平成３０年 第１回小浜市総合教育会議 会議録
開 催 日 時

平成 30 年 7 月 27 日(金)

開 催 場 所

市庁舎 4 階 401 会議室

構
成
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１

開会 14:00

閉会 16:05

小浜市長 松 崎 晃 治
小浜市教育委員会
教育長 窪田 光宏・同職務代理者 山﨑 正博・委員 入江 深砂・委員 上田 俊彦
委員 山﨑 まどか
【教育委員会】

事

教育部長 西田 雅志・教育部次長 谷 義幸・生涯学習スポーツ課長 澤谷 欣弘

務

文化課長 松宮 眞由美・教育総務課ＧＬ（地村健一・重田 敬之・松岡 靖洋）

局

生涯学習スポーツ課ＧＬ（高鳥 耕一）文化課ＧＬ（渡邉 英明）
・企画部次長 東野 克拓

開会

事務局

ただ今から平成３０年度第１回小浜市総合教育会議を開会します。
なお、本日の会議終了は、１６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、協議事項に入らせていただきます。
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

開会にあたり一言ご挨拶申し上げます。
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るご尽力をいただいていることに
対しまして、厚くお礼申し上げます。
さて、本日は本市の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。
協議事項の１つ目は、平成３０年度重点教育施策の進捗状況と今後の課
題について、２つ目は、スポーツによる経済・地域活性化について、３つ
目は文化会館耐震補強および改修方針について、でございます。
またその他の事項で小浜美郷小学校の体操服について報告がございま
す。
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この会議は、教育委員の皆様と活発に議論を交わし、本市の教育行政が
より良いものとなるよう努めてまいりますのでご協力のほどよろしくお
願いします。
それでは、協議事項１平成３０年度重点教育施策の進捗状況と今後の課
題について事務局から説明をお願いします。
＜教育総務課説明＞
松崎市長

ただいま事務局から説明がありましたが、これにつきまして意見交換を
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

拉致問題啓発講座について特に力を入れて取り組んでいます。地村さん
の意向も踏まえ、講座は学年ごとに行い、また来年度以降も継続した息の
長い取り組みにしたいと考えています。
またこの拉致問題を深く理解するため、副読本の作成を考えています。
全国的にも事例がないので大人向けのパンフレットなどを参考に子ども
向けのわかりやすい本にしていきたいと考えています。

上田委員

人権教育で拉致問題を取り上げられたことは今後成果がでてくると思
います。副読本の作成にあたり検討委員会を設置されるとのことですが、
どのような構成員で内容がわかれば教えていただけますか。

事務局

検討委員会の構成については、教員、救う会、その他必要な方で設置し
たいと考えています。副読本の内容については小学校低学年、高学年、中
学校と段階に応じた内容が必要だと考えています。

入江委員

低学年、中学年、高学年別で複数の冊子を作るのですか。

事務局

現在のところは考えていますのは、学年に応じて理解できる内容にする
ことです。内容については委員会や地村さんと今後検討していきます。

山﨑職務代理

夏期のプール開放はＰＴＡが主になって監視されているが、今後学校で
も見てもらうという内容がありましたが、可能ですか。

事務局

小浜市のプール開放の現状は、ＰＴＡが主催となり学校施設を利用して
いることになります。万が一学校施設を使っている中で事故が起きた場合、
監視員の個人的な責任を問われることにもなってきます。
全国的にもプール開放の在り方が議論されており、小浜市でも安全管理
の面を考えると検討しなければなりません。
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窪田教育長

事故発生時のプール監視員の責任問題が課題となっており、開放を中止
る学校も出てきています。プール開放を民間委託したり、保護者を監視員
として雇用したりしている自治体もあります。
来年度、小浜美郷小学校のプール開放をどうするのかも課題となってい
ます。夏休み中はスクールバスがないので、学校までの移動手段をどうす
るかなど。
このようなことや今年の猛暑時の対応も含め、夏休みのプール開放の在
り方について考えなければなりません。

事務局

現在、高温時のプール開放については、各学校長で基準を設け、判断さ
れています。

山﨑職務代理

気温、水温は学校で測っているのですか。

事務局

プールサイドの温度を測っています。

山﨑職務代理

今、夏休み中で朝のラジオ体操をやっています。集合場所へは子供たち
がそれぞれ自転車や徒歩で行っていますが、出勤途中の車の通行があるの
で見守りが気になる時があります。

事務局

夏期休業中も含め、学校活動は地域の協力が必要です。安全対策も含め
検討してまいりたい。

上田委員

中学校でのプール事故について、安全管理マニュアルは作成されていた
のでしょうか。

事務局

各学校で作成はしてありますが、マニュアルの内容に問題がないか見直
しを各学校に改めて周知したいと考えています。
また、事故が起こった際は、役割を明確にし、迅速に対応できるようし
たいと考えています。

松崎市長

プール開放については今まで事故のことなどあまり考えずに、ＰＴＡの
方が、当番が回ってきたからやっていた感もあります。事故の責任の所在
などを考えると大きな負担となります。しかし、監視員を雇うとなると財
政的にも厳しい面があり、行政だけで負うのは難しいです。今後のプール
の在り方を考えなくてはならないですね。
責任が負えないということで、諸外国ではプールのないところがあるよ
うです。

教育長

おおい町では財政的な面でプールを壊しています。水の管理や設備の維
持費などを考えるとアクアマリンへ行ったほうがよいとのことです。
プールには様々な経費がかかってきます。
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教育長

