
 

第１回白山市教育委員会会議録 

 

１ 日 時 平成２８年２月２６日（金） 

開会 １５時 

閉会 １６時４６分 

 

２ 場 所 白山市役所本庁舎４階 ４０２会議室 

 

３ 出席者 

教育長   松井 毅       教育長職務代理者  橋本 外志 

委 員   川上 隆夫      委 員       水洞 満子 

委 員   喜多 広司       

 

４ 欠席委員（１名） 

委 員   平西 富士子 

 

５ 事務局 

   教育部長      松本 一之   図書館統括管理者松任図書館長 森下 豊 

   事務局次長兼スポーツ課長 掛上 正則 教育総務課長   能嶋 秀信 

   学校教育課長    中村 治郎    生涯学習課長   竹内 浩一 

   子ども相談室長   村井 とし子   文化財保護課長  髙橋 由知    

   松任図書館図書サービス課長 大宮 英幸   美川図書館長    川口 幸寛 

鶴来来図書館長  中村 泰広     白山ろく分室教育課長 西本 隆 

文化振興課長   木田 清        

 

書記職氏名 

   教育総務課課長補佐  山田 純一   教育総務課庶務係長  高崎 浩司 

 

６ 案件 

議案第１号 平成２７年度白山市一般会計補正予算（教育費）について 

議案第２号 平成２８年度白山市一般会計予算（教育費）について 

議案第３号 河内小学校建設工事（校舎建築）請負契約について 

議案第４号 河内小学校建設工事（屋内運動場建築）請負契約について 



議案第５号 白山市立小学校及び中学校通学区域の一部変更について 

議案第６号 白山市青少年育成センター条例の一部を改正する条例について 

議案第７号 白山市公民館条例の一部を改正する条例について 

 

７ 議事の経過等 以下のとおり 

 松井教育長の開議あいさつに続いて、議事録署名委員として水洞委員を指名した。   

 諸般の報告について、教育部長より教育長が出席された行事の概要について報告した。 

   ■主な行事の内容（H27.11～H28.2） 

    ・１１月２９日 

第４３回千代女少年少女全国俳句大会表彰式 

・１１月３０日 

第１１回白山市菊花大会表彰式 

・１２月１日～１８日 

市議会１２月会議 

・１２月１０日 

全国大会出場者激励会 

・１２月１２日 

白山市ＰＴＡ大会が鶴来総合文化会館 

・１２月２５日 

市内の高校校長と市長との懇談会 

・１月３日 

サッカーの新春初蹴り会、剣道の稽古はじめ 

・１月４日 

白山市体育協会新年互礼会 

・１月５日 

白山市校長会新年会 

・１月１０日 

白山市成人式 

・１月１２日 

石川県中学校スキー大会開会式 

・１月１４日 

第４回総合教育会議と教育委員会協議会 

・１月１７日 

第１１回市民体育大会スキー競技会 

・１月２５日 

第３回石川県市町教育長会 



・１月２９日～３１日 

常陸宮賜杯第６６回中部日本スキー大会 

・２月３日 

石川県市町教育長会 

・２月６日 

第１１回白山市室内ジュニア水泳競技大会 

・２月９日 

第７１回国民体育大会冬季大会スキー競技大会、第６８回県民体育大会冬季大会

スキー競技会の出場者激励会 

・２月１０日 

白山市・野々市市保健衛生、学校保健等に係る懇談会 

・２月１３日～１４日 

第６８回県民体育大会冬季大会スキー競技会 

・２月１６日 

平成２７年度白山市へき地教育振興会第２回理事会 

・２月１７日 

平成２７年度白山市小中学生感性のびのび俳句大会表彰式 

・２月１７日 

全国大会出場者激励会 

・２月１９日 

叙位叙勲伝達式 

・２月１９日 

文化財保護審議会 

・２月２０日 

白山市連合壮年会市政懇談会、高齢者叙勲伝達式 

 

 

本日の議題について審議に入り、議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案

第５号、議案第６号、議案第７号について説明・質疑応答が行われ、原案どおり承認し、閉

会した。 

 

【案件の説明および諸報告について】 

 案件について、事務局より説明・報告し、原案どおり承認された。 

 

