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平成３０年 第 9 回 教育委員会定例会議事録 

招 集 日 時 平成 30年 8月 27日（月曜日）午後 1時 30分開会／午後 2時 50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、 

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 

 

平成 30年第 9回教育委員会定例会開会宣言 

挨拶 

○山下教育長  いよいよ今週の金曜日から小中学校では２学期がはじまります。８月 31日から

の開始ということでありますが、大変暑い夏休みでしたが、お陰様で今のところ先生方の不祥

事、子ども達の事件や事故はちょっとした交通事故のようなものはありましたが、それも大事

に至っておりませんので、本当に先生方、それから子ども達が自覚を持った夏休みを過ごせて

いたのかなと思っております。 

この猛暑ですけど、まだまだ続きそうですが、９月に入ると予報ではだいたい 30度前後とい

うことで、今のところ金沢市なんかでは、中学校の体育祭を９月の下旬に変更したという記事

が載っておりました。加賀市も９月の第１週、２週に中学校の体育祭がありますし、そのあと

小学校の運動会がずっと続くわけですが、現時点では変更等は考えておりません。ただ今日も

教頭会があったんですけど、なにしろこの暑さが続くということで、熱中症対策だけは十分に

行って練習、それから当日を迎えてくださいという話をしておりました。 

  それから金曜日からいよいよ９月議会がはじまります。今のところ質問等はまだわかりませ

んけれども、出てくると思います。 

  あと今日はスーパークールビズの日ということで、いつもと比べたら若干楽な格好をしてい

るかと思いますが、全庁をあげてＴシャツでもオッケーということでありますので、皆さんち

ょっといつもよりカジュアルな格好かと思いますが、そういうことでご了解をください。 

  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 43号、加賀市立緑丘小学校

の統合について山本課長お願いいたします。 

 

 議案第４３号 加賀市立緑丘小学校の統合について 

山本課長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  今ほど説明がありましたように、何回か教育委員会と保護者、地域住民と話し

合いを重ねた結果、緑丘小学校が今年から完全複式になって、そして来年以降もそれが解消さ

れる見通しがないということで、どうせ統合しないといけないなら早くした方がいいというご

意見が圧倒的に多かったということで統合の運びとなりました。先日８月 21日は口頭でそれを

伝えたわけですが、このあとそれぞれの区長の代表が集まりまして、統合に向けての要望書を
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作成しまして、それを近いうちに市長に提出をして、そしてそれを受けて統合に向けての準備、

