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令和元年 第 12 回 教育委員会定例会議事録 

招 集 日 時 令和元年 9月 20日（金曜日）午前 9時開会／午前 10時 30分閉会 

招 集 場 所 加賀市民会館 3階 １５会議室 

教 育 長 山田利明  

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、小茂出教育庶務課長、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、喜多スポーツ推進課長、山下教育庶務課長補佐 

 

令和元年第 12回教育委員会定例会開会宣言 

挨拶 

〇山田教育長  今週に入って朝夕がめっきり涼しくなりました。今月に入って中学校の方では

先週の暑い中、体育祭が無事終わりました。小学校はいよいよ３連休から来週いっぱい行われ

ますが、天候が心配ということで、教育委員の皆様方におかれましては、また中止とか延期の

場合は連絡があると思いますのでよろしくお願いいたします。 

先週、議会の一般質問がありまして、やはり教育委員会への質問は非常に多かったです。主

な質問は県体の成績、食育に関すること、一番多かったのはＩＣＴ、プログラミングの成果、

タブレットを使うことによって健康被害はないのか等の質問がありました。またあとで報告が

あると思います。 

昨日の夜はかが交流プラザさくらの方で加州参勤交代うぉーくの報告会がありまして、いろ

んな人が集まって本当に盛り上がって大変良かったです。涙を流している方もいて本当に感動

的でした。話を聞いていると盛り上げた張本人は加賀聖城高校の小谷先生という方で、応援団

とか会計とかは小谷先生の教え子を中心に協力を募って、あれだけ大きな会になりましたが、

教師というのはやったらやった分だけ、そういうかたちで返ってくるのかなというふうに思い

ましたし、みんなが涙を流しているのを見ていると、やりがいのある仕事だなと思う反面、定

時制の先生は朝の早くからずっとそのことで動いていて、いま働き方改革ということでいえば

倍くらい働いていたということで、それはマイナスになってしまい、自分の中で混沌とした気

持ちを味わってまいりました。 

本日ですが審議事項はございません。すべて報告事項で、報告事項が 11件、その他が４件で

す。 

さっそくですが、報告第 47 号、数理女子ワークショップ 2019in 加賀の開催結果について宮

下課長お願いいたします。 

 

 報告第４７号 数理女子ワークショップ2019in加賀の開催結果について 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  これは私も参加させていただきましたが、６年生の線対称、点対称の勉強に 

 よくなったかなと。実用的な算数で、５年生の子もまだ習っていないけれども、線対称、点対
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称がよくわかるような指導だったかなと思いました。非常にスタッフが豊富で、テーブルに１

人１人がつくくらい、しかも超一流のスタッフがついて、ああいう経験はなかなかできないな

と思いました。来年度はどうしていくかはまた協議していきたいと思います。これについて何

か御意見、御質問ございませんか。 

〇山下委員  数理女子というのが引っかかっていたもので、参加者は男女問わず全部で22組だ

ったのですが、男性は多いですかとかいう質問はありましたでしょうか。  

〇宮下課長  周知につきましては対象になる子供さん全員にチラシでのお知らせを入れまして、

そこには男女問わずということでお知らせさせていただいております。 

〇山田教育長  女子と名前がつくと男の子は敷居が高くなる感じがしますからね。 

他、ございませんか。よろしいですか。 

続きまして報告第48号、2019世界柔道選手権東京大会ポルトガル柔道選手団の成績について

喜多課長お願いいたします。 

 

 報告第４８号 2019世界柔道選手権東京大会ポルトガル柔道選手団の成績について 

喜多課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  昨日、ポルトガルの選手団長からお礼の手紙が届いておりまして、良い成績で

ありがとうございましたということと、また来年ぜひ東京オリンピックの前に合宿をよろしく

お願いしますというような内容のお礼の手紙でした。これについて何か御意見、御質問ござい

ませんか。 

〇瑓委員  優勝された選手の方はどこかで練習されていましたか。 

〇山田教育長  喜多課長、お願いします。 

〇喜多課長  詳細はわかりませんが、加賀市の方ではなくて東京で調整されていたというのは

聞きました。 

〇山田教育長  今年は女子の練習相手が見つからなかったので、来年はオリンピックですので、

早めに予定がわかったら大学とまた連携して、向こうが満足するような練習相手を準備しない

といけないなと思います。 

他、ございませんか。来年の東京オリンピックの前には事前合宿に来られるということです。

続きまして報告第49号、ＳＴＥＡＭ教育事業研修会について、越中谷次長お願いいたします。 

 

