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１  開会  

事務局     ただ今から令和２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、１５時３０分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。 
 

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、 

       教育委員の皆様には公私ご多忙のなかお集まりいただき、誠にありがとう

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、本日は令和２年度第１回総合教育会議として、本市教育行政の課

題２点を協議することとなっています。 

        協議事項の一つ目は、小浜市教育に関する大綱（案）について、 

        二つ目は、小浜市文化財保存活用地域計画で位置づけられた重点区域の

事業について、でございます。 

        また協議事項以外のことでも、教育委員の皆さまと活発に意見を交わし、

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
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のほどよろしくお願いいたします。 

 

市長      それでは、会議次第に基づき、議事を進めます。 

        まず、協議事項１ 小浜市教育に関する大綱（案）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＞ 

 

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   小浜市の教育がめざす人間像と育む７つの資質・能力ですが、今後５年

間に特に力を入れて育んでいきたいと思っている資質・能力です。その中

心が、問題発見・解決能力ということで、新学習指導要領では、コンテン

ツベース（内容）の学習指導要領から、コンピテンシー（資質・能力）ベ

ースの学習指導要領に大きく転換がなされています。今までになかった学

習指導要領になっています。子どもたちに、育みたい資質・能力として、

色々な資質・能力があるわけですが、小浜市では、中心にしたい能力とし

て、問題発見・解決能力というものを位置づけています。それを育んで、

子どもたちが将来、どこで生きようと、その力を発揮できるようになって

ほしいわけですが、その根本として郷土を愛する心、愛着と誇りを位置付

けています。さらに、これからの変化の激しい社会のあり方、地域小浜の

あり方、それと自分の生き方を関わらせて自分の人生をキャリアデザイン

していく力、この２つの資質・能力を根本に置きながら、問題発見・解決

能力を身に付けていってほしいと願っています。また、この問題発見・解

決能力を身に付けていくために、さらに４つの資質・能力を位置づけてい

ますが、その中でも特に重視したいものが、情報活用能力と、コミュニケ

ーション能力です。この情報活用能力というものは、今年度中に児童生徒

一人一台端末の配備が実現して、来年度の４月からはこの端末を有効活用

した学習がスタートしていきますが、これまで、小浜市が大事にしてきた

３Ｓ学習による授業とのベストミックスが非常に大事になってきます。問

題発見・解決能力を育んでいく中で、同時に情報を活用していく能力が育

まれていくことを目指しています。もう一つのコミュニケーション能力に

ついては、今後いろいろな問題を解決していくために、一人の力で解決し
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ていくことが困難な問題がたくさん出てきますが、社会の中でもいろいろ

