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平成 26 年 第 15 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 10 月 23 日（木曜日） 午後 1時 30分開会／午後 2時 25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、宮下観光交流課長、矢嶋中央図書館長、柏田山中図書館長、 橋本教育庶務課長補佐 
 上田委員長         上田委員長   田嶋課長                  

平成 26 年第 15回教育委員会定例会開会宣言 挨拶 早速会議に入りたいと思います。審議事項は一つだけですけども、議案第48号について田嶋課長お願いします。  ■ 議案第48号 加賀東谷地区保存計画の変更に関する加賀市伝統的建造物群保存地区保存審議会への諮問について 田嶋課長 資料に基づき説明  田嶋課長から説明がございましたが、土蔵と納屋の 2件ともですが、1件は読んでみると半年ほど経っていますね。もう 1 件は自然倒壊してしまったので仕方ないということですね。 どちらも指定地区内を構成する重要な建造物ということで特定物件、保存していかなければならない物件ということで指定の対象になっているものです。教育委員会文化財保護課といたしましては、後世にちゃんと保存して伝えていかないといけない建物だということで、所有者の方と何度も残していただくように折衝を続けたのですが、土蔵につきましては所有者の方が直す意思がないのと、もう一つは所有者の方がその家の直系の人ではなく、財産分与でいつの間にか自分の物になっていたようであまり愛着がない、そういうのにお金をかけたくない、なんなら市に寄附してもいいと、ただ、市としても寄附を受けるのは指定文化財クラスのもの、市の指定以上の価値があるものということで、土蔵だけでは文化財の指定はできないので市も寄附を受けられない。誰か直してくれる人がいればただであげてもいいよということで、今度はもらうという人が出てきたんですが、所有者の名義変更をしないといけない。そのときに今の所有者はその方だけではなくて、前の所有者から名義変更をしておらず、何分の 1 か所有権のある方が所在不明で結局譲渡もできない。そのままだと傾いていて、反対側に傾いているならよかったんですが、傾いている側に特定物件の母屋がありまして、放っておくと母屋も壊れてしまう可能性もあるので本当にやむなくということです。それからもう 1 件の納屋の方も、今の所有者の方は後で買われて工芸を何か作っているらしく、工房として母屋は使っているんですが、この納屋はかなり老朽化していて直しようがないということで、こちらと
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しては十分直りますよということで説得していたんですが、その間に自然倒壊してしまったという極めて残念な結果になりました。私どもとしましても、何とか残したいと思って粘り強く交渉したんですけども実らなかったということでございます。 資料を見ますと、8ページの写真は確かに母屋の方に傾いています。それから 9 ページ以降に詳しい経緯が書いてありましたので、これをお読みになればお分かりになるのではないかと思います。何かご質問はありませんか。 先程課長が申し上げたように、文化庁へ保存計画の変更を届け出る際に教育委員会が審議会に諮って決めたということが必要だそうですね。すでにもう建物がないわけですから、審議会に答申するということでご了解いただける方は挙手をお願いいたします。 全員挙手 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 報告案件に参りたいと思います。報告第 35号について、梶谷課長お願いします。  ■ 報告第 35号 「平成 25年度 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」に関する学識経験者の知見の活用について 梶谷課長 資料に基づき説明 
 前回定例会で報告されて、気が付いたことがありましたらご連絡下さいということでしたが、田邊先生にお見せした後、田邊先生からもコメントをいただいたということですね。これについて何かご質問はありませんか。 ちょっとお聞きしたいんですが、よろしいでしょうか。田邊先生から今年度についてご指摘いただいた最後の3つなんですが、新規であるものの表示がなされているというのは、25年度に新規施行したという表記がないという意味ですね。 そうです。 それに絡んで事業調書にもないというふうに2番目に書いてあるんですが、私も見ている限り新規とどこにもないんですね。一番下に評価としてありますのは、次年度以降も続けるという意味の継続なんでしょうか。 そうです。評価ということで、次年度も継続するということです。 新規ということを書くとしたら、どこに書くことになりますか。 そうしましたら11ページをお開きください。方針ごとに分けたもので、６の（1）の②のところに表題ですね、施策の見出しのところにあります。真中の方ですと、「加賀市山中節物語DVD制作」これが新規ということになります。それから41ページを開いていただきますと、今度は上から3段目の事業名、こういう書き方でわかりやすくなっております。 わかりました。他に何かございませんか。 脱字等は合計 21ページにわたってと書いてありますが、大変細かく見ていただいた上で更にお褒めの言葉をいただくということですから、よろしいかと思います。来



 - 3 - 

