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令和元年 第 14 回 教育委員会定例会議事録 

招 集 日 時 令和元年 11月 29日（金曜日）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、東文化振興課係長 

山下教育庶務課長補佐 

 

令和元年第 14回教育委員会定例会開会宣言 

挨拶 

〇山田教育長  今月の８､９､10 日に行われたロボレーブ大会、405 名の参加があり盛大に開催

されたわけですけれども、大聖寺実業高校がスモーボットという種目で優勝しました。例年、

中国が強いんですけれども、その中で大聖寺実業高校が優勝しました。その優勝チームの中に、

私が錦城東小学校の校長をしていたときに特別支援学級にいた子どもがおりまして、「先生、優

勝しました」ときてくれて、マスコミのインタビューにも堂々と答えていて、私は別人になっ

たのかなと思いました。「僕は大聖寺実業高校ですごく良かった」と、そこでいろんなことを学

んで、このロボレーブとも出会ってやりがいを見つけたというか、自分の力を十分に伸ばせた

ということを言ってくれました。この間、来年の進路の会議をしたんですが、その会議の中で

この子は特別学校がいいだろうとか、通級がいいだろうとか、通常がいいだろうということで、

専門家や医師を交えて判定するんですが、そこで力を延ばせる場所をその子に与えてあげるこ

とはすごく大事なことだと改めて思いました。そうでなかったら無理して毎日授業を 40～50分

受けたり、なにしろその子が持っている力を伸ばせないということで、もう時間は取り戻せな

いしもったいないなというふうに思いました。大聖寺実業へ行った子は適正な道を選んで、自

らの力を十分に伸ばせてよかったですし、就職も決まったと話をしておりまして大変嬉しい思

いをしました。私たちが進路を判定するというのも、その子の一生を左右する大変大事な仕事

だと思いました。 

そして今週、３校で学校適正規模の基本計画についての保護者説明会がありました。３年前

にも次長という立場で説明しながら行かせていただいたんですが、３年前とは保護者の考え方

というか方向が随分変わっているなと思いました。３年前は反対という意見が強かったんです

が、今回は統合するとすればどうやったらいいのか、どうやったらできるのか、やったらどん

な良いことがあるんだと、そういうようなご意見も出てくるようになりました。これから新学

習指導要領になって主体的、対話的で深い学びということでグループ学習等もしなければなら

ない、そういうような環境を私たちは少しでも早く子ども達に提供することが大事だと改めて

思いました。 

それからもうひとつ会議に先立ちまして、皆様にご報告があります。先週の 11 月 22 日付け

で篠原隆一氏が宮元市長から教育委員に任命され、再任されております。篠原委員の任期は令
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和元年 11 月 22 日から令和５年 11 月 21 日までの４年間となります。篠原委員には引き続き、

加賀市の教育情勢にお力添えをお願いしたいと思っております。 

〇篠原委員  よろしくお願いいたします。 

〇山田教育長  それでは本日の会議を進行させていただきます。本日の審議事項は３件です。

議案第 94号、加賀市教育委員会教育長職務代理の指名について小茂出課長お願いいたします。 

 

 議案第９４号 加賀市教育委員会教育長職務代理の指名について 

小茂出課長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  教育長職務代理の指名についてでありますが、教育長に事故があり、その職務

を行うことができない場合、又は欠けた場合に、教育長の職務を代理する者をあらかじめ教育

長が委員の中から指名して、教育長に事故がある場合等に事務に支障をきたすことのないよう

配慮したものであります。よって職務代理者は会議の主宰だけではなく、具体的な事務執行に

ついての職責を追うこととなるために、その任に耐えうる委員を教育長が指名することとして

おります。教育長職務代理者を教育長から指名するということですので、ご理解をいただきた

いと思います。それでは私から篠原委員を職務代理者に指名いたします。委員の皆様ご異議ご

ざいませんでしょうか。 

〇委員  異議なし。 

〇山田教育長  ご異議なしとのことでございます。篠原委員、引き受けていただけますでしょ

うか。 

○篠原委員  よろしくお願いいたします。 

○山田教育長  それでは篠原委員に一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

○篠原委員  先日、第２期目ということで教育委員を仰せつかりました。今回は図らずもまた

職務代理ということで、大変力不足ではございますが、皆様方のご支援をいただきまして頑張

ってまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○山田教育長 よろしくお願いいたします。続きまして議案第95号、加賀市中谷宇吉郎雪の科学

館の指定管理者の指定について東係長お願いいたします。 

 

