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平成２８年第１２回甲賀市教育委員会（定例会）会議録 

 

開催日時    平成２８年１０月２６日（水） 

        午前９時４５分から午前１１時３７分まで 

 

開催場所    甲賀市役所 甲南庁舎 ３階 第１委員会室  

 

出席委員    委員長       山田  喜一朗      

        委員長職務代理者  藤田 正実 

        委員         今井  智一 

        委員         松山  顕子 

        教育長       山本  佳洋  

 

事務局出席者  教育部長             福山  勝久 

        次長（管理担当）         島田  俊明 

        次長（指導担当）         松本  則之 

        次長（人権教育担当）       藤村  與史雄 

        次長（学校教育担当）       中村  康春 

        管理監兼こども未来課長      山元  正浩 

        教育総務課長           山嵜  吉未 

        教育総務課参事          近藤  直人 

        学校教育課長           岡根  富美代 

        社会教育課長           伴   統子  

        文化スポーツ振興課長       古谷  淳子 

        歴史文化財課長          長峰  透  

        人権推進課長           地平  勝弥 

        甲南図書交流館長（図書館統括担当）中尾 亮次 

        甲南公民館長（公民館統括担当）  保井 晴美   

        教育総務課総務企画係長      林   英明  

 書記      社会教育課課長補佐        岡崎  徳幸 
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議決、報告事項は次のとおりである。 

１．会議録の承認 

 （１）平成２８年第１１回教育委員会（定例会）会議録の承認 

 

２．報告事項 

 （１）１０月 教育長 教育行政報告 

 （２）自動車検査証の有効期間が切れた公用車の運行について 

 （３）甲賀市幼保・小中学校再編計画（基本計画）状況報告について 

 （４）平成２８年度全国学力・学習状況調査の結果について 

 （５）甲賀市・利川市中学生国際交流事業（甲賀市中学生派遣）につい

て 

 （６）甲賀市希望ケ丘保育園耐震補強事業（仮設園舎賃貸借）の進捗状

況について 

 （７）岩上公民館改修工事について 

 （８）甲賀市子どものいじめ事案について 

 （９）市内小中学校における児童生徒の状況について 

 

３．協議事項 

 （１）議案第８５号 甲賀市文化のまちづくり計画の中間見直しについ

て 

（２）議案第８６号  甲賀市史跡紫香楽宮跡整備活用計画検討委員会委

員の解嘱について 

（３）議案第８７号  甲賀市史跡紫香楽宮跡整備活用計画検討委員会委

員の委嘱について 

（４）議案第８８号 甲賀市教育委員会委員の辞職同意について 

（５）議案第８９号  甲賀市教育長の職務代理者の事務委任に関する規

則の制定について 

 

４．その他、連絡事項など 

 （１）平成２８年第１３回（１１月定例）教育委員会について 
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 （２）平成２８年第８回教育委員会委員協議会について 

 （３）「まなびの体験広場２０１６ ひとみの輝く甲賀っこまつり」の開

催について 

 （４）第３０回あいの土山マラソン大会について 

 （５）歴史フォーラム「水口岡山城と豊臣家五奉行の城」の開催につい

て 

 

◎教育委員会会議 

   〔開会 午前９時４５分〕 

 

管理担当次長 それでは、平成２８年第１２回甲賀市教育委員会定例会を

開催させていただきます。 

管理担当次長 開会にあたりまして、市民憲章の唱和を行いますので、皆

様ご起立をお願いします。 

管理担当次長 ありがとうございました。ご着席ください。 

管理担当次長 それでは、山田委員長からご挨拶をいただきまして、議事

の進行をお願いいたします。 

委員長    皆さんおはようございます。開会にあたりまして、一言ご

挨拶を申し上げます。 

       早や１０月も半ばを過ぎ、暦の上では、丁度２３日が霜降

で、そろそろ霜が降り始めそうです。また、お酒を好まれる

方は熱燗の一杯が恋しい季節となって参りました。 

       皆様方に於かれましては、益々ご壮健のこととお慶び申し

上げます。また、本日は大変お忙しいところ、第１２回教育

委員会定例会にご出席いただきまして誠にありがとうござい

ます。子ども達は、２学期の一大イベントの運動会も無事終

わり、じっくりと落ちついて勉学に励んでいるものと思いま

す。２学期に入り、１学期と比べると随分成長してくれたと

思います。学級の中にも、まとまりが出来、友達同士も“あ

うんの呼吸”や“絆”も深まって来ていると思います。この
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２学期は丁度一年の折り返し点です。１学期を振り返り、自

