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平成 26 年 第 9 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 6月 20 日（金曜日） 午後 3時開会／午後 4時 20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、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、篠田観光交流課係長、米屋教育庶務課長補佐 
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平成 26 年第 9回教育委員会定例会開会宣言 挨拶 それでは、審議事項に入りたいと思います。議案第41号について、中田課長お願いします。  ■ 議案第 41号 加賀市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 中田課長 資料に基づき説明  ただ今、説明がございましたように、今年度から 2年間ですね。 はい。 2 年間の任期で、7名の推進審議会委員のお名前がそこに挙がっているわけです。 これにつきまして、ご質問ございませんか。 すみません。3ページの名簿の清水さんの住所ですが、耳聞山町の『耳』が抜けております。追加の方、よろしくお願いいたします。 これ決まりましたら、この方々でスポーツ推進計画というのを作られるわけですね。 県内でもスポーツ推進計画というのは、まだ 2 例か 3 例しかございません。加賀市でも施設の老朽化など色々ございます。将来、加賀市を引っ張っていただく子ども達に夢を与えるようなスポーツの計画を、この 7 名で作り上げたいと思っております。 ありがとうございます。他にございませんか。 ないようですので、採決したいと思います。議案第 41号についてご承認され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。では、そのようによろしくお願いいたします。 議案第 42号について、観光交流課の篠田係長お願いします。  ■ 議案第 42号 加賀市文化振興審議会委員の委嘱について 篠田係長 資料に基づき説明  ただ今、ご説明をいただきましたように、文化振興審議会委員ですが、加賀美術作家協会と加賀美術協会が統一されたために委員が一人足りなくなったというふうに
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捉えてもよろしいでしょうか。 そうです。 それでは、新しく学識経験者として中村元風さんが推薦されております。これにつきまして、何かお聞きになりたいことはございませんか。 人事のことではなくて審議会のことですが、どれくらいの頻度で会議が行われていて、具体的にどういうことを審議なさっているのか教えていただければと思います。 今年度の審議会の開催予定ですが、年 2 回行う予定となっております。第 1 回目は来月の上旬に行いまして、まずは新しい委員さんの委嘱状の交付、会長、副会長さんの選出を予定しております。そちらが終わりましたら、今年度の文化振興事業の文化施設の運営について審議を進めたいと思っております。第 2回目としましては、2月の下旬を予定しておりまして、こちらは今年度の文化振興事業の報告、文化施設の運営状況について、来年度の事業計画、運営計画について審議を進めたいと思っております。 ありがとうございます。芸術文化という分野は特にお任せするしかないのかなと思いますが、他にございませんか。 ないようですので、採決したいと思います。文化振興審議会委員、今から 2 年間新たに 7 名の方に委嘱したいと思いますが、ご承認され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。 次に、報告案件に入りたいと思います。報告第 20号について、梶谷課長お願いします。  ■ 報告第 20号 平成 26 年第 3回加賀市議会定例会（6月）について 梶谷課長 資料に基づき説明  議会で教育委員会関係の答弁をしておりますが、ここは聞きたいという部分がございましたらお願いします。 ないようですので、次に参ります。報告第 21 号、中田課長お願いします。  ■ 報告第 21号 第 66 回石川県民体育大会夏季大会について 中田課長 資料に基づき説明  今年は、かほく市内灘町を中心に県民体育大会が行われますが、お聞きになりたいことはございませんか。 1 つだけお聞きしてもよろしいでしょうか。不勉強のものですから種目名がよくわからないのですが、デモを行うキンボールというのはどういう競技ですか。 キンボールというのは、生涯スポーツのレクリエーションにも使われるんですけども、直径約 1m20㎝の大きなボールを 3 人で支えて、1 人がショットと言ってそのボ
