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平成３０年 第 14 回 教育委員会定例会議事録 

招 集 日 時 平成 30年 12月 25日（火曜日）午後 1時 30分開会／午後 2時 30分閉会 

招 集 場 所 加賀市民会館 3階 １５会議室 

教 育 長 山下修平  

出 席 委 員 篠原隆一、山下裕嗣、瑓幹子、佐野明子 

会議列席者 梶谷事務局長、越中谷次長兼学校指導課長、山本教育庶務課長、宮下生涯学習課長、新家中央図書館長、 

柏田山中図書館長、宮本教育総合支援センター所長、中田スポーツ課長、奥村マラソン開催推進室長、 

山下教育庶務課長補佐、奥村子育て支援課課長、川端子育て支援課主査 

 

平成 30年第 14回教育委員会定例会開会宣言 

挨拶 

○山下教育長  本日は師走の大変お忙しい中、こうして集まっていただきまして誠にありがと

うございます。この教育委員会定例会も今年は今日が最後ということになります。今年も残す

ところあと１週間となりました。教育委員の方々には本当に今年１年、学校行事、計画訪問等、

本当に何回も出ていただくということがありましたし、定例のこの教育委員会は毎月行いまし

た。本当に多忙だったかなということで、御礼を申し上げます。 

学校の方はもう冬休みに入りました。市役所の方はなんとか 12月議会を終えることができま

したが、今回の 12月議会の一般質問は議員さん 10名だったんですけど、なんとその 10名が全

員、教育委員会に質問がありまして、私と局長と併せて 30回以上答弁に立つという、大変忙し

い議会となりましたが、無事終えることができました。 

今年１年を振り返ってみますと、本当に自然災害が多く、異常気象の１年だったなというこ

とを思います。大変な大雪からはじまって、夏は本当に耐え難いくらいの暑さで、なんとか１

年を終えようとしていますが、それをきっかけとしまして、来年度に小中学校のエアコンの工

事がすべての学校で行われることになりました。その点だけ言えば、災い転じて福かなという

ことも感じますが、来年度は災害も少なく、気候も穏やかな年になることを祈りたいなと思っ

ております。 

それではさっそく審議事項に入っていきたいと思います。議案第 52号、加賀市教育及び文化

振興事業補助金交付要綱の一部を改正する告示について奥村課長お願いいたします。 

 

 議案第５２号 加賀市教育及び文化振興事業補助金交付要綱の一部を改正する告示について 

奥村課長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  ありがとうございました。ただいまの議案第 52号は私立幼稚園運営助成事業と

いうのが今まであったわけですが、平成 30年４月に加賀幼稚園が認定こども園に移行し、市内

に私立の幼稚園がなくなったため、これが廃止されたというものであります。この内容等の説

明はよろしいですか。 

○奥村課長  はい、では内容につきましては、加賀幼稚園に対しまして私学助成といった県か
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らの助成の他に 220 万円、プラス５月１日現在の児童数に応じて 5,000 円乗じた額ということ

で年間に助成していた内容でございます。これを今年度から廃止したということであります。 

○山下教育長  内容に関しては、５ページの下に書いてある内容でありますが、これが廃止さ

れたということであります。これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

○篠原委員  お願いします。次の議案第 53 号にも関係してくるんだろうと思いますけれども、

今加賀市としての補助金を廃止したというようなことだと思います。そのことによって例えば

今子育て世代に対して行政の支援というのが叫ばれている最中ですけれども、個別によって異

なると思いますが、補助金を廃止することによって保護者の負担が増えるのか、減るのかとい

うこともあとの議案第 53号のご説明と併せて教えていただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

○山下教育長  それでは今の質問は次の議案第 53 号のところで併せてお答えしていただきま

す。他、ございませんか。それでは今の質問もありますので、先に 53号の説明をしていただい

たあと 52号、53号の決を採りたいと思います。それでは次、議案第 53号、加賀市私立幼稚園

就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示について奥村課長お願いいたします。 

 

 議案第５３号 加賀市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示について 

奥村課長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  議案第 53 号の補助金交付要綱の一部改正について説明をしていただきました

