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平成２８年第１６回甲賀市教育委員会（定例会）会議録 

 

開催日時    平成２８年１２月１９日（月） 

        午前１０時３２分から午後０時３分まで 

開催場所    甲賀市役所 甲南庁舎 ２階 大会議室 

 

出席委員    教育長職務代理者 山田 喜一朗 

        委員       藤田 正実 

        委員       今井 智一 

        委員       松山 顕子 

 

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（社会教育担当）       松本 則之 

        次長（学校教育担当）       中村 康春 

        次長（人権教育担当）       藤村 與史雄 

        次長（学校給食センター建設担当） 平井 茂治 

        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 

        教育総務課長（教育環境整備担当） 伴  統子 

        学校教育課長           岡根 富美代 

        社会教育課長           樫野 ひかる 

        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     歴史文化財課課長補佐       鈴木 良章 
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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１４回教育委員会（定例会）会議録の承認 

  

２．報告事項 

（１）１２月 教育長職務代理者 教育行政報告 

（２）平成２８年第７回甲賀市議会定例会（１２月）提出議案の結果について 

（３）（仮称）甲賀市西部学校給食センター建設事業状況報告について 

（４）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 

（５）甲賀市甲南希望ケ丘保育園耐震補強事業の進捗状況について 

（６）「かふか２１子ども未来会議」甲賀市子ども議会開催について 

（７）甲賀市・ミシガン市中学生国際交流事業（甲賀市中学生派遣）について 

（８）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９３号 甲賀市文化財保存事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱の

制定について 

（２）議案第９４号 臨時代理につき承認を求めることについて 

          （臨時代理第２５号 甲賀市教育委員会事務局職員の異動について）  

（３）議案第９５号 甲賀市立山内小学校の廃止に関し議決を求めることについて 

 

４．その他、連絡事項など 

 （１）平成２９年第１回（１月定例）教育委員会について 

 （２）平成２９年第１回教育委員会委員協議会について 

 

◎教育委員会会議 

    〔開会 午前１０時３２分〕 
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管理担当次長 それでは、平成２８年第１６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。 

       （一同 市民憲章唱和） 

管理担当次長 ありがとうございました。ご着席願います。 

管理担当次長 それでは、山田教育長職務代理者からご挨拶をいただきまして、議事の

進行をよろしくお願いいたします。 

教育長職務代理者 皆さん、こんにちは。開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

さて、２０１６年（平成２８年）も残すところあと僅かとなりました。

クリスマスや年末の商戦を控え、デパートや量販店では色艶やかなイルミ

ネーションで一変しております。先の熊本地震や災害が嘘の様に思えます。  

さて、皆様方におかれましては、益々ご健勝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１６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。 

さて、今年一年を振り返ってみますと、内外を問わず色々な出来事がご

ざいました。熊本地震、マイナス金利、参議院議員選挙、ＴＰＰ問題、東

京知事選、オリンピック、韓国大統領問題、アメリカ大統領選挙等。また、

今年の流行語大賞には“神ってる”２５年ぶりに優勝した広島カープの活

躍を象徴する言葉でした。また、今年の一年の世相を表す漢字に“金”と

いう字が選ばれました。これもリオオリンピック・パラリンピック等の選

手の活躍、また、政治活動資金等の流れがあったためと思います。本当に

今年一年内外を合わせ、大きな構造の変化や時代の流れ、変化の速さを痛

感いたしました。 

当教育委員会におきましては、この一年、大きな事故災害もなく本日を

迎えることが出来まして、大変喜んでおります。児童や生徒達も充実した

まとめという二学期を終え、一段と成長してくれたと思います。笑顔一杯

で終業式を終え、家族と一緒に元気に越年できることを何よりも望んでお
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ります。教育委員会もこの１年、児童や生徒の健やかな成長を願い、その

