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令和元年 第 8 回 教育委員会定例会議事録 

招 集 日 時 令和元年 7月 24日（水曜日）午後 3時 30分時開会／午後 4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、北口文化振興課長、 

山下教育庶務課長補佐 

 

令和元年第８回教育委員会定例会開会宣言 

挨拶 

〇山田教育長  県内がいよいよ梅雨明けになったということで、子ども達の熱中症の心配もあ

りますので、去年のように暑くならなければいいなと思っております。 

今月の 18 日から 22 日にロボレーブの世界大会ということで、中国の広州へ行ってまいりま

した。結果はすべて予選敗退でしたが、表彰台に上ったチームの１位はすべて中国でした。13

種目全部中国が１位で、２位か３位にメキシコ、カナダ、コロンビアのチームが１つずつ入っ

ていました。中国の強さが際立った、そんな大会でした。その中で日本チームはだんだん良く

なって、これはロボレーブの良いところで、少しずつ条件を見ながら試して、改善していいか

たちになっていくと。予定ですと２日前の午後から練習ができるはずでしたが、それが前日か

らしかできなくなってしまって、でもみんな同じ条件なので、それに対応するのもロボレーブ

かなと思いました。その中で東和チームがすごくマナーがいいと審判に褒められました。他の

チームは強いですが、マナーがあまり良くなくて、昼食のゴミも食べてそのまま置いて帰ると

か、空港での長い列に割込みをするとか、日本なら注意されると思いましたし、いろんな国の

常識やマナーがあると思うんですが、外へ出てみて気付くこと、あるべき日本人のマナーや礼

儀がいいなと思いました。あとロボットについてですが、勝てない原因はロボットの物理的な

弱さというのもあるかなということで、今年はロボットの改善、改良等の予算もありますので、

各学校に希望をとって来月には配布して、11月の大会には改善したロボットで臨みたいなと思

っております。 

  それでは議件に入りたいと思います。本日、審議事項は２件です。議案第 83号、教育に関す

る事務の管理及び執行状況の点検及び評価報告書（案）について小茂出課長お願いいたします。 

 

 議案第８３号 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価報告書（案）について

【別冊】 

小茂出課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  ただいま説明がありましたが、こちらにつきましては大変ボリュームがありま

すので、例年通り委員の皆さんには持ち帰って見ていただくということで、継続審査というか
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たちをとりたいと思っておりますが、今の説明を聞いて現時点で気づいた点などございますか。

よろしいですか。それではこの件は継続審査ということでご異議ございませんでしょうか。 

〇委員  意義なし。 

〇山田教育長  それでは異議なしということで継続審査ということにいたします。もしご覧に

なってご不明な点がありましたら、庶務課長の方へご連絡をお願いいたします。それでは続き

まして議案第 84号、加賀市文化財の指定の一部解除に関する文化財保護審議会への諮問につい

て北口課長お願いいたします。 

 

 議案第８４号 加賀市文化財の指定の一部解除に関する文化財保護審議会への諮問について 

北口課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

〇篠原委員  文化財保護指定というのは大変重要なことだと思っております。指定されたこと

を一部解除ということで、これは市の所有の建物なのでそんなことはありえないと思いますが、

例えば民間の機関が持っているものがありますよね。そういうものに仮に文化財保護審議委員

会の先生が指定をされたと。そのあとにちょっと都合が悪いので、民間の方が壊したいと指定

解除を求める場合が今後起きないとも限らないと思います。今回の解除については問題ないと

思いますが、今後こういう解除という前例ができますと、うちを解除してくれというようなこ

とが安易に起きてくるかもしれないので、これからは指定なされるときには非常に慎重にやっ

ていただきたい。今後は解除ということがないように、旧新家家住宅に関してもあとでこのよ

うなかたちで解除されるとわかりつつあるのならば、始めからこの部分は除外して指定してい

ただきたい。それくらい文化財保護審議委員会というのは大変権威のある審議会だと思ってい

ますので、その点をまずよろしくお願いをしたいと思っております。 

それに関連して、指定解除をされるきっかけというのは、先ほどおっしゃったように文化振

興、観光振興ということで、文化財の利活用に使われるのだとお聞きしております。そのこと

で現在どのような進捗状況なのか、基本設計は終わったのか、実施設計は終わったのか、ある

いはもう工事にかかっているのか、あるいは今後どういう予定なのか、そしてそのことをどん

な目的に使われるのかということを今わかる範囲で結構ですので、教えていただければ幸いで

す。以上です。 

〇山田教育長  北口課長、お願いします。 

〇北口課長  いまほどの文化財指定のことについては文化財保護審議委員会の方にこういうご

意見があったということで改めて報告させていただきます。旧新家家住宅については預けられ

ている住宅を寄付いただいてから活用ということで、しばらく止まっておりましたけれども、

基本的に文化財の価値を残した上で、藩邸や山ノ下寺院群の中間という位置もございますし、

周遊的なもの、そういったものとして観光活用、休憩所として使いたいということで、現在、

修復のための設計を行なっているところでございます。設計につきましては今月中くらいに完

了できたらいいかなと思っております。今年の６月に修復整備のための補正予算を出させてい

ただいておりますので、設計が終わり、うまく手続きが確認できましたら工事の方を進めてい

きたいと思っております。現在の見込みとしましては、年度内での修復工事を終わらせたうえ

で、来年そういった公開、利用ということを考えております。具体的な利用としては茶室もご
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ざいますので、例えばお茶会を開くとか、そういうイベント等への貸し出し、または公開して