分の目標と照らし、どうであったか、達成出来たか、出来な

かったか、又、３学期に向けての取り組み、スポーツに勉学

に一層努力していただきたいものです。 

       さて、９月２９日に全国学力テストの結果が発表されまし

たことは皆様ご承知のことと思います。そもそも全国学力テ

ストは“子どもの学力や学習状況を把握して指導充実などに

役立てるのが目的”であります。今回の結果から、文科省は

テストを通して学力の底上げが進んでいるとし、正答率の高

い県と低い県との学力格差が１０年前より縮まったと発表し

ました。小学校では毎年上位の北陸勢や秋田に加え広島や沖

縄が上位に、又、中学校でも秋田や北陸勢のほか静岡などが

上位に入りました。ある学校が取り入れた学習に“グループ

ワーク”という、問題を解き終わった生徒が、まだ終わって

いない生徒に教えるというやり方で、授業を改善し、学力テ

ストの結果を向上させたという学校もありました。全員が参

加するので参加する様になった、こうした取り組みを４年間

続けた結果、今年初めて数学が全国平均を上回ったという学

校もあります。先生が一方的にしゃべる授業では勉強の苦手

な子どもは参加していない、一方、学びあいの授業だと子ど

も達が育っているなと実感するとのことです。 

       また、テスト対策等が過熱しすぎると、過剰な競争を与え

て学校の教育活動に悪い影響を与えているところもあるとの

事です。あくまで学力テストは、教育をよりよくしていく改

善の為の指標を得ようとしてやっている調査であり、学校や

教育委員会の為ではありません。そういうことで甲賀市も今

回の結果を踏まえ、教育指導についての議論をより一層進め

ていただきたいと思います。 

       さて、１０月１０日は“体育の日”でありました。この日

にちなんで色々なスポーツの祭典が各地で執り行われました。
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まさに“スポーツの秋”です。そもそも“体育の日”は東京

オリンピックの開会式の日を記念して制定されました。“体

育の日”は「スポーツに親しみ健康な心身を培う」とだけあ

り、歴史的な由来が失われつつあると思います。高度成長の

中、産業や経済の空洞化の様に、歴史や伝統文化の空洞化を

招く恐れがある様にも感じます。また、国際化や情報化が進

み、国民生活もどんどん豊かになると、“我慢や節約”とい

った今日までの日本の美徳が薄れていく感じもいたします。

“我慢の出来る子”、“物を大切に出来る子”、又“気まま”、

“我がまま”、“思いやり”、“愛情”、“しつけ”と、今

日、物やお金で解決を急ぐ傾向も見られます。しかし、これ

らは家庭での生活環境が多くを占めますが、教育委員会に於

きましても、学校現場で起こるさまざまな問題に今一度教育

について、家庭、学校も含め原点を考える事が重要であり、

必要であると思います。 

       また、１０月は税の月間、週間とも言われています。甲賀

市の予算は、約４１４億円です。その約１５％約６３億円が、

教育委員会関係の予算です。その又約８％約５億円がスポー

ツ関係に使われています。言うまでもなく殆んどが市民の貴

重な税金であります。この貴重な財源により、さまざまな政

策や事業を行っている訳ですが、今一度、教育委員会全体を

含め、１つ１つの事業がご理解いただける様に、効率的に有

効に執行出来ているか、又、その成果、効果の検証も踏まえ、

管理指導者として責務を全うしていただきますようお願いし

ておきます。それにはまず“現場を知り”“人を知り”、速、

決断出来る英知を結集して下さい。 

       ま た 、 最 近 の 国 会 や 企 業 経 営 者 に お い て よ く 使 う 言 葉 に

“ 真 摯 ” と い う 言 葉 が あ り ま す 。 “ 真 摯 に 受 け と め

る”“粛々と進める”“その立場ではございません”等も多

用されます。“真摯とは”辞書で“真面目で熱心”だが、そ
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れでは足りません。誠実、高潔、そして正しいと信ずる価値