環境作りに優先順位を決めながら努めてきたつもりではございますが、ま

だまだ十分とは言えません。その一つひとつを振り返りながら、先を見据

えた新しいものへの取り組みを更に実行して行かなければなりません。管

理職の皆さんと一緒に、成果、効果、反省も含め、自問自答したいと思い

ます。また、児童や生徒達は楽しい冬休みを迎える訳ですが、休み中には、

体、心、学習等のまとめを家族とともにしっかり確かめ合いながら、お正

月のお手伝いや、地域での触れ合いに積極的に参加して、絆を深めていた

だくと共に、規律正しい生活を送っていただきたいと思います。 

また、１６日で終了いたしました今議会でも、教育委員会に対しまして、

多くのご質問、ご意見を頂戴いたしました。給食センターの件、総合体育

館の件、教育基本計画の件、学力テストの件、エアコン・トイレ設置の件、

幼保・小中学校再編の件等、多岐に渡りました。今後、教育委員会でも十

分な議論をし、最優先課題より順次、計画実行してまいりたいと思ってお

ります。 

さて、先日久し振りに温泉に行ってきました。露天の広い湯船にゆった

りと浸かって、思い切り手足を伸ばし、風が木々を揺らし、湯船に葉っぱ

が“ああ気持ちいい”。縮こまった心と体がゆっくりと解きほぐされてゆ

きます。こんなにのんびりするのは何ヶ月ぶりだろう。思えばこの一年、

なんと慌ただしく過ごして来たことか、と。立ち止まる事なく、目の前の

事や、日常の仕事に一生懸命取り組んで来ました。それはそれで、自分に

とっては充実した日々であったと思いますが、一方で、多くの物を置き去

りにしてきたのも事実であります。良かった事、良くなかった事、うまく

いった事、失敗した事、過ぎ去りし一年を顧みよう。年の暮れ、ゆく年く

る年の準備に追われる時ではありますが、こういう時期だからこそ、一年

のけじめをつけ、来るべき年に希望を繋げるために、去りゆく年を振り返

る静思の時を大切にしたいものです。また、この時期になると誰もが口に

する“どうぞよいお年を”何歳くらいから言うようになったのか。“よい

お年を迎える人”“それほど良くない年を迎える人”年の有り様は人の数
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だけあります。人間の身の上に何があろうとも、天地はゆっくり巡って、

旧年は新年になり、夜は新しい朝になります。雨や雪は必ず止みます。厚

い雲の上には必ずお日様があります。少し早いですが“皆様、どうぞ良い

お年を”ご家族お揃いで輝かしい２０１７年の新春をお迎えになられます

事をご祈念申し上げたいと思います。 

教育長職務代理者 それでは、次第に基づきまして、会議に入らせていただきます。 

       １．会議録の承認について、（１）平成２８年第１４回教育委員会（定

例会）会議録の承認についてでございます。会議録につきましては、委員

の皆様方に前もってお渡しをしておりますので、ご一読いただいたと思い

ます。何かご意見、ご質問等ございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長職務代理者 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１４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。 

教育長職務代理者 続きまして、２．報告事項に移らせていただきます。（１）１２月

教育長職務代理者教育行政報告について、資料２に基づきまして、教育部

長より報告をお願いいたします。 

教育部長   それでは、報告をさせていただきます。教育長不在の間、山田教育長職

務代理者には多くの主催行事にご出席いただき改めてお礼申し上げます。 

       １点目は、１２月１１日に碧水ホールで開催されました「甲賀市史第８

巻「甲賀市辞典」刊行記念講演会」についてでございます。 

       「甲賀市史」は１２年の歳月をかけまして刊行され、今回の第８巻の刊

行を持ちまして完結したものです。第８巻は甲賀の歴史や文化、自然など

知りたい情報をコンパクトにまとめた編集となっています。 

記念講演会では、三重大学の山田雄司先生による「神妙奇異な働き   

－甲賀忍者の実像に迫る－」と題した大変興味深いお話をいただき、甲賀

忍者がどのように生まれ、どのように活躍していたか数多くの史料から解

き明かされました。また、講演会には市内外から１７５名の歴史愛好家の

ご参加をいただき、今まで謎とされていた甲賀忍者の実像がまた一つ明ら
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かになったところであります。 