学校の働き方改革の一番の目的は、教員が心身ともに健康で教壇に立つ
ことです。
教員の負担をどう減らしていくかということが課題となるわけですが、
陸上記録会、器械運動会、音楽会など、教育的意義のあるもので伝統的に
続けてきたものを今後どうしていくか、器械運動での事故も増えている中
で、意義があるだけで続けてよいかという課題があります。

松崎市長

教員には超過勤務手当がないので、超過勤務をしている意識がないのか
もしれません。
日本の教育制度の中で、生徒の教育すべてを教員が担っていることも負
担のひとつだと思います。生徒指導、部活動指導、給食指導など。このこ
とは日本の教育の良さでもありますが、担任の先生に集中してしまう面は
あります。

山﨑職務代理

教員の勤務時間のことで、早朝に出勤されているかたもいるが、何時ま
で出勤したらいけないという決まりなどはないのですか。労働管理の問題
も出てくるでしょう。

事務局

そのような決まりはないのですが、適切な勤務時間に努めるよう学校長
にも伝えます。

山﨑職務代理

中学校になると部活動も関わってきます。大会前になると土日も練習が
あったり、保護者が送り迎えをしたりしています。

山﨑ま委員

早く出勤するのはなぜかと考えると、資料の作成や作業あるからだろう
と思います。私たちが見えない部分です。何かをとってあげないと負担は
減らないと思います。

教育長

負担軽減について、部活動指導員や学校運営支援員が教員の代わりとな
って務めていただいている分があります。
またプール開放の件では、以前は教員も監視についていたのですが、今
は保護者だけで行っています。このように教員の負担を減らす一方で安全
管理にかかわる部分が手薄になっていく問題があります。
非常に難しい問題で、国全体で仕組みを変えていくことが大事だと考え
ています。

松崎市長

では次に協議事項２スポーツによる経済・地域活性化について事務局か
ら説明をお願いします。
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事務局

<生涯学習スポーツ課説明>

松崎市長

ただ今の内容について何かご意見などありますか。

上田委員

大会の誘致のことで、２０２１年に北信越ブロックでインターハイが行
われると聞いていますが、開催場所などの状況はわかりますか。

事務局

平成３３年に福井県を中心に行われます。県内で１３種目、小浜市では
ウエイトリフティングが行われると聞いています。

上田委員

そうなると国体と同じに種目になります。小浜市で他の種目も行われる
ことはないですか。

事務局

今のところ聞いていません。小浜市の競技場レベルで開催可能な大会に
ついては働きかけていきたいと考えています。

松崎市長

インターハイの開催場所はほぼ決まっているようです。開催になると整
備が必要なります。福井市の開催が多いようです。

山﨑ま委員

若狭マラソンの参加者数が減っている理由はありますか。

事務局

はっきりしたことは言えないが、マラソンイベントが各地で開催される
ようになり、分散しているのではないか。他市も落ち込んでいるようです。

山﨑ま委員

モンベルとのタイアップの話があったが、決定しているのですか。

事務局

嶺南地域広域で連携したいと聞いています。キャンプ、カヤック、サイ
クリングなどを通じて観光中心になると思います。

山﨑ま委員

小浜は風光明媚なまちですので、そこを活用したスポーツと観光を織り
交ぜた施策を進めていただきたい。

事務局

モンベルには７５万人の会員がいるのでＰＲするだけでも効果があり
ます。

松崎市長

小浜だけではエリアが小さいので嶺南に広げたのだと思います。

松﨑市長

次に協議事項３文化会館耐震補強および改修方針について事務局から
説明をお願いします。
<文化課説明>

松崎市長

ただ今の内容について何かご意見などありますか。

山﨑職務代理

耐震化を行うのが難しいとなると建て替えや閉館といったことにもな
りますね。
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事務局

耐震化を行うには、耐震化補強計画を立て、どの程度の補強が必要にな
るか見ないといけない

松崎市長

耐用年数は大体６０年のようです。

上田委員

文化会館の稼働状況が少ないように思うが、一年間のイベントで大きな
ものはどのようなものがありますか。

事務局

今年は南こうせつコンサートが行われましたし、学校音楽会などにも使
われています。

松崎市長

新しく建物を建てると集客に向けて頑張る。有名な方に来ていただこう
と思うとお金もかかるので、稼働率の高い館はそれだけお金をかけている
のではないでしょうか。

事務局

施設の設備によってできる催しできない催しがあるので、施設に応じた
使い方を考える必要があると思います。

松崎市長

広域的に運営する時がくるのではないかと感じています。安全対策はし
なければいけません。

山﨑ま委員

前回の総合教育会議で北陸新幹線が来ることとコンパクトシティの話
があって文化会館をどうするかという話もあったが構想はどうですか。

松崎市長

具体的にどうするとかの話にはなっていませんが新幹線が来るときの
まちづくりにこのことは当然でてきます。文化会館を移転するのか、今の
場所に建てるのかいろんな意見が出てくると思います。

松崎市長

ほかないようですので、協議事項については以上で終わります。次に報
告事項で小浜美郷小学校の体操服について事務局からお願いします。
<教育総務課説明>

松崎市長

ただ今の内容について何かご意見などありますか。

入江委員

名前は入るのですか。

事務局

名前が表に出ることで問題があることもあるので、服の裏側に名前を入
れようと考えています。

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
ざいましたらご発言ください。
ないようですので、小浜市総合教育会議を終了します。長時間にわたり
ありがとうございました。
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