
令和３年８月 越前市教育委員会定例会

          議  事  日  程 

日時：令和３年８月５日(木) 

                               午後１時３０分 

                            場所：教育委員会室 

日程第１ 会議録署名員の指名 

（審議事項） 

日程第２ 議案第３５号 令和４年度使用越前市中学校教科用図書の採択について 

日程第３ 議案第３６号 越前市指定文化財の指定について（絹本著色 五師連坐像） 

日程第４ 議案第３７号 専決処分の承認を求めることについて（越前市文化センター設置及び

管理条例施行規則の一部改正について） 

日程第５ 議案第３８号 専決処分の承認を求めることについて（損害の賠償について） 

日程第６ 議案第３９号 専決処分の承認を求めることについて（武生中央公園温水プールの指

定管理者の指定について） 

日程第７ 議案第４０号 専決処分の承認を求めることについて（武生中央公園総合体育館、水

泳場、庭球場及び多目的グラウンド、越前市武道館並びに越前市武生体育センターの指

定管理者の指定事項の変更について） 

（報告事項） 

日程第８ 越前市就学前教育・保育施設の利用者負担額等の算定及び徴収に関する規則の一部改

正について

日程第９ 越前市文化財保存活用地域計画の策定について 

日程第１０ 越前市議会６月定例会一般質問等概要について 

日程第１１ 次期教育委員会定例会の日程について 

日程第１２ その他 

 (1) 西校区公立認定こども園の整備について 

 (2) 吉野地区公立認定こども園建設候補地の決定について 

(3) 武生第二中学校の自動火災報知設備への落雷事故について 

(4) その他 

以上 



 令和３年８月５日（木）

　場　　所

出席 欠席

○

○

○

○

○

　　渡　辺　亜由美　　事務局長 ○

　　橋　本　美　帆　　理事 ○

    出　口　茂　美　　理事 ○

　　笹　田　和　子　  教育振興課長 ○

    小　林　博　之　  図書館長 ○

　　北　川　智　士　　文化課長 ○

　　黒　田　千　華　  スポーツ課長 ○

    倉　内　政　昭　  学校教育指導室長 ○

    川　﨑　敦　子 　 政策幹 ○

    伊　藤　ミ　カ　  教育振興課副課長（書記）

   令和３年８月　教育委員会定例会

　期　　日 　　　　開　議　　　１３時３０分

　　　　閉　議　　　１５時３０分

　　澤　崎　秀　之　　教　育　長

　　伊　東　知　之　　委　　　員

　　澤　﨑　郁　子　　職務代理者

委　員

　出席状況

　　　教育委員会室

  事務局

　　岩　坂　昭　宏　　委　　　員

　　岡　川　聖　代　　委　　　員



１

令和３年８月  教育委員会定例会議の結果（概要） 

【令和３年８月５日（木曜日）開会時刻１３：３０】 

【議 事】 

日程第１  会議録署名員の指名 

       澤﨑郁子教育長職務代理者を指名した。 

 （審議事項）

日程第２  議案第３５号 令和４年度使用越前市中学校教科用図書の採択について 

日程第３  議案第３６号 越前市指定文化財の指定について（絹本著色 五師連坐

像） 

日程第４  議案第３７号 専決処分の承認を求めることについて（越前市文化セン

ター設置及び管理条例施行規則の一部改正について） 

日程第５  議案第３８号 専決処分の承認を求めることについて（損害の賠償につ

いて） 

日程第６  議案第３９号 専決処分の承認を求めることについて（武生中央公園温

水プールの指定管理者の指定について） 

日程第７  議案第４０号 専決処分の承認を求めることについて（武生中央公園総

合体育館、水泳場、庭球場及び多目的グラウンド、越前市武道館並びに

越前市武生体育センターの指定管理者の指定事項の変更について） 

（報告事項） 

日程第８  越前市就学前教育・保育施設の利用者負担額等の算定及び徴収に関する

規則の一部改正について 

日程第９  越前市文化財保存活用地域計画の策定について 

日程第１０ 越前市議会６月定例会一般質問等概要について 

日程第１１ 次期教育委員会定例会の日程について 

日程第１２  その他 

 (1) 西校区公立認定こども園の整備について 

 (2) 吉野地区公立認定こども園建設候補地の決定について 

 (3) 武生第二中学校の自動火災報知機への落雷事故について 

 (4) その他 

   ・第３３回源氏物語アカデミーの中止について 

   ・越前市文化協議会の事務所移転について 