 報告第４９号 ＳＴＥＡＭ教育事業研修会について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  科学、技術、工学、数学なのでＳＴＥＭでＡが抜けていますが、加賀市はその

中にアートを入れたＳＴＥＡＭ教育をやろうとしています。研修会についてはＡを抜いたSTEM

教育ということでシンガポールから提案されています。 

〇越中谷次長  シンガポールはＳＴＥＭ教育になりますが、授業自体はＳＴＥＡＭの教育授業

です。 

〇山田教育長  これについて何か御意見、御質問はございませんか。よろしいですか。 



 - 3 - 

続きまして報告第50号 加賀温泉郷寛平ナイトマラソン2019の結果について、喜多課長お願

いいたします。 

 

 報告第５０号 加賀温泉郷寛平ナイトマラソン２０１９の結果について 

喜多課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  優勝は小松市の那谷小学校の教員で、その小学校の校長先生も先生方もＴシャ

ツを作って応援に来ていました。すごく早かったです。２位になった方は来年こそはリベンジ

したいと、優勝した方は来年も連覇したいということで火花を散らしていました。大変暑い日

で、やはり完走率が去年より落ちてしまった。そして終わったあと気分が悪くなった方、救護

室で対応をしなくてはいけない方、あと救急車も１台来ましたし、やはり暑い日にはそういう

リスクも大きいのかなということは感じました。ですが、最後にランナーの「また来ます。」と

いう爽やかな顔を見ているとやってよかったかなと思っております。 

これについて何か御意見、御質問ございませんか。よろしいですか。 

今、ポルトガルからのメールを印刷してきてくれました。サポートしていただいたというこ

ととか、表彰台に立てたということ、最後には来年の東京オリンピックに向けて引き続きお願

いしますというふうなことが書いてあります。また来年も協力したいと思っております。 

  続きまして報告第51号 「かが健康グリーンパーク」オープニング記念式典の開催について、

喜多課長お願いいたします。 

 

 報告第５１号 「かが健康グリーンパーク」オープニング記念式典の開催について 

喜多課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  10月１日ですけれども、オープニング記念式典がございます。来賓はどういっ

た方が来られますか。 

〇喜多課長  今回ご案内いたしました関係団体につきましては、加賀市議会議長、副議長、教

育民生委員会の皆様、教育委員会の教育委員の皆様、石川県議会委員の御三方、市の体育協会

の会長、副会長、理事長、各パークゴルフ協会の会長、県のパークゴルフ協会の会長、あと地

元の関係者としまして橋立地区のまちづくり推進協議会の会長と地元の町の区長、あと工事関

係者の方等々43名の方に御案内をしております。 

〇山田教育長  10月１日オープンということでもしお時間にご都合がつきましたら、ぜひオー

プン記念式典の方に御出席をお願いしたいと思っております。 

これについて何か御意見、御質問はございませんか。よろしいですか。 

続きまして報告第52号 台湾国立嘉義大学附属実験国民小学校交流事業派遣について越中谷

次長お願いいたします。 

 

 報告第５２号 台湾国立嘉義大学附属実験国民小学校交流事業派遣について 

越中谷次長   資料に基づき説明 
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〇山田教育長  これで何度目かになりましたので、始めのときよりかは順調に、また軌道に乗