閉校式に向けての準備等に入っていくことになるかと思います。これについて何かご意見、ご

質問ございませんか。 

○篠原委員  お願いします。先ほどのお話、あるいは新聞記事などで緑丘小学校が統合される

とお聞きしました。本当に学校というのは地域の要、文化の中心的な存在であって、なくては

ならないものだと思っておりますけれども、緑丘小学校校区の皆様方が断腸の思いで決断して

いただいたことは本当に敬服いたしたいと思っております。これからはこれをきっかけとしま

して、子どもの学ぶ環境をよくすることを目的としている計画が出ておりますので、また地道

に地元の意見を尊重しながら計画通りに進めていき、子ども達の教育がより素晴らしいものに

なっていくことを願いながら賛成をしたいと思っております。以上です。 

○山下教育長  ありがとうございました。他、ございませんか。 

○山下委員  はい。平成 28年からということで割と順調というか、割と早い統合計画だったと

思うんですが、菅谷と黒崎はすでに閉校になりました。その過程が結構長かったものですから、

現状で今緑丘小学校と錦城小学校の交流があるとか、今年度新たに検討しているとか、そうい

うのがあればお教えいただきたいと思います。 

○越中谷次長  はい。１学期、緑丘小学校と錦城小学校の交流を進めるということで、７月に

１年生から４年生までが錦城小学校の方に行って交流の方をしました。今２学期以降もまたさ

らに５、６年生も含めて交流の計画を立てているところですが、まだ具体的にはこちらでは把

握はしていません。 

○山下教育長  よろしいでしょうか。 

○山下委員  ありがとうございます。 

○山下教育長  他、ございませんか。 

○佐野委員  はい。３分の２の保護者が統合を希望したということですけど、３分の１、だい

たい 10数名になると思いますが、その保護者の反応はどうなんでしょうか。 

○山本課長  はい。３分の１の保護者の方は統合するにしても、もう１年余裕を見て、時間を

かけてといったようなご意見があったと思います。３分の２の保護者の方は統合が避けられな

いのであれば少しでも早くしてもらった方が良いというご意見だったと聞いております。です

から３分の１の方々についても遅かれ早かれ仕方ないだろうという、そういった認識をいただ

いていると思います。 

○山下教育長  地域住民も保護者も統合には反対だという意見はほとんどございませんでした。

時期の問題で、今年度か来年度かというところで若干の違いがあったということであります。

他、ございませんか。ないようでしたら議案第 43号加賀市立緑丘小学校の統合について賛成の

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。その統合ということを受けまして、次の議案第

44 号、加賀市立学校設置条例の一部改正についてと、議案第 45 号、加賀市立学校通学区域規

則の一部改正については関連しておりますので一括でしたいと思います。山本課長お願いいた

します。 
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 議案第４４号 加賀市立学校設置条例の一部改正について 

 議案第４５号 加賀市立学校通学区域規則の一部改正について 

山本課長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  緑丘小学校が統合するということで、設置条例の中から緑丘小学校がなくなる、

それから通学区域規則も緑丘小学校のところが消え、錦城中学校校区のところからも緑丘小学

校が消えるということです。今の２件について何かご意見、ご質問ございませんか。 

○瑓委員  はい。これは歩いて通うんですか。バスですよね。 

○山本課長  はい。緑丘小学校の子ども達の錦城小学校までの通学の方法ですけれども、端的

に言いますとスクールバスを運行することになります。ただ塩屋町、吉崎町は路線バスが通っ

ている区域になりますので、路線バスの活用ということも今考えながら対応を検討中というこ

とです。いずれにしましても子ども達の通学の手段は確保していくということでご了解をいた

だければと思います。 

○山下教育長  他、ございませんか。それでは第 44号加賀市立学校設置条例の一部改正につい

て、第 45号加賀市立学校通学区域規則の一部改正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 46 号、平成 30 年度９月補正予算

（案）について山本課長お願いいたします。 

 

 議案第４６号 平成３０年度９月補正予算（案）について 

山本課長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  ９月の補正予算案について、11ページに今説明がありました４つがまとめて書

いてありますし、12ページから 15ページはそれぞれの細かい概要についての説明であります。

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。海外オリンピック選手団の合宿誘致についてお聞きいたします。

ポルトガルの柔道大会に参加されるということなんですけれども、国際大会になりますよね。

そうなってくると、たぶんある程度のレベルで予選か何かがあって、それを勝ち抜いた方が出

るのかなと想像されます。また何名くらい派遣される予定なのか併せて教えてください。 

○中田課長  はい。この大会は一応国際大会なんですけれども、ポルトガルの国内の国際大会

ということで。小林杯といいまして、実はポルトガルで柔道を広めた日本人の方がいらっしゃ

います。その方が戦後、ポルトガルの方に普及に渡りまして、その方２年の任期だったのが 50

年余りポルトガルの方で柔道の普及推進にあたられて、ポルトガルでいいますと柔道の父と呼

ばれている方の功績を讃えて、その国際大会の冠がついた大会でございます。４月、６月にそ

の小林さんの御息女である小林幸子さんという方が加賀市を視察いただきまして、我々の誘致

に対する情熱といいますか、思い、それから小林さんはお父様が亡くなられてからもポルトガ

ルの柔道、そして日本の柔道の架け橋になられて、なんとかポルトガルの柔道をもっと強くし

たいという思いで、両国間を行ったり来たりされている中で、ご縁がありまして加賀市の方に

そういうようなお話があるならぜひ加賀市を見てみたいというようなかたちで、この交流がは
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じまったのが経緯です。これに対して日本人の選手が出場するということではございません。