が、篠原委員、先ほどの質問はこれでよろしいですか。 

○篠原委員  はい、結構です。別のところでお願いいたします。今、加賀市では幼稚園がなく

なったというお話でしたけれど、加賀市から小松とか、金沢に通っているお子さんがいらっし

ゃるということを私も初めて知ったわけですけれども、例えばその実態は何名くらいいらっし

ゃるのか、もしわかりましたら教えてください。小さい子どもが遠くまで通っているのがあま

りイメージ的にピンとこないんですけれども、そういう実態があるということをお聞きしまし

たので、よろしくお願いいたします。 

○奥村課長  はい、今年度は３名です。幼稚園におきましては、特色のある幼稚園といいます

か。例えばカトリック系であったり、仏教系であったり、あるいは教育に特色を出していらっ

しゃる幼稚園がございますので、あえてそちらを選ばれる方もいらっしゃるということで、幼

稚園は３名です。 

○篠原委員  ありがとうございます。 

○山下教育長  他、ございませんか。よろしいですか。それではまず議案第 52号、加賀市教育

及び文化振興事業補助金交付要綱の一部を改正する告示について賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

○委員  全委員挙手 

○山下教育長  全会一致で可決といたします。続いて議案第 53号、加賀市私立幼稚園就園奨励

費補助金交付要綱の一部を改正する告示について賛成の方は挙手をお願いします。 

○委員  全委員挙手 

○山下教育長  全会一致で可決といたします。続いて議案第 54 号、平成 31 年度における授業
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時数の確保について越中谷次長お願いいたします。 

 

 議案第５４号 平成３１年度における授業時数の確保について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  ただいま平成 31 年度における授業時数の確保についてということで、来年度、

皆さんもご存知だと思いますが、ゴールデンウィークが 10 日間になるということと、10 月 22

日が祝日になる可能性が高いということで、今年と比べると４日間登校する日が減るというこ

とです。そうなりますと授業時数が確保しにくくなるということで、２年前に加賀市では入学

式を４月６日にするということを決めたわけですが、来年度に限ってそれを４月５日金曜日に。

本当は６日なんですけど、６日が土曜日ということで、そこに土日が挟んでくるので８日にな

る予定でしたが、４月５日に早めたいと。それから２学期の始業式も本来なら８月 31日に日を

変更したんでありますが、それも土曜日になると。そこに土日が入ってくるので、通常であれ

ば９月２日だったんですけど、時数確保のために８月 30日金曜日にするということです。この

２日間を早めることによってなんとか時数の確保はできるという見通しが立ちましたので、そ

ういうふうにしたいという説明でした。これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

○篠原委員  お願いします。３番の留意事項にも書いてありますが、その３項目の取組みをぜ

ひ先生方にご指導していただきたい。特に「必要に応じて短縮日程を減らしたり、６限授業日

を臨時に設定したりするなどの授業時数の確保に努めること。」と書いてありますよね。ここの

ところが非常に大切なところで、やはりこれだけ多くの休日に伴っていくと、現場では授業時

数の確保に大変苦労されると想像されますので、あらかじめ意図的、計画的にこの旨を教育委

員会の事務局の方でご指導していただきたい。校長先生を通じて全教職員にきちんとご指導し

ていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。 

○山下教育長  ４日間減るということは、本当は４日間とらないとできないわけですが、そこ

を短縮日程の日を減らして、今までなら４限で給食を食べて帰ったその日でも５限、６限まで

授業をするとか、そういうふうにして授業時数の確保に努めたいということであります。他、

ございませんか。ただしこれは 31年度だけということです。次の年からはまた平常に戻すとい

うことでご理解をいただきたいと思います。それでは議案第 54 号、平成 31 年度における授業

時数の確保について賛成の方は挙手をお願いします。 

○委員  全委員挙手 

○山下教育長  全会一致で可決といたします。続いて議案第 55号、緑丘小学校の統合に係る地

元申入書について越中谷次長お願いいたします。 

 

 議案第５５号 緑丘小学校の統合に係る地元申入書について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  ただいま緑丘小学校の統合に係る地元申入書についてということで、11 月 29