   ・第１７回全国紙芝居まつり越前市大会の中止について 

   ・市内小学校及び中学校の夏休み期間中の感染症対策について 

   ・武生国際音楽祭２０２１の開催について 
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傍聴人 なし 

【会議の主な経過】 

審議事項 

日程第２ 議案第３５号 令和４年度使用越前市中学校教科用図書の採択について 

【教育振興課長及び学校教育指導室長が説明】 

質疑なし 

日程第３ 議案第３６号 越前市指定文化財の指定について（絹本著色 五師連坐

像） 

【文化課長が説明】 

岡川委員：陽願寺には、今後も指定候補になる文化財が保存されているのか。また、指

定候補となる文化財は、市文化財保護委員会の調査において発見されるのか。それとも、

所有者からの申出等によるものか。 

文化課長：令和２年８月から９月にかけて武生公会堂記念館特別展「御堂 陽願寺の名

宝」を開催するにあたり、市文化財保護委員会と陽願寺の双方から指定の意向があった。

今回の五師連坐像は、その一部である。 

岡川委員：市指定文化財に指定されると、どのようなメリットがあるのか。 

文化課長：所有者にとっては、指定文化財を修繕する際に、市の補助を受けることがで

きるというメリットがある。市にとっては、地域の宝として保護・継承していくことが

できることのほか、今回のように所有者のご協力をいただき、広く市民に公開する機会

を創出できるというメリットがある。 

日程第４ 議案第３７号 専決処分の承認を求めることについて（越前市文化センタ

ー設置及び管理条例施行規則の一部改正について） 

【文化課長が説明】 

岡川委員：申請書の様式中、大ホールや中ホールは使用時間を「分」まで記載を求めて

いるのに対し、その他の部屋は「時」までとなっている理由は。 

文化課長：大ホールや中ホールは、主にコンサートなどの集客イベントで使用されるた

め、舞台装置や音響設備の運用の都合上、イベントの開催時間を詳細に把握する必要が

ある。 

日程第５ 議案第３８号 専決処分の承認を求めることについて（損害の賠償につい

て） 

【教育振興課長が説明】 

澤﨑委員：公用車による接触事故とのことだが、公用車は保険に加入しているのか。 

教育振興課長：保険に加入しているため、賠償額に対する保険適用がある。 
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日程第６ 議案第３９号 専決処分の承認を求めることについて（武生中央公園温水

プールの指定管理者の指定について） 

【スポーツ課長が説明】 

岩坂委員：今回は非公募による選定とのことだが、非公募とする場合の条件は。 

スポーツ課長：武生中央公園温水プール建設にあたっては、施設整備から管理までを行

う民間事業者を公募により選定する「公募設置管理制度（Ｐａｒｋ－ＰＦＩ）」を採用

したため、非公募となる。文教施設指定管理者選考委員会において、指定管理者として

問題がないことを確認している。 

日程第７ 議案第４０号 専決処分の承認を求めることについて（武生中央公園総合

体育館、水泳場、庭球場及び多目的グラウンド、越前市武道館並びに越前市武生体育セ

ンターの指定管理者の指定事項の変更について） 

【スポーツ課長が説明】 

質疑なし 

報告事項 

日程第８ 越前市就学前教育・保育施設の利用者負担額等の算定及び徴収に関する規

則の一部改正について 

【出口理事が説明】

日程第９ 越前市文化財保存活用地域計画の策定について 

【文化課長が説明】

伊東委員：法定計画となる時期はいつ頃か。

文化課長：令和４年度末までに計画を策定し、令和５年７月に国の計画認定を受けられ

るように進める。

日程第１０ 越前市議会６月定例会一般質問等概要について 

【政策幹が説明】

伊東委員：ＩＣＴ支援員は、どのような勤務体制になっているのか。

教育振興課長：委託事業者４名が全校まんべんなく巡回し、授業でのタブレットの活用

法等について支援を行っている。

岩坂委員：電磁波過敏症とは、どういった症状のものか。また、日弁連が提言した意見

書は、どのようなものか。

教育振興課長：電磁波過敏症とは、電磁波を浴びると身体が過敏に反応する症状のこと

である。５Ｇとの因果関係については、国から正確な検証結果が公表されているもので
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はなく、因果関係は確認されていない。