【主な質疑・応答の内容について】 

 ○議案第２号 平成２８年度白山市一般会計予算（教育費）について 



水洞委員 教育総務費の内の市内県立高等学校振興会学力向上支援事業補助金に

ついてお尋ねしたいのですが、以前、高等学校振興会の補助金は減額さ

れて８０万円になったと聞いています。今回の学力向上支援事業補助金

は各校２０万円で、振興会への補助金を各校合計１００万円ずつにする

という事でしょうか。 

もう一点ですが、教育指導費の内の特別支援教育支援員配置事業で、配

置人員は平成２５年度が３２人、２６年度が３８人、今年度が４５人に

対し、２８年度で４７人となっています。全体の児童数は減少傾向にあ

ると思うのですが、支援員を増員するということは、支援が必要な子が

増えているということでしょうか。 

能嶋教育総務課

長 

ご質問のありました市内県立高等学校振興会学力向上支援事業補助金

でございますが、これは新設でございます。これまでも毎年８０万円の

定額で各高校に補助をしてきましたが、それに加えまして、今回はモデ

ル事業として市内３校に特色ある授業の取り組みをお願いするもので

す。限度額を６０万円としているもので、単純に各校に２０万円ではあ

りません。各高校での取り組みの実績を見ながら交付する予定です。 

中村学校教育課

長 

ご指摘いただいたように、特別支援教育支援員は平成２５年度には３２

人でありましたが、平成２８年度は４７人を配置する予定になっていま

す。全体の児童生徒数は減少傾向にある中で支援員が増えている状況で

あります。予算要求に際しては、学校現場からの要望、色々な検査結果

などの資料に基づいて教育委員会で内容を精査しています。支援が必要

な児童生徒数は平成２５年度時点では３６０人、来年度については４９

２人となっております。学校現場では、全体として児童生徒数が減る中

にあって、支援を必要とする児童生徒は逆に増えていると判断していま

す。 

喜多委員 教育総務費が全体として減額となった理由をお尋ねしたいのと、幼稚園

費の中で就園奨励費補助金というのがかなり大きな額になっています

ね。これはどういった補助金なのか教えていただけますか。 

能嶋教育総務課

長 

教育総務費は４３０万円ほどの減額になっています。平成２７年度の当

初予算におきましては、教育長車の更新をしたいとして予算要求してお

認めいただきました。その後、副市長車を教育長車に転用することとな

り、代わりに教育委員会の公用車を購入した経緯があります。平成２８

年度の予算では、その分が盛り込まれておりませんので減額となりまし

た。 

中村学校教育課

長 

就園奨励費補助金につきましては、対象予定は７２０名です。この補助

金の性質は、私立幼稚園に子を就園させている保護者に対し、公立幼稚



園との差額分を補助するものです。 

水洞委員 教育指導費の内、高等学校等修学旅行費支援事業ですが、平成２６年度、

２７年度とも３６０万円だったのが、２８年度で４２０万円に増えてい

るのは、希望してくる生徒が増えているからなのでしょうか。 

中村学校教育課

長 

これは１人あたり３万円の補助で１４０人分を予定しております。これ

は希望すれば支給されるものではなく、小中学校での就学援助に該当す

る家庭への補助です。世帯の所得状況を確認して交付決定を行っており

ます。平成２７年度におきましては、１２０人を見込み予算を組んだの

ですが、申請者がそれより多く流用等で対応しております。 

橋本教育長職務

代理者 

平成２７年度は総合教育会議が設置された年であり、１月に行われまし

た最後の会議におきましては、私たち教育委員は少しでも教育委員会の

予算が認められるようにと、それぞれの立場から意見を述べました。教

育委員会に必要な予算獲得のために、いわば応援団のつもりでお話をさ

せていただいたところです。そうした事がどの程度効果があったのか、

もちろん財政事情は大変厳しい状況であることは承知しておりますが、

事務局としてはどのように受け止めておられますか。 

それともう一点、中期計画に載っていないもので新規事業があったと思

いますが、教育委員会全体として予算要求した新規事業がどれ程あっ

て、どの程度まで予算が認められたのか。分かる範囲で結構ですので教

えてください。 

能嶋教育総務課

長 

１月の総合教育会議におきましては、市長を交えて教育委員会全体でお

