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平成 26 年 第 13 回 教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会 定例定例定例定例会会会会 議事議事議事議事録録録録 招 集 日 時 平成 26年 8月 19 日（火曜日） 午後 1時 30 分開会／午後 2時 30分閉会 招 集 場 所 加賀市市民会館 2階 第 7会議室 出 席 委 員 上田政憲、酒谷百合子、畑中直子、中西修一、山下修平 会議列席者 掛山事務局長、網谷次長兼学校指導課長、梶谷教育庶務課長、西出生涯学習課長、中田スポーツ課長、田嶋文化財保護課長、柏田山中図書館長、宮下観光交流課長、米屋教育庶務課長補佐 
 上田委員長   梶谷課長      上田委員長 梶谷課長  上田委員長  中田課長            掛山局長 中田課長  上田委員長 中田課長 

平成 26 年第 13回教育委員会定例会開会宣言 挨拶 審議事項が一件ございます。議案第26号について、梶谷課長お願いします。 その前に、矢嶋中央図書館長が網膜剥離のため25日までお休みしておりますので、欠席報告をさせていただきます。順調に自宅療養中で、26日から出勤します。  ■ 議案第 46号 平成 26 年度 9月補正予算要求について 梶谷課長 資料に基づき説明  一般財源で予定したものを使わずに、公金で補うのですか。 一般財源もまだあるんですが、全部一般財源だったもののうちの 540 万円を国庫支出金で補うということです。 これについて何かご質問はございませんか。 特にないようですので、次はマラソン推進事業の説明をお願いします。 続きまして、マラソンの補正につきまして、ご説明申し上げます。4ページ目をお開きください。主要事業の概要としまして、平成 26 年度から平成 27 年度事業ということになります。大会名は「加賀温泉郷マラソン 2015」、事業主体は加賀温泉郷マラソン組織委員会、昨年までは実行委員会という名前でございましたけども、次回から組織を見直しまして、昨年不足していた分野においても、組織の中に入っていただくということになりましたので、実行委員会改めまして組織委員会ということで事業主体になっていただく予定になっております。開催につきましては、すでに新聞等で報告されておりますけれども、平成 27 年 4 月 19 日の日曜日に決定しております。組織委員会における総事業費としましては、7,600 万円を予定しております。そのうちの平成 26 年度補正予算につきましては、1,930 万円が市の補助金として充当されます。9月補正の 2,100 万円のうち、1,930 万円が準備経費、それから臨時職員等の給与費としまして 170 万円を予定しております。以上です。 コースの説明もお願いします。 関連の報告ということで、報告第 30 号になっていたんですけども、ここで説明させていただきます。 お願いいたします。 報告第 30号の資料をご覧ください。折り込みになっております。小さくて大変申し
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訳ないんですけども、真ん中にありますのが中央公園です。中央公園の陸上競技場を出発し、それからゴール地点になります。 スタート、ゴールとも陸上競技場ですか。 はい。スタートとゴールが中央公園になります。このコースのコンセプトとしましては、第 1回大会と同様、3温泉を巡るコースということで、訪れた参加者の方等に山中、山代、片山津の加賀市の温泉郷を巡っていただいて、魅力を存分に味わっていただきながら、早春の加賀市を走っていただくというものでございます。第 1 回の反省点からコースを大幅に改良しまして、今回警察と最終の調整を行っているところでございます。もう近々発表できるのではないかと思いますけども、先に教育委員の皆様にはお知らせしたいというふうに思っております。まず、陸上競技場を出ましたら、山田、東山田、西山田、宮地の方へ抜けまして、片山津へ向かいます。片山津の足湯のところで折り返して、一旦陸上競技場の方へ戻ってまいります。これで昨年の片山津で 6 時間という規制をお願いした部分を解消しようという狙いがございます。なおかつ 1 温泉をクリアするという考え方でございます。陸上競技場に戻りまして、今度は反対側の長い急な坂ですけれども、こちらを下りまして、フクモト自動車さんを右に曲がりまして、大聖寺方面に向かいます。菅生石部神社から大聖寺高校前を抜けまして、305 号線を使わせていただきまして、今度は南郷の方へ入ります。その後、上河崎、下河崎を抜けさせていただきます。皆さんご存知ないかもしれないですが、ちょうど AEONの裏辺りに大聖寺川と並行に走る農道がございまして、そちらを抜けます。そうしますと、舗装の関係がまだ残っておりますけども、8号線の拡幅は終わっていますので、そちらにきれいなアンダーができております。そちらを使わせていただいて、ちょうど江沼チェーンの正面に出て郊外へ向かいます。保賀の橋のたもとを今度は山代の方へ向かいます。