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       平成２９年第９回甲賀市教育委員会（定例会）会議録  

 

開催日時    平成２９年６月２９日（木） 

        午前１０時００分から午前１１時３０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      山下 由行 

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             玉木 正生 

        次長（管理担当）         平井 茂治 

        次長（指導担当）         保井 晴美 

        次長（人権教育担当）       中井 康隆 

        次長（学校教育担当）       中村 康春 

 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           奥田 邦彦 

        甲南公民館長（公民館統括担当）  藤村 貞夫 

        文化スポーツ振興課長       古谷 淳子  

        人権推進課長           地平 勝弥 

        歴史文化財課長          長峰  透 

        教育総務課長補佐(総務企画担当)  林  英明 

        教育総務課総務企画係長      曽我 めぐみ 

書記      歴史文化財課長補佐        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２９年第８回教育委員会（定例会）会議録の承認 

 

 ２．報告事項 

  （１）６月 教育長 教育行政報告 

  （２）平成２９年第３回甲賀市議会定例会（６月）提出議案（教育委員会関 

係）の結果について 

  （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）（仮称）甲賀市西部学校給食センター建設に関する進捗状況について 

  （５）甲賀市教育研究所要覧について 

  （６）平成２９年度「甲賀市青少年活動安全誓いの日」に向けた取組状況に 

    ついて 

  （７）甲賀市人権に関する総合計画（案）のパブリック・コメントの実施結 

    果について 

 

 ３．協議事項 

  （１）議案第６０号 甲賀市幼保・小中学校再編計画推進事業実施要綱の一  

           部を改正する要綱の制定について  

  （２）議案第６１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１１号 山内学区幼保・小中学校再編検  

討協議会委員の解嘱について）  

  （３）議案第６２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１２号 山内学区幼保・小中学校再編検  

討協議会委員の委嘱について）  

  （４）議案第６３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１３号 伴谷幼稚園・伴谷保育園再編検  

討協議会委員の解嘱について）  

  （５）議案第６４号 臨時代理につき承認を求めることについて  
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 （臨時代理第１４号 伴谷幼稚園・伴谷保育園再編検  

討協議会委員の委嘱について）  

  （６）議案第６５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１５号 水口東・岩上保育園再編検討協  

議会委員の解嘱について）  

  （７）議案第６６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１６号 水口東・岩上保育園再編検討協  

議会委員の委嘱について）  

  （８）議案第６７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１７号 佐山学区幼保・小中学校再編検  

討協議会委員の解嘱について）  

  （９）議案第６８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１８号 佐山学区幼保・小中学校再編検  

討協議会委員の委嘱について）  

（１０）議案第６９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１９号 甲賀市学校給食センター運営委  

           員会委員の委嘱について）  

 （１１）議案第７０号 甲賀市教育支援プロジェクト会議委員の委嘱について  

 （１２）議案第７１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２０号 甲賀市青少年自然体験活動推進  

委員会委員の解嘱について）  

 （１３）議案第７２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２１号 甲賀市青少年自然体験活動推進  

           委員会委員の委嘱について）  

 （１４）議案第７３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２２号 甲賀市少年センター協議会委員  

           の解嘱について）           

 （１５）議案第７４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２３号 甲賀市少年センター協議会委員  
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           の委嘱について）  

 （１６）議案第７５号 甲賀市歴史文化基本構想策定委員会設置要綱の制定に  

           ついて  

（１７）議案第７６号 甲賀市歴史文化基本構想策定委員会委員の委嘱につい  

          て  

（１８）議案第７７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２４号 甲賀市人権・同和教育推進員の  

委嘱について）  

 （１９）議案第７８号 甲賀市スポーツ振興計画２次計画策定に係る甲賀市ス  

ポーツ推進審議会への諮問について  

 （２０）議案第７９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 水口東・岩上保育園再編検討協  
議会委員の解嘱について）  

 

 ４．その他、連絡事項など  
  （１）平成２９年第１０回（７月定例）教育委員会について  
  （２）平成２９年第８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００分〕 

