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令和２年 第 4 回 教育委員会定例会議事録 

招 集 日 時 令和２年３月 27日（金曜日）午前 9時開会／午前 10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 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、北口文化振興課長 

山下教育庶務課長補佐 

 

令和２年第４回教育委員会定例会開会宣言 

挨拶 

〇山田教育長  前回の定例会は２月 18日だったのですが、その当時はこんな状況になるとは本

当に想像もつきませんでした。３月２日の午後から学校が休校になりました。加賀温泉郷マラ

ソンも中止が決まりましたし、成人式も延期が決まりました。卒業式、入学式も教育委員会は

参加しないというような状況になりまして、学校の方はいろんな最後のまとめができず、残念

だったのではないかと思っております。 

きのう第 1回目の校長会、教頭会がありました。教頭から校長へ昇任された方が 23名中 8名、

教諭から教頭へは 24 名中 13 名で本当に大きな異動がありまして、学校は大いに活性化するの

ではないかと思っておりますが、この後コロナがどうなるかわからないので、学校の方には授

業が未履修にならないようにどんどん勉強を進めてくださいというお話はしました。コロナの

終息が見通せない中で不確実な状況が続きますけれども、臨機応変に対応していきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは議件に入りたいと思います。議案第５号 加賀市公民館管理運営規則の一部改正に

ついて宮下課長、お願いいたします。 

 

 議案第５号 加賀市公民館管理運営規則の一部改正について 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  法律が変わり、運営の規則をそれに従って変えるということで、２年の任期を

１年に変えるということですが、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  法律の変更に伴うことなので仕方がないと思いますけれど、できるだけ２年とい

うことを原則にして実際に推薦されるときにはお願いしたいと思います。１年ですと地域の社

会教育活動がいろんなことで混乱いたしますので、できれば２年というスパンでできるように、

くれぐれも推薦のときにあたっては御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。よろしいですか。 

それでは議案第５号 加賀市公民館管理運営規則の一部改正について賛成の方は挙手をお願
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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。 

続きまして議案第６号 加賀市地区公民館の館長の任命について宮下課長、お願いいたしま

す。 

 

 議案第６号 加賀市地区公民館の館長の任命について 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  ことしは改選のとしということで、公民館長の候補者がこの６ページにあるよ

うに推薦されたということですけど、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。 

それでは議案第６号 加賀市地区公民館の館長の任命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。 

続きまして議案第７号 加賀市社会教育委員の委嘱について宮下課長、お願いいたします。 

 

 議案第７号 加賀市社会教育委員の委嘱について 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  公民館連合会については４月10日に決定されるということで、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。 

それでは議案第７号 加賀市社会教育委員の委嘱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。 

続きまして議案第８号 加賀市家庭教育推進会議委員の委嘱について宮下課長、お願いいた

します。 

 

 議案第８号 加賀市家庭教育推進会議委員の委嘱について 

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、御質問ございませんか。 

〇山下委員  堂新橋さんは任期が途中ですけれども、４月に代わられたら、充て職で代わられ

るということですか。 

〇山田教育長  宮下課長、お願いします。 

〇宮下課長  会長が決まれば、会長になられた方が入るということです。 

〇山下委員  それぞれの会の代表ということですね。わかりました。 

〇山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 
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それでは議案第８号 加賀市家庭教育推進会議委員の委嘱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。 

続きまして議案第９号 加賀市スポーツ推進審議会委員の委嘱について喜多課長、お願いい

たします。 

 

 議案第９号 加賀市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

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、御質問ございませんか。よろしいですか。 

それでは 議案第９号 加賀市スポーツ推進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。 

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。 

続きまして議案第10号 加賀市スポーツ推進委員の委嘱について喜多課長、お願いいたしま

す。 

 