な考えを持って、色々な価値観を持って、一人一人の多様性を尊重しなが

ら、協働して問題解決に至るということで、人間関係が非常に重要になっ

てきます。どのように人間関係を構築していくのかという意味で、コミュ

ニケーション能力を小学校低学年から段階を追って育てていくべき資

質・能力として位置付けています。このようなことから、７つのうち、こ

の４つの資質・能力を特に真ん中において位置付けています。また、今年

は、若狭高校、若狭東高校の校長先生方とも話をする場を持っています。

新聞紙上等でも両校の生徒の活躍が報じられていますが、若狭高校や若狭

東高校は、探求学習に力を入れて取り組んでいる福井県のトップランナー

ではないかと感じています。県が進めている１８年教育の一番出口にあた

るところで、具体的にどういった力をつけて、大学生あるいは社会人にな

っていくのかということが明らかになってきたと思います。それは、小浜

市が育成を目指している資質・能力とオーバーラップする力だと思ってい

ます。このようなことを校長先生方と直に懇談する中で、強く感じていま

す。そこから逆算して、中学校での学習、小学校での学習のマイルストー

ンを明確にすることが可能となってきたと思っています。接続、連携とい

う取り組みは今後一層大事になってくると思います。そういった作業を、

この後に続く振興基本計画でより具体的に固めていきたいと考えていま

す。 

上田委員    先日、口名田小学校で４年生の総合的な学習の研究発表会がありました。

非常に活発な授業を作ったということよりは、リアルな感じでの活発な

意見が飛び交う話を目の当たりにして、３Ｓ学習が活きているというこ

とと、主体的・対話的で深い学びの教育が活きてきたと思いました。４

年生であれだけのお互いの意見を話し合うことができるのかということ

を思いながら学校を後にしましたが、出席された委員の皆様も同じよう

に思われたのではないかと思います。すばらしい教育を小浜市は進めて

いるのではないかと思っています。３Ｓ学習は今後も続けていただきた

いと思います。また、基本的な施策の方向性のベクトルを合わせていく

ことは大事だと思います。地域で育む生涯学習・スポーツ活動の充実と

いう部分ですが、スポーツ指導者の人材育成というものを市としてどの

ような形で推進をしていこうとしているのか、方向性があればお教えく

ださい。 

事務局     スポーツ指導者の人材育成は、一番の課題となっているものですが、指
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導者が育たない、後継者がいない、高齢化しているということが問題にな

っています。何とかしなければならないということで、各協会に色々働き

かけをしていますが、今のところ具体的な解決策は見出せていません。資

格取得の際の経費が自己負担となっていることに対して、補助するという

ことは考えていますし、教員の働き方改革に関わってくることですが、そ

の受け皿として、競技団体の運営も含めて支援することで、指導者を育て

ていくということも考えています。具体的には整理できていません。 

上田委員    ことを行う場合に、おそらく財源は必要ではないかと思いますし、対象

とする人自体の、真剣さや本気度が大きな問題ではないかと思います。昔

のように馬鹿になってやってくれる指導者が少なくなってきていると思

います。できる限り文化芸術あるいはスポーツの方で、少しでも市を活性

化するためにご尽力いただければと思います。 

        デジタル化の問題で、一人一台の端末の実現ということで、来年度から

タブレットをもって進めていくということ示していただいたと思います。

先生方の中にも得意、不得意という方がいらっしゃるということを以前に

もお話させていただきましたが、市、県でガイダンスあるいは研修会をす

る予定はあるのでしょうか。不得意な先生がおられるということを予測し

ていくと、後で差が出てくるなど問題が起きてこないかということを思い

ます。現段階で予定があればお教えください。 

事務局     今後教育活動を行う上で、非常に重要なことであると認識しています。

そのことから、先生方が、ＩＣＴ機器に慣れていただき、どのように活用

していくかということを考えていただくことが、まず重要であると思って

いまして、これまでから各学校から１名づつＩＣＴの推進員として出てい

ただき、研修や今後の活用について議論をしていただいています。現在継

続して行っています。できれば来年度からは、ＩＣＴの支援員として人材

を何とか教育委員会として雇用させていただいて、学校における活用を探

っていただきたいと思っています。予算の獲得に向けて現在努力していま

す。上田委員のご意見のとおり、ＩＣＴに長けた先生、長けていない先生

のギャップをいかに早く埋めていくか、子どもたちにその機器を活用して、

よりよい授業をいしていくかというところを今後考えていかなければな

らないというとこであり、そのためには、長けた先生が、どんどんと活用

できる方法を引っ張っていくということも方法であると思いますが、長け

ていない先生が、できること、できないことを発見していって、一つ一つ

取り組んでいくことも方法であると思います。そのような方法をミックス
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させていきながら、小浜市の教育に合ったＩＣＴ機器の使用について考え

