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令和元年 第 13 回 教育委員会定例会議事録 

招 集 日 時 令和元年 10月 28日（月曜日）午後 1時 30分時開会／午後 2時 20分閉会 

招 集 場 所 山中図書館 第２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、奥村子育て支援課長、 

山下教育庶務課長補佐 

 

令和元年第 13回教育委員会定例会開会宣言 

挨拶 

〇山田教育長  今日は今年度初めて市民会館を離れて、地域に開かれた教育委員会ということ

で、山中図書館に初めて入って外の景色に見とれていましたが、案外知っているような場所で

も知らないところがあるものだと思っております。 

先週の木曜日、金曜日にシンガポールから SSTの中学生 30人が加賀市を訪問して、片山津中

学校の授業を受けていきました。校長先生が次の日も残られたのでいろいろな話をしていまし

たが、SST は１学年 200 人いて、４学年で 800 人の学校らしいですが、今１年生全員が海外の

方へ出ているそうです。８つの班に分けて８つの場所に行っていて、日本では熊本と加賀市の

方へ来ているということで、全員の旅費の半分は保護者が払って、半分は学校が払うというよ

うなことでした。このあと大阪に行くということを聞いていたので、どうされるのかと聞きま

したら、リサイクルセンターに行くということでした。校長先生が言われたのは、今回のテー

マが環境ということで来ているので、そのような施設、そして片山津中学校では掃除をぜひ体

験させたいということでした。シンガポールでは掃除がないので、そのような日本の文化を体

験させたいと、本当の意味の修学旅行をきちんとされているなと思いましたし、校長先生が胸

を張って何回もおっしゃったのは、人材だけがシンガポールを支えていると、資源も土地もな

いので人を育てることがシンガポールの命運を握っているということで、子どもに投資をしっ

かりするということをおっしゃっていました。我々も加賀市の子ども達をしっかりと育てなく

てはいけない、負けていられないと思いました。 

それでロボレーブは海外の児童生徒に会う滅多にないチャンスですので、ロボレーブの機会

を利用して子ども達に国際感覚というか、そういうものも育てていきたいなと改めて思った次

第でございます。また引き締めてやっていきたいと思いました。 

  それでは最初に審議に入る前に、会議の非公開についてお諮りしたいと思います。議案第 92

号、加賀市体育施設条例の一部を改正する条例（案）について、及び議案第９３号、「加賀市ソ

フトボール場の指定管理者の指定について」の一部変更(案)については議会提出議案との兼ね合い

から教育行政法第 14 条７項及び本市教育委員会会議規則 14 条の規定により、私の方から非公

開の発議をいたしますので、同法第８項の規定により決を採らせていただきます。  

皆さんにお諮りいたします。審議事項を非公開とすることについて御異議はございませんか。 



 - 2 - 

○委員  異議なし。 

○山田教育長  御異議がないものと認め、非公開とすることといたします。 

なお、本件は全案件終了後に審議したいと思います。 

  それでは報告案件から入りたいと思います。報告第 58号 加賀市教育総合支援センターの業

務評価報告（中間）について宮本所長からお願いいたします。 

 

 報告第５８号 加賀市教育総合支援センターの業務評価報告（中間）について 

宮本所長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  支援センターの業務をPDCAサイクルにのせながら改善していこうと、そのため

の評価報告書でありますけれども、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  大変率直な中間報告で感心いたしました。特に Cを２つ設けてあること、これは

中間ですのでこれから改善していくということで期待をしておりますけれども、それについて

きちんと今の段階で中間総括をしていただいているのが大変大事なことだと思っております。

今後は評価の検証方法についても受講者対象だということで、要するになるべく事実に関わっ

てきていること、印象的な評価ではなく具体的な事実に基づいた検証方法をなされているとい

うことは大変素晴らしくて、改善しているではないかなと感心をいたしております。今後は相

談室と開発室を私は無理やりくっつける必要もないかなと思いますけれども、やはり研究開発

室の先生方は学校の中での重要な仕事がありますので、それプラスアルファとして先進的な研

修を行なっていらっしゃる先生方ばかりだと思います。ぜひ積極的に発信のところでは、一研

究部で発信をなされたということがあるので、これはせめて全研究部で具体的に情報発信がな

るべく早い段階でできるように、この評価が Cから Aになることを期待しまして私の印象とさ

せていただきます。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

今ほど ICTを使った学習支援ということで、良いソフトがあるということで学校指導課の方

でも導入を決めて順番に入れておりますので、今、中学生に対してはもうしばらくでそういう

ものが実現するのかと、家庭学習とかセンターでの学習の援助というのができるかと思ってお

ります。またそれが実現しましたら報告させていただきたいと思います。 

他に御意見はございませんか。 

ないようでしたら続きまして、報告第 59号 本川弘一科学奨励賞選考の結果について、越中

谷次長からお願いいたします。 

 

