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令和元年 第 7 回 教育委員会定例会議事録 

招 集 日 時 令和元年 6月 27日（木曜日）午後 1時 30分時開会／午後 2時 40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 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、北口文化振興課長、 

山下教育庶務課長補佐、絹谷生涯学習課長補佐 

 

令和元年第７回教育委員会定例会開会宣言 

挨拶 

〇山田教育長  今週は台湾から嘉義大学付属小学校の子ども達と保護者 60 人余りが加賀市に

来てくださいました。今日の朝にアローレを出発されて福井の恐竜博物館へ、そして兼六園経

由の白川郷ということで、すごくハードスケジュールですが、明日富山空港から飛び立つとい

うことです。一昨日に歓迎会の方にご参加いただきましてありがとうございました。その際に

とても友好的で、ぜひ加賀市の子ども達をお招きしたいと。今度 10月に台湾に来るときは短い

期間なので、台湾のことをわかってもらえないということで、向こうでの滞在費はすべてもつ

ので１週間でも２週間でも子ども達を連れてきてくれると嬉しいと積極的なご提案をいただき

ました。そのようにどんどん深いつながりをしたいというご意向をリップサービスではなく、

本心でおっしゃっているなということを感じましたし、友好関係は大事にしたいなと思いまし

た。 

そして昨日、議会が終わりました。一般質問ではたくさんの教育委員会に対するご質問があ

りました。議員の教育に対する関心が高いということもありますでしょうし、市民の関心も高

いんじゃないかと思っております。 

そして学校訪問が５月の終わりの方から始まりまして、昨日までで 10校が終了いたしました。

委員の皆様には各学校にご訪問いただいて、一次懇談からご参加いただきまして、各学校の課

題とか良いところをご覧いただいたかと思います。またご指導をしていただくご参考にしてい

ただければいいかなと思っております。また７月には２校ありますし、残りの学校は９月以降

ということでたくさんありますけれども、よろしくお願いいたします。 

最後に委員の皆様、教科書をお持ち帰りになって見ていただいていると思います。本当に量

が多くて大変でしょうけれど少しずつご覧ください。来月に会議がありますので、またよろし

くお願いいたします。 

本日、梶谷局長は別の公務のため欠席です。それでは議件に入っていきたいと思います。本

日は審議事項が３件、報告事項が９件あります。さっそく審議事項に入ります。議案第 80 号、

加賀市放課後子ども総合プランコーディネーターの委嘱について宮下課長お願いいたします。 

 

 議案第８０号 加賀市放課後子ども総合プランコーディネーターの委嘱について 
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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。 