今いったような経緯がありまして、小林さんの方からの推薦もありまして、ぜひ加賀市さん、

これがいい機会になるのではないかということで、ポルトガルの柔道関係者、それから駐ポル

トガル大使館の職員の皆様方も招待される、一応国際大会ということで、ぜひ加賀市の代表の

方にも来ていただいて、ここで交流をしっかり深めていただいて、誘致に直結するかどうかわ

かりませんが、誘致の一助になれば小林さんもすごく嬉しいというようなことで、現地のポル

トガル柔道協会の方からも招待状がきたということで、今回視察団を派遣するものでございま

す。視察団につきましては一応４名を予定しておりまして、うち１名は随行いただくというこ

とで、こちらは民間の方にお願いする予定をしております。以上です。 

○篠原委員  試合に出るということではなく、視察に行くということですね。 

○中田課長  はい。 

○篠原委員  わかりました。 

○山下教育長  他、ございませんか。他の件についてはよろしいですか。緑丘小学校の関係は

今説明があった通りそれに向けてということですし、オリンピックは今の通りとなります。中

央公園のプールですけど、にこにこパークが昨日で６万人達成したとありましたが、非常に子

ども達が増えたために、これを放置しておくと、ここへ入って万が一事故があったら大変だと

いうことできちんと直すということです。それから加賀温泉郷マラソンに関しては準備のため

の予算ということです。それでは平成 30年度９月補正予算（案）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 47 号、平成 30 年度全国学力・学

習状況調査の加賀市結果概要について越中谷次長お願いいたします。 

 

 議案第４７号 平成３０年度全国学力・学習状況調査の加賀市結果概要について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  平成 30年度全国学力・学習状況調査の結果について発表されました。これは教

育委員会のホームページに載せることになっております。この平均正答率ですけれども、いず

れ新聞に載ると思うんですが、小学校でいえば国語算数理科で、国語と算数は平均並みという

ことで矢印が横で表示されますし、理科に関してはやや下がる、斜め下に向いた矢印が出ると

思います。中学校に関しては、国語は平均並みで矢印は横、数学と理科に関しては斜め下とい

うかたちで表示されるかと思います。先ほど説明がありましたように、石川県は今年は全国１

位の結果となりましたので、その中で県平均並みというのが多いので、全体的には非常に頑張

っているかなと思います。これは全国学力のものしか載っていないですが、これと並行して県

の学力調査もやっています。その中でひとつよかったことがあったので報告しておきます。中

学校の英語に関しては県の平均を上回りました。これは初めてのことです。それも６校中４校

が上回るという加賀市にとっては非常に明るい材料もありました。そういうことで結構頑張っ

てはきているかなというのは感じております。これについて何かご意見、ご質問ございません

か。 
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○篠原委員  お願いします。今のお話をお聞きしまして、良い傾向にあると理解させていただ