ってきているかなと思っております。これについて何か御意見、御質問はございませんか。 

〇篠原委員  大変好評で40名の応募があったとお聞きしましたけれども、それから20名を選ぶ

のは大変ご苦労があったと思いますが、何らかの選考基準があったのでしょうか。 

〇山田教育長  越中谷次長、お願いします。 

〇越中谷次長  最初に募集をかけたときに、各学校から１名、大規模校の山代小学校、作見小

学校、錦城小学校については２名という一応枠は決めましたが、ただこの中には応募がなかっ

た学校が２校ありました。三木小学校と庄小学校は入っていないと思いますが、その分の枠が

少し余りましたので、募集の多かった学校の枠を少し広げて、できるだけ広く浅く多くの学校

から入ってもらうようにしました。ただ何名も出ているところについては、募集の申込書の中

に自分が何をしていきたいかを子供の言葉で書いていただきました。その内容をこちらの方で

精読させていただいて、学校の方とも少し相談させていただいて、20名を選ばせていただいた

ということになります。 

〇山田教育長  20名の引率は大変だと思いますが、５名の先生方によろしくお願いしたいと思

っております。やはり外国ではハプニングがありますので、この間の中国でも人数は多くなか

ったですけどいろいろありましたので、本当に気を付けて行ってきていただきたいなと思いま

す。 

他、ございませんか。続きまして報告第53号 SST学校交流について越中谷次長お願いいたし

ます。 

 

 報告第５３号 ＳＳＴ学校交流について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  交流が続いているということですけど、今年度は滞在期間が短いということで、

実質は１日くらいかと思います。これについて何か御意見、御質問ございませんか。よろしい

ですか。 

では 24、25日の日程が細かく決まりましたら、またご報告したいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

続きまして報告第 54号 中央図書館の閉館時間延長等の試行状況について、新家館長お願い

いたします。 

 

 報告第５４号 中央図書館の閉館時間延長等の試行状況について 

新家館長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  これから検討するということですが、教育委員さんからの御意見をいただけれ

ばと思います。６千人くらいの来館者の中で、アンケートに関しては142枚ということなのでそ

れがすべての意見ではないでしょうけど、意見のある方がやはり書かれるということだと思い

ますので、その年齢も高校生と60代の方が意見をたくさん出してくれたということでございま

す。この結果をご覧になって何か御意見、御質問ございませんか。 
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〇山下委員  前にもいい試みだということでお話させていただきました。結果として思った通

り、いわゆる高校生の世代の方々の利用が多いと思いますし、アンケートについてはどの年齢

層の方がどういう回答をしたかは不明ですけど、概ね飲食が必要とかは高校生の方々の回答か

なと思います。今後ぜひこういう取り組みをしていただきたいと思うのと、恐らく高校生の一

部の方々の居場所を市が提供できるのは非常にいいことだと思うので、他にも広げるところが

あれば電車の待ち時間とか、バスの待ち時間とかちょっと利用できるスペースを他にも提供で

きればいいんじゃないかと思います。私は高岡市のホールしか見ていませんけれど、やはり９

時頃まで５、６人の高校生が勉強をなさっている姿が見えます。利用人数については少ないよ

うな気がしますが、そういうスペースが加賀市にもあるのはいいことかと思いますので、ぜひ

とも継続いただければという意見でございます。以上です。 

〇山田教育長  人数は多くないかもしれないけれども、人数がいる限りはやった方がよいので

はないかという意見ですね。他、ございませんか。 

〇篠原委員  基本的には私も山下委員と同じ意見です。職員の勤務も関係すると思いますが、

できれば通年でやっていただければ大変有難いと思っております。一つお聞きしたいのは、実

際に飲食スペースを作ったことで、ごみが落ちているとか、うるさくて閲覧室に迷惑をかけた

とか、そういったトラブル、困ったことがなかったか教えてください。 

〇山田教育長  新家館長、お願いします。 

〇新家館長  飲食スペースを設置したことによってゴミを置いていく方は数名いらっしゃいま

した。匂いとかそういったことに対してのトラブルとか、こちらに苦情があったとかは聞いて

はおりません。ただ19時以降にお酒を飲んで入ってこられる方がいらっしゃって、缶酎ハイの

空き缶が置いてあって、それを置いて帰るのが３、４回ありました。 

〇篠原委員  気になったのは飲食スペースで騒いで、閲覧室に影響がないかを一番懸念してい

ましたが、そういうことはなかったですか。 

〇新家館長  夏休み期間中ということもあって、飲食スペースで騒いでいるようなこともあり

ました。そういったときは職員がもう少し静かにと注意をして、そうすると大人しく騒がずに

大丈夫でした。 

〇篠原委員  よかったです。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇瑓委員  騒いでいたのは学生さんだったのですか。 