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ールを打ちます。コートの中にチームが 3 つ入るんですが、例えば私が黒で、ピンクと紫のチームがいるとしたら、チームを指定してボールを打ち放つんですけども、そのボールを指定されたチームが取りに行きます。それをまたセットして何回か繰り返して、ミスをしたチーム以外のところに点数が入っていき、時間内に得点の多いチームが勝ちとなります。これはニュースポーツで、お子様から年配の方まで楽しめるスポーツとして考案され、今は全国大会や世界大会が行われるほど普及しています。ただ、県民体育大会の正式種目に取り上げられるためには、まずはそういうデモンストレーションが大切だということで、毎年、1つないしは 2つのデモンストレーションの競技が開催されまして、ニュースポーツを県民に広く PRして広めていこうという取り組みも県民体育大会の中で行われております。 ありがとうございます。 インディアカやペタンクもわかりません。 そういう機会を設けていただければじっくりご説明しますが、インディアカというのは、羽子板で突く羽のような大きいもので、重りに鳥の羽がついています。バトミントンのコートで、それを素手でバレーボールのように 1、2、3 の 3 回で相手のコートに返して打ち合います。ペタンクはフランス生まれの競技でして、これもニュースポーツなんですが、直径約 10㎝の鉄の球を、地面にある目標を定めまして、そこにどれだけ近づけるか。カーリングはご存知でしょうか。あの要領で、各チームが 6 つずつ持っている球を投げ合いまして、その目標に一番近いチームに得点が入ります。それを何回か繰り返して、得点の多いチームが勝ちです。 ありがとうございます。はい、中西委員。 一般と壮年が分かれているんですけども、全体の参加人数や年齢層というのは、どんなもんですか。 実は、合併を機に一般と壮年に分かれまして、それまでは一般の部で年齢関係なく何歳以上の選手を集めてくださいという方式でした。合併に伴いまして、市町の数が減りましたので、競技としてはあまり面白味がないということがあったのと、若い方と壮年に分かれないと危ない競技もありますので、平成 18年から一般の部と壮年の部に分けられました。ただ、加賀市の場合は体育協会を中心に選手を集めていただいておりまして、極端にどちらかが少なくて出られないということはございません。ただし、壮年の部だけが出られるから出たいということはできません。県民体育大会のルールとしましては、一般の部にエントリーできたものについて壮年の部がエントリーできるという方式になっております。ですから、一般がいない場合は、壮年が一般にまわらなければいけないという非常に辛いことになる可能性はあるんですけども、幸いに加賀市はそういったことはありませんので、男子も女子も万遍なく一般・壮年が出られるものについてはエントリーできます。 ここ数年の成績を教えてください。 昨年度の成績ですけども、男子は一般・壮年ともに 4 位、総合でも 4 位を獲得しております。女子につきましては、一般は男子と同じく 4 位。ただ、昨年は加賀市を中心に大会が行われました。そういうこともあり、地の利もありましたのか、壮年
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の女子につきましては、非常に強敵の白山市と小松市を抑えまして、金沢市に続く 2位という成績を収めていただきました。総合では 4 位ということになったんですけども、2位というのは壮年の部が始まって以来の快挙でございました。今年も何とか2位、3位と 1つでも上位を狙えるように、応援していきたいと思っております。 ぜひとも頑張っていただきたいです。はい、山下教育長。 45の競技に参加するんですね。 はい。 競技で参加できない種目はわかりますか。 資料は手元にないんですけども、わかります。 それと参加できる競技というのは、協会が全部持っているんですか。 今のご質問ですと、まず体育協会の中には 34種目の協会がありまして、当然それ以上のものがエントリーするわけですが、先ほども言いましたように、要素が似ていればその協会にお願いして出ていただいたり、協会の正式種目と全く異なるものにつきましては、例えばスポーツ推進委員さんに協力をお願いして、その日は選手として出ていただいたりという工夫をして、なるべく参加点だけでも獲得して上位を狙いたいということで、現在選手を集めている状況です。 今年度も好成績を狙ってぜひ頑張っていただきたいと思います。次に参ります。報告第 22 号について、篠田係長お願いします。  ■ 報告第 22 号 深田久弥『日本百名山』発刊 50 周年記念碑除幕式について 篠田係長 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。 特にないようですので、計画通りよろしくお願いしたいと思います。次に参ります。報告第23号について、西出課長お願いします。  ■ 報告第 23号 市民夏期大学講座について 西出課長 資料に基づき説明  今年度の市民夏期大学講座について、ご説明いただきました。何かございましたらお願いします。 29 日の講座ですけど、小中学校の親御さんにも来ていただきたいと思うんですけど、学校で配ったりとか、保護者の手に渡るようにされたりするのですか。 やはり一番来ていただきたいのは、子育て時期のお父さんお母さんでありますので、PTA 連合会、それから子ども会、特にその 2つの団体に協力を要請いたしております。それから、学校の先生方にも教育長からお願いして、たくさん出ていただくようなことを考えております。 他にございませんか。 