建物や庭園を見るとか、そういった利活用を現在考えているところであります。以上です。 

〇山田教育長  今後利活用するために今年度いっぱいで修復作業をすると。ですので、解除し

た部分は撤去するということですか。 

〇北口課長  はい。 

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 84号、加賀市文化財の

指定の一部解除に関する文化財保護審議会への諮問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。以上で審議事項は終了いたしました。続いて報

告事項に入ります。報告第 35号、かがっ子休日スクール（中学生英語）Ⅰ期参加状況について

越中谷次長お願いいたします。 

 

 報告第３５号 かがっ子休日スクール（中学生英語）Ⅰ期参加状況について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

〇篠原委員  今回初めてですよね。中学の英検受験を目指すということで大変良い試みだと思

っておりました。残念だと思ったことがひとつだけありますが、それは受験者数です。17名が

登録なさっていて、そのうち４名しか受験されなかったというのが非常に残念でした。いろん

なご事情があると思いますが、17名のうち半数くらいは受験してほしかったなと思います。そ

れから第２期は 34名の方が登録をされたということで、その中には第１期に登録された方も重

複して含まれているのかわかりますでしょうか。 

〇山田教育長  越中谷次長、お願いします。 

〇越中谷次長  今、名簿を持ち合わせていないので、同じ生徒が参加しているかちょっと把握

していないですが、またわかり次第お伝えしたいと思います。数から見ると同じ生徒が参加し

ているかなとは思います。級分けでいくと、３級が 13 名、４級が 12 名、５級が９名というこ

とで３級の登録者が増えています。今年度ですが、受験を前提にこのスクールに参加してほし

いと応募のときにも伝えてはいましたが、篠原委員のご指摘の通り、蓋を開けてみたら受験者

数の割合が非常に低かったということで、次回はそのことを子ども達にも伝えたいと思います。

ただ５回勉強してみてまだ自信がなかったのかなという気がするので、あと２回目、３回目あ

るので今年度で力をつけてぜひ受験をして合格してほしいなと思っております。 

〇篠原委員  学習を深めていただいて実際慣れていただくことによって受験者を増やし、そし

て結果的には合格者の数がどんどん増えていけばいいなと思っています。今回は第１回目です

からどんな様子なのか非常に興味がありましたが、２回、３回の中で同じ生徒さんが継続して

受けて自信を持たれてぜひ合格していただきたいと思います。新しいセンター試験でも民間団

体の英語のテストが受験資格として入ってくるということも聞いております。加賀市からいろ

んな大学進学を目指すときにも大変有効だと思いますから、このかがっ子休日スクールを充実

させていただきたいと思っております。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  受験者が少なかった原因というか、担当の先生から受けてみますかというような
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促しがあるとか、いやまだ早いよとか、そういうのは先生から指示があるのかと思いましたが。 

〇山田教育長  越中谷次長、お願いします。 

〇越中谷次長  担当者からの指示があったかどうかは把握してないのですが、受験生の様子と

いうことで非常に熱心に勉強していたということはお聞きしております。また担当の方にどん

な様子だったかということも含めて、２回目、３回目ぜひ受験してほしいということも担当者

から伝えるように言ってみます。 

〇山下委員  ボーダーラインとかその辺は担当の先生から見たらだいたいわかると思うので、

ぜひ受けてみませんかとか、何かあると生徒さんも受けやすいし、ちょっとやってみようかと

いう気にもなると思うので、その辺の指導があるといいかと思います。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇瑓委員  受験料はいくらくらいですか。 