 報告第５９号 本川弘一科学奨励賞選考の結果について 

越中谷次長   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、御質問はございませんか。 

この授賞式はギャラリーで誰が見てもいいですよね。もしお時間があればまた見ていただい

てもよろしいかと思います。 

〇越中谷次長  補足ですけれど、この審査員になっていただいている篠原職務代理の方に、こ
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の表彰式にお越しいただくということでお願いをしてあります。 

○山田教育長  よろしくお願いいたします。 

他、ございませんか。 

〇山下委員  選考会の提出の点数はどれくらいあったのかお聞きしたいです。 

○山田教育長  越中谷次長、お願いいたします。 

〇越中谷次長  加賀市の科学作品展で受賞されて県の方へ持っていく作品は、先ほど申した小

学校２つが加わって全部で３つありました。 

〇山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

続きまして報告第 60号 SST学校交流について越中谷次長からお願いいたします。 

 

 報告第６０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  子ども達はどちらかというと中学校１年生が少し内気でしたが、来たときの歓

迎会と比べると帰りのときは非常にフレンドリーになっていて、やはり子どもは一緒にいる時

間がある程度あると打ち解けるのだと思いました。良い感じで本当に名残惜しく別れることが

できたということでございます。これについて何か御意見、御質問ございませんか。 

〇篠原委員  ３、４限目が同じ中身ではないかなと思いますが、対象の子ども達が違っていた

のですか。 

○山田教育長  越中谷次長、お願いします。 

〇越中谷次長  生徒 30名が来ていましたが、グループに分かれて活動していまして、３つのク

ラスがあるのでそのうちの２つを体験するかたちだったと思います。 

〇篠原委員  ということは、30 名が来て 10 名ずつくらいに分かれて各クラスに入っていまし

たが、全部が全部３つとも体験したわけではないということですね。 

〇越中谷次長  そうです。たぶん A、B、C に分かれたとしたら Aグループで３限目が３年１組

の国語で、４限目に美術というふうに分かれたのではないかと思います。私はそこに一緒に入

れていなかったのですが、グループに分かれて活動するということは聞いていました。 

〇山田教育長  １組、２組、３組で、１組に入ったら国語と美術、２組に入ったら美術、理科、

３組に入ったら理科、国語ということです。全部の経験はできなかったということです。 

他、ございませんか。 

〇瑓委員  掃除は 10分間ですが、この掃除を体験されたのですか。 

○山田教育長  越中谷次長、お願いします。 

〇越中谷次長  通常の学校の掃除の時間が 10分間設けてありまして、子ども達は分かれて自分

のバディかグループを組んだ子と一緒に掃除をしていました。 

〇山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

続きまして報告第 61 号 台湾国立嘉義大学附属実験国民小学校の交流事業について越中谷

次長からお願いいたします。 

 

 報告第６１号 台湾国立嘉義大学附属実験国民小学校の交流事業について 
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越中谷次長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  中止になり残念でしたけれども、そのあと少しだけでも何かできないかという

ことを考えているということです。これについて何か御意見、御質問はございませんか。 

〇山下委員  何かを考えているということで、例えばこちらで身内だけで何かするのではなく

て、台湾からみえたときに、こちらで県議会の方で御協力いただいた方とか、そういう方をお

呼びするとか、それからそれをビデオに撮って DVD をお送りするとか、そんな方法でなにかし

ら向こうにもアピールできるようなことがあればと思います。これは意見でございます。 

○山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

続きまして報告第62号 令和２年加賀市成人式について宮下課長からお願いいたします。 

 

 報告第６２号 令和２年加賀市成人式について 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  例年どおりですが、４月５日ということであります。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63号 洋遊会スクールコンサートの開催について宮下課長からお願いいた

します。 

 