今後はさらに調査研究を進め、本市の誇るべき歴史文化を広くＰＲする

ことを期待しているところでございます。 

２点目は１２月１２日の「山内学区幼保小中学校再編検討協議会」報告

書受理についてでございます。 

山内学区では教育委員会が策定した「幼保小中学校再編計画」に基づき、

保護者の想いを最優先に、子ども達のより良い教育環境のあり方について

慎重に協議を重ねてこられました。そして１２月６日の第９回協議会で山

内小学校を閉校し、平成２９年４月から土山小学校に通学されることを了

承され、１２日に正副委員長より報告書が提出されました。 

このことにつきまして、今回の議案審議に至ったところであります。 

３点目は、先日開催されました「全国中学生駅伝大会」についてでござ

います。 

本大会には先に行われた滋賀県大会で優勝し、滋賀県代表として水口中

学校女子駅伝チームが３年連続８回目の出場をされ、全国４８チーム中４

０位という成績でした。１７年ぶりの滋賀県での大会ということもあり、

地元の大きな声援の中で、力を存分に発揮されたところでございます。 

また、この経験を活かしさらにレベルアップした走りを期待するところ

でございます。 

       以上、１２月の教育長職務代理者の教育行政報告といたします。 

教育長職務代理者 ありがとうございます。ただ今の（１）１２月教育長職務代理者教

育行政報告につきまして、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長職務代理者 特にご意見、ご質問等ございませんので、（１）１２月教育長職務

代理者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。 

教育長職務代理者 （２）平成２８年第７回甲賀市議会定例会（１２月）提出議案の結

果について、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   （２）平成２８年第７回甲賀市議会定例会（１２月）提出議案の結果に
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ついて、資料３に基づき、ご報告させていただきます。 

       （以下、資料３により報告） 

教育長職務代理者 ただ今の（２）平成２８年第７回甲賀市議会定例会（１２月）提出

議案の結果につきまして、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

（全委員 質問等なし） 

教育長職務代理者 特にご意見、ご質問等ございませんので、（２）平成２８年第７回

甲賀市議会定例会（１２月）提出議案の結果につきまして報告事項として

終わらせていただきます。 

教育長職務代理者 （３）（仮称）甲賀市西部学校給食センター建設事業状況報告につ

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。 

教育総務課長 （３）（仮称）甲賀市西部学校給食センター建設事業状況報告について、

資料４に基づき、説明をさせていただきます。 

       （以下、資料４により報告） 

教育長職務代理者 ただ今の（３）（仮称）甲賀市西部学校給食センター建設事業状況

報告につきまして、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

委員     先日、市長より建設見直しについて説明を受けたところですが、今後の

スケジュールはどのような計画になっていますか。 

教育総務課長 新施設については、建設場所や施設内容を出来るだけ早期に検討し、合

併特例債の期限である平成３１年度末までに整備を進め、平成３２年４月

の供用開始を目指すという予定でございます。 

教育長職務代理者 特にご意見、ご質問等ございませんので、（３）（仮称）甲賀市西

部学校給食センター建設事業状況報告につきまして、報告事項として終わ

らせていただきます。 

教育長職務代理者 （４）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５に基づきまして、担当より説明をお願いいたします。 

教育総務課長（教育環境整備担当） （４）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５に基づき、説明をさせていただきます。 

（以下、資料５により報告） 

教育長職務代理者 ただ今の（４）甲賀市幼保・小中学校再編計画（基本計画）状況報
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告につきまして、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

