
 - 1 - 

 

令和 3 年 第 1 回 教育委員会定例会議事録 

招 集 日 時 令和３年１月 26日（火曜日）午後１時 30分開会／午後 2時 30分閉会 

招 集 場 所 交流プラザさくら 204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、公下次長兼学校指導課長、渡部教育庶務課長、宮下生涯学習課長、新家中央図書館長、 

山下山中図書館長、宮本教育総合支援センター所長、田中スポーツ推進課長、中蔵教育庶務課長補佐 

 

令和３年第１回教育委員会定例会開会宣言 

挨拶 

〇山田教育長   今年第１回目の教育委員会定例会となりますが、昨年、最後の教育委員会か

ら 1カ月の間に本当にいろいろなことがあったなと思っております。 

まず大雪がすごかったですね。学校が始まってすぐ一夜にして大変な大雪になりました。学

校の方では急遽始業時刻を遅らせるという対策を行なった学校もありました。特に山中方面は

雪が腰まであったということで、８号線もストップして福井方面から来る先生方は来られない

状況もあったと聞いております。私が子どもの頃はもっと雪が多かったなと思うんですが、や

はり暖冬に慣れているというか、ちょっと雪には弱くなったかなという感じがしております。 

２つ目はコロナの蔓延状況というのが、いよいよ加賀市にきたかなと思うような状況になっ

たときもありました。職員の家族とか、児童生徒の近隣の方にコロナらしき症状が出たとか、

結果的には大丈夫な場合がほとんどだったんですけど、本当にいつ学校の方に入ってきてもお

かしくないんじゃないかという状況でした。学校はピリピリして、クラスターを作ってはいけ

ないと、気を使った学校運営を強いられている状況かと思います。 

最後は三木小学校の統廃合がいよいよ決定する見込みであるということです。この前、大学

の共通テストがありましたけど、共通テストの流れは、知識だけではなく、表現とか判断とか

思考とか、そういうような力を問う問題になってきたということをニュースでやっていて、皆

さんも気に留めているかと思いますけれども、昨日、作見小学校で授業研究会がありまして、

まさに知識のところではなくて、表現力とか判断力を問う授業を行なっておりました。どんな

授業かといいますと、自分がプロフェッショナルだと思う人は、どういう人で、どういうこと

をする人なんだということを、自分の考えに基づいて友だちと協議して、その考えを練り上げ

ていって、最後に自分で文章や動画を作って発表するというような授業なんですけど、これが

本当に２、３人の学級でできるのかどうか。これから求められる学力、やはりある程度の学級

規模がないとそのような授業が実現しないということを改めて感じました。今回、三木小学校

が統廃合する方向で協議をしておりますが、本当に統合はしたくはないんですが、今後にとっ

ては仕方がないのかなということを昨日の授業を見て改めて思った次第であります。これから

決まる方向になっていくと思うんですが、来年度１年間かけて、三木小学校の子ども達がスム

ーズに錦城小学校の方に統合できるように、努力してやっていかないといけないと思っており

ます。 
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  それでは審議事項に入りたいと思います。審議事項の１つ目ですが、昨年の教育委員会から

の継続審査となっております。令和２年議案第 36号、家庭教育推進会議設置要綱の一部改正に

ついて（継続審査）宮下課長お願いいたします。 

 

 令和２年議案第３６号 家庭教育推進会議設置要綱の一部改正について 

（継続審査） 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

〇山下委員  最終的に結論を出すものではないというかたちの書き方に大きく変わって、それ

は条文の中で見えておりますし、最後の「決する」という部分も削除されていますのでいいん

ですけれども、もうひとつ大きく変わったのが、会議の組織の委員のメンバーが、社会教育関

係者、学校関係者、社会福祉関係者というふうに大枠になったわけです。例えばこれについて

内規みたいなものを設ける予定はございませんか。 

〇山田教育長  宮下課長、お願いします。 

〇宮下課長  要綱の方では定めず、別の内規として、こういうカテゴリーの方に関してはこう

いう人を選ぶというようなものを作るつもりはないかというご質問でよろしいですか。 

〇山下委員  はい、そうです。 

〇宮下課長  そういうものを作らないと継承されていかないと思いますので、それは事務局等

で考えさせて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。よろしいですか。 

それでは令和２年議案第３６号、家庭教育推進会議設置要綱の一部改正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１号、加賀市立三木小学校の統合について、議案第２号、加賀市立学校設