       上田委員長 梶谷課長 掛山局長  上田委員長 宮下課長 上田委員長 宮下課長  上田委員長      上田委員長         上田委員長   梶谷課長   酒谷委員 掛山局長 

年以降また充実したものにしていただきたいと思います。以上でよろしいでしょうか。 それでは報告第 36号について、宮下課長お願いします。  ■ 報告第 36号 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  ありがとうございます。何かお聞きになりたいことはございませんか。 案内も個別に出しております。 当日ぜひご参加いただきたいと思いますので、お時間の都合がつく限りよろしくお願いいたします。 このギャラリートークも片山津地区会館ですか。 いえ、雪の科学館の実際に展示されているところでお話ししていただきます。 これは雪の科学館ですか。 そうです。式典のみ片山津地区会館となっておりますので、よろしくお願いいたします。 特にご質問等ないようですので、ご都合がつく限りご参加をお願いしたいと思います。次に参ります。報告第 37号について、これも宮下課長お願いいたします。  ■ 報告第 37号 第 1回加賀市美術展について 宮下課長 資料に基づき説明  何かお聞きになりたいことはございませんか。 今ほどご説明いただきましたが、1日は雪の科学館の行事とかぶっているのがちょっと残念ですね。24 日までやっているわけですので、なんとかご都合をつけていただいて足をお運びいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 その他に参ります。その他（1）について、梶谷課長お願いします。  ■ その他(1) 平成 26年度加賀市表彰者について 梶谷課長 資料に基づき説明  昨日の新聞にも載っていましたね。澤田淳子さんは何度かお会いしたこともあります。加賀市の表彰が遅れたというお話がありましたが、これをお聞きしていいのかわかりませんが、どこで決められるわけですか。 加賀市の表彰の審査、そちらの方には一応挙げていたんですけども、年齢的なものとかバランス的なもの、トータル人数的なもの、今回は年齢的なものが大きかったかなと思います。 年齢は。 一応 70歳以上が目安なんですけども、澤田さんの場合は県の社会教育委員もされて
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おりまして、その関係で県表彰と文部科学省の表彰も受けられています。その時点で加賀市の表彰という話もあるんですけども、加賀市の場合は表彰の選考基準というのがありまして、功績をポイントで表すシステムがあるんです。基準の目安と年齢ということで、そこに達した時点で上申しています。どちらの表彰が下なのか上なのかというのはなかなかわかりませんけども、できれば市があって県があって国があるのがいいんじゃないかというお話もありますし、加賀市は加賀市だからという意見もございますので、その辺はなかなか兼ね合いが難しい。選考される方の思いもあるということです。 最近新聞を見ますと、いろんな表彰がなされております。年齢が結構まちまちですから、加賀市の場合はこうして見ていたら 70歳過ぎの方に決まっているのかなという気がしていたのですが。 その他にも何人か候補として推薦させていただいているんですけども、今回選考会の中で澤田さんが選ばれたということです。 特に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(2)について、西出課長お願いします。  ■ その他(2) 「(仮称)加賀市家庭支援条例」策定に向けた学習会について 西出課長 資料に基づき説明  新しく加賀市家庭教育支援条例を 3 月頃に策定する予定で、そのための学習会ということで説明がございましたが、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。 条例づくりのための学習会なので、教育委員は別に必要ないんでしょうか。 加賀市の関係者が集まって、一歩から初める格好になります。 私達は出なくてもいいということですね。講師を見たらお話を聞きたいと思ったのですが。 お席は十分用意できます。場所は九谷焼美術館 2 階のホールです。この中でも全員が来られるとは限りませんので、教育委員さんの人数分なら大丈夫ですので、時間のご都合がつきましたら一緒に聞いていただければと思います。 ありがとうございます。そのようでございますので、よろしいでしょうか。 その他(3)について、西出課長お願いします。  ■ その他(3) かがっ子 ノー携帯・ノースマホ運動のチラシについて 西出課長 資料に基づき説明  前回もチラシについてご検討いただきましたが、これについていかがでしょうか。はい、酒谷委員。 このチラシはもう配布してあるんですか。 今のところ全児童、生徒の保護者のところだけです。 
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広報かがに載せるのですか。 
11月号の広報かがに載せます。 まずはこれがスタートになるわけですけども、これからいかに効果を上げていくかということが大事なわけですから、上手く進みますようまたよろしくお願いしたいと思います。 その他(4)について、中田課長お願いいたします。  ■ その他(4) 加賀温泉郷マラソン 2015 の参加者募集チラシについて 中田課長 資料に基づき説明  来年度に再開されるマラソンのチラシについてご説明をいただきました。何かお聞きになりたいことはございませんか。 裏にコースは出るんですね。 申し訳ございません。現在お配りしているのは裏が白いですが、これは暫定的に刷って間に合わなかったものです。後ろにはコースの全体図といいますか、イラスト的なコース図が本来入りまして、明日刷り上がります。今週末からは裏にコース図も入ったチラシを配って広報活動を進めてまいります。 温泉の位置もついでにお願いします。 温泉の位置が若干ですが左側にずれているので、これも当然修正してございます。石川県の中に各温泉を入れてあるんですけども、右寄りに修正をしてございます。 これは参加者募集ですかね。 ありますというチラシです。 コースなんかは当然必要ですね。何かございませんか。 
