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平成 26 年 第 17 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 11 月 22 日（土曜日） 午後 3時 55分開会／午後 4時 55分閉会 招 集 場 所 山中温泉文化会館 2階 第 1・2会議室 出 席 委 員 上田政憲、酒谷百合子、山下裕嗣、山下修平 会議列席者 掛山事務局長、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、矢嶋中央図書館長、柏田山中図書館長 
 上田委員長  山下委員     全委員     梶谷課長             酒谷委員  山下委員 上田委員長 酒谷委員 梶谷課長 

平成 26 年第 17回教育委員会定例会開会宣言 挨拶 白山神社の神主をしておりますから、忙しくない場合、時間は割と自由になるかと思いますけども、逆に全く自由にならない日があったりするわけでございまして、その辺りまたご協議いただきながら、もちろん初めての公務でございます。少しずつ勉強させていただきながら、自分なりにも勉強を進めて早く皆さんに追い付いていけるように頑張りますのでよろしくお願いいたします。 よろしくお願いいたします。  ■ 議案第 50号 加賀市教育委員会委員長の選挙について ■ 議案第 51号 加賀市教育委員会委員長職務代理の指定について  では、組織会ということでございますので、事務局の方で決定まで進めさせていただきたいと思います。それでは3ページの方にあります、議案第50号加賀市教育委員会委員長の選挙についてでございます。委員長任期は1年ということで、根拠につきましては7ページの「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第12条でございます。 「1.教育委員会は、委員のうちから、委員長を選挙しなければならない。2.員長の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。3.委員長は、教育委員会の会議を主催し、教育委員会を代表する。」 細かい規定は 8ページの加賀市教育委員会会議規則第 2条にございます。 「委員長の選挙」、「教育委員会委員長の選挙は、会議において、無記名投票により行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。また、指名推選の方法を用いることができる。」とございますので、無記名投票にするか指名推選にするかは教育委員の方でお願いします。 はい。お忙しいでしょうけども、上田委員長にもう1期お願いしたいと思うのですが、いかがでしょうか。 いいと思います。 なかなか力不足でお役に立てていないのが辛いんですけど、こんな私でよければ。 いえいえ、ぜひよろしくお願いいたします。 それでは、再選ということで上田委員長に引き続きよろしくお願いいたします。 
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では、次も私の方で進めさせていただきます。7ページにお戻りください。第12条の第4項でございます。 「委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ教育委員会の指定する委員がその職務を行う。」とございます。職務代理ということでございます。委員長は過去に事故もございませんけども、職務代理者をまた教育委員の中からお選びいただきたいと思います。 後で委員長にご挨拶いただきますけども、ここは委員長に仕切っていただきます。 はい。中西委員さんがいらっしゃらないので、中西委員さんを除いてということになるんでしょうか。 そうですね。 中西委員は、今日ちょっと会議のご都合だそうです。もう一つ付け加えておきます。いない場合でも選ばれるかもしれませんけど、その時はよろしくお願いしますということは伝えてございます。一応、了承は得ております。 どうしましょうか。教育長さんはもちろんだめですし、山下委員さんは初めてだからなかなかお願いしにくいのかなという気はしているんです。中西委員さんが1年経ったから、そろそろいかがかなという気持ちがあったんですけども、いかがですか。 了解を得ているんであれば、よろしいんじゃないでしょうか。 よろしいでしょうか。 中西委員さんにお願いしてはいかがでしょうか。 よろしいと思います。 僕の時もそうでしたけども、職務代理で委員長の代わりをしたことは1回もありませんでした。 私は何年もしていますけども、1回だけありました。 その前の方も1回、職務代理で司会をされたことがあります。私も長いのですが、2回だけです。 私の任期の間では1回しかありませんでしたので、了承は得ているので、いなくてもいいんじゃないでしょうか。 いないということは、そういうこともございますとちゃんと伝えてはありますので。 では、いらっしゃいませんけども中西委員さんに職務代理を皆さんでお願いをするということでよろしいでしょうか。 はい、お願いいたします。 では、委員長に上田委員長、職務代理に中西委員ということで決定でございます。新委員長から一言ご挨拶をお願いいたします。 任期があと1年になって、最後の1年くらいはちょっと楽できるかなと甘い思いでいたのですが、皆さんにそうおっしゃっていただいたものですから、しようというふうに思っております。皆さんもうおわかりのように、一応高等学校のことはわかっていますけど、小中学校のことはわからずに飛び込んできた世界でございました。いろんな意味で、特に他の現場ばっかり38年間通してきたものですから、事務局の方々がどんなお仕事をしているかを本当に知っているわけではないんですね。そう