教育長職務代理者 土山地域以外の４地域での進捗状況はどのようになっているのでし

ょうか。 

教育総務課長（教育環境整備担当） 水口地域では、伴谷地区で幼保再編に関する２回

の会議が行われ、１月末に第３回の協議が行われる予定です。また、水口

東地区では岩上保育園の、水口西地区では１月に関係者打ち合わせを行う

予定でございます。 

       次に甲賀地域では、佐山地区の再編対策委員会、油日地区では自治振興

会と今後の打ち合わせを行う予定でございます。 

教育長職務代理者 各地区との協議について、あまり時間を置くことのないよう、前向

きに計画的に進めていただきたいと思います。 

 特にご意見、ご質問等ございませんので、（４）甲賀市幼保・小中学校

再編計画(基本計画）状況報告につきまして、報告事項として終わらせてい

ただきます。 

教育長職務代理者 （５）甲賀市甲南希望ケ丘保育園耐震補強事業の進捗状況について、

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。 

こども未来課長 （５）甲賀市甲南希望ケ丘保育園耐震補強事業の進捗状況につきまし

て、資料６と追加資料に基づき、説明をさせていただきます。 

（以下、資料６と追加資料により報告） 

教育長職務代理者 私を含め各委員も仮設園舎を見学させていただいたところでござい

ます。仮設ということで心配していましたが、大変立派な施設であり、ス

ムーズに移行していただきました。また、環境や場所が変わったことや、

視察時の指摘事項も改修いただいたところでもあり、子ども達の安心安全

に配慮いただければと思います。 

他に何かご意見、ご質問等ございませんか。 

（全委員 質問等なし） 

教育長職務代理者 特にご意見、ご質問等ございませんので、（５）甲賀市甲南希望ケ

丘保育園耐震補強事業の進捗状況につきまして報告事項として終わらせて

いただきます。 
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教育長職務代理者 （６）「かふか２１子ども未来会議」甲賀市子ども議会開催につい

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。 

社会教育課長 （６）「かふか２１子ども未来会議」甲賀市子ども議会開催につきまし

て、資料７に基づき、説明をさせていただきます。 

（以下、資料７により報告） 

教育長職務代理者 本市においては今年で６回目ということであり、滋賀県や他の市町

でも開催され、全国的にもマスコミにも取り上げられるようになってまい

りました。子ども達から色々な意見が出され、有意義なことだと思ってい

ます。 

ただ今の（６）「かふか２１子ども未来会議」甲賀市子ども議会開催に

つきまして、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

委員     この事業の対象者について、中・高校生に拡大することはお考えですか。 

社会教育課長 中学生は現在対象に含んでいます。また高校生については、今後の子ど

も未来会議などで意見を聞きながら進めたいと思います。 

教育長職務代理者 他にご意見、ご質問等ございませんか。  

（全委員 質問等なし） 

教育長職務代理者 特にご意見、ご質問等ございませんので、（６）「かふか２１子ど

も未来会議」甲賀市子ども議会開催につきまして報告事項として終わらせ

ていただきます。 

教育長職務代理者 （７）甲賀市・ミシガン市中学生国際交流事業（甲賀市中学生派遣）

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。 

学校教育課長 （７）甲賀市・ミシガン市中学生国際交流事業（甲賀市中学生派遣）に

つきまして、資料８に基づき、説明をさせていただきます。 

（以下、資料８により報告） 

教育長職務代理者 ただ今の（７）甲賀市・ミシガン市中学生国際交流事業（甲賀市中

学生派遣）につきまして、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

委員     ２点について質問します。１点目は、参加者の内、信楽からは１名、土

山からは参加なしとのことですが、たまたまなのでしょうか。 

２点目は、学習意欲に刺激を受けて帰国した中学生に対して英語学習の
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強化と、英語検定の受験時期が重なっているとさらに意欲が刺激されるの