○篠原委員  お願いします。５名の方は私も存じ上げていますけれども、素晴らしい方でいら

っしゃいますのでそのことについてはよろしいと思うんですが、ひとつ気になったことは、下

の欄の６の（２）に「コーディネーターは各地域の中心的な役割を担い、」と書いてあります。

今の方の出身地だけを見ますと、錦城校区が２人いらっしゃって、山中校区が１人もいらっし

ゃらないということに気が付きました。それでよろしいのかなと思いましたので、そのことに

ついてお聞きしたいです。それから任期が平成 32年までと書いてありますが、令和２年までだ

と思いますので、直していただきたいと思います。以上です。 

○山田教育長  他の委員の方、関連して何かございますか。よろしいですか。では宮下課長お

願いします。 

○宮下課長  山中地区のご出身の方がいらっしゃらないというご指摘なので、またそれにつき

ましては次回、こちらの方々とお話しながら人選等を配慮してまいりたいと思います。ご指摘

ありがとうございました。 

○山田教育長  次回とは次年度ということですね。 

○宮下課長  はい、次年度です。 

○篠原委員  それぞれ分担配置で地区が決まっていると思うんです。差し支えなければ山中地

区を担当される方はどなたになりますか。 

○宮下課長  こちらの方につきましても定期的に会議をもちまして、その中で決めてまいりた

いと思います。よろしくお願いします。 

○山田教育長  これから決めるんですか。 

○宮下課長  はい、そうです。 

○篠原委員  ぜひ山中地区のコーディネーターの方がそちらへ行って、山中地区の放課後こど

もクラブが充実できるように、そういう体制をとるために委嘱したんだと思いますので、きち

んとした対処をしていただきたいというふうにお願いをいたします。 

○山田教育長  空白の地区を作らないようにということですね。他、ございませんか。 

○瑓委員  この放課後こども教室推進事業なんですけど、放課後にいろいろとやっている方と

相談しながら提案をするということですか。 

○宮下課長  これに関しましては、定期的に会合等を開きまして、こちらではこういう事業を

やっていて、こちらではこういう事業をやっていると意見交換をしながら、参考になる事業が

あればそれをやってみるとか、意見交換のそういった場所になります。 

○瑓委員  地区へ行って何かしたりするんですか。 

○宮下課長  見に行ったりはしますけど、要は運営の意見交換、運営の困ったこととかを相談

したり、運営についてコーディネートをしてくれる協議会というような位置づけになっていま

す。 

○瑓委員  地区へ行って何かするわけではないんですね。 

○宮下課長  はい。 

○山田教育長  それぞれがやっているところの情報交換ということですね。他、ございません
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か。ないようでしたら採決に入りたいと思います。議案第 80号、加賀市放課後子ども総合プラ

ンコーディネーターの委嘱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 81号、加賀市伝統的建造物群

保存地区保存審議会委員の委嘱について北口課長お願いいたします。 

 

 議案第８１号 加賀市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱について 

北口課長   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  お願いします。だいたい年間何回くらい会議をやられているか教えてください。 

○山田教育長  北口課長、お願いします。 

○北口課長  基本的には年１回、だいたい８月から９月くらいに来年度の建物の修景、内容等

の審議がございます。あとは突発的に重要な、例えば過去にありました東谷口地区で携帯電話

の基地局を作る、そういうときにいわゆるどういう修景とか工事内容かという具体的なものが

でましたら、そのときは必要に応じて開催するようにしております。 

○山田教育長  山中温泉大土町に基地を作ったときは突発的にプラスアルファで行なったとい

うことで、基本は年に１回ということですね。私の方から質問ですが、上野さんと高見さんの

任期は１年間で、他の方は引き続いてですか。 

○北口課長  もともと任期は平成 30年から２年間ということになっておりますので、２年間の

引き続きでございます。交代される方だけが残りの任期ということでございます。 

○山田教育長  任期途中での交代ということですね。 

○北口課長  はい、そうです。 

○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 81号、加賀市伝統的建

造物群保存地区保存審議会委員の委嘱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 82号、加賀市青少年育成協議

会委員の委嘱について宮下課長お願いいたします。 

 

 議案第８２号 加賀市青少年育成協議会委員の委嘱について 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  ９名の方が入れ替わるということですね。任期は単年度ですけど、７名が引き

続いて再任ということです。これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

○篠原委員  任期が平成 32 年（2019 年）までとなっていますが、令和２年（2020 年）までだ

と思います。よろしくお願いします。 

○山田教育長  他、ございませんか。議案第 82号、加賀市青少年育成協議会委員の委嘱につい 

 て賛成の方は挙手をお願いします。 

○委員  全員挙手 
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○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了しました。続いて報告事

項に入りたいと思います。報告第 26 号、平成 30 年度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お願いいたします。 

 

 報告第２６号 平成30年度 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 

 

○山田教育長  この件に関しましては６月議会でも話題になりまして、教員の働き方改革、具

体的にどう進めるかということで、これは日本中が悩んでいるところですけど、業務を減らす

といってもなかなか難しいというところもあります。結果は県と比べてですけど、小学校は若

干多め、中学校は若干少なめということです。文科省が今いっている目標は小学校も中学校も

45時間です。中学校はとてもじゃないけれどかけ離れた数字ですけれども、文部科学省が示し

ている数字は 45時間です。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。昨年度から市教委、県教委ともにいろいろご尽力なされて、人的