 議案第１０号 加賀市スポーツ推進委員の委嘱について 

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、御質問ございませんか。よろしいですか。 

それでは議案第10号 加賀市スポーツ推進委員の委嘱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。 

続きまして報告事項に入りたいと思います。報告第８号 入学式の教育委員会祝辞について

越中谷次長、お願いいたします。 

 

 報告第８号 入学式の教育委員会祝辞について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  後ほど読まれて改善点がありましたらまたお伝えいただければと思います。卒

業式では掲示する学校もありましたし、印刷してしおりに挟んで配ったという学校もありまし

たので、それは学校の状況に応じて校長にお任せするということで、入学式もそのようなかた

ちでやらせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは報告第９号 学校閉庁日について越中谷次長、お願いいたします。 

 

 報告第９号 学校閉庁日について 
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越中谷次長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  これについて何か御意見、御質問ございませんか。 

今年度と同じように行なうということでよろしいでしょうか。 

続きまして報告第10号 加賀市教育総合支援センター業務評価報告書について宮本所長、お

願いいたします。 

 

 報告第１０号 加賀市教育総合支援センター業務評価報告書について 

宮本所長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  評価のＣが今回なかったということで、それぞれ皆さんが本当に頑張っていた

だけたというような評価でございます。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  先進研究の評価がＢになっています。その結果・判断、考察の欄には「情報教育

においては、環境整備が遅れ、研究部としてまとまった取組ができなかった。」と書かれていま

すが、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。 

〇山田教育長  宮本所長、お願いします。 

〇宮本所長  当初、今年度は先進研究の分野の情報教育について推進したいと考えていまして、

研究員はそれぞれ目標を持って、タブレットを授業で実践するかたちを進めていましたが、実

際には学校の中で１人１台のタブレット配備が遅れていて、なかなかそれを使った実践が伴わ

なかったということでの評価になります。来年度にはそれぞれの学校に配付されると思います

ので、それを受けて実際に研究したことがどのくらい有効性があるのかということを検証して

またご報告したいと思います。 

〇篠原委員  来年度GIGAスクール構想ということで、タブレット等の配備が強力に進められる

とお聞きしておりますけれども、今年度は２年目で研究のまとめの年になると思いますので、

そのことも踏まえて研究所レベルでもいいので、きちんとした総括をしていただきながら、次

年度に向けて実際に学校現場にタブレットやインフラ等が整備された段階できちんと学校現場

に浸透できるような御指導をいただきたいと思っております。 

加賀市は情報インフラなど、そういうことに対して市長が力強く先頭的に行なっている市で

ございますので、他の市に先駆けて他の先達となるような事例等の研究をぜひ推し進めていた

だきたいと心から願っております。 

〇山田教育長  GIGAスクール構想ということで予算もつきましたが、実際に完全に運用できる

のはいつ頃でしたかね。  

〇小茂出課長  二つございまして、一つはハード面ではWi-fiの整備があります。もう一つがパ

ソコンの配置です。今のところの計画ではまずWi-fi工事を先行に発注いたしまして、夏までの

完成を目指します。パソコンにつきましては令和２年度に入るという計画で進めております。

ただこれは石川県のほうの共同調達での方向で今進めております。今現在３つのOSが出回って

おります。Windows、GoogleChrome、IOSのどれを選択するかによっても調達時期が違いますが、

一応、令和２年度中に配置を完了する計画で進めております。 

〇山田教育長  タブレットについてはもうすでに何十台かは各学校にいっていますので、それ
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は大丈夫かと思います。 