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いう点ではいろんな方にご迷惑をお掛けしたり、心配をお掛けしたりしてきたんじゃないかなと、その辺が自分に一番欠けているという気がしています。他にもいっぱい足りない部分はあるんですけども、そんな中でこうして2年間委員長を務めさせていただいて、さすがに教育委員会の委員長ともなるとずっしりと肩に重いものが下がっているような気はしています。果たして自分がその任務に応えてきたのかなと思った時に、とても恥ずかしい部分があるんですけども、もう1年間皆さんにご辛抱いただいて、なんとか子ども達の将来のために力を合わせて頑張っていきたいなと思います。僕に力がない分だけ皆さんにお願いしないといけない部分が多いかと思いますけども、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 よろしくお願いいたします。 それでは、審議事項がまだいくつか残っておりますので、審議の方に入りたいと思います。議案第52号について、梶谷課長お願いします。  ■ 議案第 52号 平成 26年度補正予算について 梶谷課長 資料に基づき説明  12 月の補正予算につきまして、梶谷課長よりご説明をいただきました。委員の方から何か質問はございませんか。 1 つだけお聞きしてもよろしいですか。3番目の錦城小学校の正規職員の休職に対して、臨時職員の雇用で増額になるというのは。 正規職員の分だけで臨時職員の分は丸きり見てなかったんです。休職の場合でも病休の間は支給となります。リハビリで今のところは復帰しているんですけども、一人前の仕事はちょっとできないということです。リハビリ中なもので、その分は現場に出ているので給料はお支払いしているんですけども、実質の人数は 1 名増ということでプラスマイナスゼロというわけではないもので、増額となります。 わかりました。他に何かございませんか。 全体から見ると教科書指導書、この辺りのものがほとんどですね。 こちらの方も当初予算で一応あげておりましたが、これだけの金額でこういったものが必要になります。子どもの 1 年生の数とクラスとか正式な数を春までに用意するということで、この時期に補正しようということです。ちなみに臨時職員の方も大体 12 月で補正をするということで、タイミング的なものはそういうことになっております。 今ご説明した通りです。12 月補正予算要求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 ありがとうございます。次に参ります。議案第 53号について、田嶋課長お願いいたします。   
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■ 議案第 53 号 加賀市加賀東谷伝統的建造物群保存地区保存計画の変更について 田嶋課長 資料に基づき説明  これは前回の教育委員会で保存審議会の方に諮問するという承認をいただいて、返事が返ってきたということですから、あとは計画を変更するいろんな手続きがあるという状況ですね。中身について山下委員さんはあまりご存じないかなと思うのですが。 市教委のホームページでこれまでの議事録を全体的に見てまいりました。 というわけですので特に問題はないかと思いますが、何かございませんか。 では、ご承認される方は挙手をお願いします。 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。 議案第 54号にについて、田嶋課長お願いいたします。  ■ 議案第 54 号 加賀市文化財の指定に関する加賀市文化財保護審議会への諮問について 田嶋課長 資料に基づき説明  詳しい説明をいただきました。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。 これは諮問するということについての審議ですね。 そうです。 茇憩紀聞という名前自身が実は大変珍しいですね。 茇憩紀聞の「茇」という字は、あまり明示することのない字でございますが、この「茇」という意味は、草をかき分けて宿るという意味があるそうです。そこに憩うというということで、この江沼の地、大聖寺藩領内をそういうふうに自然を開拓して人が住みやすいような地域だという意味で「茇憩」を使ったのではないかと言われております。 もう一つは 24年に寄贈されている。そこから後のことは説明されたとおりですが、原本だということは 24年に寄贈されたときからわかっていたのですか。 はい。 そうですか。 事務局で聞くのもなんですけど、1803 年というと九谷の開窯はいつですか。 元禄の初めですから、1700 年頃でしょうか。西暦が得意ではないのではっきりとはわからないのですが、大体 100 年ほど経っています。閉窯してから 70～80 年後に書かれた文献です。その時にはもう完全に古九谷の窯跡も閉窯されて、跡になっていたんです。 九谷の最初の窯は何年間焼いていたのですか。 
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それも人によって様々で、大体推定で 50 年間くらいと言われておりますけども、私は 20年くらいだと思います。そんなに 50 年も長く焼いてなかったと思います。 状態は。 保存状態はわりとしっかりしています。表紙を開けたところは少し糊が剥がれて破れているところもありますけども、本文自体は大変しっかりしております。 また事務局から聞きますが、どうして直筆だとわかったのですか。 先程申し上げましたように、東方祖山の子蒙斎の書いた序本が間違いなく蒙斎の字で書かれており、蒙斎の判子が押してあります。その判子が写しだと手書きになっているはずなんです。 公開の予定はありますか。 今はないですけど、例えば文化財指定になれば、現在九谷焼美術館で保管しておりますので、指定を記念して九谷焼美術館で公開ということも考えられます。 文化財として適当かどうかは審議会で審議しますので、文化財審議委員会に諮問するということで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 ありがとうございます。審議事項が終わりましたので、報告案件に参ります。 報告第 38号について、梶谷課長お願いします。  ■ 報告第 38 号 平成 26 年第 6 回加賀市議会定例会（12 月）会期予定について 梶谷課長 資料に基づき説明  当初予定しておりました一般質問が総選挙の投票日と重なるということで、13～14日で予定されていたものが 11～12 日に変更されました。