そして旧松籟荘のところにぶつかり、右手に曲がりまして、憩いの家というのが昔あったと思うんですけど、そこの交差点を、薬王院のところに真っ直ぐ道ができていますので、そちらへ向かいます。薬王院にぶつかりましたら左手へ曲がりまして、ちょうど古総湯のところに出ますので、古総湯をぐるっと一周まわります。山代の北國銀行のところまで戻りましたら、今度は別所へ向かいます。昨年は別所の町中をくねくねと走りましたので、非常にわかりづらく住民の皆さんにはご迷惑をかけました。そこで、最初から大きな道を走らせてほしいということで警察にお願いをしてきましたところ、そっちの方がいいでしょうということで、おかげさまで通れる手はずになっております。山中の方へ向かいまして、山中座が折り返し地点になります。西桂木の交差点から山中小学校へ上る 1 本の道がありまして、これを一気に上っていただきます。ここを使う理由としましては、364 号線を止めることができないということで、唯一 364 号線と立体交差している箇所がここしかなく、地獄の坂になるかもしれませんが、そちらから加美谷台に抜けて山中中学校、健民体育館前を通りまして、宮の杜を抜け、日の出団地から下りて河南小学校の近くに出てまいります。364 号線に出たところは拡幅が終わっておりまして、広い 2 車線になっていますので、そちらを 3車線に分けて使わせていただいて、必要最小限の走路を確保しながら、364 号線
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を止めずに通行の渋滞を引き起こさないように、なおかつレースもさせていただくというかたちで考えております。その後は河南の JAガソリンスタンドがありますが、そちらから河南の裏手の旧電車道を抜けまして、ちょうど荒木トンネルのたもとに出てきます。それを左折しまして、日谷、三谷地区に入ってまいります。トンネルを抜けましたら、左にループするかたちで左側を通行して左へ曲がると、右車線が使えるので、渋滞を引き起こさないようにという考え方です。いきなり右折しますと、どうしても車線を寸断しなければいけないので、車の通行になるべく支障のないように左回りでループして大聖寺に向かっていくということです。加賀カントリークラブの横を通りまして、8号線をくぐり、変電所のところまで出てきます。その後は 35キロを過ぎておりますので、集団もなく一列で走っていただく状態が続くと思われますので、少々遅くてもいけるだろうという判断で、南郷の在所を抜けさせていただきます。そして再び 305 号線に出てくるんですが、こちらも警察に元の道を使わせてほしいとお願いしたんですけども、そうするとここも 1 日止めないといけないからだめですというご意見がありまして、やむなく川べりの遊歩道、自転車道がありますので、そちらに入っていきます。錦城東小学校の正面へ出てきまして、元の道へ戻るコースでございます。現在、地図上の測定、それから車のメーター測定、それから自転車のサイクルコンピューターの測定すべて近似値を示しておりますので、ほぼこれで間違いないだろうということで、あとは残りの距離があるんですが、先ほど申し上げました変電所を過ぎまして、商工会議所のところで距離を合わせたいというふうに考えております。これで来週もう一度コースに出まして、確定したいと考えております。現在このようなコースを考えておりますので、もうしばらくお待ちいただければ世に出せるというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 大変詳しい説明ありがとうございました。昨年の課題であった部分をクリアしていくような内容でした。何か質問ございませんか。 この片山津での行き帰りは同じ道を使うわけですけど、これについてはそんなに問題はないのでしょうか。 片山津の往復につきましては、先程も申しましたように、どうしても 3 つの温泉を巡っていただきたいという一番大きなコンセプトがございます。そのためにそちらを通ることにつきましては、序盤ということと、往復で約 13㎞ございますので、それでシュミレーションをしたところ、約 2 時間まで通行を止めなくてもいいかなということで、時間的には昨年に比べるとご迷惑をおかけする時間が少ないということで、こちらのコースを選択いたしました。 昨年は 6時間かかったんですか。 はい。行きと帰りすべてですので。 他に何かございませんか。 ないようですので、9月補正予算について、ご承認いただけますでしょうか。挙手をお願いいたします。 全員挙手 