 議案第９５号 加賀市中谷宇吉郎雪の科学館の指定管理者の指定について 

東係長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

○山下委員  雪の科学館指定管理者グループとあるんですが、共同企業体ということで任意団

体ではないわけですね。例えば規約とかそういうものがあるのかなと思いまして。でなければ、

加賀市総合サービスとI Love加賀ネットグループ、そして一般財団法人中谷宇吉郎記念財団と

いう３つに指定をすればいいんですが、あえてグループにしてある理由か何かおありでしょう

か。 

○山田教育長  東係長、お願いします。 

○東係長  指定管理を行うにあたりまして、３社の連携によるグループ共同体というものをつ



 - 3 - 

くって管理するわけですが、指定管理をするにあたっては１社の団体か、こういうグループ共

同体で行うということになっておりまして、今回グループでのまとまりといいますか、そうい

った団体の設立をしたわけでございます。 

○山田教育長  他、ございませんか。 

○篠原委員  一般的には指定管理というのは１つの団体が指定管理にあたる場合が多いと思わ

れますけれども、従前からも中谷宇吉郎の場合は総合サービスとI Love加賀ネットの２つの団

体でやっていらっしゃったと思います。今回また記念財団が加わったということで、それぞれ

の職務分担みたいなものがあるんだと思います。もし差し支えなければ、教えてください。 

○山田教育長  東係長、お願いします。 

○東係長  まず加賀市総合サービスにつきましては、市内の展観施設を多く管理しております

ので、そういう管理ノウハウというものを持っております。それに加えて従来やっております

科学的実験ですとか、解説等に大変慣れた職員を含んでおります。I Love加賀ネットに関しま

しては、雪の科学館があります片山津温泉を拠点に地元の振興のために事業をなさっている団

体であります。ですので、主に雪の科学館と片山津温泉の情報発信という部分を担っておりま

す。そして新たに加わる中谷宇吉郎記念財団につきましては、財団の構成員が大変著名な科学

者ですとか、中谷宇吉郎の関係者になります。ですので、そういった面で、新たな子ども向け

の科学実験の開発ですとか、そういった面を補完してくれるといいますか、発展的に科学実験

をしていってくれる団体として捉えております。 

○山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。それでは議案第95号、加賀市中谷宇吉

郎雪の科学館の指定管理者の指定について賛成の方は挙手をお願いします。 

○委員  全員挙手 

○山田教育長  全会一致で可決といたします。続きまして議案第96号、12月補正予算（案）に

ついて小茂出課長お願いいたします。 

 

 議案第９６号 １２月補正予算（案）について 

小茂出課長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  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  教科書改訂に伴う教科書整備について、従来は紙ベースのものが多かったと思う

んですけれど、いろんな電子教科書とか指導書みたいなものも併せてここに入っているのか、

お聞かせいただきたいです。 

〇山田教育長  デジタル教科書みたいなものですね。越中谷次長、お願いします。 

○越中谷次長  12月補正についてはデジタル教科書を１教科分予算として計上してあります。

この１教科というのは学校によって研究指定とか、自分の学校で欲しいものが違うかもしれず、

市として統一すると余計に無駄が出てしまうといけないので、学校の方で決めてもらうという

ふうにしようかと思っています。今、学習指導要領が改訂になって、来年小学５､６年生に英語

が入ってきます。そちらの方はまだデジタル教科書ができていないんですが、副読本の方にそ

れに準ずるものが付いているということで、それを活用して、それ以外に１教科を選んでもら

おうかなと思っています。またそれ以外に学校配当予算があるので、学校は従来そこから予算
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で組んでいたのを別枠で１教科分をとって、従来の学校予算配当分のところからも学校独自で

買うことができるということです。 

○篠原委員  これからはデジタル教科書の時代になってきますので、できるだけ充実させてい

ただきたい。できるだけ時代に合わせたような教科書整備をお願いしたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○山田教育長  他、ございませんか。 

○瑓委員  スポーツセンターの整備が１年で終わらないとおっしゃっていたんですが、来年も

ずっとかかるんですか。 

〇山田教育長  喜多課長、お願いします。 

○喜多課長  今回、今年度中に終わらないということで繰越になっておりますが、工事の完了

予定としましたら来年の６月いっぱいを予定しております。 

○山田教育長  ７月にはこちらでロボレーブの世界大会がある予定です。他、ございませんか。

よろしいですか。それでは議案第96号、12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  全員挙手 

○山田教育長  全会一致で可決といたします。以上で審議事項は終わります。続いて報告事項

に入ります。報告第66号、学校適正化に関する保護者対象説明会の開催について越中谷次長お

願いいたします。 

 