それから予算審査をするにあたって、特別委員会が新たに一通り全部、目を通すということですね。 今までもしていたんですけども、最終的に予算案をこれでいいか採決を採る時に全員が集まる特別委員会を開くというかたちです。 何かご質問ございませんか。 ないようですので、この日程でよろしくお願いいたします。 今回の常任委員会では決は採らないんですけども、3月議会では予算特別委員会が開催されるのが決定しております。そこだけ特に職員は気を付けていただきたい。一つの案として、答弁者は部局長ではなくて課長という案も出ているそうなので、決定はしていないのですが、しっかりとした予算特別委員会が開かれます。全議員が入ったところで質問があるということで、その答弁者も課長級になる可能性があるということをご報告させていただきます。 以上でよろしいでしょうか。 では、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。   
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■ その他(1) 教育委員担当校（案）について 梶谷課長 資料に基づき説明  菅谷小学校の統廃合は、現状では年度いっぱいで決定ですか。 そうです。 黒崎小学校の現状は。 まだ今年度中は結論が出ておりません。 わかりました。噂ばかり聞いておりましたから。 ちなみに昨日の全員協議会で、市長が統合するということを正式に示しました。教育委員会での決定と、山中温泉地域協議会の意見を聞いたところ異議がなかったということを報告しております。法的には条例の改正は 3 月議会にあげます。関連の予算は 3 月中に行わなければいけないものは 3 月補正、年明けてからマイクロバスの運行とか支払いの出るものは当初予算にあげていきます。廃止の案件と予算の案件も合わせて 3月ということです。 もう 1 件だけよろしいですか。地元では閉校式の準備を始められておりまして、組織もできました。皆さん日程の方を押さえておいていただきたいんですけども、一応地元では 3月 29日に閉校式という式典を開催したいそうです。市もそれで別に問題ないのではないかということで、市長の予定も押さえさせていただいておりますので、その日に行われることになるだろうと思っております。日曜日ですけども、加賀市の教育委員としてご出席いただきたいと思います。 ちなみにですけど、まだ正式に決定しておりませんけども、卒業式が 3月 17 日か 18日にありまして、在校生は終業式が 3月 24日にございます。終業式が終わった後に閉校式をしたいということで、一番近い日曜日が 3月 29日でございます。 午前中を予定しておりますが、時間は未定です。 3 月 29日日曜日に菅谷小学校の閉校式ですね。 その他よろしいですか。では、その他(2)について、中田課長お願いいたします。  ■ その他(2) 加賀温泉郷マラソン 2015の申込状況等について 中田課長 資料に基づき説明  申込状況がフルマラソンを合わせて 899名ですね。 はい。 今のところ第 1 回の大会に比べても遜色がないということですので、順調に進行しているものと思います。このマラソンについてご質問ございませんか。 ないようですので、またよろしくお願いします。その他(3)について、西出課長お願いします。  ■ その他(3) 加賀市 PTA大会(功労者表彰･市研究発表･講演会)について 西出課長 資料に基づき説明 
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2 月 1 日ですね。 はい。 何かお聞きになりたいことはございませんか。 ないようですので、その他事務局からございますか。 本日の新聞各紙に出ているのでご覧になっていらっしゃるかと思いますが、山中温泉鶴仙渓の「道明が淵」が、国の名勝文化財として答申が出されました。指定はまだ先でございます。文化審議会から文部科学大臣に指定すべきであるという答申が昨日出されたということで本日報道となっております。このままいきますと恐らくですが、実際に指定になりますのは早くても年明けの 1月か 2月頃に正式に文部科学大臣より「道明が淵」が国指定名勝として指定されると思います。以上でございます。 その他ございませんか。 12 月の議会で補正ではないんですけども、文化会館の耐震工事をしている中で、入って右側の控室の方に女子トイレを増設するということで変更契約が 1 件ございます。せっかくのこの機会にということです。以上です。 数が少なかったんですか。 はい。前から苦情が出ておりました。 わかりました。正面から入って右ですか。 入ってすぐ右側に倉庫兼控室があるんですけども、そこを潰して新たに新設します。 そうしましたら、12 月定例会の日程をお願いします。 議会が終わってからの方がいいですね。22 日か 24 日はどうでしょうか。 委員長は何曜日が都合悪かったですか。 この辺りは大丈夫です。 山下委員さんは。 どちらでも大丈夫です。 22 日ですね。 はい。 開催時間は何時ですか。 午後がよろしいですか。通常ですと午後 1時半からですけど、3時からでも大丈夫です。 月曜日ですね。 はい。では、12月 22 日月曜日 1時 30 分からということでお願いいたします。 会場はいつもどちらですか。 基本的には市役所向かいの市民会館 2階ですが、部屋の確認をとらなければいけないので後日ご連絡いたします。本日は組織会ということで案内を出していないんですけども、傍聴も入れることになります。なるべく役所だけではなく、各地区を回って施設を見ながらということで、図書館で開催することもございます。原則は市民会館の第 7会議室で行っております。 
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上田委員長 それでは、第 17回加賀市教育委員会定例会を終了いたします。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。 
 