日に 21ページに書いてあります区長及び育友会会長の代表５名が、市長のところに申入書を持

ってまいりました。そこには８点のことが書いてありますので、今次長から説明があったよう



 - 4 - 

な回答をするというものであります。これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

○篠原委員  お願いします。緑丘小学校校区の皆様方は大変苦渋の決断をしていただいて、統

合はやむを得ないだろうということで話し合った要望書なので、ぜひ十二分に教育委員会に配

慮していただきたいと思っております。特に申し入れ事項の５番の歴史、文化、行事の学習や

体験、あるいは６番の伝統を後世に残すための事業助成とか、そういうようなところも配慮し

ていただきたいと思いますし、最後の８番の生活環境が変わってくるということもあります。

例えば子ども達がいなくなって、町づくりが低下していくんじゃないかということもあります

ので、それは加賀市としては将来的にはコンパクトシティということで、人口が集まっている

ところを中心に整備していきたいみたいな方向も別の会合で述べられたこともありますので、

そういうことで小学校がなくなることによって緑丘地区の地域の活性力が落ちないように併せ

てご配慮いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。これは要望ですので、

以上です。  

○山下教育長  他、ございませんか。これで緑丘小学校の閉校が決まったわけですが、閉校式

は３月 24日日曜日に予定をしております。またこれはご案内を差し上げますので、ご出席の方

をお願いをしたいと思います。これを受けまして錦城小学校と緑丘小学校、そして教育委員会

の中で何回か会合をもってスムーズな統合ができるように話し合いをしておりますし、教育委

員会と地元の区長さん、学校育友会とはこれからあとも何回か会合をもって、閉校式に向けて

スムーズに運営できるように進めているところであります。他、ございませんか。ないようで

したら議案第 55号、緑丘小学校の統合に係る地元申入書について賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

○委員  全委員挙手 

○山下教育長  全会一致で可決といたします。本日の審議事項は以上の４件であります。続い

て報告事項に入りたいと思います。報告第 64 号、「コンピュータクラブハウス」の設立及びク

ラウドファンディング型のふるさと納税制度の活用について宮下課長お願いいたします。 

 

 報告第６４号 「コンピュータクラブハウス」の設立及びクラウドファンディング型のふる

さと納税制度の活用について 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  「コンピュータクラブハウス」の設立及びクラウドファンディング型のふるさ

と納税制度の活用について説明がありましたが、皆さんにとってはまた聞き慣れない言葉かな

というふうに思います。加賀市では市長を先頭にＩＣＴ、ＩｏＴ、プログラミング教育などに

力を入れており、学校の方ではすべての小中学校でプログラミング教育をすでに実施しており

ますが、それでもまだ飽き足らず、さらにもっと自分で勉強したいというような子ども達のた

めに、いつ行っても常にそういうものが開設されているという、コンピュータクラブハウスと

いうものをさくら内のイノベーションセンターに設置をしたいということで、来年の４月から

専任講師を配置してやっていくというものであります。資金はクラウドファンディング型のふ

るさと納税を一般に募って、目標額を 1,000 万円ということで募集をしているところでありま

す。ホームページを見ますと現在 227 万円が集まったということであります。このクラウドフ
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ァンディング型のふるさと納税は返戻品がないということで、この趣旨に賛同していただく方