観に正直で強い態度を求めています。これらは企業経営だけ

でなくあらゆる組織の価値や人生の生き方と等しいと思いま

す。皆様方も管理職であるという自覚をもとに、市民、職員

から信頼される人になっていただきたいと思います。 

委員長    それでは、資料に基づきまして、会議に入らせていただき

ます。はじめに１．会議録の承認について、（１）平成２８年

第１１回教育委員会（定例会）会議録の承認について、資料

１でございます。会議録については、事前に委員の皆様方の

お手元に配付させていただいております。何かご意見、ご質

問等ございましたらお願いします。 

        （全委員 質問等なし） 

委員長    特にご意見、ご質問等ございませんので、ただ今の（１）

平成２８年第１１回教育委員会（定例会）会議録の承認につ

いては、原案のとおり、承認することとします。 

委員長    続きまして、２．報告事項といたしまして、（１）１０月教

育長教育行政報告について、資料２に基づき、説明をお願い

します。 

教育長    それでは、以下、４件につき報告いたします。まず、９月

２８日の第４回校務運営協議会であります。本年度の全国学

力学習状況調査の結果を受け、今回の協議会では、「こうか授

業術５箇条」のさらなる定着・深化を図るための視点を共有

するとともに、「学力向上は長い準備期間（潜在的期間）を経

て、一気に向上、実現する」こと、「学力の向上は、Ｂ問題か

ら向上し、次にＡ問題が向上する」こと、さらに、「授業改革

が推進できれば、問題行動はほぼ皆無に近づき、不登校も激

減する」ことを重ねて確認し、さらなる質の高い実践に向け

てその指導を継続することを指示したところです。  

            次に、９月２９日、「こうか盛人のつどい」についてであり

ます。今年で５回目となるつどい。奥村容久氏による、懐か
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しい日本の歌を歌うオープニングに始まり、開会行事を経て、

シルバー大学写真クラブ、体操サークルの市民活動団体実践

発表、そして碧川萌子氏を講師に迎え「年輪の知恵を生かし

て」と題する記念講演をうかがいました。当日は３５０名の

ご来場者があり、仲間との再会や互いの活躍を喜び合い、ま

た、これからも豊かな人生を過ごすことを確かめ合う、とい

う「つどい」の趣旨のもと、今年も和やかな雰囲気の中での

「つどい」が実施できたこと、嬉しく思っています。  

            次に、１０月６日の水口ライオンズクラブによる図書の贈

呈式についてであります。当クラブでは、平成１８年にクラ

ブメンバーの「将来を担う子ども達が心豊かに健全に成長し

てほしい」との願いを込めた青少年育成事業を開始され、以

降毎年、「朝の読書運動」に取り組んでいる市内小中学校の中

から１から３校を選び、「読書奨励金」を贈呈いただいてまい

りました。 

             本年は雲井小学校に図書を贈呈いただくことになり、当日

は石川会長、田中幹事長、西山市民・教育・環境保全委員長

ご来庁のもと贈呈いただき、ありがたく受領させていただき

ました。 

            このように、多くの皆様方に本市児童生徒の育ちをお支えい

ただいていることを考えるとき、改めて、子ども達の確かな

成長に責任を持つ者としての結果責任を果たさなければなら

ないことを想わせていただきました。 

            最後に、１０月７日から県教育委員会教職員課人事主事同

行の下、本年２回目となる人事にかかる学校訪問を開始いた

しました。今回の訪問は、学校の現状と次年度の教職員にか

かる組織づくりへの構想を校長から聴取するため実施するも

のです。 

             各学校が抱える課題解決に向けた確かな陣容を整えるため、

加配教職員の確実な配置を県にお願いするとともに、市にお
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いてもこれまでどおり、市費の講師配置を今後の予算策定の