管理担当次長 それでは、平成２９年第９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 

      願います。 

       （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。ご着席ください。 

       それでは、山下教育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。 

教育長    皆さんおはようございます。 

毎日暑い日が続いておりますが、皆さんご健勝で本定例会にご出席

いただきありがとうございます。開会にあたり一言ご挨拶をさせてい
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ただきます。 

近頃、汗がなかなか引かなくて、じめじめとしたこの感じが気持ち

まで滅入らせることがあります。しかし、汗には健康を守るという大

切な役割がありますので、悪くばかり受け止めないほうが良いのかも

しれません。 

汗をかけばかくほど、体内に溜まっている老廃物や毒素が外に出て

いきます。これを解毒(げどく)、毒出しという意味を持つ“デトック

ス効果”というそうです。汗をかくことは体調を整える役割を持って

います。体調が整った状態を保ち続けると、ストレスや病気に対する

抵抗力も自然と身につく、精神面が強くなる、健康的な体になると言

われています。血液がドロドロになると脳梗塞や動脈硬化になりやす

くなりますが、汗をかかない人ほど血液がドロドロになっており、汗

をかくことは、サラサラ血液につながるということです。この時期い

やな汗ですが、冷や汗ではなく健康的な汗をかいていきたいと思いま

す。 

さて、１箇月近くに亘って開催されておりました市議会も、明日最

終日を迎えることとなりました。教育委員会が提出いたしました案件

について説明や答弁を行ってまいりましたが、全案件にわたってご承

認いただけることを切に願っているところです。 

一般質問にもあがっておりましたが、準要保護に対する就学援助金

のうち、入学時に購入する学用品代への補助、いわゆる入学準備金に

関しましては以前より支給時期を前倒しにすることを検討してまいり

ましたが、今年度末からは中学校入学者に対しては６年生時にも支給

できるよう必要な手続きを進めているところでございます。ただ、小

学校入学児童に対しては、支給判定システムの大幅な改修が必要であ

り、実施時期については現在未定でありますが、改善に向けて研究し

てまいりたいと考えております。 

懸案となっております（仮称）西部学校給食センター建設に関わり

まして、土地調査費などに関する補正予算を上程いたしておりますが、



6 
 

議会でご承認頂きましたら、地権者の皆様にもご了解をいただき、一

日も早い供用開始に向けて取り組んで行かなければならないと考えて

おります。 

議会でも取り上げられていましたが、今、教員の時間外勤務、超過

勤務に関するニュースが様々な角度から報じられています。今月２２

日には文部科学省は「働き方改革」の案をまとめるよう中央教育審議

会に求めたとの報道がありました。「教員の仕事の範囲」や、「勤務時

間の管理方法」、「給与の仕組み」、「仕事の効率化」などについて議論

してもらい、その議論を踏まえ年内にも何らかの緊急対策が打ち出さ

れるとのことです。 

本市におきましても、７月に第１回教育支援プロジェクト会議を開

催し、学識経験者や民間の方を委員としてお願いし、教員が子どもと

関わる時間を確保するための働き方やその体制作りについて様々な角

度からご意見を頂き、教育委員会の施策に生かして行きたいと考えて

います。それに先立ちまして、現在、各学校へは教員の勤務の実態を

把握するために、簡単な手順で入力できるパソコンのプログラムを配

付し、時間外勤務の状態を記録し集計するよう求めているところです。 

改善のためには、いろんな方法が考えられるとは思いますが、子ど

もの教育のために、学校という場に何を委ねるのか、文部科学省の言

うところの「教員の仕事の範囲」をどこまでとするべきなのかという

ことが非常に重要な視点であると思われますので、文部科学省の今後

の動向に注目をしているところです。 

６月２３日～２９日は「男女共同参画週間」です。平成２９年度の

キャッチフレーズは「男で○、女で○、共同作業で◎。」です。本日の

定例会には多くの報告や議案が予定されておりますが、男女の委員様

方が忌憚のない意見を出していただき、充実した会議となりますよう

お願い申し上げ、開会の挨拶とさせていただきます。 

教育長    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。 

       はじめに１．会議録の承認（１）平成２９年第８回教育委員会（定
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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、ご質問等ございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    特にご意見、ご質問等ございませんので、ただ今の（１）平成２９ 