 報告第６６号 学校適正化に関する保護者対象説明会の開催について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  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  先ほど教育長さんからもお話がありましたけれども、まず出席者ですけど、これ

は該当の保護者の何割くらいの方が来られたのか教えてください。それから３年前からだいぶ

状況が変わってきて、だいぶ前向きなご意見も出てきて大変嬉しく思っています。保護者のご

意見を尊重してご理解をいただきながら、決して慌てることなく進めていっていただきたいと

思います。今後は、当初の計画もありますけれども、計画に従って他の学校も行うのか、ある

いはこれからどういったかたちで進めていくかということも併せてお話していただければと思

います。  

〇山田教育長  関連して何かございますか。 

○瑓委員  東谷口小学校で反対されている方がいらっしゃるとお聞きしたんですが。 

〇山田教育長  もう少し詳しくお聞きしたいということですね。他、ございませんか。それで

は越中谷次長、お願いします。 

○越中谷次長  まず保護者の出席の割合になりますが、PTA会員の数がこちらでわからないので、

児童数との兼ね合いでいくと、三木小学校は32名、PTA会員になりますので、それよりは少なく

なります。三谷小学校は41名、東谷口小学校は35名となります。この割合からいくと東谷口小

学校はちょっと少ない感じがしました。これは三木小、三谷小は33年度末に統合というのが基

本計画で出ているんですけど、山代地区の方は38年度末ということで、自分のお子さんが今い
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る間にすぐにどうなるということがないので意識がまだ薄いかなと、校長先生からもお聞きし

ていました。今後の予定については三木小、三谷小からは今年度ぜひまたこういう機会をもっ

てほしいというご意見が出ましたので、３学期になるかと思いますが、保護者対象で、今度は

未就学の今度小学校に入ってくるお子さんの保護者も入れて行なったらどうかというご意見も

出ていますので、また予定を立てていきたいと思います。東谷口小学校はこのあとすぐにとい

うことはないかなと思います。 

そして東谷口小学校については、自分の子どもがすぐにという話ではないということだった

んですけれど、でも今からの方向性を考えると、やはりたくさんの中で話し合いが必要という

ことは十分わかるし、自分もあながち反対ではないと言われる保護者の方もおられました。た

だ現在の山代小学校は校舎的に古いので、今そこに行くというのはちょっとどうなのかなとい

うご意見がありました。東谷口小学校は新しくてきれいなので、だとしたら他の学校と一緒に

なるということについてもどうなのかなと。このあと会を重ねて考えていきたいという、そう

いう印象でした。 

○山田教育長  実際一緒になると、こんなきれいな校舎から古い校舎に行くのはどうかなとか、

向こうから来てくれという規模でもないですし、ちょっと難しいという話で、こちらの方もも

う少し細かい計画を持っていかないといけないかなと思いました。 

○越中谷次長  補足でお願いいたします。もう１点出てきたのが、例えば錦城小学校とか、錦

城東小学校で子ども達の交流をさせてもらえないかというご意見が出ました。なので、そのあ

とすぐに学校長間で連絡を取り合って三木小学校は錦城小学校に、三谷小学校は錦城東小学校

に交流に行く計画を今立てています。三木小学校の方は12月中に行けそうな話も校長間で出て

いるということです。 

○山田教育長  感想を見ると、地域とか保護者は二の足を踏むんだけれど、緑丘小学校から錦

城小学校へ行った子どもの感想がすごくよかったし、子どもというのはすぐに慣れますので、

子どもの感想を保護者は聞きたいということで、子どもを大事にしたいという保護者のご意見

があったからすぐに取り組んだということです。 

○篠原委員  ３学期にも交流されるということで大変嬉しく思っています。担当の皆様は大変

ご足労ですけど、今のような地道な取り組みを粘り強く続けていってほしいと思います。  

この間、大聖寺の町の中で各種構成団体の代表の方が集まる機会があったんですけれど、そ

のときに緑丘小学校の子ども達はどうですかという意見が出てきました。そこにはPTA会長さん

もいらっしゃったんですが、今のところ非常に仲良くトラブルもなく楽しくやっていますよと。

ですから先ほど交流ということもお聞きしましたので、ぜひ交流をもっと積極的に取り組んで

いただきながら、子ども達や保護者から自然に統合してもいいという、あるいは新しい学習指

導要領の対話的で深い学びもありますから、やはり小人数ではなかなか出来にくいことも多々

あると思うので、そういうことも踏まえて、保護者の皆さんにご理解をいただきながら、適正

な規模の学校にしていっていただければと思いますので、またご尽力をしていただきたいです。

まず保護者の方にご理解をしていただく中で、次に地域の中に入っていっていただくというこ

とで、ぜひ保護者のご理解を得るように努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。 

○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67号、ＥＲＰsimセッ
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ションの開催について越中谷次長お願いいたします。 