ではないかと考えるのですが。 

学校教育課長 １点目については、応募がなかった学校については、応募締め切り前に

何度も確認をいたしましたが、参加者がないとのことでした。 

２点目につきましては、英語検定は秋に１度実施し、１月末から２月に

２度目の受験が出来るようにしていますので、もっと学びたいという思い

に応えられるよう対応を取っています。 

教育長職務代理者 資料の参加者名簿の印象では女子生徒の方が積極的であるという印

象を持ちました。また、現在の２０名という参加枠についても、予算の問

題もあるかと思いますが、できるだけ多くの方が参加できるよう検討して

ください。 

教育長職務代理者 他にご意見、ご質問等ございませんか。  

（全委員 質問等なし） 

教育長職務代理者 特にご意見、ご質問等ございませんので、(７）甲賀市・ミシガン市

中学生国際交流事業（甲賀市中学生派遣）につきまして報告事項として終

わらせていただきます。 

教育長職務代理者 （８）市内小中学校における児童生徒の状況について、本件につい

ては、個人情報が含まれるので非公開とさせていただきたいと思いますが

いかがですか。それでは採決を行います。 

教育長職務代理者 報告事項（８）市内小中学校における児童生徒の状況について非公

開とすることについて、賛成の委員は挙手願います。 

       ＜全員挙手＞ 

教育長職務代理者 全員挙手であります。 

       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、関

係者以外の方は退出をお願いします。 

（関係者以外退席） 
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     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）市内小中学校における児童生徒の状況について 

 

（非公開の議事終了 退席者入室） 

 

教育長職務代理者 それでは、３．協議事項に移らせていただきます。 

       （１）議案第９３号甲賀市文化財保存事業補助金交付要綱の一部を改正す

る要綱の制定について、資料１０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 （１）議案第９３号甲賀市文化財保存事業補助金交付要綱の一部を改

正する要綱の制定につきまして、資料１０に基づきまして、その提案理由

を申し上げます。 

       （以下、資料１０により説明） 

教育長職務代理者 ただ今、ご説明いただきました（１）議案第９３号甲賀市文化財保

存事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱の制定について、何かご意見、

ご質問等ございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長職務代理者 特にご意見、ご質問等ございませんので、（１）議案第９３号甲賀

市文化財保存事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱の制定については、

原案のとおり、可決することとします。 

教育長職務代理者 続きまして、（２）議案第９４号臨時代理につき承認を求めること

について（臨時代理第２５号甲賀市教育委員会事務局職員の異動について）、

資料１１に基づき、担当より説明をお願いいたします。 

教育部長   それでは、（２）議案第９４号臨時代理につき承認を求めることについ

て（臨時代理第２５号甲賀市教育委員会事務局職員の異動について）につ

きまして、資料１１に基づきまして、その提案理由を申し上げます。 

       （以下、資料１１により説明） 
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教育長職務代理者 ただ今、ご説明いただきました（２）議案第９４号臨時代理につき

承認を求めることについて（臨時代理第２５号甲賀市教育委員会事務局職

員の異動について）について、何かご意見、ご質問などございませんか。 

（全委員 質問等なし） 

教育長職務代理者 特にご意見、ご質問等ございませんので、（２）議案第９４号臨時

代理につき承認を求めることについて（臨時代理第２５号甲賀市教育委員

会事務局職員の異動について）、原案のとおり、承認することとします。 

教育部長   ご承認いただいた職員の内、新任の次長から一言ご挨拶申し上げます。 

次長（学校給食センター建設担当） １２月１２日付けで学校給食センター建設担当を

拝任いたしました平井でございます。よろしくお願いいたします。 

教育長職務代理者 続きまして、（３）議案第９５号甲賀市立山内小学校の廃止に関し

議決を求めることについて、資料１２に基づき、担当より説明をお願いい

たします。 

学校教育課長 （３）議案第９５号甲賀市立山内小学校の廃止に関し議決を求めること

につきまして、資料１２に基づきまして、その提案理由を申し上げます。 

       （以下、資料１２により説明） 

教育長職務代理者 ただ今、ご説明いただきました（３）議案第９５号甲賀市立山内小

学校の廃止に関し議決を求めることについて、何かご意見、ご質問等ござ

いませんか。 

委員     閉校に関して、地域にも様々な思いがあると思いますが、地域合意形成

はどのように図られたのですか。 

教育総務課長（教育環境整備担当） 再編検討協議会に区長にも入っていただき、区長

から区民の方に十分に説明いただき、その結果を踏まえて、再編検討協議

会で結論をお出しいただいたところでございます。 

       また、教育委員会事務局からも８月に区毎の懇談会を実施させていただ

き、区民のご意見などを伺ったところです。 

教育長職務代理者 他にご意見、ご質問などはございませんか。 

委員     廃校によって通学が遠くなると思うのですが、通学手段はどのようにな

りますか。 
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教育総務課長（教育環境整備担当） 閉校を決められてから、再編検討協議会内に専門

