をしていくということで、現在、市教委が主催する行事は

いくつくらいありますか。 

事務局     市教委の主催では、ミニバスケットボール大会があります。その他には、

先生方が所属する研究会などが実施する器械運動発表会や小学校の陸上記

録会、小中音楽会などがあり、市教委が共催しています。 

入江委員    ミニバスケットボール大会は廃止ということで、残りの３つについて精

選していくということですか。 

事務局     精選ということで廃止を前提にということではございません。それぞれ

教育的効果や歴史もありますが、こうした行事にかかる教員の負担が大き

なものであるのも現状なので、様々な角度から行事を見直しさせていただ

き、その方向性について検討していくものです。 

窪田教育長   具体的には、器械運動発表会は以前一日開催でしたが、現在は半日の日

程になりました。また、鯖江の体操スクールの講師を毎年招いて模範演技

をみていただいたのを何年かに一回にするなど、これまでも負担軽減を図
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ってきた経緯もあります。器械運動発表会や陸上記録会にしても市として

練習期間をどの学校にも設け、練習期間を無制限とせず、教員の研修期間

を確保できるような配慮を小体連でしてもらっています。 

山﨑職務代理  陸上記録会は今年度、児童が少ないため学校が合同で参加するなど、こ

れがこれからどんどん増えてきますね。無くなる大会もあるでしょうし、

少年野球ではチームがなくなったところもあり、他の地区と合同でやって

いるところもある。そうなると親が送迎しなければならなくなり、それな

らばやめようということになり、今後そういうケースも出てくる可能性も

あると思います。そういった場合、市で送迎するという可能性はあります

か。 

事務局     学校行事としてそれに参加するために 2 つ 3 つの学校が１つになり活動

するのがいいのか、また、学校行事と地域の行事で連携を図っていくのが

いいのか、そういうところをきちんと整理したうえで進めていく必要があ

るかと思います。それにおいて、例えば子どもの移動が課題となるのであ

れば教育委員会として何らかの措置を講じる必要もあるのかと考えます。 

学校行事をどうするかだけでなく、地域と連携することができないか、

また学校同士で連携することができないか、それにおける問題がどういっ

たものがあるか、そういったところまで踏まえて、子どもたちの安全面も

踏まえて今後検討していきたいと考えております。 

松崎市長    ミニバスケットボール大会は市教委で開催していますが、バスケットボ

ール協会が開催している大会が他にあるでしょう。今回のこれは学校対抗

で行っていたもので、それが無くなるということですね。スポ少でミニバ

スケットボールをしているので問題はないのでしょうね。 

事務局     スポ少でもクラブチームに入っている地区があり、大会を８月に開催し

ています。県外からのチームも招いて開催しており、他にも公式戦があり

ます。今回廃止するのは学校対抗で行っているもので、これまでの歴史を

見ると、もともと学校の教育研究会でやっていたが指導が難しくなり、バ

スケットボール協会にお願いをしたという経緯があります。それで市主催

でバスケットボール協会が中心となって学校対抗の大会を開催しています。

それとは別にクラブチームがあり、今回廃止するのは学校対抗の大会とい

うことです。 

上田委員    参加した４校はどこの学校ですか。 

事務局     小浜、今富、口名田と加斗です。 

松崎市長    他に何かご意見等はありますか。 
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山﨑委員    時間外業務時間の数値目標の設定というのは、今後検討するとあるので、