〇越中谷次長  公開会場と準会場ということで、金額が変わっているようですが、５級だと公

開が 3,000 円、準会場が 2,000 円、４級だと公開が 3,600 円、準会場が 2,600 円、３級だと公

開が 4,900 円、準会場が 3,900 円となります。今年度から値上がりしまして、かなり高額かな

と思います。学校によっては受験料を学校で補助しているところもあると聞いています。 

〇山田教育長  この受験料ですとちょっと自信がないともったいないかもしれませんね。他、

ございませんか。 

〇篠原委員  講師の先生方というのは退職された英語の先生とかがやっていらっしゃるのです

か。それとも民間の方にお願いしているのですか。 

〇越中谷次長  講師の方は市で選定していますが、今実際に授業の方に補助で入っている方、

そういう資格を持っておられる方がしております。 

〇篠原委員  何名ですか。 

〇越中谷次長  ４名です。５級担当が１名、４級担当が１名、３級準２級で２名です。ただそ

の４名が常時出ているわけではなく、出られるときと出られないときがあります。 

〇山田教育長  他、ございませんか。 

〇佐野委員  ３級以上だと面接試験があると思いますが、そういうのも対応されているんです

か。 

〇越中谷次長  テキストを使って勉強しているので面接の対応はしていません。ただ今回は特

別に元英語の校長先生に講師として入っていただいて、面接の対応も一部されていたと聞いて

おります。 

〇佐野委員  ぜひ今後は実際にされたほうが、２次試験も入れて合格なので。 

〇山田教育長  他、ございませんか。よろしいですか。それでは続きまして報告第 36号、外国

語指導助手（ＡＬＴ）の新規採用について越中谷次長お願いいたします。 

 

 報告第３６号 外国語指導助手（ＡＬＴ）の新規採用について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。シンガポールからいらっし

ゃるということです。よろしいですか。続きまして報告第 37号、ロボレーブ世界大会の参加に

ついて越中谷次長お願いいたします。 
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 報告第３７号 ロボレーブ世界大会の参加について 

越中谷次長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  これだけのチーム数というのは私も今知りましたが、当日は全然発表がなく、

後日インターネットで詳しい発表をしますということで、当日は決勝にいくチームだけ発表さ

れました。2,000 人というと本当にすごい数で、来年度加賀市では規模は縮小してやらないと

いけないと思いますが、本当にコンサートみたいにプロジェクションマッピングとかロボット

が踊ったり、すごい大会でした。 

〇梶谷局長  補足で、なぜ北京ではなくて広州になったかというと、今、広州は日本でいう特

区みたいなかたちで、ＩｏＴやＩＣＴ関係を進めていて、10年前とは全然違います。 

〇山田教育長  他、何かございませんか。それでは続きまして報告第 38号、コンピュータクラ

ブハウス夏季イベントについて宮下課長お願いいたします。 

 

 報告第３８号 コンピュータクラブハウス夏季イベントについて 

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 39号、加賀温泉郷寛平ナイトマラソン２０１９の参加申込状況について喜多課長お願

いいたします。 

 

 報告第３９号 加賀温泉郷寛平ナイトマラソン２０１９の参加申込状況について 

喜多課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  これについて何かご意見、ご質問ございませんか。 

〇山下委員  今、世の中を賑やかせていますが、今の体制からどうなるかわかりませんけれど

も、例えばこの予算的なものについては、予算がまず有りきで来ていただくかたちなのか、今

後吉本の芸人さんの手当ての体制とかが変わってくると予算から大きく出るとか、そういうふ

うになってくるものなのか。その辺の見解をいただければと思います。 

〇山田教育長  喜多課長、お願いします。 

〇喜多課長  こちらの方からは予算有りきでお願いをしております。 

〇山田教育長  予算が途中で増えることはないということですね。他、ございませんか。よろ

しいですか。続きまして報告第 40号、ポルトガル柔道選手団の事前合宿について喜多課長お願

いいたします。 

 

 報告第４０号 ポルトガル柔道選手団の事前合宿について 

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 41号、台湾ホストタウン登録について喜多課長お願いいたします。 
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 報告第４１号 台湾ホストタウン登録について 

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 42号、令和元年６月加賀市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４２号 令和元年６月加賀市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  この通りでお願いします。続きまして報告第 43 号、各課の目標（文化振興課）

の修正について北口課長お願いいたします。 

 

 報告第４３号 各課の目標（文化振興課）の修正について 

北口課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  以前あったご意見に対して修正ということでございます。以上で報告事項は終

わりました。その他で数理ワークショップについて宮下課長お願いいたします。 

 

 数理ワークショップについて 

宮下課長   資料に基づき説明 

 

〇山田教育長  ぜひ推薦の方をお願いしたいということです。今の申し込み状況はどうですか。 

〇宮下課長  申し込み状況はまだ枠がございますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

〇山田教育長  それではその他のその他で小茂出課長お願いいたします。 

〇小茂出課長  前回、山下委員からご質問がありました図書館にイートインスペースが設けら

れた件で、他の施設にないかということで、調べましたら加賀市美術館の１階のスペースと、

にこにこパークの２階のスペース、あと「セミナーハウスあいりす」にもございます。あとお

金を払えば「九谷焼美術館のさろんど九谷」があります。以上、公共施設にみられる飲食がで

きる場所を報告させていただきます。 

〇山田教育長  次回の教育委員会定例会、臨時会の日程について小茂出課長お願いいたします。 

 

 次回教育委員会臨時会の日程について 

 次回教育委員会定例会の日程について 

小茂出課長   説明 

 

〇山田教育長  臨時会が８月８日木曜日 10時半から、定例会が８月 28日水曜日 13時からとい

うことで予定に入れておいてください。以上で第８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。 