配置もなされてきていると思っております。それに伴って例えば平成 29年度と令和元年度でど

れくらいの効果といいますか、勤務時間が短縮されてきたのかがわかれば教えてください。効

果的に時間外勤務が減少したのか変わらないのか、それも状況を聞かせていただければと思い

ます。 

○山田教育長  越中谷次長、お願いします。 

○越中谷次長  実は平成 29年度から統計をとるようになったんですけど、そのときに時間をど

こで把握するのかはっきり決まっていなかったんです。昨年度はそれではバラバラだというこ

とで、加賀市は学校へ来てパソコンを立ち上げた時間から切る時間までというふうに統一しま

した。それをもって平成 29年度と平成 30年度でかなり時間が増えました。平成 29年度は自己

申告みたいな感じだったので、例えばもし１日 30 分違うと、それだけで１カ月だいたい 10 時

間変わってきますので、一昨年と比べたら昨年は増えたかと思います。ただ今年は５月まで集

計が出ているので、今年の４月５月と昨年の４月５月、年度当初を比較したときには、小学校

の方は４月で３時間減、５月で８時間減となっています。中学校の方は４月はほぼ横ばい、５

月は４時間減ということなので、昨年と比べたら小中ともに少し減少傾向かなとは感じており

ます。 

○篠原委員  ありがとうございます。効果が少しずつでてきていると感じております。抜本的

には教員の人員配置を増やさなければこの問題は解決しないと思っています。学校の先生方の

負担がきつくなると、どうしても疲れやすくなる、疲れやすくなると子どもに影響が出てくる、

そうなるといろんな面で不都合が出てきますので、やはり学校は先生が元気でないといけない

と常々思っておりますので、そのためにもいろんな方策をもって、出来るだけ先生方の負担が

増えないような取組みを今後もぜひ継続して重点的に行なっていっていただきたいというふう

に思いますので、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。一昨年と昨年は比較できませんが、効果は出ているとい

うことです。これからも継続して、学校訪問でも必ず言うようにしていますけれども、なんと

か１時間でもまた減っていくように。それでは続きまして報告第 27号、かがっ子休日スクール

及び中学校放課後かも丸塾の実施状況についてと報告第 28号、かがっ子休日スクール（中学生
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夏休み特訓）の実施についてを併せて越中谷次長お願いいたします。 

 

 報告第２７号 かがっ子休日スクール及び中学校放課後かも丸塾の実施状況について 

 報告第２８号 かがっ子休日スクール（中学生夏休み特訓）の実施について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  すでに行われたものが議案第27号、夏休みに行うものが議案第28号ということで、

参加率も終わったものについては７割から９割で良かったという報告でした。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。加賀市の皆様方からも教育委員会がやっている放課後スクールとか、

休日スクールは大変高い評価を受けております。そこでお願いをしたいことが２件ございます。

ひとつは費用の面です。すべての費用が無料になっているわけではなくて、小学校のかがっ子休

日スクールと中学校の放課後かも丸塾はテキスト代としていただいていますよね。他もいただい

ているなら受益者負担で致し方ないのかなと思うんですが、他はいただいていないので、できれ

ば次年度に向けて教育委員会がやっているすべてのスクールの費用を無料にしていただけないか

なというのがひとつのお願いです。 

  それから２つ目は中学校英検の第１期が終わったということなので、どのような結果であった

のか、５級から準２級までそれぞれ受講者がいらっしゃると思うんですけれど、効果があったの

か、なかったのかということも併せて教えていただきたいと思っておりますので、よろしくお願

いします。 

〇山田教育長  越中谷次長、お願いします。 

○越中谷次長  費用に関してですが、実は昨年度はすべて無料で行いました。テキスト代は集め

ておらずに、こちらで印刷して行なったんですが、ただ出席率が下がったりとか、せっかく来て

くれたんですけどなかなか授業に集中できなくて、勉強したいという子が途中で辞めていくとい

うことも実はありました。それで今年はできたら自分で自主的にしっかり勉強に取り組めるとい

う方向性を打ち出したいということもあって、テキストを自分で購入して、そこで積極的に参加

をする方向にちょっと方針転換をしてみました。ただ英検については受験料がかかってくるので、

英検の受験料を補助するか、テキスト代を補助するかどちらかと考えたときに、テキスト代の方

がいいかということで、英検を受ける子ども達についてはテキスト代はいただいていません。そ

ういう経過もあって、今年１年やってみてやはり無料の方がふさわしいということであれば、ま

た来年度に向けて検討したいと考えています。あと英検の１期を受けた子ども達の結果について

はまだ集約ができておらず、結果がいつ出たかも含めてこちらの方で確認して、また次回報告で

きたらと思いますので、よろしくお願いします。 

○篠原委員  ありがとうございます。やりっぱなしではなくて、必ずやった限りにはどういう成

果が表れてきたのかということも併せてご検証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。またテキスト代についてももしできるなら無料にしていただけたら、参加者も多

くなるのではないかと思うので。逆に自分で買ったから意欲を持って続けていく場合もあるかも

しれませんが、教育委員会がやっている事業なのでできれば無料というかたちで実施していただ

ければ大変有難いなと思っております。以上です。 
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○山田教育長  私も立ち上げのときに関わったことがあるんですが、遊びに来るみたいな感覚で