ていくということが重要であると思っています。先生方に任せるだけでは

なく、いろいろな有償ソフトを導入していくということも必要になるかも

しれませんので、教育総務課の職員も会議等に入って議論をしていきたい

と思っています。そういった議論をする中で、段階的に小浜市の教育的な

方針が定まれば、それについて一つずつ、丁寧に先生方の研修を進めてい

きたいと考えています。そうすることで、方向性がしっかりと定まって、

３Ｓ学習を中心とした方向性が見えてくるのではないかと思います。 

上田委員    おそらく、ＩＣＴを取り入れるにあたっては、メリット、デメリットも

あるかと思いますが、メリットは大きく、業務の効率化を図れることなど

良いことだと思いますので、ぜひ進めていただきたいですし、何とか先生

方のデメリット、子どもたちのデメリットが最小限に抑えられるようにし

ていただきますご尽力をお願いします。 

山﨑職務代理者 ＧＩＧＡスクール構想において、特にソフト面で、地域の中にはアクセ

スしにくいというところがありますが、４月には、全部の学校に行きわた

る、光回線によって、どの地域にもアクセスできるというように進めてい

ただきたいと思いますし、先生方の指導力を向上させるために、先生方だ

けでは難しいと思いますので、ＩＣＴに長けた方に来ていただきたいと思

います。 

        教員の多忙ということから、授業の時間が終わってから、スポーツクラ

ブの指導をされるということは、今後切り離してしていかなければいけな

いと思います。この問題は全国、どこでも、その方向に向かっていると思

いますが、なかなか指導者がおられないということでありますけれども、

民間や地域のスポーツクラブ、退職教員へお願いするなどができればよい

と思います。 

        就学支援ですが、通級ということが一番気になるところで、１週間に数

時間しか対応できないという状況だと思います。このことについて、もう

少し、対応できる時間を増やすことはできないかということを思います。 

事務局     通級指導ですが、年々、特別な支援が必要なお子さんが増えています。

市の支援委員会でも判定を受けて、特別支援学校あるいは特別支援学級に

入級している児童も全体的に増えています。また、判定は出ているが、保

護者の理解が得られないことや判定は出ていないが、個別指導が必要な子

どもたちも増えてきています。通級の指導については、各学校長の最終判

断で、保護者や子どもと相談しながら受けるかどうかを決めることになっ
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ていますが、人数を見極めて適切に指導をしていかなければなりませんが、

人数は増えています。何とかその役割を担っていただくため、再任用の先

生方がそのポストに就いていただき、対応していただいています。そのこ

とが、すべての子どもたち、学校のニーズに十分応えられているとは言え

ない状況です。市としては、県に対して、通級指導の先生方の人数や持ち

時間を少しでも増やすことができるように、例年要望をしています。昨年

度は充実が進み、人数的にも時間的にもかなり多くの学校の要望に応えら

れるようになってきています。通級で受けられる一人あたりの最大の時間

が決められていますので、際限なくというわけにはいきませんが、子ども

たちが必要とする時間になるべく希望に添えるように、県に対して要望を

継続していきたいと考えています。 

村上委員    地域で育む生涯学習・スポーツ活動の充実ということですが、口名田地

区にある総合運動場の使用状況はどのようになっていますか。 

事務局     一般的に、陸上競技場と多目的グラウンドでいろいろな競技が行われて

いますが、部活動や一般の方のサークル活動などで使用されています。活

発に、使用していただいているという状況です。 

村上委員    グラウンドの周りを歩いている方がおられまして、その方の話を聞くと、

このコースはとても立派で、高橋尚子さんも監修された、マラソンにも使

えるようなコースになっているということでした。このコースを使ったウ

ォーキングのイベントもありましたが、そういうイベントを開催すること

で、多くの利用者が得られるのではないかと思います。 

事務局     市民の方、隣接する住民の方が、ウォーキングをされているということ

ですが、使用頻度も高いことから、村上委員ご意見も参考に考えていきた

いと思います。 

山﨑職務代理者 ふれあいスクールですが、不登校児童生徒は小浜市にもおられると思い

ますが、ふれあいスクールで対応されている人員は人数的には、足りてい

るのでしょうか。足りていないということもお聞きしたこともありました

ので、そのあたりの充実は図れないのでしょうか。 

事務局     ふれあいスクールは、現在３名の退職された先生方で、指導をいただい

ています。所長１名がフルタイムで入っており、他の２名は、交代で、毎

日入っていただいていますので、常時という形では、２名が指導にあたっ

ているという状況です。体調が悪いなどお休みをされる場合には、１人で

指導していることもありまして、今後人員の調整も含めて考えているとこ

ですが、現在のところ、入所は、多い時には７名、昨年は、８、９名とい
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う時期もありました。在籍している児童生徒がいつも来られているわけで