置条例の一部改正について、議案第３号、加賀市立学校通学区域規則の一部改正についてはす

べて三木小学校に関係した議案になりますので、３つ併せて説明をしていただいて、そのあと

ひとつずつ採決してまいりたいと思います。それでは説明を渡部課長お願いいたします。 

 

 議案第１号 加賀市立三木小学校の統合について 

 議案第２号 加賀市立学校設置条例の一部改正について 

 議案第３号 加賀市立学校通学区域規則の一部改正について 

渡部課長   資料に基づき説明 

 

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。 

〇篠原委員  三木地区の方、三木小学校校区の方の苦渋の決断で、来年の４月に錦城小学校に

統廃合されるということを決断いただいたことは、本当に心から感謝を申し上げたいと思って

おります。ありがとうございました。 
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三木地区の方から全部で 10項目にわたって要望事項が上がってきており、これについてはご

検討中だろうと思いますけれども、もし今の段階でおわかりのことがあれば教えていただきた

いです。 

一つ目は４番の「統合時期に先駆けてＡＢ方式を早急に解消する」とあります。ＡＢ方式と

いうのは先生が学年をまたがって教えている複式学級だと理解しておりますけれども、それを

解消して教員を増やしてほしいと。つまり市単独で２名を増やしてほしい、そして各学年ごと

に１名の学級担任を配置してほしいという要望だと理解しております。このことについてどう

考えているのかお尋ねいたします。 

それから６番の統廃合後の三木小学校の活用方法についてです。非常に気になるところで、

各市内の小学校はすべて防音工事が完了しておりますので、安全面でも非常に良い施設になっ

ていると思います。例えば黒崎小学校はグラウンドが芝生になって、緑丘小学校はドローンの

基地になっていますよね。三木小学校も今後どういうかたちで活用されていくのか、もしわか

れば教えていただきたいです。例えば私が考えているのは、最近災害が多発していますので、 

緊急物資の備蓄基地にするだとか、あるいは学校中心に加賀市の災害の基地にするなど、そう

いうものも考えられると思います。 

最後に５番の令和３年４月入学予定の新入学生はどちらでも選択できるようにということで、

これは私もいいことだと思います。もし現状で来年度、三木小学校に入られるお子さんがいら

っしゃるのかどう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。以上３点です。 

〇山田教育長  要望事項に関連してございますか。 

〇瑓委員  三木小学校と錦城小学校は制服は違うんですか。 

〇山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。では公下次長お願いします。 

〇公下次長  三木小学校について、制服は同じだと聞いておりますので、その点は大丈夫だと

思います。 

  それからＡＢ方式についてですが、県からの非常勤の複式解消講師の方は要望を続けていき

ます。その配置とプラス市からですけれども、複式解消というよりは授業充実の非常勤講師を

今１名考えております。これに関しては、複式をすべて解消するというよりも、例えば体育と

か２学年くくりの部分で、未履修がないようにということで補充での非常勤講師を考えており

ます。その点については今県が１人、市から１人ですけれども、また学校とカリキュラムを併

せながら状況の確認をしていきます。 

それから新入生に関してですが、今のところ入学する児童はおります。新しい１年生に関し

ては教育上の関係を考えるとどちらか選べるようなかたちは必要かなとは思っております。 

〇篠原委員  新入生は何名いらっしゃいますか。 

〇山田教育長  梶谷局長、お願いします。 

〇梶谷局長  対象が４人でそのうちの２人です。この要望が出る前の状況ですので、この２人

につきましてもどういうふうに変わるかも確認しながらになります。 

そして跡地なんですが、小学校を廃止すると普通財産なので、教育委員会の財産ではなくな

るところはあるんですけれども、教育委員会だけではなくて市長部局と話をしていく必要がご