答えられない部分もあるかと思いますが、どのような数値化をしていくの

ですか。学校規模もあり一律に数値化するわけにはいかないと思いますが。 

事務局     資料に記載している時間外勤務時間の８０時間超は過労死ラインといわ

れており、これがひとつの目安になるかと思います。これが中学校で５０％

あるので、例えばこれを６０時間にするために工夫や改善をしていこうと

いうことで、具体的にはまだ決まっていません。 

山﨑委員    月単位で時間を凝縮させていこうということですか。 

松崎市長    教員は時間外勤務手当がないので、届け出の必要がないのでは。 

事務局     部活動指導には手当がつくので、報告しています。 

なお、どれくらい時間外勤務をしているかについて、昨年度から教員は

報告することになっており、報告結果は県教委へ報告しています。その数

値が先ほど説明した数値であり、教員の自己申告の超過勤務時間を学校、

市教委は把握しています。 

山﨑委員    一般企業では子育て中の母親の労働時間短縮がありますが、学校の先生

には無いのですね。 

事務局     制度としてはありますが、利用した事例はありません。 

松崎市長    制度としてあっても、現場にいると自分が早く帰ってしまうことにより

誰かに負担がかかるので使いづらいのでしょうね。 

山﨑職務代理  そうなると早朝出勤が増えるのではないかという心配もあります。 

事務局     自己申告ですが、残業時間については報告が上がってきますが、朝の時

間外勤務については上がってきません。ただ、学校の警備システムの解錠

時間を見ると、午前３時や４時に出勤して仕事をしている先生もいるので、

それにより市教委は把握し、校長へ連絡し様子を聴いてもらい指導しても

らっています。数名ですが実際に指導をしてもらいました。 

松崎市長    ほかに、ご意見などはございませんか。ないようですので、協議はここ

までとさせていただきます。 

今回の意見や提案等を踏まえた形で、平成３０年度学校教育方針の策定、

そして学校における働き方改革の取り組みを進めていただきたいと思いま

す。 

       

 (2) 小浜市立図書館のあり方について 

 

松崎市長    つづきまして、協議事項２「小浜市立図書館のあり方について」、はじ
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めに事務局から説明をしてください。 

 

         ＜生涯学習スポーツ課長説明＞ 

 

松崎市長    ただいま事務局から「小浜市立図書館のあり方について」の説明があり

ましたが、これにつきまして、協議を行いたいと思います。ご意見、ご質

問など何でも構いませんので、挙手のうえご発言をお願いします。 

窪田教育長   今説明がありましたように、市内に市立図書館と県立若狭図書学習セン

ターの二つの図書館がある中で、市立図書館の存在意義としましては、２

点が上げられるかと思います。   

１点目は児童図書が充実しており、これまでの市立図書館の取り組みの

成果も踏まえながら、子どもの読書活動の充実に力点を置いた図書館経営

により、市立図書館としての特色をよく発揮していけるのではないかと考

えます。 

        ２点目は郷土資料が充実していることです。その利活用を効果的に行う

ことで、若狭図書学習センターにはない特色ある図書館経営ができるので

はないか。この２点が市立図書館としての存在意義になろうかと思います。 

        特にこれらの強みを具体的にどのように生かしていくかというのがこ

れからの市立図書館のあり方に関わる課題とも言えるわけですが、特に２

点目の郷土資料が充実しているという強みをどう活用していくかについ

ては、次の文化課の提案課題にもなっている文化財の展示公開施設の開設

とセットで考えて、２つの課が横断的にコラボレーションしていく、その

ような図書館経営を考えて実行していくことで相乗的な効果が期待でき

るのではないかと私は思っております。また、お互いの課題解決も同時に

図っていけるのではないかと考えておりますが、その点もご協議いただけ

ればと思います。 

入江委員    確認ですが、この会議では図書館がこうなってほしいというのではない

のですね。 

事務局     今後の方向性ということで、資料に書かせていただいておりますが、教

育長が申し上げたように、「子どもたちの…」と「郷土資料…」というこ

とを基本的な方向性として進めていきたいと考えております。その中で、

いろんなご意見・ご要望・ご提案がございましたらお願いしたいと思いま

す。 

入江委員    児童コーナーのことですが、小浜市立図書館は本の並び方が非常に特殊
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です。出版社順に本が並んでいて、作者順になれている者にとっては本を