はありませんので、大体、指導にあたられるときには、３名、４名への指

導をしていることが多いというで対応できているという状況です。ただ、

時期によっては、増えてしまう時期に、これ以上増えたら十分な対応が難

しくなってしまうということもありましたので、極力充実させていきたい

とは思いますが、今のところは、現在の人数で運営していきたいと考えて

います。 

窪田教育長   GIGA スクール構想の１人１台端末に伴う今後の課題ですが、教員が授

業の中で教員用のタブレットを活用した授業は、既に行っています。全く

操作が分からないという教員はいません。ただ、苦手な教員はいますし、

得意な教員もいますので、そのあたりで指導に活かしていく頻度にかなり

の差があることは事実です。これからは、子どもが学習で使用することに

なりますので、教員自身の得手、不得手によって ICT機器を使った授業に

差が出ないということが重要になってきます。さらに、今後必要なことは、

子どもが学習の中でいかに ICT 機器を使って共働学習を進めていくか話

し合い活動を行っていったり、観察を行っていったりということで、例え

ば今までスケッチしていたものをデジタルカメラで撮ることが可能とな

りますし、あるいは非常に短い時間でデータを取り込むこともできてきま

す。そういった、子どもが授業の中で、より深い学びに向かうようにどの

ように活用していくのかということの研修が一番大事になってきますの

で、最初は、端末に搭載されている機能や、ソフトの使い方になると思い

ますが、次の段階として、子どもにどのように使わせていくのかというあ

たりの研修が非常に大事になってきますので、ある程度、授業のことにつ

いて理解している人でなければ、難しい部分があると思いますので、そう

いった支援員をどのように活用していくのか、確保していくのかというこ

とが大きな課題になってきています。この観点から、何とか、ICT支援員

を確保していきたいと思います。 

        地域スポーツ活動についてですが、今、特に中学校で大きな問題になっ

ていることは、学校部活動から地域スポーツ活動への移行です。国は、２

０２３年度を目途に土日曜日は、今までの学校部活動ではなく、地域のス

ポーツ活動に移行していくというスケジュールを示しています。これには、

理由が２つありまして、１つは、子どもの数が減ってきている。その中で、

部員数も減少してきていることで、部として存続しがたい状況も徐々に生

まれてきつつあります。既に小浜第二中学校でも、小浜中学校でも廃部と
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いう状況も出てきています。それにどうのように対応していくのかという

こと。もう一つは、教員の働き方改革を進めていく上で、一番大きなネッ

クとなっているのが、中学校では、部活動です。今現在福井県では、週８

０時間以上の時間外業務を何とかなくそうと取り組みを進めています。小

学校では、何とかクリアーできる見通しですが、中学校では、部活動が大

きなネックとなっている中で、国としても、土日曜日の休日は地域スポー

ツ活動に移行していくというスケジュールを示しました。その中で、指導

者の人材育成ということが、非常に課題となってくるわけですが、これに

ついては、現在小学生を対象に育成に携わっているスポーツ団体などは、

ある程度受け皿になれるかなと思っています。例えば、少年野球に携わっ

ている野球連盟、日曜日に教室を開いている柔道連盟、あるいは陸上競技

協会といった、小学生を対象に活動をしているスポーツ団体の方にお願い

をして、そこに中学生も参加していくという形で地域スポーツ活動に移行

していくスケジュールを今、模索しているところです。今日も、軟式野球

のディアボーイズの関係者の方が今後の方向を見据えて、お話に来られま

した。教育委員会としても心強いと思っています。そういった中で、人材

育成を図っていけるとよいと思っています。いずれにしても今までのよう

な学校部活動だけで考えていくことに限界があると思いますので、今後ど

のように進めていくかが大きな課題になってきますし、教育振興基本計画

により具体的な形で、示していければと考えています。 

        通級についてですが、障がいの程度に応じて通常学級に在籍しながら、

週８時間以内という範囲の中で、必要な指導を行うというものが、本来の

目的ですので、ただ単純に学力補充で取り出すというものではないという

ことを保護者の方にも、十分理解していただかないといけないと思います。

その中でこれから大事になってくるのは特別支援教育において、ICTの有

効活用が非常に注目されています。そういったところの研究も進めていく

必要があると思います。同じことは、先ほどの不登校対策でも言えること

だと思います。考え方として、学校に来にくい、適応指導教室にも着にく

いという子どもに学びの保障をしなくてもよいというわけにはいきませ

ん。その対応として、ICTを使って家にいながら遠隔的に学びの保障をし

ていくという考え方もあります。そういったことから、不登校の子どもに

対する ICT の活用も重要になってきます。一番よいのは、学校に登校し、

集団の中で、いろいろな多様性に触れながら一人一人が力をつけていくと

いうことですが、障がいを持っている子、不登校などの問題を抱えている
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子の学びもしっかりと保障していくという観点から、ICTをどのように有