きました。課題は中学校だなと思っております。中学校の日頃の授業からそれに伴っての結果

が出てきているんじゃないかなと感じさせられます。特に中学校の学習状況というところで、

やはり自分から進んで課題を考え取り組んでいくというのが少ないなと。そういうようなとこ

ろがこれからどうしても今後の大きな課題となってくる、これから教育課程も新しく変わりま

すので、大きな課題だと思っております。小学校の授業を見せていただくと、本当にそれぞれ

の学校では非常に努力して、新しい教育課程に向かってやっている姿が目に見えてまいります。

ただし中学校の方ではまだもうひと頑張りしてほしいなということも感じさせられますので、

改めて授業改善等々、これは日頃から事務局の方でご指導いただいていると思いますけれども、

重ねてお願いをしたいと思っております。以上です。 

○山下教育長  今の件についていかがですか。 

○越中谷次長  はい、ご指摘ありがとうございます。市の方でも中学校の学習状況について、

特に自分から取り組んだというところが全国、県を下回っているところで少し危惧していると

ころではあります。授業スタイルにしてもやはり教師中心というのがやや見られるので、ただ

現在小学校中学校の交流ということで、計画訪問で授業があったときに中学校の先生が小学校

を見にきたり、逆のパターンもあったり、あとは指導案を小中一緒に検討したりということも

少しずつ進みつつあるかなと思うので、また篠原委員の今のご意見を参考にして、今後さらに

発展していくように努めていきたいと思います。 

○篠原委員  よろしくお願いいたします。 

○山下教育長  他、ございませんか。 

○山下委員  お願いします。全国調査は国・数・理科なんですね。今度英語が小学校から教科

化されて、英語がこのような評価対象になるとかはないんでしょうか。 

○越中谷次長  全国学力調査については来年、中学校の方が英語が入ってきます。その中にリ

スニングとかが入ってきて、新たな教科が進む方向にはなっています。 

○山下教育長  来年度からこの全国学力調査はやり方がちょっと変わりまして、今までのＡ、

Ｂというのがなくなります。国語、数学でひとつずつ、そして中学校では英語が入ってくると

いうかたちになるかと思います。他、ございませんか。 

これを受けまして、それぞれの学校ですけど、自分の学校のところの平均正答率、それから

アンケート結果を分析したものを、学習の通信というかたちで、便りですね。そういうかたち

で出すんですが、受けた児童が 10名以下の学校に関してはこの点数は公表しません。それ以上

の小中学校は点数は表示しないで５段階で表示をすると。だから上回っている、やや上回って

いる、平均並み、やや下回っている、下回っているというかたちで表示をし、そしてアンケー

トの分析と改善策を載せると。各学校のホームページでは載せません。その通信で家庭に知ら

せるということになります。これについて他にご質問等ございませんか。それでは議案第 47号

平成 30年度全国学力・学習状況調査の加賀市結果概要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 48号、教育に関する事務の管理及

び執行状況の点検及び評価報告書について山本課長お願いいたします。 
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 議案第４８号 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価報告書について 

山本課長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価報告書について説明があ

りましたが、これは継続審査にしていきたいというふうに思っております。気付いたことがあ

りましたらご意見をいただけたらと思うんですが、ございませんか。 

ではこれは継続審査にしたいと思います。もしご覧になっていただいて疑問な点等ありまし

たらまた電話等で山本課長に言っていただいてもいいかなと思います。 

それでは審議事項は以上です。次に報告事項に入りたいと思います。報告第 41号、賀市立小

中学校における教員の勤務時間集計結果について越中谷次長お願いいたします。 

 

 報告第４１号  加賀市立小中学校における教員の勤務時間集計結果について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  勤務時間集計結果について説明がありましたけれど、これについて何かご意見、

ご質問ございませんか。今年は朝来た時点からカウントし出すということで、結果的に増えて

いるということでご理解をいただければなと思います。 

○瑓委員  はい。100時間超えの中学校の先生はやっぱり部活動ですか。 

○越中谷次長  中学校の方が表の３つ目の下の方を見ますと、平均で 25.４パーセント、人数に

するとだいたい 30人となるんですが、その右側の方に主な理由の分析が書いてあります。①は

教材研究等、②が校務分掌等、③が部活動ということなので、一番大きなところといえば校務

分掌、自分の仕事に関わるところが一番大きいんですが、部活動も特に６月は 42.４パーセント

ということで、特に部活動にかかる時間がやっぱり大きくなってきているというのが現状です。

以上です。 

○山下教育長  中学校は部活動がありますので、部活動を頑張って終わってから仕事をすると

いうようなこともありますので、結構時間が伸びているとご理解をしていただければと思いま

す。他、ございませんか。 

○山下委員  はい。今年は朝の出勤からということでございましたので、その分平均ができて

いないと思いますが、もし可能ならば、朝の時間を抜いて昨年との平均が出れば、多忙化のい

ろいろ取組みをした成果が出たか、出ないかというのが見えると思うので、できれば今後また

出していただけたらと思います。 

○越中谷次長  各学校の方から毎月データで報告があがっていますので、朝の勤務時間等を削

除したらどれくらいになるかというのも資料としては作れるかなと思います。またそちらの方

も作っておきます。 

○山下教育長  学校によって、個人によって差はあるんですけど、簡単にいえばだいたい 30分

くらいということで、月にしたら 10時間くらいかなということです。他、ございませんか。な

ければ続いて報告第 42号、市民文化講演会の開催結果について宮下課長お願いいたします。 

 

 報告第４２号 市民文化講演会の開催結果について 
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宮下課長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。私も聞きましたけど、83歳

で非常にお元気だなということをつくづく感じました。特にございませんか。なければ次にい

きたいと思います。報告第 43号、地域ＩＣＴクラブの実施状況について宮下課長お願いいたし

ます。 

 

 報告第４３号 地域ＩＣＴクラブの実施状況について 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  加賀市はＩＣＴ、ＩｏＴに非常に力を入れており、学校でもプログラミング教

育を盛んにしているんですけど、それを地域にも広げようということで、児童生徒、保護者そ

れから障がいを持った方々、そういう方々にも広めていこうという地域ＩＣＴクラブの説明で

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。直接関係ないかもしれませんが、さくらの中にあるイノベーショ