中でしっかりと反映できるよう努めて参ります。 

             以上、今月の教育行政報告といたします。 

委員長    ありがとうございました。ただ今の（１）１０月教育長教

育行政報告について、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

委員長    特にないようですので、（１）１０月教育長教育行政報告に

つきましては、報告事項として終わらせていただきます。 

委員長    次に（２）自動車検査証の有効期間が切れた公用車の運行

について、資料３に基づきまして、担当より説明をお願いい

たします。 

教育部長   それでは、（２）自動車検査証の有効期間が切れた公用車の

運行について、資料３により説明申しあげます。 

        （以下、資料３により報告） 

委員長    ただ今の、（２）自動車検査証の有効期間が切れた公用車の

運行について、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

委員長    特にご意見、ご質問もございませんので、（２）自動車検査

証の有効期間が切れた公用車の運行について、報告事項とし

て終わらせていただきます。  

委員長    続きまして、（３）甲賀市幼保・小中学校再編計画（基本計

画）状況報告について、資料４に基づきまして、担当より説

明をお願いいたします。 

教育総務課参事 それでは、（３）甲賀市幼保・小中学校再編計画（基本計

画）状況報告について、資料４に基づきまして、ご説明をさ

せていただきます。 

        （以下、資料４により報告） 

委員長    ありがとうございました。ただ今の、（３）甲賀市幼保・小

中学校再編計画（基本計画）状況報告について、何かご意見、

ご質問等ございませんか。 

委員長    特にご意見、ご質問もございませんので、（３）甲賀市幼保・

小中学校再編計画（基本計画）状況報告については報告事項
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として終わらせていただきます。 

委員長    次に、（４）平成２８年度全国学力・学習状況調査について、

資料５に基づきまして、担当より説明をお願いいたします。 

次長（学校教育担当） それでは、（４）平成２８年度全国学力・学習状況

調査の結果につきまして、資料５に基づきまして、ご説明を

させていただきます。 

       （以下、資料５により報告） 

委員長    ありがとうございました。ただ今の（４）平成２８年度全

国学力・学習状況調査の結果について、何かご意見、ご質問

等ございませんか。 

委員長    特にご意見、ご質問等もございませんので、（４）平成２８

年度全国学力・学習状況調査の結果につきましては、報告事

項として終わらせていただきます。 

委員長    次に（５）甲賀市・利川市中学生国際交流事業（甲賀市中

学生派遣）について、資料６に基づきまして、担当より説明

をお願いいたします。 

学校教育課長 それでは、（５）甲賀市・利川市中学生国際交流事業（甲賀

市中学生派遣）について、資料６に基づきまして、ご説明を

させていただきます。 

（以下、資料６により報告） 

委員長    ただ今の、（５）甲賀市・利川市中学生国際交流事業（甲賀

市中学生派遣）について、何かご意見、ご質問等ございませ

んか。 

委員長    特にご意見、ご質問等もございませんので、（５）甲賀市・

利川市中学生国際交流事業（甲賀市中学生派遣）については、

報告事項として終わらせていただきます。 

委員長    次に（６）甲賀市甲南希望ケ丘保育園耐震補強事業（仮設

園舎賃貸借）の進捗状況について、資料７に基づきまして、

担当より説明をお願いいたします。 

管理監兼こども未来課長 それでは、（６）甲賀市甲南希望ケ丘保育園耐震
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補強事業（仮設園舎賃貸借）の進捗状況について、資料７に

基づきまして、ご説明をさせていただきます。 

（以下、資料７により報告） 

委員長    ただ今、説明いただきました、（６）甲賀市甲南希望ケ丘保

育園耐震補強事業（仮設園舎賃貸借）の進捗状況について、

何かご意見、ご質問等ございましたらお願いしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

委員長    特にご意見、ご質問等もございませんので、（６）甲賀市甲

南希望ケ丘保育園耐震補強事業（仮設園舎賃貸借）の進捗状

況については、報告事項として終わらせていただきます。 

委員長    次に（７）岩上公民館改修工事について、資料８に基づき

まして、担当より説明をお願いいたします。 

社会教育課長 それでは、（７）岩上公民館改修工事について、資料８に基

づきまして、ご説明をさせていただきます。 

（以下、資料８により報告） 

委員長    ただ今、説明いただきました、（７）岩上公民館改修工事に

ついて、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

委員長    特にご意見、ご質問等もございませんので、（７）岩上公民

館改修工事については、報告事項として終わらせていただき

ます。 

委員長    次に（８）甲賀市子どものいじめ事案について並びに（９）

市内小中学校における児童生徒の状況についての報告に移ら

せていただきます。 

教育長    （８）甲賀市子どものいじめ事案について並びに（９）市

内小中学校における児童生徒の状況について、非公開とする

ことを提案させていただきます。その理由といたしまして、

報告内容が市内の小中学生に関わることであり、公開するこ

とで特定の生徒に不利益が及ぶことがあるため、非公開とす

るようご配慮願います。 

委員長    ただ今、山本教育長から発言のありました、（８）甲賀市子
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どものいじめ事案について並びに（９）市内小中学校におけ