〇新家館長  騒いでいたのは中学生か高校生くらいの方でした。 

〇瑓委員  子ども達だけではないでしょうけれど、図書館でも活字離れがすごくて全国的に減

っていますよね。ですから若い人が図書館に来てくれればいいことだと思うし、職員の方の働

き方改革さえあまり問題がなければ、今後図書館のためにも取り組んでいくというか、親しみ

やすいところにしていければいいなと思います。 

〇山田教育長  職員の勤務を心配するけれども、できれば続けていっていただければという御

意見です。 

他、ございませんか。今の御意見を参考にさせていただいて、事務局の方でこれからの方向

性について協議して決めていきたいと思っております。ありがとうございました。 

続きまして報告第55号 小中学校の空調（冷房）設備設置状況について小茂出課長お願いい
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たします。 

 

 報告第５５号 小中学校の空調（冷房）設備設置状況について 

小茂出課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  これについて何か御意見、御質問ございませんか。 

〇篠原委員  特別教室も順次、防衛省の補助を得てということをお聞きしました。大変嬉しく

思っております。この間からずっと災害があって、避難場所でよくあるのが体育館に避難する

事例をよくお聞きしております。すぐには難しいかもしれませんが、普通教室が来年度で完成

するということなので、特別教室が終わった段階くらいで今度は体育館の冷房化を考えていた

だきたいということを頭に入れて、長期の計画としてぜひ進めていっていただきたいと思って

おりますのでよろしくお願いいたします。 

〇山田教育長  体育館にも冷房をという要望ですね。他、ございませんか。よろしいですか。

続きまして報告第56号 小中学校の卒業式日程について越中谷次長、お願いいたします。 

 

 報告第５６号 小中学校の卒業式日程について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  過去の表を見ながらまんべんなく行くようにということで、教育委員会のほう

では考えております。これについて何か御意見、御質問ございませんか。日程は決まりました

ので予定に入れておいていただければと思います。 

続きまして報告第57号 加賀市議会９月定例会の答弁について（別冊）小茂出課長、お願い

いたします。 

 

 報告第５７号 加賀市議会９月定例会の答弁について（別冊） 

小茂出課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  これについて何か御意見、御質問ございませんか。特に今回はＬＧＢＴの話、

これは教育現場だけではなくて、市はどうなっているのかという御質問でした。実際、学校で

の対応も答弁をさせていただきました。よろしいですかね。またご覧ください。 

これで報告事項はすべて終わりました。 

その他に入りたいと思います。教育ＩＴソリューションＥＸＰＯへの参加について、小茂出

課長お願いいたします。 

 

 教育ＩＴソリューションＥＸＰＯへの参加について 

小茂出課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  最先端の一流の講師のお話を聞けるということで勉強に行きたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。これについて何か御意見、御質問ございませんか。よろし
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いですか。 

続きまして石川県市町教育委員会連合会研究大会について小茂出課長、お願いいたします。 

 

 石川県市町教育委員会連合会研究大会について 

小茂出課長   資料に基づき説明 

 篠原委員   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  これについて何か御意見、御質問ございませんか。それではよろしくお願いい

たします。 

続きまして市民文化講演会「アメリカと日本の教育の比較」について宮下課長、お願いいた

します。 

 

 市民文化講演会「アメリカと日本の教育の比較」について 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  ぜひ御参加くださいというご案内でした。予定がつきましたらよろしくお願い

いたします。 

続きまして加南地区教育委員会連絡協議会研究大会について小茂出課長、お願いいたします。 

 

 加南地区教育委員会連絡協議会研究大会について 

小茂出課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  これについて何か御意見、御質問ございませんか。全員参加ということでよろ

しくお願いいたします。 

続きまして次回教育委員会定例会日程について小茂出課長、お願いいたします。 

 

 次回教育委員会定例会日程について 

小茂出課長   説明 

 