 報告第６３号 洋遊会スクールコンサートの開催について 

宮下課長   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、御質問はございませんか。 

〇山下委員  補足でお願いいたします。３年目になりました。ありがとうございます。 

プログラムの中の陪臚は橋立中学校のみとなっております。実は片山津中学校で当日は文化

祭があり、その日程に合わせるということで、当初予定していたより開催時間が 30分短いわけ

でございます。それを楽器体験の部分だけで短くするのは難しいので、１曲減らすかたちで、

もしかしたら最後の長慶子という曲もないかもしれませんが、そういう意味で橋立中学校のみ

となっています。基本的には１時間 20 分で昨年、一昨年と組んでおりましたものを 50 分とい

うことで短縮しましたので、そういうことになっております。 

〇山田教育長  片山津中学校が文化祭ということで、地域の方々とか保護者の方もたくさん参

加してくださるということは聞いております。今年で３年目になります。またよろしくお願い

いたします。他、ございませんか。 

続きまして報告第 64号 山中球場周辺整備事業について喜多課長からお願いいたします。 

 

 報告第６４号 山中球場周辺整備事業について 

喜多課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  山中球場の駐車場として旧山中幼稚園の跡地を利用する、そのための解体工事
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を始めるということでございます。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  来年度以降の予定を見させていただきました。今後、山中武道館を解体して、隣

にあるかつら児童公園も移設すると。そして駐車場を大きくするということが書いてあります。

そうしたらここのあたり全体が駐車場になるということですね。それでこれは保育園にも関連

するだろうと思いますが、かつら児童公園がどこに行くのか、もしわかりましたら教えてくだ

さい。 

○山田教育長  喜多課長、お願いします。 

〇喜多課長  山中武道館の解体、こちらにつきましては現在まだ柔道、剣道等利用者がいらっ

しゃいますので、そちらの方の調整がございます。そしてこちらの今後の方針としましては、

スポーツ推進計画、そして公共施設マネジメントを踏まえまして、現在２つあります武道館を

１つに統合したいという方向性は今持っているところであります。それを踏まえまして、もし

山中武道館を解体した場合は、解体した跡地にかつら児童公園の同じ面積を移設するというよ

うな構想でございます。山中幼稚園の敷地に近い部分の公園を山中武道館のほうに移設すると

いう考えでございます。そしてかつら児童公園のあいたところに新たに駐車場を整備しまして、

一区画の大きな駐車場にするというような考えでございます。 

○篠原委員  わかりました。ありがとうございます。 

〇山田教育長  他、ございませんか。よろしいでしょうか。 

続きまして報告第 65 号 加賀温泉郷マラソン 2020 の参加者募集開始について喜多課長から

お願いいたします。 

 

 報告第６５号 加賀温泉郷マラソン２０２０の参加者募集開始について 

喜多課長   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、御質問はございませんか。 

〇山下委員  ２点お伺いします。きのう、金沢マラソンも終わって、新聞の大々的な広告を見

ておりますと、金沢マラソンについてはオフィシャルスポンサーでたくさんの企業が協賛され

ております。加賀温泉郷マラソンのそういった協賛企業等々についてお話を少し聞きたいとい

うのがまず１点です。それともうひとつ、今朝金沢マラソンの感想の中で山野金沢市長がひと

つの節目を迎えて定着しましたと、来年は何か新しい催しを考えたいというようなことをおっ

しゃっていました。それについて加賀市の方では何かしら、ひとつの節目を迎えた感とか、次

に向けた何かとか、今後のやり方、またお考えがあればお話しいただければと思います。以上

２点お願いいたします。 

○山田教育長  喜多課長、お願いします。 

〇喜多課長  まず協賛企業につきまして、今からになりますが、また昨年に協賛いただきまし

た企業のほうを１社ずつ回りましてお願いして参る予定となっております。企業名はこの場で

は伏せさせていただきますが、市内の大きな企業でありますとか、温泉協同組合の方とかいろ

いろ回らせていただく予定となっております。 

もう１点、節目というところでの御質問ですけれど、加賀温泉郷マラソンにつきましては毎

年何か新しいことということで、工夫していきたいと考えておりまして、昨年は別所のエイド
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でカニご飯を提供しました。今年につきましても何かできないかというところで、アンケート