る児童生徒の状況について、公開することにより特定の生徒

に不利益を及ぼす恐れがあるため、非公開とすべきとの発言

がありましたので、採決に入ります。 

委員長    報告事項（８）並びに（９）について、非公開とすること

について、賛成の委員は挙手願います。 

      ＜挙手全員＞ 

委員長      挙手全員であります。 

よって、甲賀市教育委員会会議規則第８条により、当該報

告事項は非公開とすることに決定いたしました。非公開によ

る報告に入りますので、教育委員、教育部長、次長、所管課

長以外は、一旦ご退席ください。 

      （関係者以外退席） 

 

      （非公開の議事開始） 

 

       

 

 

 

 

 

（非公開議事終了 退席者入室） 

 

委員長    続きまして、３．協議事項に移らせていただきます。 

       （１）議案第８５号甲賀市文化のまちづくり計画の中間見直

しについて、資料１１に基づき、担当より説明をお願いいたし

ます。 

文化スポーツ振興課長 それでは、（１）議案第８５号甲賀市文化のまちづ

くり計画の中間見直しについて、資料１１に基づき、ご説明申

 以下の議事については、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第１３条第６項及び甲賀市教育委員会会議規則第８条の

規定により非公開 

報告事項（８）甲賀市子どものいじめ事案について 

 （９）市内小中学校における児童生徒の状況について 
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し上げます。 

       （以下、資料１１により説明）        

委員長     ただ今、ご説明いただきました（１）議案第８５号甲賀市

文化のまちづくり計画の中間見直しについて、何かご意見、

ご質問等ございましたらお願いいたします。 

委員      まちづくり計画の冊子の修正後の資料２２／５２ページの

ところに、施設数の調整も検討していくことになるかもしれ

ませんという文言が増やされていますが、具体的に施設を増

やすとか減らすとかの検討内容で出ているのかをお聞きした

いのと、２８／５２ページに赤い文字で「文化・芸術・芸能

等において経験のある方の参画によりその経験や知識が活か

されればより効果的なものとなります。」という文言が追加さ

れていますが、本当にその通りだと思いますし、文言として

追加していただくのは良いと思います。甲賀市全体の話なの

ですが、今各学校が合唱コンクールや校内音楽会の時期で各

学校準備されていると思いますが、学校の先生が具体的に合

唱をどのように指導したら子どもが上手になるかはわからな

い。やってあげたい気持はすごくあるけど、専門の方に聞か

ないとわからないと言われています。その分野で経験や知識

を持った方が、学校教育の中でもそのような機会をもてれば

いいなと思ったことがあります。もちろん合唱だけでなく、

図画工作についても、技術に長けた方が、図画工作の指導を

してもらったら、普通の先生が指導するよりもっとすごいも

のができると思います。体育もそうだと思います。バスケッ

トボールを教えられる方や水泳が出来る方が来られたら、も

っと上手になると思うので、ここの文言を読みまして、市全

体もそうですし、学校の中にも経験や知識を持った方が関わ

れる機会が増えればいいと思いました。 

文化スポーツ振興課長 ご意見ありがとうございます。２２ページの件で

すが、今後も審議会が続きますので、その中で具体的に審議
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されていくこととなっております。また、経験者等の知識が