部会として児童保護者部会を設置され、通学手段について検討いただきま

した。 

       その結果、地域利用や学休中の利便性を総合的に勘案され、コミュニテ

ィバス利用を軸に協議を進めていただいています。 

委員     バス利用時の子どもに対する指導や学校のスムーズな受け入れ態勢はど

のようになっていますか。 

次長（学校教育担当） １点目のバス利用ですが、現在山中と黒滝地区の子ども達はバ

ス通学ですが、それ以外の地区については初めてのバス通学になるので、

年度内の２月と３月に実施予定の交流会の際、教員同乗の上、バス通学の

指導を行う予定です。また、４月以降も配慮していきたいと思います。 

       ２点目については、前述したように交流会を実施しているところです。

第１回目として、１２月１３日に子どもの対面と意見交換を実施し、２月

と３月の交流会では、実際に土山小学校の教室に入って交流したいと考え

ています。 

委員     先に休校した鮎河小学校の子ども達の様子と閉校後の山内学区の地域の

思いはどのようですか。 

次長（学校教育担当） 旧鮎河小学校の子ども達の様子は、表面上変わりないと聞いて

います。但し、旧鮎河小学校の子ども達だけになる登下校時のバスの中で

はストレスが溜まっていたのか、はしゃいだりしているとのことです。全

体としては、学校ではきちんとし、時々ストレスを発散する場所もあるの

で、様々な経験を繰り返し、成長してくれていると考えています。 

       また、保護者からは、新しい友人も増え、子どもの交際範囲が広がるな

ど良い面の報告も受けています。 

教育総務課長（教育環境整備担当） 跡地利活用を含めたまちづくりは重要な課題とし

て、教育委員会だけでなく市長部局と連携して取り組みたいと思います。 

１１月１７日に第８回再編検討協議会が実施した先例地視察では、政策

推進課も同行し、次回の協議会でも政策推進課が同席する予定です。 

また、地域でも、協議会内に全体地域検討部会という専門部会を設置さ
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れ、議論を進められているところです。 

委員     閉校に伴う事業や予算措置はどのようになっていますか。 

教育総務課長（教育環境整備担当） １４３年の歴史ある学校を閉校されることについ

て、地域も苦渋の決断をされたことと思います。 

       閉校に当たって、地域からは記念誌刊行や閉校式の実施について要望も

いただいていますので、予算措置について検討させていただきたいと思っ

ています。 

教育長職務代理者 山内小学校の閉校については、今月１２日に再編検討協議会の委員

長より最終報告書をいただいたところでございます。 

教育委員会が提案させていただいた小中学校再編計画案に基づき、９回

の会議を経て、子どもや保護者、地域の皆さんにご理解をいただき、断腸

の思いで決断いただきました。 

       今後、教育委員会と市長部局が十分な連携の元で地域振興やまちづくり

に取り組んでいただきたいと思います。 

教育長職務代理者 他にご意見、ご質問などはございませんか。 

     （全委員 質問等なし） 

教育長職務代理者 他にご意見、ご質問等がないようですので、（３）議案第９５号甲

賀市立山内小学校の廃止に関し議決を求めることについては、原案のとお

り、可決することとします。 

教育長職務代理者 次に、４．その他、連絡事項等でございます。 

       （１）平成２９年第１回（１月定例）教育委員会については、平成２９

年１月１６日月曜日、１０時から開催いたします。 

（２）平成２９年第１回教育委員会委員協議会については、平成２９年

１月３１日火曜日、１３時３０分から教員派遣研修報告ならびに教育行政

評価報告を兼ねて開催いたします。 

教育長職務代理者 他に特別な事項がございましたらお願いいたします。 

       （特別事項等なし） 

教育長職務代理者 以上を持ちまして、平成２８年第１６回甲賀市教育委員会定例会を

閉会といたします。 
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    〔閉会 午後０時３分〕 

 