〇山田教育長  それでは 10月 28日月曜日、午後 1時 30分からということで予定に入れておい

てください。以上ですべての議案が終わりましたが、その他で何かございますでしょうか。 

〇山下委員  先生方がお祭りの巡視に出ておられる件についてお願いします。山中なら「こい

こい祭り」、動橋なら「ぐず焼き祭り」で、各地区で他地区の方には巡視に行きませんというこ

とが下におりてきたという話で、その経緯をお聞きしたいのと、山中校区については規模が小

さいものですから負担が大きいというので、一律になるとちょっと厳しいところがあるという

意見が上がってきましたので、経緯をお話いただければと思います。確かに最近は荒れた子ど

もはいないというのもありますが、逆にお酒を飲んでいる方がたくさんいらっしゃる中に小中

学生がいる現状で、もちろん地区の児童生徒だけではなくて、他地区の方々もどうしてもいら

っしゃる祭りという中でどうかなという意見がございましたので、少し見解をお話いただけれ
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ばと思います。 

〇山田教育長  これは私の方からお話します。今年の年度当初に校長会の方で、働き方改革と

いうことで、県や全国的にも進めている中で、「こいこい祭り」、「ぐず焼き祭り」、「十万石祭り」、

「菖蒲湯祭り」、「湯の祭り」、この５つの大きな祭りに、これまでは全６中学校の先生が校区を

超えて自分の学校の児童生徒がいないか巡視をしていましたが、ここ近年、子供たちが落ち着

いていてトラブルがほとんどないということ、携帯電話がありますので、もしＡ中学校の子供

をＢ中学校の先生が見たとしても、Ａ中学校の校長にすぐ連絡ができる。すぐに駆けつけるこ

とができるということ。夜に先生方がどっと出ていくというのは非常に負担であるし、中学校

の先生方には時間外勤務が 100 時間を超え人がたくさんいるというその中で、なんとか業務を

見直すことができないかということで、今年は校長会のほうでそういうふうにしてやっていこ

うと、生徒指導の担当者会の方でもそのようにお話をしたということです。その結果どうだっ

たかを校長に聞きましたら、トラブルはなく順調にやっておりますということで、あとは「こ

いこい祭り」を残すのみになっております。現場の先生方にもいい決断だったと好評を得てい

ますが、ただ一部の地域の方、ボランティアの方が今まで回っていたのに、なんで先生方が手

を引いたみたいにしてしまうのかという苦情があったということは聞いております。ですが、

今年１年終わってみて大きなトラブル等がなかったら、私はこういう方向にこれからはしてい

くべきじゃないかというふうに思っております。また校長会等で意見を聞きながら来年度の方

向を探っていかないといけないなと思いますが、さっきも言いましたように私個人としては見

直すところを見直さないと、中学校の先生はどうやって 100 時間超えを解消するんだと、具体

的なところで困ってしまうと、そういうふうに思っております。そういう状況になります。 

〇山下委員  校区ごとになると実は山中校区は小さくて、小学校２校の校区で先生方が少ない

中でちょっと負担が大きいかなと。巡視されるのは校長先生が多いと思いますので、校長先生

方は大変ですが周りから聞くと山中校区は反対の意見を出したらしいんです。確かに先生方で

お願いしますと言われると、小さい校区だと逆に先生方の負担が大きくなるというような懸念

があるので、ちょっとそのあたり相互の確認をいただいて、学校規模に応じた何かしらの対応

ができないか御意見として出させていただきたいと思います。 

〇山田教育長  私も山中地区の方とお話をしたことがありますが、校長会も入れて経緯とか話

をする機会を持てたらなというお話をしていました。校長会にも投げかけてありますが、教育

委員会の方で話をしていただくと有難いけれどもと言われていまして。見て回るのが「こいこ

い祭り」だけで終わるので、他の祭りにあと４、５回出ていくより１回だけ思い切ってという

方がいいではないかというのが校長会の判断だと思うんですが、また今年の実績を見て協議し

ていく必要があるかなと思っております。 

他、ございませんか。よろしいですか。 

それでは以上で、第 12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。 

 