非常に探しにくいです。今更変えるというのではなく、地図のようなもの

を作ってくれると非常に探しやすくなるのではないかと思います。パソコ

ンで本自体の有無を確認できるが、その出版社の本がどこにあるのか、ま

た、出版社の中でアイウエオ順になっていても、行が途切れると次の行が

変なところにあって探しにくいので検討していだきたい。 

事務局     絵本の並べ方については、著者別に並べるか、出版社別に並べるかは各

図書館で様々です。どちらも良い面があるのですが、市立図書館が出版社

別に並べているのは、出版社別にすることによりシリーズがまとまりやす

くなります。本のサイズもシリーズ物がまとまることにより見やすくなる

という利点もあり、これまでこの並べ方にしています。確かに著者で探し

たいという方には探しにくいとの声をいただいているのも事実です。 

        図書館としましては、ご意見いただきましたように、ア行・カ行等の仕

切りをしっかりしたり、子どもでも分かりやすい地図でお知らせするなど

を考えさせていただきたいと思います。 

入江委員    シリーズ別に並んでいるのは非常に探しやすい。同じタイトルが並ぶの

は、それはそれで魅力なので、私としてはぜひ地図を作っていただきたい

と思います。 

山﨑職務代理  児童書が多いのは、いいなと思います。中校生が図書館で勉強をしてい 

る姿をよく見かけますが、（勉強している学生は）県立図書館の方が多い

のですか。場所的な問題もあると思いますが、教育のためにも子どもたち

に市立図書館に来てもらう方策が必要かと思います。 

        ある市では図書館の利用者が少ないため、２階建ての１階部分を喫茶店

にした。それはできないと思うが、自販機を設置してコーナーを設けて、

そこで紙コップのコーヒーを飲みながら本が読めるようにすることは難

しいですか。 

事務局     図書館の規定の中にキャップのついた器の飲み物以外は持ち込みを禁

止している規定がある。資産である図書を守るための規定ですが、委員が

言われるように皆が来やすい図書館にしていく必要があると思います。例

えば、他でもしているのですが、大入袋を作ってそれで貸し出すなど、そ

ういったものも含めていろんなことをこれからもやっていきたいと思い

ます。なかなか場所的に喫茶コーナー等を設けるのは難しいのですが、い

ろいろなことを工夫してやっていきたいと思います。 

山﨑職務代理  喫茶コーナーは難しいかもしれませんが、空きスペースで本を持ち込ま
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ない形でできればいいかなと思います。 

山﨑委員    図書館なのでレストラン等とは違うと思いますが、レストラン等の経営

では、１階が道路に面していない場合お客様を２階に上げることがとても

難しいということをテレビで観たことがあります。それと同じで、市立図

書館の場合は、わざわざ４階まで上がらなければならない。その前に駐車

場不足の問題もあり、そこへ行くまでのハードルがとても高いというのが

意識的にあり、実は私も行ったことがない。他の用事で出向いたことはあ

りますが、市立図書館へ行かず若狭図書学習センターへ行ってしまう。こ

んなに児童書があることを知らなかった。提案ですが、児童書がたくさん

あるということをもっと市民の皆さんにアピールできるような掲示板を

１階に設置したり、１階のエレベーターに図書館へ行きやすいようなかわ

いい展示をするなど、そういう工夫があるといいなと思いました。しかし、

喫緊の課題は駐車場不足かと思います。 

事務局     ご提案いただきましたように、１階のエレベーターの付近に、今月の新

刊等をＰＲする物を今後作っていけたらと思います。現在、４階まで来な

ければ分からないということがあるので、そういう物を作っていきたいと

思います。入口は県の施設との供用部分があるので、あまり派手なことは

できないかと思いますが、目につくような物や、情報提供する物について

は若狭図書学習センターを見習いやっていきたいと思います。 

入江委員    いつも年金相談のカレンダーが貼ってあります。それでは、図書館へ行

ってみようとはならないと思いますので、ご検討願いします。 

松崎市長    他にご意見等ございませんか。無いようですので、今いただいたご意見

等を踏まえながら今後運営させていただきたいと思います。 

 

 (3) 文化財の展示公開施設の開設について 

 

松崎市長    次に文化財の展示公開と市立図書館の利活用を連携してやっていくこ

とについて、事務局から説明してください。 

 

         ＜文化課長説明＞ 

 

松崎市長    ただいま、文化財の展示公開施設の開設についての説明がありましたが、 

これらにつきまして協議させていただきたいと思います。ご意見、ご質問

等ございましたら、よろしくお願いします。 
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入江委員    先日の会議で、玉井さんの寄贈品には非常に高価な物があるが、安全性