      年第８回教育委員会（定例会）会議録の承認につきましては、原案の 

      とおり承認することとします。 

教育長    それでは、２．報告事項に移らせていただきます。 

（１）６月教育長教育行政報告について、資料２に基づき報告を行

います。 

それでは、資料２に基づき、以下の５件について報告いたします。 

１件目は、５月２８日（日）に教育委員会主催で開催いたしました

水口岡山城跡国史跡指定記念シンポジウムについてでございます。３

００名あまりの参加者を得て、碧水ホールで２名の基調講演に引き続

いて、４名のパネラーにより「近世甲賀の起点 水口岡山城～現代に

続く礎～」と題してシンポジウムが行われました。水口岡山城の歴史

上の意義や、史跡の今後の保存・活用に関して貴重なご意見を聞くこ

とができました。 

２件目は６月３日（土）に開催されました、あいこうか生涯カレッ

ジの開講式および第１回講座についてでございます。この事業は教育

委員会が事務局となり立命館大学と共同し、県教育委員会の助言を受

けながら市民を含め実行委員会を立ち上げ推進しているものでありま

す。今回は「白洲正子と歩く甲賀路」と題して、近江文学研究家のい

かいゆり子氏に講義をいただきました。土山森林文化ホールに３１名

の参加者がありました。 

３件目は同日、あいこうか市民ホールで開催されましたユースブラ

スフェスティバル２０１７についてでございます。甲賀市内の全中学

校の吹奏楽部が参加するこのイベントは、今年で８年目を迎えます。

学校により規模は違うものの、どの生徒も真剣に音楽に取り組んでい
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る様子に、見ている観客は心を動かされ、すばらしい取り組みであり

ました。私も市長や各校の校長先生と一緒に心豊かなひと時を過ごさ

せていただきました。この事業を継続して支えていただいている水口

ロータリークラブの皆様に感謝いたします。 

４件目は、第１回人事に係る学校訪問についてです。５月初旬から

始まり、１１日間にわたって実施しました訪問が、６月１２日に終了

いたしました。人事異動後どの学校も堅実な運営をしていただいてい

ることが把握できましたが、本年度末には２７校中１２校において校

長が定年退職を迎えるという変動の年であり、教育委員会として十分

な対応をしていかなければなりません。 

５件目は６月２５日（日）に開催いたしました第２６回鈴鹿馬子唄

全国大会についてです。長い歴史を持つ大会であり、今回は一般の部

に８３名、少年少女の部に１８名が参加され、自慢の歌声を発表され

ました。少年少女の部では、地元土山小学校の児童が１位、２位に入

賞したことは嬉しいことでした。今後、出場者や聴衆の人数が増えま

すよう取り組みが必要だと感じたところです。 

以上、６月の教育長教育行政報告とします。 

教育長    ただ今の（１）６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     報告事項に対する直接の質問ではありませんが、６月２２日と２６

日に「あいの土山マラソン」に関連した会議等に出席され、１１月の

マラソンに向けて準備を進められていますが、前回の第３０回記念大

会の参加者が、過去５年間の参加者数と比較しても少なかったようで

すし、今回の「鈴鹿馬子唄全国大会」についても、小中学生の参加者

が少なかったと聞いています。 

また、３月に開催される「あいの土山斎王群行」についても、年々

参加者が減少し、募集に関して大変な苦労をされていると聞きますの

で、準備の段階で参加者が増えるような工夫をしていただけたらと思

います。 
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文化スポーツ振興課長 参加者が減っていることについては、担当課としても課題 

であると思っています。「あいの土山マラソン」については、昨年度か 

ら申込方法を変更したところ、申し込み方が分かりにくくなったとい 

うご意見がありましたので、今年度は改善し、ランネット 1 本の申し 

込みに変更しました。また、「鈴鹿馬子唄全国大会」の参加者の減少に 

ついては、財団と協議し、改善に向けて取り組みたいと思います。あ 

わせて、「あいの土山斎王群行」についても、実行委員会と共に改善策 

を検討したいと思います。 

教育長    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    特にご意見、ご質問等ございませんので、（１）６月教育長教育行政 