Eメールアドレスと URLのマラソンのスペルはあえて変えてあるんですね。 本来正式なスペルはMarathonになるんですけども、市役所内でメール等をやり取りするときはローマ字読みの方がわかりやすいだろうということで企画と協議した結果、わざと変えております。 カタカナをローマ字にしたのと、そのまま英語表記のものですね。 はい。ホームページはMarathonのスペルになっていますが、メールアドレスにつきましてはローマ字読みにしております。我々も電話等で呼びかけるときにはローマ字で Marasonと言った方が説明もしやすいですし、読み間違いもしないだろうということもありましてあえてそうなっております。 ぜひとも参加者がたくさん出るといいですね。 よろしくお願いします。 その他(5)について、梶谷課長お願いします。  ■ その他(5) 加南地区教育委員会連絡協議会研究大会について 梶谷課長 資料に基づき説明 
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11月 6日木曜日の午後ですが、ご都合はいかがでしょうか。 これは参加すべきものですか。 そうですね。できたらお願いします。 川北と能美と小松と加賀だけですので。 できましたら研究大会だけでもございます。ご都合はよろしいでしょうか。 大丈夫です。 研究発表があたっておりますので、仮題の「かがっ子ノー携帯・ノースマホ運動」、先ほど西出課長からもご説明がありましたが、プレゼンテーションのようなものは用意しているんでしょうか。 これは生涯学習課の方で原案として作っていただいているんです。中身はまだ作成段階のもので、パワーポイントで映像と説明文、これを見ながらやっていただく。加賀市の現状から取り組みの経緯、現在こういう取り組みをしているというのが一連の流れになっている。中身はまだ精査しないといけないんですけども、こういったもので発表をお願いしたい。 運動に至った経緯とこれからの取り組みということで考えております。 委員のどなたかが担当するわけですね。 そうです。 後ほど会議が終わりましてから決定したいと思います。 結果が出ていないんですけども、報告というのはありなんですか。こういうような取り組みをしましたから、このような結果が出ましたということがなくても、一応経緯だけでもということなんですか。 こういう運動に取り組みましたよという、取り組みまでの経緯ですね。 普通、これをやったからこれだけの効果が出ましたというのがあって然りなのかなという気がするのですが。 まず、ここには加賀市のここに至る現状が網羅してあるんです。成果はこれからの話です。こういったことに取り組むというのは県内でも初めてですし、この運動を開始したということでも他の教育委員会の参考になると事務局として思っているんです。 何年か前に野々市の方でありましたよね。あのときはスマホがなかった時代なのでノー携帯ということで野々市がすごく頑張ってやられていたことがございました。 ここまでくるのは野々市より一歩先かなと思っております。使い方に制限を持たす、お願いをする、それがいいのか悪いのかはわかりませんけども。 次に参ります。その他（6）について、梶谷課長お願いします。  ■ その他(6) 小松市「中学校古典教室」について 梶谷課長 資料に基づき説明  個人で出すんですか。 
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ご都合がつけばということで、今お聞きできればこちらの方でまとめて出します。 河南小学校の計画訪問なんですね。どうしようか迷っているんですが。 誰も行かないといけないでしょう。そしたら私行きましょうか。 大丈夫ですか。 私も行ってみたいと思うのですが、お昼はどうしたらいいですか。 
1時半ですので、給食を食べているとぎりぎりになりますね。 こちらに出席されるようでしたら給食をキャンセルすることもできますので、どちらでも結構です。 行きます。 では、給食はキャンセルでいいですね。わかりました。 その他ございますか。はい、矢嶋図書館長。 皆さんのお手元に置かせていただいたんですけど、図書館で放送大学の公開講演会が行われますのでそのご案内です。今度の日曜日の 26日午後 1 時半から 3 時半まで、「中高年からの、日常生活での体力づくり」ということで、体力をつければ健康になるということで、そういう研究をされている放送大学の准教授でもあり、順天堂大学客員准教授でもあります関根紀子先生がこちらの方へ来られて講演されます。放送大学と共催というかたちになりますので、ご案内させていただきます。もしお時間がありましたら、皆さんお顔を出していただければと思います。 他にないようでしたら、次回日程をお願いします。 以前からご案内しておりましたが、11月の定例会は 22日の土曜日になります。歓送迎会を予定しておりますので、開始を 4時から、場所は山中温泉文化会館の方で行います。教育委員歓送迎会は、すずめで 6時から予定しております。駐車場が狭いので、車を利用されるのであれば役場の方に止めていただければちょうど中間あたりになります。 では、そのようにお願いいたします。以上で案件は全て終わりましたので、教育委員会定例会を終わります。お疲れ様でした。  以上、会議の顛末を記載し、会議録を作成する。 