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家庭教育、子育てに関する力が衰えていると言われますので、そういう意味でもたくさんご参加いただきたいですね。 特になければ報告案件を終わりにして、その他に参りたいと思います。その他(1)について、これも西出課長お願いします。  ■ その他(1) 加賀市ＰＴＡ連合会役員交流会について 西出課長 資料に基づき説明  今年で 3回目ということですね。 はい。 PTA 役員の方と私達が膝を交えて話す機会はなかなかございませんので、そういう意味では大変いいチャンスだと思います。中身をきちんと煮詰めていただけましたし、ありがたいことだと思っております。これについて、何かございませんか。 このテーマは家庭教育という大きなテーマがあって、共通テーマに携帯電話・ゲーム・宿題があり、中学校は塾・進学、この辺はどうやって仕切るのか。PTAの方達が仕切っていかれるんですか。 最初に共通のテーマで話した後で、個別のテーマに入るのではないかと思います。 共通のテーマと書いてございますからね。今回は市民会館ですね。 はい。 よろしくお願いしたいと思います。その他(2)について、西出課長お願いします。  ■ その他(2) 石川県青少年健全育成 南加賀ブロック会議について 西出課長 資料に基づき説明  要するに講演会を行いますということですね。 はい。 これについて、何かございませんか。酒谷委員。 加賀市の当番とありますが、毎年あるんですか。私、初めてのような気がするんですが。 南加賀ブロックというのがありまして、1年ごとに小松市、加賀市、能美市、川北町を順番にまわっております。たまたま今の県の会長さんが山中の下出さんという方で、加賀市では委員さんが8人おいでるんですけども、それで活動していらっしゃいまして、南加賀ブロックの中で加賀市が当番になっております。 ほぼ4年に1回まわってくるんですね。 はい。 他にございませんね。その他(3)について、観光交流課の篠田係長お願いします。  ■ その他(3) 九谷焼原画選抜小学生イラストコンクールについて 篠田係長 資料に基づき説明 
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毎年実施しているということですが、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。 小学生というのは、加賀市の小学生に限るわけではないんですか。 限っておりません。市内の小学生からは、今年度 1,500 人ほどの応募がありまして、その他に県内は金沢市から中能登まで 345 点の応募がありました。県外では、富山県が一番多く、539点ございました。以上です。 よろしいでしょうか。 はい。 では、次に参りたいと思います。その他(4)について、これも篠田係長お願いします。  ■ その他(4) 県民移動能 加賀市公演について 篠田係長 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。 内容もなかなか素晴らしいと思うんですが、錦城東小学校の子ども達だけというのはちょっとかわいそうな気もするので、そういうことは別の機会もあるんでしょうか。 毎年、県の方から応募がありますので、またこちらからお願いをしていきたいと思います。 加賀市は初めてですか。 加賀市では、2年前に橋立小中学校の方で開催されました。 他にございませんか。 では、よろしくお願いしたいと思います。その他(5)について、梶谷課長お願いします。  ■ その他(5) 石川県市町教育委員会連合会研究大会について ■ その他(6) 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  10月17日の輪島市で行われる研究大会、ぜひご都合をおつけいただきたいと思いますし、加南地区の研究大会は、例年持ち回りで行っているわけですが、こちらもご都合をおつけいただきたいと思います。次に参ります。その他、何かございますか。 皆さんのお手元の方に人物伝の冊子がいっていると思います。また委員の皆さんも読んでいただいて、いろんな人物が活躍したことを知っていただければと思います。 これにつきましては、もうすでに市内全中学校の2年生の生徒数プラスアルファを各学校に配付済みでございます。ふるさと学習や総合学習に活用していただきたいということでお配りしてございます。以上でございます。 加賀市の人物伝、これは以前、講演会か何かで、後日研究会みたいなことがあったんですか。 