岡川委員：学校において、新型コロナウイルス感染症の感染者に対する誹謗中傷などは

あるのか。

教育振興課長：学校では、日頃から他者の良さを認め、受け入れる教育を行っており、

誹謗中傷などは起きていない。議員からも、ご自身の経験をもとに、迅速な対応により

児童生徒や保護者の安心につながったとのご意見をいただいた。

澤﨑委員：新型コロナウイルス感染症の感染拡大が止まらない状況であるが、再び臨時

休業にせざるを得なくなった事態に備え、オンライン学習などの準備はしているか。

教育振興課長：令和２年３月から５月にかけて市内小中学校を臨時休業とした際は、児

童生徒が学習動画を視聴する一方向からの学習であった。今後は、教員も学校に出勤し

ない「臨時休校」になった場合も想定しなければならない。一日のカリキュラム全てを

オンラインにすることは難しいが、児童生徒の学びを止めないため、オンライン学習に

より補完できる体制を構築していく必要があり、タブレット端末を家庭に持ち帰って双

方向での学習ができるよう、モバイルルータ―の貸出の準備を進めている。

日程第１１ 次期教育委員会定例会の日程について 

【教育振興課長が説明】

日程第１２ その他 

(1) 西校区公立認定こども園の整備について 

 【出口理事が説明】

澤﨑委員：「評価の仕組みの確立と実践」とあるが、具体的にどんな方法で行うのか。

出口理事：子ども子育て会議においてご意見をいただく中で、客観的に、外部評価も含

めた方法を計画や方針に盛り込んでいく。教育委員各位からも、ご意見をいただきたい。

伊東委員：外部パースイメージ図には四阿があるが、平面図に表されていないのはなぜ

か。

出口理事：あくまでイメージとして表記されているもので、四阿など外部の詳細は、今

後の実施計画において検討する。

岡川委員：保育室が日当たりの良い南向きに配置されているが、夏季の暑さ対策は。

出口理事：保育室の更に南側には、１階にはウッドデッキ、２階にはバルコニーを配置

する。直射日光を避けるため、長い庇を設ける。

 (2) 吉野地区公立認定こども園建設候補地の決定について

【出口理事が説明】

澤﨑委員：７月下旬に地元説明を行ったとのことだが、理解をいただいているというこ

とか。

出口理事：地権者や区長に説明し、ご理解をいただいている。
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澤﨑委員：候補地に接する道路は通学路であり、混雑が予想されるが、吉野小学校へは

周知されているのか。

教育振興課長：これまでに校長（園長）に説明を行う中で、委員ご指摘の通学路の混雑

についても意見をうかがっており、対策を講じていく。

(3) 武生第二中学校の自動火災報知設備への落雷事故について 

【教育振興課長が説明】 

岩坂委員：基板等取替えに係る工事費について、保険適用はあるか。 

教育振興課長：工事費の一部に保険が適用される。 

伊東委員：学校に避雷針を設置する計画はないのか。 

教育振興課長：避雷針を設置しても落雷を完全に防ぐことは難しく、避雷針の設置は検

討していない。 

(3) その他 

・第３３回源氏物語アカデミーの中止について 

【文化課長が説明】

・越前市文化協議会の事務所移転について 

【文化課長が説明】

・第１７回全国紙芝居まつり越前市大会の中止について

【図書館長が説明】 

・市内小学校及び中学校の夏休み期間中の感染症対策について 

【教育振興課長が説明】 

・武生国際音楽祭２０２１の開催について 

【文化課長が説明】 
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