  他、ございませんか。 

〇瑓委員  もちろんタブレットも高額だということはわかりますが、そのあとの管理・維持費

とか、更新はすごくかかりますよね。タブレットを安くしてくれるのは、そのあとのことを見

越してのことだと思うので、そのあたりとても加賀市だけのお金ではどうにもできないのでは

ないかとも聞いたりするので。 

〇山田教育長  小茂出課長、お願いします。 

〇小茂出課長  一般的ですが、パソコンは５年が寿命だといわれております。ですから５年後

には新たな整備メニューができることを願いながら更新していきたいと思っております。国が

設けた制度ですので、なにかしら保証があるものだと思っております。 

〇篠原委員  今の小茂出課長の説明の中に、OSを県内で統一しているというお話がございまし

た。現在、加賀市で入っているOSは何ですか。 

〇山田教育長  越中谷次長、お願いします。 

〇越中谷次長  今、大きく入っているのはWindowsが中心になっています。このあとLTEのiPad

の方がまた別に100台ほど入る予定もありますが、それはまた別の整備になりますけれど。

Chromeになっていくかというのは慎重に検討していく必要があるかなと思っております。 

ただ県内統一ではないです。県内で購入になりますが、自治体ごとの判断になるかと思いま

す。 

〇篠原委員  県内で合わさなくてもいいなと私自身は思っておりました。加賀市は加賀市の中

で統一したOSを使っていく、例えばiPadになってくるとIOSになってしまいますし、あるいは

GoogleChromeになるかわかりませんが、タブレット型の端末がこれから主流になってくると思

いますので、加賀市の中で統一して、子ども達が同じ環境の中で、スムーズに違和感なく活動

できるようなシステムに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  他、ございませんか。 

〇山下委員  タブレットが学校に配置されるのは非常にいいことだと思いますが、学校内では

タブレットを持っておられても、持ち帰りの課題等があった場合はペーパーになってくると思

います。その辺がうまくリンクできるようなものがあれば、例えばこのクラスはきょうはタブ

レットの勉強に持って帰ってくださいとか、そういう手法も考えた方がいいんじゃないかと思

っています。 

先般、中国の話題だったと思いますが、向こうはタブレット学習が進んでいて、１人１台持

っているらしいです。持っていないと学校にいけないと。何年か先の目標だと思いますが、タ

ブレットを個人配付できるくらいのかたちを作ってもらえるのが一番ベストかなと思いますし、

タブレットに慣れるなら何かしら自宅に持ち帰って課題をしてくるなど、検討も必要かなとい

う気はしております。今どんどんそういう時代に進化していきますし、我々は遅れていけない

と思います。加賀市は最先端でいこうとしているところでありますので、何かしら利用面での

便宜も図りながら、まずハード面の充実をお願いしたいと思っております。これは意見です。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇篠原委員  タブレットに関連して、加賀市はコロナの休校に伴ってタブレットを貸し出しし

たということが新聞に出ていました。その状況をわかる範囲で教えてください。 
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〇山田教育長  貸与を受けたタブレットについてですね。越中谷次長、お願いします。 

〇越中谷次長  Googleのほうから提供がありましたので、こちらのほうで中学生に希望をとっ

て、何台必要かの調査を行いました。122台必要だということでしたが、ただそれが自宅のWi-fi

環境が整っている子どもは、タブレットだけレンタルすれば自宅で使えますが、Wi-fi環境のな

い子にタブレットだけ貸し出ししても何も使えないので、Wi-fi環境のある子にもう一度聞いた

ところ、37人ということで、37台を貸与しています。その子たちは自宅のWi-fi環境を使って学

習しています。それと同時に教員にもChrome bookを貸与してレンタルしているところです。そ

のあとLTEでWi-fiが整ったものも、別途希望が通れば追加で配備されるということだったんで

すけれど、たぶん全国からものすごい数の注文がきて、それは結局今のところ叶ってはいませ

ん。それで返却までに日がないので、たぶんそちらの方のレンタルは無理ということになるか

なと思います。 

〇瑓委員  期限は限定だったのですか。 

〇越中谷次長  一応休業中までということでしたが、春休み期間中までなら大丈夫ということ

で、一応４月６日に持ってきてもらう予定はしています。 

〇瑓委員  それで自宅で自分の好きな学習をするのですか。 

〇越中谷次長  そうです。インターネットにも繋がるので、自宅学習に使うことはできるとい

うことになります。  

〇山田教育長  学校の休業中の企業のサービスということでしたが、４月６日までの貸し出し

となります。 

支援センターの報告書については何か御意見、御質問ございませんか。よろしいでしょうか。 

では、報告第11号 新型コロナウィルス感染症に係る措置について越中谷次長、小茂出課長、

お願いいたします。 

 