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いえ、この市民会館の1階ホールに出ていますが、歴町センターのNPO法人が月1回ずつ、中央図書館の方で1回につき2人ずつ人物を紹介するという講座をずっと続けてやっております。同じ人物の紹介です。 大変ありがたいと思います。他にございませんか。 お手元に小さいものですけども、これは中矢地域振興部次長の九谷焼美術館展覧会のご案内ということで、参考にぜひとも配っていただきたいということです。 他にございますか。 お手元に置きました資料で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正について、ご説明したいと思います。   地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正について 説明  基本的に加賀市の場合ですと、教育委員長は11月21日までです。 誰か選ばないといけないんですね。 そのときに選ぶということです。 4月1日から施行ですよね。 平成26年度中にもう一度、委員長を選びます。 その委員長の任期はいつまでですか。 平成27年11月21日です。 加賀市はずっと11月21日なんですか。 平成27年11月21日で、今の教育委員長はなくなります。 4月1日になくなるわけではないんですか。 そうではないと私どもは読んでいるんですけども。 私が聞いたのもそうですね。 また詳しく出るんですけども、教育委員長の職がなくなるということで、平成27年4月1日が基準になるそうです。それまでに決まった委員長はその任期までで、委員長がなくなったら、新たな新教育長を選んでいただきます。教育長の任期が例えば平成27年5月で切れた場合には、そこから変わりますよということです。 加賀市は平成27年11月21日に変わりますよね。任期は3月31日までですか。それから4年ですか。 教育長は3年です。 それから3年ですか。 補足の読み方がなかなか難しいので、7月に文科省から示されるもので、もう少しより具体的にわかりやすくなるのではないかと思います。 パッと見ただけではちょっとわかりにくいので、お願いします。 施行は平成27年4月1日なので、会議とかはセットされます。あとは現行の教育長の任期とかですね。 会議とかはすぐにセットされるんですか。 第1条の3で。 
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私どももよく見てみますけど、事務局の方でこの辺りきちっと吟味して、正確な判断をお願いします。 法律が通りましたので、ご参考までにということです。 よろしくお願いいたします。その他、よろしいですか。 教科書採択のことで山下さんからお電話いただいて、教科書を貸してくださるということですけど、どこかに置いてあるんですか。山中にも置いてあるんですか。 はい、置いてあります。ここにもあります。 貸し出しできるんですか。 ここのはできますね。 教育委員会用のものは貸出可能です。 教育長室に並んでいますが、見るのは大変だというのがわかると思います。 教科書を見られる方は少ないということで、ちょっと残念ですね。本当は子どもさんを持っておられる親御さんに見ていただくといいんですけど、やはり教育は学校任せという感じで、あまり見られる方がいない。来年になると別に興味をお持ちの方がいっぱい来られるんですけども。 中学校のときみたいに、図書館に意見を書く物は置いてあるんですか。 もちろん置いてあります。今度はゆっくり座って教科書が見られるようにして、学校指導課の方できちっとしてあります。山中の方がちょっと見難いかなと言っておりましたけども、いずれにしても座ってゆっくり見られるスペースを作ってあります。ただ、教育委員さんはいつ来ても教育長室に置いてありますので。 選ばれる前の候補の教科書があるんですか。 そうです。例えば、国語なら5社あれば5社の教科書が1年から6年まで並んでいます。 後でまたご覧ください。 今日は観光交流課の篠田係長が来て、説明をしていただきました。補助執行している事務については、今日は審議事項として文化振興審議会委員の委嘱は条例で定まっているので、教育委員会の中で委嘱しないといけないものは、今後も観光交流課の方達に説明していただき、ここで審議していただきます。物によっては報告案件もあるかと思いますので、今後もこういったふうに進んでいくと思いますので、よろしくお願いいたします。 では、他になければ次回日程についてお願いします。 日程ですけども、7月28日月曜日は臨時会で教科書採択ですので、その前にということで、23日水曜日はいかがでしょうか。 何時ですか。 午前、午後どちらでもいいですが、1時半でよろしいでしょうか。 はい。 場所はまたご連絡いたします。選定委員のものはいつ出るんですか。 採択委員会は7月14日です。 その頃には意見がわかっていますね。7月14日以降になれば、ある程度参考になるものがわかるということですね。 
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中西委員 梶谷課長  上田委員長 7月14日以降になると、どの教科書に絞られてきたということがわかるんですか。 絞りではないです。この教科書はこういう良さがあるとか、こういう工夫がしてあるとかが出ます。間は短いですけれども、それがあった方がいいと思います。 基準が何もなしに教科書を全部通すと大変なことになりますから、大変ありがたいことです。 以上で、閉会してよろしいでしょうか。第9回加賀市教育委員会定例会を終わります。  以上、会議の顛末を記載し、会議録を作成する。 
 