活かされる場ですが、教育委員会の各関係機関と横断的に調

整をとりながら発信できればと考えております。 

委員長    他にご意見、ご質問はありませんか。 

委員      ２３ページに、アール・ブリュットについて書かれていま

すが、アール・ブリュットは障がい者に関わらず、美術教育

を受けていない人の芸術で、この表現でいいのですか。 

文化スポーツ振興課長 この件については、障がい者の関係機関と調整を

させていただいて、この文言にさせていただいているところ

です。 

委員長    他にご意見、ご質問等がないようですので、（１）議案第８

５号甲賀市文化のまちづくり計画の中間見直しについては、

原案のとおり、可決することとします。 

委員長    続きまして、（２）議案第８６号甲賀市史跡紫香楽宮跡整備

活用計画検討委員会委員の解嘱について、資料１２に基づき、

担当より説明をお願いいたします。 

歴史文化財課長 それでは、（２）議案第８６号甲賀市史跡紫香楽宮跡整備

活用計画検討委員会委員の解嘱について、その提案理由を申

し上げます。 

        （以下、資料１２により説明） 

委員長    ただ今、ご説明いただきました（２）議案第８６号甲賀市

史跡紫香楽宮跡整備活用計画検討委員会委員の解嘱について、

何かご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

委員長    ご意見、ご質問等がないようですので、（２）議案第８６号

甲賀市史跡紫香楽宮跡整備活用計画検討委員会委員の解嘱に

ついては、原案のとおり、可決することとします。 

委員長    続きまして、（３）議案第８７号甲賀市史跡紫香楽宮跡整備

活用計画検討委員会委員の委嘱について、資料１３に基づき、

担当より説明をお願いいたします。 

歴史文化財課長 それでは、（３）議案第８７号甲賀市史跡紫香楽宮跡整備
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活用計画検討委員会委員の委嘱について、その提案理由を申

し上げます。 

（以下、資料１３により説明）        

委員長     ただ今、ご説明いただきました（３）議案第８７号甲賀市

史跡紫香楽宮跡整備活用計画検討委員会委員の委嘱について、

何かご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

委員長    ご意見、ご質問等がないようですので、ただ今の（３）議

案第８７号甲賀市史跡紫香楽宮跡整備活用計画検討委員会委

員の委嘱については、原案のとおり、可決することとします。 

委員長    続きまして、追加提出議案がございましたらお願いいたし

ます。 

教育総務課長 それでは、議案第８８号甲賀市教育委員会委員の辞職同意

について、追加提出議案として上程させていただきます。 

委員長    それでは追加提出議案（４）議案第８８号甲賀市教育委員

会委員の辞職同意について、でございます。１０月１９日、

山本佳洋教育長から、本年１０月３０日をもって教育委員の

職を辞したい旨の願い出が提出されました。今回の議件は、

辞職願の提出に伴うものであります。それでは議案第８８号

甲賀市教育委員会委員の辞職同意について、を議題といたし

ます。この議案は、教育委員の一身上に関するものでありま

す。この場合は、改正前地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第１３条第５項の規定により、当事者は委員に意見す

ることができません。従いまして、山本教育長には、退室し

ていただくことになりますので、よろしくお願いします。 

        （山本教育長退室） 

委員長    それでは、（４）議案第８８号甲賀市教育委員会委員の辞職

同意について、資料１４に基づき、担当より説明をお願いい

たします。 

教育総務課長 それでは、（４）議案第８８号甲賀市教育委員会委員の辞職

同意について、その提案理由を申し上げます。 
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（以下、資料１４により説明） 