がネックであるとの話でしたが、そのような高価な物なら市役所、市長室

に置いてもらうのも一つかなと思いますが可能ですか。 

事務局     ご寄贈いただいた中の絵画１点を市長室に掛けさせていただいており

ます。壺などたいへん高額な物がありますが、それについては市立図書館

との話で、図書館に展示することになれば、セキュリティのことなどが考

えていかなければならない大きな問題になるかと考えています。 

入江委員    「歴史博物館（仮称）設置提言を協議する会議」では、資料の①～⑤を

ひとまとめに展示できるようなものをと言っているのでしょうか。 

事務局     全てを一同に会してというような大規模な展示というご意見ではなく、

小浜のなりたちから順に追っての展示ということで、埋蔵文化財調査セン

ターにあるような発掘した物から小浜の歴史がわかる物を少しずつの展

示という形で歴史文化館みたいな展示にするのはどうだろうという意見

をいただいています。酒井家文書などに特化するのではなく、それを中心

としながら小浜の歴史がわかるような流れにするのがいいのではないか

といったご意見です。 

入江委員    例えば①から③を４階で時代ごとに少しずつ並べ、④についてはセキュ

リティの問題があるので、どこに展示するか検討し、⑤は⑤でと分けてど

こに置くのかという発想もありでしょうか。 

事務局     ④につきましては、どこか他の所にという意見が出てくるかもしれませ

んが、④についても図書館のどこかのスペースにということも全然不思議

ではないと思いますので、そういう形でもいいし、また別にふさわしい所

があれば、そちらでの展示も考えられると思います。 

入江委員    先日の会議において、場所として考えられるのは４階、中央公民館、廃

校利用という話がありましたが、現実的なのはこの４階であろうというこ

とでよろしいですか。 

事務局     ４階に酒井家文庫が入った書庫があり、会議室もあります。古い資料と

いうのは、動かすことはあまり良くないです。図書館の４階には市民ギャ

ラリーや交流ホールもあり、螺旋階段の所が結構広いスペースになってい

るので、そこを展示に使わせていただけたらいいかなと考えております。 

入江委員    あとは、５階への影響を考えなければならないということでしたか。 

事務局     その部分が吹き抜けになっているので、児童図書コーナーへの影響など

について、これから生涯学習スポーツ課と協議して、もし４階に展示とい

うことになれば、そういうところも検討していく必要があると思います。 
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事務局     ４階のスペースはほぼ空いている状況でございます。今、お話のあった

ように、５階の児童フロアーと吹き抜けになっているので、それまでに短

期で展示をしてみて、そのへんの具合をみながら簡単な仕切りの設置も考

えていければと図書館としては思っています。先ほどの話のように、図書

だけではなかなか利用者数を増やすのは難しいということもあり、また市

の施設の全体を考えても、複合的にしていくという方向性もあるので、は

じめは小規模であっても、４階のスペースでいろんな展示をしてみながら

考えていく必要があるかと考えております。 

松崎市長    今の市の考えとしては、図書館の４階部分を展示スペースとして使おう

ということ。図書館・生涯学習スポーツ課と文化課が連携してやっていく

という形でどうでしょうかというご提案でございます。 

全委員     それでいいと思います。 

山﨑委員    「歴史博物館（仮称）設置提言を協議する会議」というのは、施設を減

らす流れに逆行しているということですか。 

事務局     この会議が最終的にどのような提言をされるのかは分かりませんが、２

回の会議に出席させていただき聴いたところ、将来的にはいい施設が要る

というご意見ですが、今はまず市民や観光客に見ていただき、小浜の文化

財の価値を知っていただくことが大事なので、そういう施設が必要なので

はというご意見も出されているので、将来のきっかけという部分で全然間

違った方向性ではないのではないかと思います。 

松崎市長    例えば、文化会館を立て直すということになったらそこへ持っていくと

いったそういう考え方なのでしょう。スクラップ＆ビルドで何かを立てる

なら何かを潰さなければ難しい。 

事務局     そういう意見も出されており、文化会館のような施設と歴史関係の施設

を統合したようなものを言われる委員さんもいます。 

松崎市長    他にご意見などございませんか。ないようですので、協議はここまでと

させていただきます。 

        教育委員会での横の連携により、文化財展示公開施設の確保と市立図書

館の利活用の促進が図られ、それぞれがより効果を導き出せると考えます

ので、今後、方向性のとりまとめを進めていただきたいと思います。 

 

 

３ その他 

松崎市長    本日の協議事項は以上ですが、その他として委員の皆さんから何かござ
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いましたらご発言ください。 

 

 

４ 閉 会    

松崎市長    ないようですので、予定の時刻も迫りましたので、これをもちまして平

成２９年度第２回小浜市総合教育会議を終了したいと思います。長時間に

わたりありがとうございました。 