話し合いいただきました。内容は現在、議事録を取りまとめているとこ

ろですが、特に予算につきましては、教育総務課分では、オリンピック

関連でプール温水化事業が、中期計画では採用されなかったものが、総

合教育会議の中で、調査をしたらどうかというご提言をいただき、それ

が新規に予算に反映されたものです。他課の事業でも、例えば支援員の

増員が必要ではないかというご提言をいただいたものが、学校教育課の

予算に反映されていると思われます。そうした意味では、会議の中で皆

様からいただいたご提言が予算の中に盛り込まれているのではないか

と事務局は受け止めております。 

新規事業につきましては、細かく何件というのは申し上げられません

が、中期計画で認められなかったもので予算が付いたのは、今申し上げ

たプールの温水化事業がございます。中期計画はハード事業が中心にな

っておりまして、施設の改修や設計、調査などが主な対象になっていま

す。その他のソフト事業においては、中期計画では挙がっていませんが

新年度予算において認められたものもありますので、皆様の提言が反映



されたものがあるのではないかと認識しております。 

川上委員 スポーツ振興費の中で、トレーニング監視員報償が大半を占めているよ

うですが、どういった内容か教えていただけますか。 

掛上事務局次長

兼スポーツ課長 

監視員は６名おります。予算計上しているのは６１２回分です。松任総

合運動公園などの体育施設でトレーニング機器を正しく安全に使って

いただくために、特に初めて利用される方には使い方を教えたりする業

務をしていただき、その謝礼を支払っております。 

川上委員 監視員というより指導員という意味合いが大きいのですかね。 

 指導の役割が大きいと思います。施設には血圧計や体脂肪計も備えてお

りますので、それらを使った体調管理のアドバイスも行っておりまし

て、利用者がそれぞれ自分に合ったトレーニングができるよう取り組ん

でいます。  

川上委員 分かりました。高齢化社会が進んでいきますので、健康づくりのために

今後も続けていただければ良いと思います。 

水洞委員 社会教育総務費の関係で、成人式開催事業で、式の写真をアルバムにし

て記念品として配付する事業は大変良いと思います。中身を見させてい

ただきましたがとても面白かったです。 

竹内生涯学習課

長 

成人式につきましては、合併前の自治体での内容を踏襲してきたのです

が、分室教育課が統合されて生涯学習課に担当が一本化されていく流れ

もあり、記念品などの内容も統一していこうと考えまして、今回は記念

品をアルバムに統一しました。 

水洞委員 今年度からですか。 

竹内生涯学習課

長 

はい、今年度からです。 

水洞委員 分かりました。それともう一点ですが、スポーツ振興費の関連ですが、

市町対抗ふるさと駅伝は無くなったのですか。 

掛上事務局次長

兼スポーツ課長 

加賀市で行われていた大会ですが、交通規制の問題などもあり、開催し

ないこととなりました。 

   

○議案第５号 白山市立小学校及び中学校通学区域の一部変更について 

川上委員 現在この区域には住宅は建っていますか。対象となる児童がいるかも教

えてください。 

中村学校教育課

長 

北安田町南１班、２班であり住宅地には家が建っていますし、現在蕪城

小学校に通っている児童もいます。土地区画整理事業が行われる場所に

は、現在蕪城小学校に通っている児童はいませんが新年度に１年生にな

る児童が１名います。北安田町南１班、２班には現在蕪城小学校に通っ



ている児童は卒業生を除けば５名です。 

川上委員 その子たちは今後も蕪城小学校に通うことになるのですか。それとも千

代野小学校に替わるのか、その点はどうなっていますか。 

中村学校教育課

長 

本日の会議でお認めいただければ、４月１日からは原則として千代野小

学校に通うことになります。ただし、現在蕪城小学校に通っている児童

については、千代野小学校もしくは蕪城小学校のどちらでも希望する方

に通うことを認めていただけないかという要望を地元から受けており

ます。また、北安田町南１班、２班の新年度１年生になる児童につきま

しても、どちらか希望する方に通えるようにしていただけないかという

要望も出ております。その点も含めまして、教育委員会でご審議をいた

だければと思っております。 

川上委員 分かりました。 

 

 