効活用していくのかということは教育における課題であると思います。 

市長      GIGA スクール構想に併せて、文部科学省がアプリケーションを作ると

いうようなことはないのでしょうか。 

事務局     ありません。 

市長      文部科学省がある程度のものを作ってくれないと、全国一律で同じ教育

をするということを考えると疑問を感じます。先生によって授業の進め方

が異なったり、地域によってはアプリケーションが異なったりということ

では、公教育としてはどうかと思います。アプリケーションの導入に費用

がかかることなので文部科学省として、ある程度開発して市町に下ろして

もらいたいと思います。要望はします。 

        先日教育再生首長会議で話題になったことですが、志という言葉を教育

大綱に入れる入れないということがありましたが、入れるという方がよい

のではないかという話が出ていました。文部科学省ではあまり使わないと

いうことですが、志は、単なる個人の目標とか夢とかいうものではなく、

社会に対しても目を向けた目標みたいなものであって、社会に向けて自分

の役割を果たすというものが志であるという考え方であり、それを大綱に

入れいる方がよいという話がなされていました。私は、別にこだわりませ

んが、どうでしょうか。 

窪田教育長   実は、この大綱を作るにあたって、最初は、「志」という文言を入れて

いました。前後の文章のつながりを考えて削ってしまいましたが、もう一

度検討してみます。 

市長      「志」という言葉は、古い言葉ですが、大事なことであると思います。

今は、志ということが廃れていると思います。もし入れられるのであれば、

入れていただいてもよいと思いました。 

窪田教育長   「ふるさと」の歌詞の３番に「志を果たして」という部分がありますが、

今、島根県の隠岐の島の高校では、卒業式に必ず「ふるさと」を合唱する

ということですが、その中で、その歌詞のとおりに歌うのではなく、「志

を果たしにいつの日か帰らん」と言い換えて、３年生が自ら歌って巣立っ

ていくということです。 

市長      一時、立身出世主義になって、いけないという感じに取られたときがあ

りましたが、その中で志という言葉が使われなくなったのかと思っていま

したが、そのようなことはないと思います。 

上田委員    若狭町でも、中学校では、立志式というものを必ず行っています。 
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窪田教育長   小浜市でも、小浜第二中学校が始めています。 

上田委員    私学でも、福井中学校が行っています。 

市長      橋本左内の考え方ですね。 

上田委員    大変大事なことだと思います。 

市長      他に、ご意見などはございませんか。 

        ないようですので、協議事項１については、ここまでとさせていただき

ます。大綱については、大体、この案でよいと思います。 

窪田教育長   先ほどの事務局の説明にもありましたように、文化芸術活動の充実につ

きましては、これも地域との結びつきが非常に強い活動でもありますので、

ふるさと小浜を愛する心を基盤に、学びを人生や社会に生かしていく人と

いう項目に移した方がより適切だと思いますがいかがでしょうか。 

 

        ＜全員賛成＞ 

 

市長      先ほどの部活動については、県議会でも非常に話題になっていまして、

かなり活発に議論されているようです。指導者がなかなかいないのではな

いかという話になっています。先生の労働環境を考えるとそれがネックで

労働時間が減らないということですね。部活動にかけている先生がおられ

ますが、高校では特に熱心に取り組まれている方がいます。中学校ではそ

こまではおられないのでしょうか。 

窪田教育長   部活動が大好きな教員もたくさんいます。 

一気にということは、無理が生じます。できるところからコンセンサス

を得ながら進めていきたいと思います。 

 