ざいますし、他のところも含めましてやはり活用策というのは必要です。すぐにというわけで

はないですが、そういうふうに考えております。 



 - 4 - 

〇篠原委員  ありがとうございます。今気になっているのは跡地で、大切な市の財産でもあり

ますし、建物というのは使わないとどんどん劣化してしまって良くないので、ぜひなんらかの

かたちで早急にこのようなものに使いたいと、できれば菅谷小学校みたいに民間に売却できれ

ば最高なんですけれども、そこまでいかなくても、やはりそういう施設とか拠点を求めていら

っしゃるところは多く各種団体の方でいらっしゃると思うので、できるだけ有効に活用してい

ただきたいということを重ねてお願いを申し上げます。よろしくお願いいたします。 

〇山田教育長  他に何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

  それでは議案第１号、加賀市立三木小学校の統合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。 

議案第２号、加賀市立学校設置条例の一部改正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。 

議案第３号、加賀市立学校通学区域規則の一部改正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。 

  審議事項は以上でございます。本日報告事項はありません。続けてその他に入ります。令和

２年度 小・中学校 卒業式の開始時刻の訂正について公下次長お願いいたします。 

 

 令和２年度 小・中学校 卒業式の開始時刻の訂正について 

公下次長   資料に基づき説明 

 

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。 

〇篠原委員  日程と内容について確認ですが、来賓の出席もないということで理解してよろし

いですか。 

それから小規模の学校なら全校生徒が参列できると思いますけれども、例えば９時半から時

刻を変更した学校については、もしかしたら全校生徒が入れなくて、それに伴う下校指導等の

諸事情があったのかなと。そういうことで時間が変わってきたのかなと理解すればよろしいで

すか。 

あと中学校ではきちんと９時半ということで前回と同じになっていますけど、中学校ではそ

ういう配慮が必要ないのかということも併せてお願いいたします。 

〇山田教育長  公下次長、お願いします。 

〇公下次長  今回教育委員の皆様にはご出席をお願いすることはございませんので、ご承知く

ださい。 

小学校の時間の変更については、委員のおっしゃる通り、学校規模によっては小さいところ

では全員が出るところもありますし、大きなところでは在校生が帰ったあとに式というところ

もありますので、時間を変更しました。 

中学校に関しては、ほとんどの学校は午前中に式を終えまして、午後から在校生が登校して

授業をするというかたちで行ないますので、中学校の開始時間はすべて同じになっております。 
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〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇瑓委員  小学校の時間帯が割と変わったんですが、来賓の都合だけではなくて、保護者の都

合もあるのかなと思っていたんですが、その辺はどうですか。 

〇山田教育長  公下次長、お願いします。 

〇公下次長  私が聞いている限りでは、保護者の方と学校の在校生の状況で時間変更を聞いて

おります。 

〇山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

  続きまして加賀温泉郷オンラインマラソン 2021 のチラシについて田中課長お願いいたしま

す。 

 

 加賀温泉郷オンラインマラソン２０２１のチラシについて 

田中課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  いよいよ募集開始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。 