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ありがとうございます。審議事項はこの 1 件だけですので、次に報告案件に入ります。報告 27 号について、西出課長お願いします。  ■ 報告第 27号 市民夏期大学講座の開催結果について 西出課長 資料に基づき説明  結果を見ると大変好評だったようです。これについて、何かご質問はありませんか。はい、酒谷委員。 初日は 250 名で、次は 100 名、ずいぶん少ないですね。どうしてそんなに差があったんでしょうか。 例年、広報誌の PRとか、あるいは地区の広報に載せたり、公民館にお願いしたりということで 100 名から多くて 150 名の参加でございます。特に知名度の高い方、落合恵子さんとか、あるいは金田一先生がいらしたときは、やはり 200 名を超えるんですけど、何もしない場合は多くても 200 名でございます。今回、1日目の高橋史朗先生の講演は、教育長から学校の先生方にご案内していただきましたし、PTA や子ども会にも連絡いたしまして、子育てがテーマということで大変多く集まっていただいたという結果になりました。以上です。 よろしいでしょうか。 はい。 親は子育てについて関心が高いですからね。大変ご苦労様でした。次に参ります。報告第 28号について、中田課長お願いします。  ■ 報告第 28号 夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会の開催結果について 中田課長 資料に基づき説明  大変ご苦労様でした。何かご質問ございませんか。 ないようですので、次に参ります。報告第 29号について、これも中田課長お願いします。  ■ 報告第 29号 第 66 回石川県民体育大会加賀市選手団成績について 中田課長 資料に基づき説明  9 日、10 日の両日とも台風の影響で十分な競技が行われなかった。ほとんどできなかったみたいですね。成績が確定したものについて、という意味なんですね。 そうです。 何かご質問ございませんか。 競技が行われなかったのであれば、今年の県民体育大会はどちらかというと今まで例のないものですか。 2 日間の日程なんですけど、どちらか 1日が雨でなくなる場合はよくあるんですけど
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も、そういう場合は数多くの競技ができているということで順位を決めるんですが、2日間ともこういう悪天候になったのは史上初ではないかと考えておりまして、順位がついていないというのも今回が初めてではないかと思います。 わかりました。よろしいでしょうか。 報告第 30 号は、議案第 46 号と一緒に報告済みですので、その他に移ります。その他(1)について、説明お願いします。  ■ その他(1) 運動会・体育祭の教育委員参観について 網谷次長 資料に基づき説明  9 月の初めから 10 月の初めまで、橋立小学校はすでにやりましたけど、それ以外すべての学校が運動会、あるいは体育祭が予定されています。もし、ご都合が悪ければ網谷次長までご連絡をお願いしたいと思います。特に質問ございませんか。 はい、山下教育長。 9 日の錦城中学校の訪問ですけども、委員長さんと私は本会議が入っていたと思うんですが、終わってから行けばいいですか。 出られるようであればお願いしますけど、無理をなさらなくてもいいかと思います。 議会の方が優先ですね。 そうです。議会優先でお願いします。 変えた方がいいですね。本会議は 1日入っています。 多分、無理ではないかなと思います。仕方ないですけど、日程を変えていただくしかないですね。他に何かございませんか。 では、よろしくお願いしたいと思います。その他(2)について、これも網谷次長お願いします。  ■ その他(2) 加賀市小・中学校科学作品展の開催について 網谷次長 資料に基づき説明  毎年のことですけども、十万石まつりと重なっています。十万石まつりは市役所を中心に行われるわけですから、わりとたくさんの人に見ていただいていると思います。よろしいでしょうか。 次に参ります。その他(3)について、網谷次長お願いします。  ■ その他(3) 第 2 回加賀市学校適正規模検討委員会の開催について 網谷次長 資料に基づき説明  子どもにとって望ましい教育環境はどうあるべきかを中心に委員会が行われますが、これについて何かございませんか。 適正規模の一番メインの部分に入ってくるのだろうと思います。次に参ります。 
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その他(4)について、西出課長お願いします。  ■ その他(4) 加賀市社会教育委員会議の開催について 西出課長 資料に基づき説明  9 月早々に会議があるようです。説明があったように、スマートフォンや携帯電話を持たせるべきかどうか、持たせるとしたらどういう条件をつけるべきか、といったことが中心になるかと思います。いろんな先行的な取り組みをしている市町があるようです。なかなか徹底が難しいのだろうと思うのですが、何かこれについてご意見ございませんか。 では、次に参ります。その他(5)について、これも西出課長お願いします。  ■ その他(5) グッドマナー・キャンペーンへの協力について 西出課長 資料に基づき説明  毎年のことですけども、県のグッド・マナーキャンペーンに合わせて、加賀市グッド・マナーキャンペーンが実施されます。駅前ですと、どちらかというと高校生が対象になりますね。お近くの小学校、中学校でももちろんいいわけですので、お願いしたいと思います。これについて何かございますか。 では、よろしくお願いいたします。その他(6)について、西出課長お願いします。  ■ その他(6) 加賀市民映画祭「2014inかが」の開催について 西出課長 資料に基づき説明  加賀市民映画祭、9月の後半ですけど、これについて何かお聞きになりたいことはございませんか。 毎年、参加状況はどんなものですか。 これもそんなに規模は大きくなくて、文化会館でしても多くて 200～300人ということなので、市民会館に会場を変えて開催することになりました。 映画にいらっしゃる方の年代はどれくらいですか。 やはり見た限りでは 60歳以上の割合が多いです。 昔一度見て、懐かしいなと思って行くような年代なんですかね。では、次に参ります。その他(7)について、中田課長お願いします。  ■ その他(7) 加賀市スポーツ審議会の開催について 中田課長 口頭で説明  スポーツ推進計画の策定がメインなんですね。 はい。 