市長    では次に協議事項２ 小浜市文化財保存活用地域計画で位置づけられた重

点区域の事業について、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局     <文化課説明> 

 

市長      ただいま事務局から説明がありましたが、これについて意見交換を行い

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。 

 

上田委員    ７月に文化庁の認定を受けたこの計画ですが、ぜひ計画がスムーズにい
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けますように予算の確保を市の方でも協力をしていただけるように私た

ちもお願いをしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

上田委員    針畑峠の滋賀県側から上がってくる道の舗装はできていたのですが、上

根来から林道を通って上がっていく道は今年舗装されているのでしょう

か。 

事務局     完成しています。 

上田委員    自転車で上がって降りてくるという方が非常に多くなってきていまし

て、大変ありがたく思っています。 

市長      林道上根来線ですね。 

上田委員    雲海がとてもきれいですので、一度行ってみてください。おにゅう峠と

いうところがあり、１０月の寒いときに行ってみると雲海が広がっていま

す。 

村上委員    私の寺も観光寺院となっていまして、大変お世話になっています。拝観

が大変少なくなってきていまして、昔は観光ブームで JR の定期観光バス

が、走っていまして、観光に賑わいがありましたが、このごろは少なくな

ってきていました。最近はテレビ等で御朱印がブームになってきていると

いうことは聞いていましたが、私の寺のあたりにも広がってきていると実

感しています。特に、タブレットを持って、事前にインターネットで調べ

てこられ、御朱印をインターネット上にアップされています。時代は、田

舎であっても変わらなく来られるのだと感じています。一つの寺に同じ仏

像があるわけではなく、各寺で違いがあるものですから、訪れた寺によっ

て、様々な感想が挙げられています。お寺を見に来るのではなく、仏像を

目当てに来られている方々が来られていますので、寺の規模などは関係な

く、どこからでもいらっしゃる感じです。福井国体が行われる前には、県

の主催でツアーがありまして、全国からいらっしゃいました。寺自体の努

力もがんばっていきます。 

窪田教育長   「神仏習合の社寺と暮らし」の今後のスケジュールですが、これは、当

然、北陸新幹線の開業とタイアップして進めていくことになるのでしょう

か。 

        特に注意している点などはありますか。 

事務局     新まちづくり構想のスマートアンドスローの中のスローな部分になる

と思いますが、一方では、AI や ICT ということが出ていますが、小浜の

アイデンティティがお寺ではないかと思っていまして、全市域的にお寺は

あるわけですが、特にその中でもこの多田ヶ岳一体の社寺遺産群というエ
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リアが正に新幹線という最新のものが通るということで、そのギャップと