      報告については、報告事項として終わらせていただきます。 

教育長    次に、（２）平成２９年第３回甲賀市議会定例会（６月）提出議案(教

育委員会関係)の結果について、資料３に基づき説明をお願いします。 

教育部長   それでは、（２）平成２９年第３回甲賀市議会定例会（６月）提出議

案(教育委員会関係)の結果について、資料３に基づき報告させていた

だきます。 

       （以下、資料３により報告） 

教育長    ただ今の（２）平成２９年第３回甲賀市議会定例会（６月）提出議

案(教育委員会関係)の結果について、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    特にご意見、ご質問等ございませんので、（２）平成２９年第３回甲

賀市議会定例会（６月）提出議案(教育委員会関係)の結果については、

報告事項として終わらせていただきます。 

教育長    続いて、（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、資料４に基づき説明をお願いします。 

教育総務課長（教育環境整備担当） 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に基づき報告させていた
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だきます。 

       （以下、資料４により報告） 

教育長    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、ご意見、ご質問等ございませんか。 

教育長職務代理者 信楽町での再編検討協議会の動向はどのような状況ですか。 

教育総務課長（教育環境整備担当） 信楽町では再編検討協議会を立ち上げるまで 

に至っていません。担当課としては地域市民センターの職員に聞き取

りを行い、ＰＴＡ会長や自治振興会長と連絡を取っている段階です。 

教育長    働きかけはしているものの、再編検討協議会設立まで至っていない 

ということですが、小規模化が進む地域でもありますので、今後どの

ように進めていくのか検討し、取り組む必要があると思います。 

教育長職務代理者 再編検討協議会を設立し、今後の方向性を検討していただいて 

いる地域もありますので、学校の小規模化が進んでいる信楽町におい

ても、今後のことを考えていただく必要があると思います。再編計画

は１年や２年で実現するものではないので、早くから計画し、方向性

や将来性を考えていかなければならないと思います。その点について

地域の方はどうお考えなのでしょうか。 

教育総務課長（教育環境整備担当） 現状としましては、再編検討協議会の設立は、 

まだ難しい状況であると感じています。そのような中で、どのように

して再編検討協議会設立に向けて動いていただけるか、行政として検

討したいと考えています。 

教育長    再編計画を出させていただいてから何年も経っており、地域として 

の想いや、方向性を確認していく必要があると思いますので、今後も

働きかけを進めていきたいと思います。 

教育長    他に、ご意見、ご質問等ございませんか。 

委員     他の地域においても、一部では再編検討協議会が立ち上がっている 

が、まだ立ち上がっていない地域に対する対応は、どのようにされて

いるのですか。 

教育総務課長（教育環境整備担当） 地域市民センターでの聞き取りや、保護者の 
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方や民生委員の方等の団体とお話させていただいている段階です。 

教育長    まだ再編検討協議会が立ち上がっていない地域についても、個々に 

何らかの働きかけをしているという状況です。 

教育長    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    特にご意見、ご質問等ございませんので、（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、報告事項として終わ

らせていただきます。 

教育長    次に、（４）（仮称）甲賀市西部学校給食センター建設に関する進捗 

状況について、資料５に基づき説明をお願いします。 

教育総務課長 それでは、（４）（仮称）甲賀市西部学校給食センター建設に関する 

進捗状況について、資料５に基づき報告させていただきます。 

       （以下、資料５により報告） 

教育長    ただ今の（４）（仮称）甲賀市西部学校給食センター建設に関する 

進捗状況について、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    特にご意見、ご質問等ございませんので、（４）（仮称）甲賀市西部 

学校給食センター建設に関する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。 

教育長    次に、（５）甲賀市教育研究所要覧について、資料６に基づき説明 

をお願いします。 

学校教育担当次長 それでは、（５）甲賀市教育研究所要覧について、資料６に基

づき報告させていただきます。 

       （以下、資料６により報告） 

教育長    ただ今の（５）甲賀市教育研究所要覧について、ご意見、ご質問等 

ございませんか。 

教育長職務代理者 来年にたくさんの管理職の退職が予想され、中間層の教員も少 

ない中で、若い方の教育を挙げていただいたことは良いと思いました。 

       学校毎に世代バランスが取れていれば良いのですが、学校によって 
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は偏りがあるようにも思いますので、学校運営は大変だと思います。