の中でも温泉マラソンであるのに温泉感がないという御意見もいただいております。今回につ

きましては山代温泉の湯の曲輪の周辺で、和装を着た方に応援をしていただいて温泉感を出し

たいという企画も今考えているところでございます。 

〇山下委員  ありがとうございます。協賛企業を公開していないようなことでしたけれど、例

えば金沢マラソンのように、大々的に協賛していますよという方がまた集まるのかなという気

もしておりましたのでお尋ねしました。 

もう一つ、山野金沢市長の発言に新しいことというのがありましたけれども、例えば加賀温

泉郷マラソン、市長としてとか市としての全体が教育委員会内では見えないというので、今考

えているのは、最近では総合教育会議が行われていないということがあると思います。教育長

も変わられましたし、市長と教育委員との総合教育会議が意思疎通できる場であればいいのか

と思いますので、これは提案ですのでご検討いただければと思います。ありがとうございまし

た。 

〇喜多課長  すみません、協賛企業につきましては公表していないということではございませ

ん。お願いして御承諾をいただいた企業様はホームページのバナーですとか、広告プログラム、

ゼッケン、いろんなところで協賛企業ということで皆さんに公表しております。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇小茂出課長  今ほどの総合教育会議ですが、現在、開く方向で進めておりますので、この議

題も検討したいと思います。 

○山田教育長  他、ございませんか。よろしいでしょうか。 

それでは報告事項は以上となります。 

続いてその他に入りたいと思います。加賀ロボレーブ国際大会2019の開催について越中谷次

長からお願いいたします。 

 

 加賀ロボレーブ国際大会２０１９の開催について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  きょうの午前中に実行委員会がありましたが、事務局の方からはMROテレビがこ

のロボレーブ大会の30分番組を作るということでした。競技種目の下から２番目のファイヤーフ

ァイティングチャレンジという、これが今年から新しくできました。きのう、山代地区のほう

で総合防災訓練がありまして、そこで大聖寺実業高校の生徒がこれをやっていまして、きょう

の新聞にも生徒が火を見つけて消すロボットを操作したという記事が出ていました。この競技

になります。真ん中のろうそくの明るさをめがけて吸い寄せられて、あとは風でろうそくの火

を消す、そういう新しい競技が取り入れられるということです。 

また、来年は世界大会があるのでその予行演習も兼ねてというところもあります。これにつ

いて何か御意見、御質問ございませんか。よろしいでしょうか。 

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からお願いいたしま

す。 

 

 加南地区教育委員会連絡協議会研究大会について 
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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、御質問はございませんか。よろしいですね。 

それではその他のその他で何かございますか。 

〇越中谷次長  さきに御連絡のほうを差し上げていますが、11 月 15 日金曜日に金明小学校で

人権教育の発表会があります。出席の方がもしお分かりであれば教えていただければと思いま

す。午後２時から研究授業がはじまります。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

それでは次回の教育委員会定例会の日程について小茂出課長からお願いいたします。 

 

 次回教育委員会定例会日程について 

小茂出課長   説明 

 

○山田教育長  それでは 11月 29日金曜日午後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。 

その他に何かございますか。よろしいですか。 

  それでは冒頭で決定した通り、只今から会議は非公開となりますので、傍聴の方は恐れ入り

ますが退出をお願いしたいと思います。 

（傍聴者退席） 

 

※会議時点では議案が議会への提出前であり非公開としたが、現在は公開されていることから議

事録も公開する。 

 

○山田教育長  それでは議案第 92号 加賀市体育施設条例の一部を改正する条例（案）につい

て及び、ただいまお配りしました追加議案第 93号「加賀市ソフトボール場の指定管理者の指定

について」の一部変更（案）については関連がありますので、一括して喜多課長からお願いい

たします。 

 

 議案第９２号 加賀市体育施設条例の一部を改正する条例（案）について 

 議案第９３号 「加賀市ソフトボール場の指定管理者の指定について」の一部変更(案)について 

喜多課長   資料に基づき説明 

 

○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。よろしいでしょうか。 

ないようですので、議案第 92号 加賀市体育施設条例の一部を改正する条例（案）について

賛成の方は挙手をお願いします。 

〇委員  全員挙手 

〇山田教育長  全会一致で可決といたします。 

続いて議案第 93号 「加賀市ソフトボール場の指定管理者の指定について」の一部変更(案)

について、賛成の方は挙手をお願いします。 
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〇委員  全員挙手 

〇山田教育長  全会一致で可決といたします。審議事項は以上でございます。 

以上で第 13回教育委員会定例会を閉会いたします。 

御苦労さまでした。 

 

以上、会議の顛末を記載し、会議録を作成する。 

 