 報告第１１号 新型コロナウィルス感染症に係る措置について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

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  学校がきのうから午前中授業開始ということで、きょうこれから授業が終わって

春休みに入っていくと思いますが、子ども達で集団感染が起らないかが一番気がかりなところ

です。それに対する具体的な手立てとして、学校へ入るときにはアルコール消毒をするとか、

マスクを着けながらなどと、いろんなことが考えられると思いますが、現状としてどのような

御指導をなさっているのか教えてください。 

〇山田教育長  越中谷次長、お願いします。 

〇越中谷次長  大きくは予防ということで換気をこまめに行うことと、手洗いうがいの徹底、

マスクの着用、マスクについては買えない状況もありますので強要はできないかと思いますが、

学校のほうに備蓄がある分については、例えば熱があった場合にすぐに付けるということはあ

るかと思います。貸与とか貸し出しまでは、毎日になると大量に必要になってくるのでそこま

ではできていない状況です。ただ今のところマスクがなく困っているということはまだ耳には
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入っていません。今後、状況を見て対応も必要になってくるかと思います。それから大勢で密

閉空間に入らないように、そして対面式で大声での声掛けをすることもないようにということ

で、授業形態もいま対話式といっているのが、もしかすると先生の一斉授業に近いかたちで、

あまり子どもたちが喋らないというのが、新学期始まってからスタートする可能性があります。

きょうときのうについては補充授業ということで、一斉形式で宿題の見直しとかいろんなこと

をするとは思いますが、今後、今関東のほうでかなり流行っているので、全国的な状況も踏ま

えてまた新たに支持を出していくことになるかと思います。 

〇山田教育長  あとは検温して熱のある子は出席しないというような指示も学校では出してお

ります。 

〇篠原委員  金沢の報道を見ていますと、非接触型の体温計を登校の時に子ども達に順番にあ

てていくという学校もよく報道では見られますが、加賀市ではそういうものの準備はあります

か。 

〇越中谷次長  学校に配備ができていない状況なので、原則、家で熱を測ってきてもらって、

少しでも熱があれば無理して登校しないという方向でやっています。 

〇篠原委員  ぜひ先生方にお伝えいただきたいのは、保護者は家で測りますが、今このような

状況ですので、学校に行ってほしいというようなこともあります。少し熱がありながらも登校

する事例が出てくる可能性がありますので、やはり先生方には子ども達の健康観察をきめ細か

にしていただきながら、一斉に朝に検温し直すとかいう手立てで危険性を排除していただきた

いと思っております。一番集団が大きくなるところで、クラスターが起き得る危険性が十二分

にあるところなので、慎重を重ねていただきながら、学校でクラスター感染が起きないように

配慮していただきたいと思っております。 

〇山田教育長  この間の３連休から学校も始まって部活も始まるという報道があって、全体的

に気持ちが解放の方に向かって、でも現実は２月の終わりよりも厳しくなっていて、その自覚

を持って警戒をしてくださいというのは校長会でも教頭会でも伝えたので、最善のことはやっ

てくださっているのかと思います。 

〇瑓委員  体のこともそうですが、一番怖いのはいじめですよね。もうなってしまったらどう

しようもないので、それがきっかけでいじめに発展したり、今だったらコロナになったらみん

な消毒されるだろうし、それが小さい子どもにも及ぶとすごく辛いではないかと思います。そ

ういうことはいつでも起こりうることなので、そこが本当に怖いと思います。報道では小さい

子どもはきちんとマスクをするのも難しいのではないかと聞くので、それを親御さんが買いに

走って順番とかついたりすると返って体の具合も悪くなってしまうし、そこのところもマスク

があればいいけど、うまく使うには大変なので、先生方も大変だと思うんですが、子ども達に

うまく教えていただければと思います。 