甲賀市では今後２年から３年の間に大きな異動がありますし、全国的

に教員の過労死や超過勤務等の問題がある中で、先生方の育成や研修

は最重要課題であると思います。大変なことだと思いますが、重点的

な取組みをいただきたいと思います。 

学校教育担当次長 ご指摘どおり、今後も力を入れて取り組んで参りたいと思いま 

す。 

今年度は退職者が大変多い年でございます。現在、５０代後半層と

２０代層の教員が多い状況であり、５０代層の退職が進むと、現役世

代は４０代になるとすぐに管理職になることが考えられるため、３０

代後半から管理職の力をつける研修が必要と考えています。 

教育長    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    特にご意見、ご質問等ございませんので、（５）甲賀市教育研究所 

要覧については、報告事項として終わらせていただきます。 

教育長    次に、（６）平成２９年度「甲賀市青少年活動安全誓いの日」に向 

けた取組状況について、資料７に基づき説明をお願いします。 

社会教育課長 （６）平成２９年度「甲賀市青少年活動安全誓いの日」に向けた取 

組状況について、資料７に基づき報告させていただきます。 

       （以下、資料７により報告） 

教育長    ただ今の（６）平成２９年度「甲賀市青少年活動安全誓いの日」に 

向けた取組状況について、ご意見、ご質問等ございませんか。 

委員     報告に対する質問ではありませんが、夏休みの小学校の地区別水泳 

について、水泳時や登下校の見守り、緊急対応等はどのような安全対

策が取られているのでしょうか。 

学校教育担当次長 地区別水泳はＰＴＡ行事でございますので、安全指導について 

は、子どもたちや保護者に対し、ＰＴＡを主として研修をしています。

また、地区別水泳の開催は各ＰＴＡが決定されており、送迎の問題等

で実施されない地区も出てきております。 
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管理担当次長 ＰＴＡ活動の中、各学校で対応は異なりますが、ＰＴＡ総会等で人 

工呼吸等対処方法を実施されている学校もございます。また、当番制 

で地区別水泳の監視に当たられる際は、人数確認等の安全確認をされ

ています。 

社会教育課長 当課では、ＰＴＡだけを対象とした啓発はしておりませんが、全体 

の啓発活動と指導者研修を実施し、効果的な安全対策を取っていただ 

くよう呼びかけをしています。 

教育長職務代理者 ＰＴＡ行事であっても、学校施設を利用される以上、運用や安 

全マニュアル等を作成し、安全管理は徹底できているのですか。 

学校教育担当次長 運用や安全については、確実に伝わるよう事前にお伝えしてお 

りますし、水温管理等は学校において実施しております。ただし、実

施の際の見守りや送迎等はＰＴＡの方にお任せしています。 

教育長    地区別水泳についてはＰＴＡ行事ではありますが、子どもを中心に 

学校とＰＴＡがそれぞれの役割を分担し、両者が協力しながら子ども

たちに水泳の機会を与えるということではないでしょうか。 

教育長職務代理者 運営マニュアルのようなものはあるのですか。 

学校教育担当次長 全ての学校で作成しております。 

教育長職務代理者 安全上の問題も含め、引率されている方が対応されるというこ

とを保護者に説明し、全ての方に理解いただいているのですか。 

学校教育担当次長 説明は徹底させていただいており、事故対応や水泳時の監視位 

置等についても、学校毎のマニュアルにより定めています。 

教育長    子どもたちの安全がしっかり守られるよう、学校とＰＴＡが連携し、 

安全を第一に機会を与えていくようにお願いしたいと思います。 

教育長    他に、ご意見、ご質問等ございませんか。 

委員     数年前に信楽小学校のプールの水漏れがあり修理されましたが、そ 

の後どのような状況ですか。 

教育総務課長 昨年度に、塗装の塗り直し及びコンクリートの修理を行い、水漏れ 

は解消されています。また、先日はろ過装置の点検を行いましたが、

正常との結果が出ています。 
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教育長    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    特にご意見、ご質問等ございませんので、（６）平成２９年度「甲 