がお金を出してくれるというスタイルのふるさと納税であります。これもまた日本初の新しい

事業であります。これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

○篠原委員  お願いします。まだ詳細は決まっていないのかもしれませんが、わかる範囲で教

えてください。まず最初に専任講師を雇われるということなので、その採用形態はどういうか

たちになるのかと。例えば通年で市の職員として雇うのか、非常勤で雇うのかとか、いろんな

ことがあると思います。それから何名雇われるのかということも併せて教えてください。それ

から５月から運用を開始していくと書かれていますので、そこに専任講師がいて参加したい人

に直接プログラミングを教えていくかたちになるのかなと思ったりもしますし、あるいは講座

なんかも開かれるんじゃないかなと思いますけれども、講座の回数だとか、月に何名くらい、

何回くらいやっていくとか、あるいはコンピュータクラブハウスの定員はどのくらいになるの

かとか、わかる範囲で結構ですので、教えていただければと思います。以上です。 

○宮下課長  はい。今現在、細かなところは決まっておりませんけれども、まず人材について

はみんなのコードさんと委託契約する中でそちらが派遣していただくことになるかと思います。

今のところは１名ということで、具体的な内容につきましては、コンピュータクラブハウスは

いわゆる教室型といいますか、先生がいて、生徒がいて、同じことを勉強するというスタイル

におそらくならないのではないかと。子どもが学校のプログラミング教育の枠内で、もっと自

分の具体的なしたいことを支援していくというようなスタイルになるかと思います。定員につ

きましては今、精査中でございます。 

○篠原委員  ありがとうございます。 

○山下教育長  他、ございませんか。 

○瑓委員  はい、このクラブハウスの営業時間はわかりますか。 

○宮下課長  基本的にさくらに入っておりますセンターと時間帯的には同じになるかと思って

おります。今、手元に資料がないんですが、朝 10時くらいから夕方の 5時くらい、たぶんその

ような感じになるのではないかと。また細かなところは確認します。 

○瑓委員  土日はお休みですか。 

○宮下課長  土曜も空いています。ただ日曜日はやるかやらないかはまだ決まっておりません。 

○山下教育長  他、ございませんか。 

○山下委員  はい。このクラウドファンディングをもう始めているということですが、私も加

賀市のフェイスブックと繋がっているんですが、市のフェイスブックではまだ見れていなかっ

たかなと思います。クラウドファンディングで成功した例も知っていますし、自分も協力させ

ていただいたこともございますので、多くＳＮＳで発信してシェアしていただくと、多くの人

に知ってもらうことができるのかなと思いますので、その辺また検討していただけたらと思い

ます。 

○山下教育長  他、ございませんか。 

○佐野委員  はい。目標額は 1,000万円ですけど、内容的にはどのようなことに使うんですか。 

○宮下課長  はい。1,000 万円の内訳としましては、まずコンピュータクラブハウスに登録す

る必要がございまして、その登録料がございます。先ほども教育長からお話が出ましたけれど

も、日本初ということなので、日本語のマニュアルがないんです。まずそこから翻訳するなり
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収集して、登録することでそういうノウハウを得られて、それを日本語のマニュアルなり、そ

ういうものにしてからというのにまず費用がかかります。それと専任の講師のための費用、そ

してクラウドファンディングしていただいた方に後日成果報告を加賀市と東京でする予定にな

っておりますので、そちらの方の費用となるかと思います。以上です。 

○山下教育長  他、ございませんか。24、25ページにはいろんな新聞でこの件が載りましたの

で、そちらを読んでいただくとさらに詳しくわかるかなと思いますので、また読んでみてくだ

さい。来年４月からコンピュータクラブハウスが開設されるということです。続いて報告第 65

号、加賀ライオンズクラブからの寄附について宮下課長お願いいたします。 

 

 報告第６５号 加賀ライオンズクラブからの寄附について 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  加賀ライオンズクラブから 100 万円相当の寄付をいただいたということで、パ

ソコン、それからプログラミング教材をいただきました。これについて何かご意見、ご質問等

ございませんか。続いて報告第 66 号、平成 31 年加賀市成人式について宮下課長お願いいたし

ます。 

 

 報告第６６号 平成３１年加賀市成人式について 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  来年度の成人式ですけど、４月７日の第１日曜日に行うということであります。

教育委員の方々にはまたステージの上に上がっていただくことになると思いますので、予定に

入れておいてください。11時からであります。これについて何かご意見、ご質問等ございませ

んか。それでは続いて報告第 67 号、ポルトガル柔道選手団の「グランドスラム大阪２０１８」

に係る事前合宿の受入れ結果について中田課長お願いいたします。 

 

 報告第６７号 ポルトガル柔道選手団の「グランドスラム大阪２０１８」に係る事前合宿の

受入れ結果について 

中田課長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  ポルトガル柔道選手団の合宿が行われたわけですけど、私も練習風景やトレー