委員長    ただ今、ご説明いただきました（４）議案第８８号甲賀市

教育委員会委員の辞職同意について、何かご意見、ご質問等

ございましたらお願いいたします。 

委員長    ご意見、ご質問等がないようですので、ただ今の（４）議

案第８８号甲賀市教育委員会委員の辞職同意について、皆様

方にお諮りいたします。ただ今、提案されました議案に同意

されることで異議はございませんか。 

        （異議なし） 

委員長    特に異議なしということでありますので、（４）議案第８８

号甲賀市教育委員会委員の辞職同意について、全員同意する

ことに決しました。それでは、同意の決定がなされましたの

で、山本教育長に入室していただきます。 

        （山本教育長入室） 

委員長    それでは、ご報告をいたします。（４）議案第８８号甲賀市

教育委員会委員の辞職同意について、ただ今、検討いたしま

した結果、極めて残念ではありますが、全員同意をすること

に決しましたので、ご報告させていただきます。 

教育長    ありがとうございました。 

委員長    １０月３０日まであと少しでございますが、教育長、私た

ちに残していただく言葉がございましたらよろしくお願いし

ます。 

教育長    ただ今、私の一身上の都合によりまして、誠に勝手でござ

いますが、ご同意をいただきありがとうございました。私が、

６年３ヶ月の長きに渡って教育長という重責を預からせてい

だいたのはひとえに委員長をはじめ委員各位のご指導のおか

げです。また、事務局職員一人ひとりが丁寧に支えてくれた

おかげであり感謝申しあげるところであります。本当にあり

がとうございました。 

委員長    ありがとうございました。続きまして（５）議案第８９号
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甲賀市教育長の職務代理者の事務委任に関する規則の制定に

ついて、資料１５に基づき、担当より説明をお願いいたしま

す。 

教育総務課長 それでは、（５）議案第８９号甲賀市教育長の職務代理者の

事務委任に関する規則の制定について、その提案理由を申し

上げます。 

（以下、資料１５により説明） 

委員長    ただ今、ご説明いただきました（５）議案第８９号甲賀市

教育長の職務代理者の事務委任に関する規則の制定について、

何かご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

委員長    ご意見、ご質問等がないようですので、ただ今の（５）議

案第８９号甲賀市教育長の職務代理者の事務委任に関する規

則の制定については、原案のとおり、可決することとします。 

委員長    続きまして、４．その他、連絡事項等でございます。 

       （１）平成２８年第１３回（１１月定例）教育委員会につ

いて、平成２８年１１月２１日（月曜日）１０時から開催を

させていただきます。併せて、（２）平成２８年第８回教育委

員会委員協議会につきましては、平成２８年１１月１４日（月

曜日）１０時から開催させていただきます。 

委員長    続いて、（３）「まなびの体験広場２０１６ひとみの輝く甲

賀っこまつり」の開催について、担当より説明をお願いしま

す。 

社会教育課長 （３）「まなびの体験広場２０１６ひとみの輝く甲賀っこま

つり」の開催についてご連絡させていただきます。今回、ピ

ンクのチラシを入れさせていただいております。日時は１１

月３日、１０時から１５時３０分。場所は甲南情報交流セン

ター（忍の里プララ）です。市内の高校生、専門学校生、甲

賀市シルバー人材センター、甲賀市工業会、滋賀県建築組合

甲南支部の皆さんを講師にお迎えして、市内の小学生を対象

といたしまして、学んでいる人たちには、学習から得た知識・
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経験の「発表の場」を、また、次世代を担う子ども達には、

新たな興味・関心・喜びをもたらす「学ぶ場」を提供し、異

世代間の交流の中から人と人との輪を広げ、生涯学習の振興

をはかることを目的として開催させていただきます。具体的

な内容といたしましては、小物入れづくりやエコ教室、七宝

焼きづくり等のコーナーになります。委員の皆様におかれま

しては、ご都合がつきましたら会場へお越しいただき、ご覧

になっていただければと思います。どうぞよろしくお願い申

しあげます。 

委員長    ありがとうございました。続きまして（４）第３０回あい

の土山マラソン大会について、担当より説明をお願いします。 

文化スポーツ振興課長 （４）第３０回あいの土山マラソン大会について、

ご連絡させていただきます。１１月６日（日）あいの土山マ

ラソン大会を開催させていただきます。また５日（土）につ

きましては、レセプションを併せて開催することになってい

ます。今回、３０回目を迎えますマラソン大会、記念すべき

大会となりました。今年度のマラソン参加者につきましては、

フルマラソン・ハーフを合わせて３，３８８人の予定です。

そして、３０回目を記念して、マラソン選手のご家族やサポ

ーターとして付き添って来られている方に対しまして、東海

道土山宿を楽しんでいただこうと、マラソン会場から伝馬館

までの１．５ｋｍをウォーキングしていただくイベントを企

画しております。マラソンにつきましては、１０時２５分か

ら女子がスタートし、順次５分ごとにスタートします。ウォ

ーキングのイベントについては、１１時から９０名の参加を

予定し、３０分ごとに３班に分けてウォーキングを予定して

おります。この大会を機に地域の活性化につながればと考え

ております。委員の皆様におかれましては、是非ご出席して

いただきますようよろしくお願いします。  

委員長    ありがとうございました。続きまして（５）歴史フォーラ
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ム「水口岡山城と豊臣家五奉行の城」の開催について、担当