賀市青少年活動安全誓いの日」に向けた取組状況については、報告事

項として終わらせていただきます。 

教育長    次に、（７）甲賀市人権に関する総合計画（案）のパブリック・コ 

メントの実施結果について、資料８に基づき説明をお願いします。 

人権推進課長 （７）甲賀市人権に関する総合計画（案）のパブリック・コメント 

の実施結果について、資料８に基づき報告させていただきます。 

       （以下、資料８により報告） 

教育長    ただ今の（７）甲賀市人権に関する総合計画（案）のパブリック・ 

コメントの実施結果について、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    特にご意見、ご質問等ございませんので、（７）甲賀市人権に関する 

総合計画（案）のパブリック・コメントの実施結果については、報告

事項として終わらせていただきます。 

教育長    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６０号甲賀市幼保・小中学校再編計画推進事業実施要  

綱の一部を改正する要綱の制定について、資料９に基づき説明をお願 

いします。 

教育総務課長（教育環境整備担当） それでは（１）議案第６０号甲賀市幼保・小  

中学校再編計画推進事業実施要綱の一部を改正する要綱の制定につ

いて、資料９に基づき提案理由を申し上げます。 

       （以下、資料９により説明） 

教育長    ただ今の（１）議案第６０号甲賀市幼保・小中学校再編計画推進事  

業実施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    特にご意見、ご質問等ございませんので、（１）議案第６０号甲賀市  
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幼保・小中学校再編計画推進事業実施要綱の一部を改正する要綱の制

定については、原案どおり可決することとします。 

教育長    次に、（２）議案第６１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１１号山内学区幼保・小中学校再編検討協議会委員の

解嘱について）から（９）議案第６８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１８号佐山学区幼保・小中学校再編検討協

議会委員の委嘱について）は、各地区の再編検討協議会の委嘱と解嘱

であり、関連がございますので一括して提案させていただきます。 

それでは、資料１０から資料１７に基づき説明をお願いします。 

教育総務課長（教育環境整備担当）それでは、（２）議案第６１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１１号山内学区幼保・小中学

校再編検討協議会委員の解嘱について）から（９）議案第６８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１８号佐山学区幼

保・小中学校再編検討協議会委員の委嘱について）は、関連がござい

ますので一括して提案理由を申し上げます。 

       （以下、資料１０から資料１７により説明） 

教育長    ただ今の（２）議案第６１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１１号山内学区幼保・小中学校再編検討協議会委員

の解嘱について）から（９）議案第６８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１８号佐山学区幼保・小中学校再編検討

協議会委員の委嘱について）、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    特にご意見、ご質問等ございませんので、（２）議案第６１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１１号山内学区幼

保・小中学校再編検討協議会委員の解嘱について）から（９）議案第

６８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１８号

佐山学区幼保・小中学校再編検討協議会委員の委嘱について）は、原

案どおり承認することとします。 

教育長    次に、（１０）議案第６９号臨時代理につき承認を求めることにつ  
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いて（臨時代理第１９号甲賀市学校給食センター運営委員会委員の委

嘱について）、資料１８に基づき説明をお願いします。 

教育総務課長 それでは（１０）議案第６９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１９号甲賀市学校給食センター運営委員会委員の

委嘱について、資料１８に基づき提案理由を申し上げます。 

       （以下、資料１８により説明） 

教育長    ただ今の（１０）議案第６９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１９号甲賀市学校給食センター運営委員会委員の  

委嘱について、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    特にご意見、ご質問等ございませんので、（１０）議案第６９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１９号甲賀市学