〇篠原委員  議会でも委員さんの中から具体的な提言がいくつか出されたと記憶しております

けれども、加賀市のオンラインマラソンの特徴といいますか、具体的なものがありましたら教

えていただけたらと思います。 

〇山田教育長  田中課長、お願いします。 

〇田中課長  競技の内容としましては、目新しい特徴というのはないような状況となっており

ますが、「加賀市のいいところ大募集」というものがありまして、詳細につきましてはまた４月

の開催が近づきましたら、インスタグラムの方に詳細を掲載させていただく予定としておりま

すが、現段階としましては、開催期間中に加賀市内の名所、名所に限らず素晴らしい景色など、

お気づきになられた場所、そういったところを写真に撮っていただきまして、それをインスタ

グラムの方にアップして加賀温泉郷をＰＲしていただいた方の中から抽選で５名の方に、市内

で使える２万円分の旅館宿泊券をプレゼントさせていただきたいと考えております。これによ

って加賀温泉郷マラソンのブランドを維持していくことに加えて、加賀温泉郷を積極的にＰＲ

していきたいということを考えております。それに加えまして、参加賞の中で山中漆器のお箸

を使わせていただいたということと、また抽選で旅館宿泊券の他に 100 名に豪華景品をプレゼ

ントとありまして、景品の内容については今後大会ホームページの方で明らかにしていきたい

と思っているところですが、現段階としましては、参加賞とは別の山中漆器のもの、あとは九

谷焼、そのほかにＪＡさんにご協力いただきまして加賀九谷野菜の詰合せのようなもの、その

他何点か選定したいと考えているところであります。こういったものを提供することで、積極

的に加賀市の方をＰＲしていきたいと考えております。 

〇篠原委員  このように加賀市独自のものをＰＲしていただくと大変有難いですし、エントリ

ー期間が２月７日からになっていますので、できるだけ詳しい内容についてぜひ早めにホーム

ページ上等でアップしていただきたいと思っております。そうすれば加賀市はこういうところ

が素晴らしいなと、参加してみようかなというような参加者が増えるんじゃないかなと期待さ

れますので、できるだけそういう情報については早め早めにアップしていただきたい。豪華景
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品もこういうものがあるんだと、具体的に 100 名の方にこのようなものが当たるということで

ぜひ早めの情報提供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。 

〇山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

  それではその他で次回教育委員会定例会日程について渡部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 

渡部課長   説明 

 

〇山田教育長  ２月 24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。 

  この際ですから、委員の方から何かございますか。 

〇山下委員  今日は三木小学校の審議があったわけですけれども、同時に三谷小学校の方も同

じ時期で進めるというようなことではなかったかと思います。もし差し支えなければその辺の

進行状況とかがわかればお示しいただきたいと思います。 

それともうひとつ８号線の陸橋の削除によって、庄小学校に行くのに８号線を渡らないとい

けないというような話がございます。それについて何か対策があったのであればお願いいたし

ます。 

〇山田教育長  梶谷局長、お願いします。 

〇梶谷局長  三谷小学校については、昨年度、保護者向けに 1 回、その他に地区会館で地域の

方に向けて１回説明に入ったんですが、まだ地元との意思決定ができていないということで、

保護者の方が悩んでいる状況です。地域の方は保護者の意見を優先ということはわかっている

んですけれども、保護者の方から明確な意思表示というものがないもので、あればというかた

ちで動いているんですが。今回の三木小学校のことを受けまして、コロナが落ち着きましたら

状況確認をさせていただきたいと思っております。 

〇山田教育長  学校通学路に関してですが、工事が始まってから８号線は危ないということで、

地域の方や職員が毎日登下校の時間帯に立ってくださっていて、ガードができるまで対応を続

けるということです。 

  他、ございませんか。 

〇篠原委員  三谷小学校の状況を教えてください。全校生徒が何名いて、例えば来年度は何名

入るのか。そして今後、どういうかたちになっていくのか、次回でも結構ですので併せて教え

ていただければと思います。 

〇山田教育長  公下次長、お願いします。 

〇公下次長  来年度の入学に関しては確認をしておりますけれども、今年度の児童数は、去年

の５月時点で 31名が全校生徒と確認をしております。 

〇篠原委員  完全複式学級ですか。 

〇公下次長  １、２年生は複式、３、４年生は人数はぎりぎりで別になります。５、６年生は

複式なので、現在は４学級になります。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇佐野委員  コロナの状況によると思いますけれど、今、不織布のマスクの方がいいとすごく

言われているんですが、卒業式とか入学式に特にそれを使ってくださいというのは今のところ
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はないですか。あえてそれを指摘してということがあったみたいで、ここは状況的にいったら

そんなに都会よりはと思いますが。 

〇山田教育長  公下次長、お願いします。 

〇公下次長  今のお話はニュースや新聞などでもお聞きしておりますが、今のところこれを推

奨しているとか、このかたちでということは特にはお話はしていません。ただ感染対策はしっ

かり継続していくようには校長会でもお伝えしております。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇篠原委員  前回、市の方のコロナ対策で、携帯型の消毒液を配布したということでありまし

たけれども、そのことに対するトラブル等はないでしょうか。私が一番気にしていたことは、

おもちゃのようにして出したり、あるいはそれがすぐになくなって詰め替えをしなくてはなら

なかったりということは学校では聞いていないですか。 

〇山田教育長  公下次長、お願いします。 

〇公下次長  現在、直接はこちらの方にはあがってきてはいませんが、その点については、学

校からの様子を確認していきたいと思います。 

〇山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

それでは以上で第１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。 
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