より説明をお願いします。 

歴史文化財課長 （５）歴史フォーラム「水口岡山城と豊臣家五奉行の城」

の開催について、ご連絡させていただきます。水口岡山城に

つきましては、天正１３年に羽柴秀吉により築かれた、この

地域最大の城郭であります。教育委員会といたしましても、

平 成 ２ ４ 年 度 か ら 発 掘 調 査 等 を 続 け て き た と こ ろ で ご ざ い

ます。本年７月に、国史跡となるための意見具申書を文部科

学省に提出をしました。これに併せまして、多くの方に水口

岡山城の価値とまちづくりとしての希少性について、歴史フ

ォーラムを平成２８年１１月１３日（日）１３時から碧水ホ

ー ル で 開 催 し ま す 。 内 容 と い た し ま し て は 、 浅 野 長 政 の 城 

甲府城、前田玄以の城 丹波亀山城、増田長盛・長束正家の

城  水 口 岡 山 城 と 題 し て そ れ ぞ れ 講 演 を し て い た だ く と と

もに、フォーラムといたしまして「水口岡山城と豊臣家五奉

行の城」というシンポジウムを開催する予定でございます。

委員の皆様におかれましては、会場の方にお越しいただけま

したら幸いでございます。よろしくお願いいたします。 

委員長    それでは、最後となりますが、教育長から一言ご挨拶をい

ただきたいと思います。 

教育長    ありがとうございました。「山燃える秋」には今暫くの時が

必要でありますが、色づく木々の葉は、次の春に向けての準

備を開始する証であり、色づく木々の美しさと共に、改めて

自然の巧みさを想うところであります。  

今、学校の側を通りかかりますと、児童生徒の爽やかな合

唱の声が聞こえることがあります。現在市内小中学校では比

較的落ち着いた雰囲気の中で文化の秋本番を向かえ、様々な

文化活動や行事が展開できており、子ども達の歌声も、まも

なくやってくる音楽会に向けての練習であり、これらの活動

は、子ども達個々の力を磨くとともに、仲間と力を合わせる
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ことの素晴らしさを味わわせ、学ぶ場として大変意義深いも

のがあります。これらの行事を通して児童生徒がまた一段と

成 長 の 階 段 を 上 っ て く れ る も の と 確信 し て い る と こ ろ で あ

ります。  

  さて、先の市長選挙の結果新しい市長が誕生されました。

今後どのような舵取りをされるのか、大いに期待するところ

であります。そんな中、教育委員会事務局におきましては、

年度当初に市民の皆さんにお約束した重点事業を中心にそ

の取り組みを着実に進めながらも一方で、保幼・小中学校再

編計画等、特に、将来まで長きにわたる事業につきましては、

新市長のお考えを確認したうえで進める必要があることか

ら、その進行を暫く見合わせ、市長協議を経た暁には、また

鋭意取組みを再開することとしています。  

いずれにいたしましても再編計画の取組みに留まらず、教

育委員会が 担うすべての事業、業務は、市民憲章にあると

おり、市民の皆様の「こぼれる笑顔」のために応えることを

目指して為すべきものであり、このことは市のトップが代わ

ろうとも変わるものではないと思っております。  

これからの時代は、いよいよ甲賀ならではのまちづくり、

人づくりにむけて、その真価が問われることとなります。し

たがって、教育委員会が繰り出す施策には、市民の学びに責

任を持つ揺るぎない観点のもと、子ども達や市民の皆さんの

「自立、協働、創造」に向けた学びの教育環境の構築への意

欲や熱意が息づくものでなければならず、今こそ、教育部長

を中心とする事務局の意欲と熱意、構想力、実行力等その組

織力が問われることになります。 

   今後とも事務局あげて知恵を絞ってまいりますが、委員各

位におかれましてもそれぞれのお立場から、引き続き適宜・

適切なるご指導ご助言をいただきますこと切にお願い申し

上げ、閉会に当たっての挨拶とします。 
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〔閉会 午前１１時３７分〕 

 