あとはできれば触らずに検温できる体温計が手に入るといいですよね。不足しているとは聞

きますが、あればいいですね。 

〇越中谷次長  非接触型体温計も市の方に配備されましたが、幼稚園や保育園を優先的にとい

うことで、ちょっと小・中学校のほうにはまわっていないという状況です。 

〇篠原委員  幼稚園や保育園は日常的に子ども達が入ってきていますので、それはそれで優先

されるべきだと思いますが、これから４月になって学校も児童生徒が入ってきますので、少な
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くとも学年に１台とか、これは学校の規模によっても違いますけれども、そういうような体制

をとっていただきたいと思います。そうでないと危険因子が入ってくると怖いですので、でき

るだけそういうことは未然に防止していただきたいと思っております。これは市の当局にお話

しをしていただきながら、できるだけ各小中学校にも非接触型の体温計が配備されるようにご

尽力いただきたいと思います。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。 

〇山下委員  ウイルスは口から入ってくるものですから、給食が一番怖いわけですよね。アル

コール消毒が有効であると言われていますので、アルコール消毒液の備蓄が足りているのかの

現状が知りたいですし、給食前に机をふいたり手を洗ったりという習慣をきちんとつけていた

だくことをおさえているのか、その辺まず防止の方が大事だと思いますし、熱が出る前が一番

大事なので、その徹底がどうなっているのか。今ニュースを見ていると、特に若い先生方につ

いては感染していてもわからないということがあるので、先生方全員がマスクをして授業やお

話をしていただきたいと希望しておりますが、マスク、アルコール消毒液の備蓄があるのかわ

かれば教えてください。 

〇山田教育長  越中谷次長、お願いします。 

〇越中谷次長  アルコール消毒液の備蓄については学校ごとにかなり差がありました。それで

予備がある学校のところのものを少し回すということをしています。アルコールについて今不

足して、足りないということは聞いていません。 

児童生徒の体調管理はもちろんですが、きのうの校長会、教頭会で伝えたのは、教職員の体

調管理ということと、保護者、地域の方も含めて情報をしっかり共有しておくということで、

教職員については例えばカラオケとかスポーツジムとか、そういうクラスターが発生しやすい

ところ、リスクが高いところに安易に行かないようにとは伝えてあります。 

〇山下委員  一番怖いのは、自分が感染していてもわからないのが一番怖いですよね。例えば

先生方が全員マスクをして授業ができないか、それに対応するだけのマスクの備蓄があるのか

というのが気になっています。 

〇越中谷次長  マスク着用については伝えてありますので、当然マスクをして授業をされてい

ると思います。もう一度確認しておきます。 

〇篠原委員  マスクは市のほうから各学校に教職員のマスクをきちんと提供していただきたい。

それから先日、市民会館の別室で会議をしていましたが、会議のあと、机をアルコール消毒で

きちんと拭いていました。市民会館の中でもきちんとした対応をとられているという現状を目

の当たりにしましたので、先ほど山下委員がおっしゃったように、学校においては特に給食の

前に一斉に各教室の机をアルコールで拭くというような、きめ細かな予防策が必要ではないか

と思います。それについてもマスクやアルコールの不足が心配されますので、特に４、５、６

月は子ども達のいろんな活動の時期になってきますし、まだまだコロナウィルスが衰えを示し

ておりませんので、そういうようなことも踏まえて予防策をとっていただくよう、御指導いた

だきたいと思います。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇佐野委員  アルコール消毒について、学校に設置してあると聞いていますが、設置する場所

はきちんと増えているのかと思いまして……。というのは、子どもに聞いたのは職員玄関とか
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お客様が入るような、そういうところには置いてあるけれども、教室の近くとかそういうとこ