ニング風景を見させていただきましたけど、細かいことを言えばいろいろあるのかもしれませ

んけれど、大まかに見たら大変喜んでいただけたのかなと、いい練習になったのかなというこ

とは感じておりますし、合宿地としてもなかなかいい場所だというお声も聞いております。そ

のあとのグランドスラム大阪大会でも、選手のうち１名は５位に入賞するような選手もおりま

したので、ここでの合宿は非常に良かったのかなということを感じております。これについて

何かご意見、ご質問ございませんか。続いて報告第６８号、加賀市議会定例会（12月）の答弁

について山本課長お願いいたします。 
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 報告第６７号 加賀市議会定例会（１２月）の答弁について 

山本課長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  これに関してはたくさんありましたので、今ここですぐ読むというのは難しい

かと思いますが、またご覧になっていただければと思います。これについて何かご意見、ご質

問ございませんか。それでは次にその他に入りたいと思います。小中学校の卒業式への出席に

ついて越中谷次長お願いいたします。 

 

 小中学校の卒業式への出席について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  今年度の卒業式の出席割りです。ここに書いてある時間は 29年度のものであり

ますので、30年度のものはまたそれぞれの学校から連絡があると思いますが、たぶんこの時間で

行われると思います。中学校は３月９日の土曜日です。小学校は３月 15日の金曜日です。予定に

入れておいてください。また告辞を読んでいただきますので、よろしくお願いいたします。これ

について何かご意見、ご質問ございませんか。続いて平成 30年度青少年健全育成等に係る石川県

知事表彰について宮下課長お願いいたします。 

 

 平成３０年度青少年健全育成等に係る石川県知事表彰について 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  先日 12月６日に受賞報告に教育長室に見えられました。いろんなところでイベ

ント等活躍をしているんですが、残念ながら３年生が抜けたあと、現１年生がおらず、存続の

危機に陥っているということで、来年度ぜひ新１年生を加入したいと言っておりました。いろ

んなところで本当に活躍をしてくれているので、ぜひ途絶えることなく頑張っていただきたい

なというふうに思っております。これについて何かご意見、ご質問ございませんか。前の年が

大聖寺実業高校、今年が加賀高校ということで２年連続加賀市の高校が県知事賞を受賞してお

ります。よろしいですか。それではその他のその他で事務局何かありますか。特にありません

か。それでは次回の教育委員会定例会の日程について山本課長お願いいたします。 

 

 次回教育委員会定例会日程について 

山本課長   説明 

 

○山下教育長  1月 30日水曜日 13時 30分からということで予定に入れておいてください。 

 それではせっかくの機会ですので、この際何かございますか。 

○山下委員  はい。先般、朝に加賀温泉駅に寄った帰りに、路線バスに乗って通学する小学生

の姿が見えたんですね。黒瀬方面の方だと思うんですが。学校で把握されていると思うんです

が、スクールバスが走っている地域は良しとして、それ以外のところで、冬季もしくは悪天候

時に臨時的ではなくて、常習的に親御さんが送ったり、公共のバスを使ったりしている児童、
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生徒さんがおられるのかなという気がしたものですから。何か調べる方法があれば。常習的で

あれば親御さんの結構負担になると思いますから、その辺をちょっと改善ができないかなとふ

っと思ったものですから、発言をさせていただきました。 

○山下教育長  どうですか。今の情報はつかんでいますか。 

○越中谷次長  学校指導課の方はちょっと把握はできていないです。 

○山下委員  学校ごとでは少しわかっていると思うんですが。朝、普通の路線バスに乗って黒

瀬方面からおそらく山代小学校だと思うんですけど、バスに乗っている児童さんがおられたの

で、冬とかに常習的に乗っているのか、もしくは親御さんが送っているのか、送れない事情が

あるのか、ふと思ったものですから、何か調べていただいたら協力できることがあるのかなと

思いましたので。以上です。 

○越中谷次長  明日、校長研究会がありますので、そこで話題を出して確認をとってみます。 

○山下委員  はい、ありがとうございます。 

○山下教育長  他、ございませんか。ないようでありますので、以上で第 14回教育委員会定例

会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

 

以上、会議の顛末を記載し、会議録を作成する。 