ンセンターについて、改装をしているということをお聞きしたんですけど、その改装がもうほ

ぼ終わったということを聞いたので、いつ頃から新たにどんなふうに改装されたのか、あるい

はどのようなかたちで施設がよくなっていったのか、おわかりでしたら教えてください。 

○宮下課長  結論からいいますと、詳しいことは存じ上げないんですが、先週の土曜日に研修

でさくらに行っていたんですが、インキュベーションルームを拡充されるということで、３階

のフロアはまだ工事をされていました。たぶんそちらの方かなと思います。スケジュールの方

は所管がイノベーション推進課の方になりますので、また聞いてご報告させていただければと

思います。 

○篠原委員  ありがとうございます。次回でも結構ですので、ぜひ教えてください。よろしく

お願いいたします。 

○山下教育長  他、ございませんか。なければ続いて報告第 44号、石川県民体育大会の成績に

ついて中田課長お願いいたします。 

 

 報告第４４号 石川県民体育大会の成績について 

中田課長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  県民体育大会の成績について何かご意見、ご質問ございませんか。 

○山下委員  すみません、この表の中にカタカナのキとありますが、これはどういう意味です

か。 

○中田課長  はい、棄権した種目になります。 

○山下教育長  他、ございませんか。それでは続いて、報告第 45号、加賀温泉郷寛平ナイトマ

ラソン 2018について奥村室長お願いいたします。 

 

 報告第４５号 加賀温泉郷寛平ナイトマラソン２０１８について 
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奥村室長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。先日の台風の被害はコース

上で何もなかったですか。 

○奥村室長  はい、今日も午前中、コースの見回りをしてきたんですが、大きながけ崩れとか

は見当たらなかったです。昨年度から工事をしている区間がまだありまして、一部片側一方通

行というところは２カ所ほどあります。それ以外には見当たらなかったです。 

○山下教育長  そこの一方通行も大会には支障はないんですね。 

○奥村室長  はい、県の管理している林道なんですけど、当日は片側の一通でも可能というこ

とで許可をいただいております。 

○山下教育長  それでは皆様方も今週の土曜日ですけど、もし時間に都合がつけばぜひ見てい

ただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは次にその他にいきたいと思います。加賀市小中学校科学作品展について越中谷次長

お願いいたします。 

 

 加賀市小中学校科学作品展について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。なければ続いて加賀市グッ

ドマナーキャンペーンについて宮下課長お願いいたします。 

 

 加賀市グッドマナーキャンペーンについて 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  教育委員の皆様も自分の地域の予定が入っているかと思いますけれども、この

近くで立つことができましたら、ご協力をお願いしたいと思います。これについて何かご意見、

ご質問ございませんか。続いて芭蕉祭山中温泉全国俳句大会について宮下課長お願いいたしま

す。 

 

 芭蕉祭山中温泉全国俳句大会について 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

○山下教育長  44 ページには加賀市内の小中学校の俳句を出してくれた人数が載っています。

すべての小中学校で作品を出してくれたということです。これについて何かご意見、ご質問ご

ざいませんか。最後に加賀市民映画祭［２０１８inかが］の開催について宮下課長お願いいた

します。 

 

 加賀市民映画祭［２０１８inかが］の開催について 

宮下課長   資料に基づき説明 
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○山下教育長  ９月 21 日から 23 日まで市民映画祭が開催されるということです。これも時間

がありましたら足を運んでみてください。それではその他のその他ということで何かあります

か。 

○山本課長  はい、先日の台風の関係の教育委員会施設の被害状況ですけれども、大きい被害

は特にありませんでした。学校の方では動橋小学校の方で、敷地内の木が倒れたとか、そうい

ったものはありましたけれど、多額の修繕費が発生するような、そういった大きい被害はなか

ったということをご報告しておきます。以上です。 

○山下教育長  他にその他のその他で事務局から何かありますか。教育委員の方で何かありま

すか。特にないですか。それでは次回の定例会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について 

山本課長  説明 

 

○山下教育長  それでは次回９月 19日水曜日、９時からということで予定に入れておいてくだ

さい。以上で本日予定をしておりました議件はすべて終了しましたが、何かございませんか。 

それでは以上で第９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。 

 