ろには置いていないと聞いたので、設置場所をもう少し考えて増やしてほしいと学校に伝えて

いただきたいかと思います。 

それから今、首から下げるウイルス除菌みたいなものが結構出ていますが、それは学校に付

けていっても問題ないですか。効くか効かないかわからないですし、マスクのほうがもちろん

いいと思いますが、予備として学校に付けていっても問題ないのかと思いまして、お聞きした

いです。 

〇越中谷次長  そちらについてあまり知識がなく初めて聞きましたが、教育委員会としてそれ

が統一して良いとか悪いとか通知することはないと思うので、学校の判断になるかと思います

が、有効であればこの時期ですと可能ではないかと思います。ただ統一してメール等したりな

どはしないと思いますが、検討はさせていただきます。 

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 12号 令和２年３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１２号 令和２年３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 

 

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。 

〇山下委員  上田市議会議員からの学校外の学習環境整備について、答弁の中で加賀温泉駅前

の整備の話が出ていますが、以前の中・高連携で考えると、加賀温泉駅というより大聖寺駅だ

という気がしていましたが、加賀温泉駅の整備の方向が何かありましたら教えていただきたい

と思います。 

〇山田教育長  塾の環境ですが、加賀温泉駅のほうが利便性は一番良いだろうということで、

子ども達が集えるようなスペースを設けると。小松駅前には塾がたくさんありますよね。その

ような環境を加賀温泉駅の近くにつくると、高校の魅力化にもつながるのではないか、高校生

の流出防止にもなるのではないかとそういう話です。 

〇山下委員  であれば、加賀温泉駅ではなくて、大聖寺駅には高校が２校あります。大聖寺駅

のほうが高校生の集まる場所としてはいいのではないか。そういうところがあれば例えば大聖

寺高校に行こうか、大聖寺実業高校に行こうかと、小松の高校に流れないためにはという意見

があると思います。これは私の意見です。 

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13号 令和２年度予算について小茂出課長、お願いいたします。 

 

 報告第１３号 令和２年度予算について 

小茂出課長   資料に基づき説明 

越中谷次長   資料に基づき説明 

宮下課長    資料に基づき説明 

新家館長    資料に基づき説明 
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喜多課長    資料に基づき説明 

北口課長    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  全体を通して今年度は約６％減となっています。その大きな原因は何ですか。 

〇山田教育長  小茂出課長、お願いします。 

〇小茂出課長  おそらくですが、去年はエアコン工事費の金額が国のほうでつきましたので、

その金額が今年はないということで大きく下がっております。 

〇篠原委員  １億７千万円程が減っておりますけれども、他の社会教育等々の諸団体に対する

事業が縮小されることがないようにということで御配慮いただいていると思いますが、エアコ

ンだけならば安心をしました。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。よろしいですか。 

それでは報告事項は終わりました。追加議案が２件ありますので、そちらに入りたいと思い

ます。議案第 11号 加賀市文化振興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１１号 加賀市文化振興審議会委員の委嘱について 

北口課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  全員を再任ということですが、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。 

では議案第 11 号 加賀市文化振興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。 

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。 

続きまして議案第 12号 加賀市文化財保護審議委員の委嘱について北口課長、お願いいたし

ます。 

 

 議案第１２号 加賀市文化財保護審議委員の委嘱について 

北口課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  こちらも全員の再任ということですが、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。 

それでは議案第 12 号 加賀市文化財保護審議委員の委嘱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。 

 以上で本日の議件が終わりました。 

その他の人事異動について小茂出課長、お願いいたします。 
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 人事異動について 

小茂出課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  ４名の異動ということで、これまでどうもありがとうございました。お疲れさ

までした。 

  続いて、その他のその他で次回の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  ４月 22日水曜日の 13時 30分からということで予定に入れておいてください。 

 以上ですべて終了しましたが、委員の皆様から、この際何かございますでしょうか。よろしい

ですか。 

それでは以上で第４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。 

 