 

 報告第６７号 ＥＲＰsimセッションの開催について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。続きまし

て報告第68号、プログラミング工作コンクール表彰式について越中谷次長お願いいたします。 

 

 報告第６８号 プログラミング工作コンクール表彰式について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  新聞にも出ていたのでご覧になった方もいらっしゃると思いますが、これにつ

いて何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。続きまして報告第69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お願いいたします。 

 

 報告第６９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   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。続きまし

て報告第70号、本川弘一科学奨励賞の表彰式について越中谷次長お願いいたします。 

 

 報告第７０号 本川弘一科学奨励賞の表彰式について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。来年は大聖寺高校で講演会

をしたいとおっしゃっていたので、校長先生に伝えたところ是非ということで、来年はそのよ

うなことも表彰式と併せてしていただける見込みであります。続きまして報告第71号、コンピ

ュータクラブハウス加賀活動報告会の開催について宮下課長お願いいたします。 

 

 報告第７１号 コンピュータクラブハウス加賀活動報告会の開催について 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  コンピュータクラブハウスの１年目の活動報告ということで、もしお時間があ

りましたらご参加ください。これについて何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいです

か。続きまして報告第72号、ふるさとチョイスアワードへのノミネートについて宮下課長お願

いいたします。 

 

 報告第７２号 ふるさとチョイスアワードへのノミネートについて 

宮下課長   資料に基づき説明 
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○山田教育長  これは投票できるんですか。 

○宮下課長  インターネットの動画配信を同日にしておりまして、そのイベントページの方か

らご覧になることもできますし、実はインターネット投票も同時にやっていますので、ぜひお

時間がある方は覗いていただいて、加賀市に投票していただくと有難いかなと思っております。 

〇山田教育長 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  プレゼンということで、どなたが行かれるんですか。 

〇山田教育長  宮下課長、お願いします。 

○宮下課長  私と現地で実際に運営していらっしゃるコミュニティマネージャーの末廣さんと

２人で説明をしてきます。 

〇篠原委員  頑張ってください。 

○山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。受賞するといいなと思っております。

続きまして報告第73号、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７３号 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 

 

○山田教育長  さらに拡充していこうということでございます。これについて何かご意見、ご

質問ございませんか。よろしいですか。続きまして報告第74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７４号 市民文化講演会の開催結果について 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  長生殿でありまして席はいっぱいでした。私が聞いていてもアメリカと日本の

教育の違いというのがよくわかりました。日本はジェネラリストをつくる、アメリカはスペシ

ャリストをつくるというようなところで教育の方向性が違うなということがよくわかりました。

これについて何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。続きまして報告第75号、

洋遊会スクールコンサートの開催結果について宮下課長お願いいたします。 

 

 報告第７５号 洋遊会スクールコンサートの開催結果について 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

○山下委員 ３年前のオーケストラアンサンブルから違った何かをというときに、伝統芸能をや

りましょうというお話をさせていただきまして、29年度が山中中学校と錦城中学校、昨年度が

山代中学校と東和中学校、そして今年が橋立中学校と片山津中学校で６校すべて回らせていた

だきました。最初の年に舞台がなかったので次の年に作ったりして、皆様に喜んでいただけた
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と思います。私の思い付きでございましたけれども、割といい評判をいただいておりますこと、

感謝申し上げまして、この場で洋遊会として御礼をさせていただきます。ありがとうございま

す。 

○山田教育長  お疲れ様でした。本物の衣装を見るだけでも全然違いますよね。どうもありが

とうございました。それではこれで報告事項は終わります。続きましてその他に入ります。加

賀ロボレーブ国際大会の開催結果について越中谷次長お願いいたします。 

 

 加賀ロボレーブ国際大会の開催結果について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。続きまし

て加賀市表彰におけるスポーツ功労者について喜多課長お願いいたします。 

 

 加賀市表彰におけるスポーツ功労者について 

喜多課長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。続きまし

て12月定例会の日程について小茂出課長お願いいたします。 

 

 １２月定例会の日程について 

小茂出課長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  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  傍聴する学年はわかりますか。 

〇小茂出課長  調べまして改めてお伝えいたします。 

〇山田教育長  他、ございませんか。それではその他のその他で何かありますか。それでは次

回教育委員会定例会の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の日程について 

小茂出課長   説明 

 

○山田教育長  それでは 12月 24日火曜日 10時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。 

 