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よろしいでしょうか。次に参ります。その他(8)について、田嶋課長お願いします。  ■ その他(8) 史跡九谷磁器窯跡発掘調査現地説明会の開催について 田嶋課長 資料に基づき説明  これは保存のためには埋め戻さざるを得ないのですか。 日本の気候風土では、例えばお城の石垣みたいな石材で作っている物で、硬い石であればそのまま現物をお見せすることは可能なんですが、こういうレンガですとか、あるいは普通の遺跡の住居跡ですとかをそのままにしますと、すぐに壊れてしまいます。特にこういう窯跡の焼けたレンガにつきましては、そのまま野晒しにしますと、カビや苔が生えることもあります。例えば、将来的にこれをどういうかたちで整備するかによってですが、山代の九谷焼窯跡展示館の窯跡のように全体を屋根で覆ってしまって、雨風の当たらないような施設を作れば、掘った状態のままで見せることは可能だと思いますが、そうでない場合は、大体 50㎝から 1mの土で埋めて、その上に「この下にあります」という表示をするのが一般的な史跡整備の仕方です。 わかりました。他に何かお聞きになりたいことはございませんか。 今度はバスが出ないようですので、各自でお願いします。その他(9)について、宮下課長お願いします。  ■ その他(9) 中谷宇吉郎雪の科学館開館 20周年記念事業について 宮下課長 資料に基づき説明  今は子ども達の間で「アナと雪の女王」が流行っておりますので、この辺りも夏休み中に人気があってもいいのではないかなと思います。ぜひたくさん来てくれるといいですね。ありがとうございます。次に参ります。その他(10)について、お願いします。  ■ その他(10) 第 31 回日本海民謡祭山中節全国コンクールについて 宮下課長 資料に基づき説明  これについて何かお聞きになりたいことはございませんか。 では、次に参ります。その他(11)について、宮下課長お願いします。  ■ その他(11) 第 24 回芭蕉祭加賀山中温泉全国俳句大会について 宮下課長 資料に基づき説明  例年のことですけども、こうして見ると随分たくさんの小学校、中学校の子ども達が応募しております。何かこれについてお聞きになりたいことはございませんか。 
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この小学生、中学生で 2人表彰される名前がありますが、この辺りはこの日にならないと公表はされないのですか。 すみません、そこはまたご報告させていただきます。 すでに学校の方には連絡がいっているのですか。 表彰式も当日あるみたいですよ。 学校長にはご案内がいっております。 表彰式に出ないといけないですからね。わかりました。では、その他ございますか。 お手元に別冊資料を配りました。明日、8 月 20 日水曜日の午前中に夏季教職員全体研修会が行われます。加賀市内の小中学校に勤める全教職員を対象にした年１回の研修会でございまして、今年は福島大学の白石豊先生を講師にお迎えいたしまして、怒りや感情をコントロールして、子どもの能力を引き出す指導法について講話をいただきます。白石先生には以前にもこちらで講演していただいたんですが、大変好評でして、今回またいいお話が聞けるものと期待をしております。教育委員さんの来賓席を設けてございますので、ご都合がつきましたらぜひお話をお聞きただければと思います。以上です。 毎年実施しております、小中学校の教職員の全体研修会です。ご都合がつきましたら参加いただきたいと思います。他に何かございますか。 今年は文化会館が耐震の工事のために市民会館の 3階でやるんですね。300名ほどですか。 今のところ 300 から 350 名を想定しております。駐車場の問題がありまして、その辺りちょっと心配しておるんですが、なんとか入ると計算しております。 ありがとうございます。その他ございませんか。 ないようですので、次回日程についてお願いします。 定例会ですが、9月 25日木曜日の午後 3時からでどうでしょうか。 はい。 場所はまたお知らせいたします。 せっかくお集まりいただいたので、この他にございませんか。 ないようですので、第 13回加賀市教育委員会定例会を終わりたいと思います。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。 
 