結局やる気がある子が辞めていくということもあって、じゃあ自分で責任を持って参加したらど

うだろうということで今年はやってみました。今年の実施状況を見てまた来年考えていけばいい

かなと思います。これは費用云々の話ではないんです。そういうような実施の内容のことで、こ

のように今年はやってみたということです。 

○篠原委員  狙いはあまり勉強が得意ではないとか苦手な子ども達になるべくわかってもらえる

ようにする塾だと思いますので、講師の先生方には大変ご足労をおかけしますが、できるだけそ

ういう子ども達が意欲を持って取り組めるようなご指導をぜひお願いしたいと思っておりますの

で、それも併せて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。 

○佐野委員  中学生夏休み特訓の実施なんですけど、この時間帯は何時くらいを予定されている

んですか。 

〇山田教育長  これからの分ですね。越中谷次長、お願いします。 

○越中谷次長  昨年度と同様に行う予定をしております。概ね数学２時間、英語２時間です。た

だ夏休み中ですので、部活が午前中にあったり午後にあったり子どもによって違うので、どちら

かを選べるように午前午後で設定して、どちらかに参加できる体制を作ろうかと考えています。 

○佐野委員  その日は数学で次のときに英語というかたちですか。 

○越中谷次長  そうです。英語と数学が交互に日があって、午前中数学、午後数学どちらか行き

たいところに行くというかたちにしようかと考えています。 

○山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。このように子ども達の学びたい意欲を叶

えさせる場所作りを教育委員会も一生懸命やっているということでございます。続きまして報告

第29号、国際教育交流事業の実施について越中谷次長お願いいたします。 

 

 報告第２９号 国際教育交流事業の実施について 

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30号、加賀温泉郷マラソン２０１８の開催結果について及び報告第31号、加賀温泉郷マラ

ソン２０１９の開催について喜多課長お願いいたします。 

 

 報告第３０号 加賀温泉郷マラソン２０１８の開催結果について 

 報告第３１号 加賀温泉郷マラソン２０１９の開催について 

喜多課長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  今年はエイドで「加賀カニごはん」を初めてやって、なかなか好評だったという

話も聞いておりますし、参加者数は今までで一番多かったんですよね。外国からの参加者も多か

ったということで、だんだん参加人数が増えている傾向にあるということです。来年度の目標人

数は、今年が4,166人だったので4,200人と、今年のデータを基に今年並みにはということで来年

度もやっていくということです。これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 
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○佐野委員  フルマラソンに参加された方は参加賞を選べたと思うんですが、何が一番人気だっ

たんですか。 

〇山田教育長  喜多課長、お願いします。 

○喜多課長  ちょっと今手元にデータがございませんが、聞いたところによりますと県外他市の

ランナーの方々には伝統工芸品の山中漆器のお弁当箱が人気だったと聞いております。地元の方

につきましてはやはりそういった品物はもうすでに持っているということもありまして、お米を

選んだ方が多かったです。そういったこともありますので、新たにスポーツグッズなどを取り入

れていければと思っております。 

○山田教育長  他、ございませんか。来年度も発展させてやっていきたいということですので、

またご協力の方、お願いいたします。続きまして報告第32号、中央図書館の開館時間延長等の試

行について新家館長お願いいたします。 

 

 報告第３２号 中央図書館の開館時間延長等の試行について 

新家館長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  高校生から提案があったということで、高校生の勉強する場所の確保とそれの利

便性を高めるということで、高校生の要望を取り上げてみたということでございます。飲食を認

めることは今までなかったと思うんですが、何かこれについてご意見、ご質問ございませんか。 

○篠原委員  お願いします。かねてから高校生が要望していたということで、大変前向きに捉え

ていただいてありがとうございます。２点ほど懸念されることがあるんですけど、まず１点目は

開館時間を１時間延ばすことになって、職員の方の勤務条件がどうなるのかなというのがひとつ

です。例えば非常勤の方とか嘱託の方とかも多くいらっしゃっていると思います。その方に関し

ての勤務条件が従来より勤務過剰になったりすることがないようにご配慮をいただきたい。働い

ている方のご理解をいただいた上で実施していただきたいと思っております。 

それから２点目はイートインスペースの話ですが、一番気になったのがマナーの問題です。特

に高校生がいろんなものを持ってきて食べるのは結構だと思いますが、そのあとのマナーに関し

ての注意を徹底していただきたい。はじめをきちんとしないとどうしてもこれが当たり前になっ

てしまうので、そういうことのないように持ってきたもののゴミは必ず持ち帰るとか、そういう

ようなことの掲示等、あるいは指導を特に徹底していただきたいと思っております。そうしない

とせっかく良い取組みにも関わらず、市民の方々がどうなっているんだとなってしまうことが起

こりうることが懸念されますので、特に試行期間の間での指導を徹底し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  新家館長、お願いします。 