いうものが、外の方に響くエリアとして重点的に情報発信していきたいと

考えています。新小浜駅で降りたお客様が、遠敷、今富地区あたりのお寺

を見ていただくということで、何十年先にも残していかなければならない

ものとして取り組んでいくものです。 

市長      予算措置として３年間は協議会にありましたが、今後は、日本遺産とし

て、措置されることはないのでしょうか。 

事務局     今現在文化庁の方では、個々の文化財に対しては、継続して補助事業が

ありますが、例えば現在取り組んでいる、旧古河屋別邸などは個々の文化

財を保存活用するものとして事業化されています。全体的な地域活性化に

ついては、日本遺産自体が他省庁からの共管事業ということで、観光庁予

算であったり、農水省予算であったり、地方創生交付金として、全体で画

を書いて執行していくものであることで、文化庁としてエリアに対する補

助というものは現在ないということになっています。 

市長      他省庁で日本遺産だからといって特に優遇された補助とか助成制度は

ないでしょうか。 

事務局     共管する省庁、特に観光庁については、優先採択というものはとってい

ただいていまして、なおかつ補助率の約５％の加算があり、1/2 補助が、

2/3補助まで対応できるようになっています。現在、観光局と連携をしな

がら取り組んでいるところです。 

市長      今後、メニューによっては、利用して整備できるものがある可能性があ

るということですね。 

桂田委員    小浜市にたくさんある資源を活かすのにあたって、私たちよりも若い人

たちの意見を入れた活用ができるとよいと思います。町並みの中で街歩き

ができるのにふさわしい発想など若い人たちの視点でまちづくりができ

るとよいのでは思います。たくさんの文化財などの魅力的な資源を若い人

たちにも来てもらえるような視点をもってできるとよいのではと感じま

した。 

事務局     まさに文化財を伝えていくには、若い方の関与というものは当然必要だ

と思います。この計画にはそういった文言は出ていませんが、物理的に守

るということに加えまして、人材育成として、今後、文化財を実際に守っ

ていただく若い方の力を活用するということも大事なことだと思います。

例えば、この重点区域の中で、ふるさと文化財の森の桐油など新たな取り

組みとの融合ということがありますが、西組物件補助の中でも若い建築士
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の方が中心になって、昔の技法を学んでいただいて、実際に改修に活かし

ていただくなど、ものによっては、若い方の力が既に見えてきているとい

うところもありますので、そうした人材育成にも目を向けて継続して取り

組んでいきたいという思いはあります。 

上田委員    我々の意見もある程度聞き入れてもらうこともよいと思いますが、若い

方々の意見を取り入れることによって、文化振興アドバイザーの方の主に

なる方々を入れて取り組んでいくということも方法ではないかと以前か

ら思っていました。少しでもご検討いただけたらと思います。 

窪田教育長   小浜市には、非常にたくさんの文化財がありまして、住民にとっては、

文化財があることが当たり前になっています。これから古くなって、老朽

化することへの対策が非常に重要になってくると思います。そのためには

今まで以上に予算も必要になってきますが、そういった費用を捻出するた

めに、活用を考えていくという、今まで先人が大切に守ってきた文化財を、

今後しっかり保存をしていくために、活用を有効にしていくという考え方

が、基本にあるのだということをもう一度確認しておかないと、活用と保

存が別々になってしまいます。行政においてもそれを担当する部署が違っ

て、連携がうまくいかないと大変ですので、計画そのものも保存活用計画

という名のとおり、一体的に進めていくということを常に確認していくと

いうことが大事だと思います。 

山﨑職務代理者 旧古河屋別邸ですが、カフェのようなものがありますが、どのような状

況でしょうか。 

事務局     つい先日今年度工事が着工いたしまして、計画通りに進んでいます。来

年の連休前くらいには、今年度工事のカフェなど、一部がオープンできる

予定です。 

山﨑職務代理者 今年は、学校がコロナ禍において修学旅行がほとんど地元に行かれてい

ます。その中で、大変いいところがあってはじめて知ったという子どもた

ちや先生がいますが、それが逆に良かったと思いますが、全国的にそうか

もしれませんが、子どもたちが身近に、伝統文化や芸術などはほとんど触

れる場がなかったことで、そのように感じたと思います。子どもたちには、

小浜にはこのようないいところがあるということを見せていければと思

います。そうすることで、将来大きくなった時に、また人を呼べるような

小浜になれるのではないかと思います。新聞報道にありましたが、福井県

は、全国で７番目に移住先に考えられているところであるということです

が、何とか小浜もそのようことで活性化してもらいたいと思います。 
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市長      ほかに意見などはござませんか。 

        ないようですので、協議事項２は、ここまでとさせていただきます。 

市長      本日の予定の案件は以上ですが、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。 

窪田教育長   若狭高校の３年生の村宮汐里さんが、コロナ禍で休業中の時に、テイク

アウトの小浜のお店を紹介する取組で、先日、福井県の知事表彰を受けま

したが、本日、内閣府の未来を創る若者オブザイヤーで内閣総理大臣賞を

受賞することになりましたのご報告いたします。 

市長      彼女は、若者の夢トークの中で、高校生の私たちでできることはさせて

ほしいと発言され、田烏のイベントの実行委員をされていて、いろいろな

活動をされています。今回は、お家でごはんという市の取り組みに対して、

各店のメニューの紹介をするサイトを立ち上げられました。そのことで、

コロナ禍で店ができなかったという状況で、そのサイトを見てテイクアウ

トをしようと取り組んだ店があって、助かったというところもあったと聞

いています。 

市長      ないようですので、これをもちまして令和２年度第１回小浜市総合教育

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。 