○新家館長  延長に伴う職員の勤務体制についてなんですけれども、今年は２カ月の試行という

こともありまして、今いる職員と、あと山中図書館の職員も来ていただいて延長時間に対応をし

ようと思っております。県と比べてですけど非常勤の職員の方の中には１時間延長というのが厳

しい方もいらっしゃるということで、皆さんにお聞きして可能な範囲で勤務していただくという

ことで行なっていこうと思っています。マナーにつきましては、掲示等でゴミの持ち帰りなどは

徹底していこうと考えておりますので、今は試行ということもありまして、その際にいろんなご
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意見もまたいただくと思うので、そういったこともこれからどうやっていくかという検討の課題

として取り決めていきたいと思います。 

○篠原委員  ありがとうございました。今年度は２カ月の試行だと思うんですけど、来年度以降、

特に開館時間の延長に関しては年度を通して通年で行なっていただけるような取組みを、あるい

はそのための人員配置などをお願いしていっていただきたいと思っております。併せてイートイ

ンのことについても、できるだけ高校生の便宜を図るようなかたちとは思っておりますけれども、

それもある程度のマナーをきちんと守って、掲示だけではなかなか実際問題は難しいので、折に

触れて職員の皆様方で、あまりにも目に余るようなことがあったり、そこで騒がしかったりする

と他の閲覧者の方に非常にご迷惑がかかりますので、そういうことがないように併せてぜひ口頭

でご指導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  他、ございませんか。 

○山下委員  図書館への質問ではないんですが、関連で、加賀市内の公共のスペースで夜９時頃

まで高校生が自習なり飲食できる場所があるのか確認したいです。実は旧福岡町役場、今のユー

ホールでいつも洋遊会は９時まで練習するんですが、その９時半の閉館までだいたい10名程度の

高校生がフリースペースで飲食をしたり勉強をしたりしているわけなんですけれども、そういっ

た箇所が加賀市内にあるのかなと、次の機会にでもわかればと思いますのでお願いします。 

〇山田教育長  今の印象ではないですよね。 

○新家館長  すみません。公共の場所ということで、今回も高校生が学習の場所がほしいという

ことで、図書館はどうかというようなお話がきっかけだったと思います。その際に聞いたんです

けど、公共の場所で学習できる場所が加賀市にはないということで、なので高校生が勉強できる

場所がどこかないかなということでしたので、私の知る限りではないかと思います。 

○瑓委員  やっぱり加賀市は次々と今まであった場所が閉鎖されて、高校生が集まる場所が本当

にないかなと思います。もちろん篠原先生がおっしゃったようにマナーが悪いと他の方の印象も

悪いのは当然なので、注意も大切だと思うんですけど、前もって学校側の方からもマナーは気を

付けてねとあらかじめ言っていただけるといいかなと思います。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

○佐野委員  イートインコーナーはあくまでも自分が持ち込んだものだけなんですか。 

〇新家館長  はい、そうです。 

〇佐野委員  今写真で見る限り９席か10席ほどなんですけど、これもまた期間中に増やしたりで

きるんですか。 

〇山田教育長  新家館長、お願いします。 

○新家館長  写真にある９席は今、常時置いてある席なんですけど、もし状況によってあまりに

皆さんが利用するということであれば、椅子等を追加してということはやっていきたいと思って

います。 

○山田教育長  状況を見て増やすことも考えているということです。その他よろしいですか。続

きまして報告第33号、山中図書館照明器具取替工事について柏田館長お願いいたします。 

 

 報告第３３号 山中図書館照明器具取替工事について 

柏田館長   資料に基づき説明 
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○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34号、令和元年６月加賀市議会定例会の答弁について小茂出課長お願いいたします。 

 

 報告第３４号 令和元年６月加賀市議会定例会の答弁について 

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。冒頭にも言いましたが、教育

委員会に対して関心があるんだと改めて感じたところでございます。よろしいですか。では報告

事項もすべて終わりました。続いてその他で運動会・体育祭への参観予定について越中谷次長お

願いいたします。 

 

 運動会・体育祭への参観予定について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  また予定に入れておいてください。よろしくお願いします。続きまして石川県

市町教育委員会セミナー開催について及び加南地区教育委員会連絡協議会の研究大会について

小茂出課長お願いいたします。 

 

 石川県市町教育委員会セミナー開催について 

 加南地区教育委員会連絡協議会の研究大会について 

小茂出課長   資料に基づき説明 

 

○山田教育長  こちらも両方とも予定に入れておいてください。それでは続いてその他のその

他で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  それでは次回は 7月 24日 15時半からということでよろしくお願いいたします。

その他で何かございますか。ないようですので、以上で第７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。 