校給食センター運営委員会委員の委嘱については、原案どおり承認す

ることとします。 

教育長    次に、（１１）議案第７０号甲賀市教育支援プロジェクト会議委員  

の委嘱について、資料１９に基づき説明をお願いします。 

学校教育課長 それでは（１１）議案第７０号甲賀市教育支援プロジェクト会議委  

員の委嘱について、資料１９に基づき提案理由を申し上げます。 

       （以下、資料１９により説明） 

教育長    ただ今の（１１）議案第７０号甲賀市教育支援プロジェクト会議委  

員の委嘱について、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

委員     会議は、年間何回開催されるのですか。  

学校教育課長 ７月に開催し、その後２回予定しており、年間で３回開催予定です。  

教育長    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    特にご意見、ご質問等ございませんので、（１１）議案第７０号甲  

賀市教育支援プロジェクト会議委員の委嘱については、原案どおり可

決することとします。 

教育長    次に、（１２）議案第７１号臨時代理につき承認を求めることにつ  
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いて（臨時代理第２０号甲賀市青少年自然体験活動推進委員会委員の  

解嘱について）及び（１３）議案第７２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２１号甲賀市青少年自然体験活動推進委

員会委員の委嘱について）は、甲賀市青少年自然体験活動推進委員会

委員の委嘱と解嘱であり、関連がございますので一括して提案させて

いただきます。それでは資料２０及び資料２１に基づき説明をお願い

します。  

社会教育課長 （１２）議案第７１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２０号甲賀市青少年自然体験活動推進委員会委員の解嘱に

ついて）及び（１３）議案第７２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２１号甲賀市青少年自然体験活動推進委員会委

員の委嘱について）は、関連がございますので一括して提案理由を申

し上げます。 

       （以下、資料２０及び資料２１により説明） 

教育長    ただ今の（１２）議案第７１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２０号甲賀市青少年自然体験活動推進委員会委員

の解嘱について）及び（１３）議案第７２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２１号甲賀市青少年自然体験活動推進

委員会委員の委嘱について）、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

（全委員 質問等なし） 

教育長    特にご意見、ご質問等ございませんので、（１２）議案第７１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２０号甲賀市青

少年自然体験活動推進委員会委員の解嘱について）及び（１３）議案

第７２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２１

号甲賀市青少年自然体験活動推進委員会委員の委嘱について）は、原

案どおり承認することとします。 

教育長    次に、（１４）議案第７３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２２号甲賀市少年センター協議会委員の解嘱につい  

て）及び（１５）議案第７４号臨時代理につき承認を求めることにつ
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いて（臨時代理第２３号甲賀市少年センター協議会委員の委嘱につい

て）は、甲賀市少年センター協議会委員の委嘱と解嘱であり、関連が

ございますので一括して提案させていただきます。それでは資料２２

及び資料２３に基づき説明をお願いします。 

社会教育課長 （１４）議案第７３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２２号甲賀市少年センター協議会委員の解嘱について）及び

（１５）議案第７４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２３号甲賀市少年センター協議会委員の委嘱について）は、

関連がございますので一括して提案理由を申し上げます。 

       （以下、資料２２及び資料２３により説明） 

教育長    ただ今の（１４）議案第７３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２２号甲賀市少年センター協議会委員の解嘱につ  

いて）及び（１５）議案第７４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２３号甲賀市少年センター協議会委員の委嘱につ  

いて）、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

委員     本件に対する質問ではないのですが、各委員の委嘱について、校長  

会の長の方の選出が集中しているのではないかと感じました。役職を  

分散し、負担を軽減することはできないでしょうか。  

教育長     それぞれの関係機関からの委員選出において、役職の長でなけれ

ばならないという規定はあるのですか。 

社会教育課長 各種団体に推薦をお願いするにあたり、役職の指定はないのですが、

結果として団体の長が選出されることになるようです。今後は、その

ことも含め、依頼する段階でお話させていただきたいと思います。  

教育長    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    特にご意見、ご質問等ございませんので、（１４）議案第７３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２２号甲賀市少

年センター協議会委員の解嘱について）及び（１５）議案第７４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２３号甲賀市少
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年センター協議会委員の委嘱について）は、原案どおり承認すること

とします。 

教育長    次に、（１６）議案第７５号甲賀市歴史文化基本構想策定委員会設  

置要綱の制定について及び（１７）議案第７６号甲賀市歴史文化基本

構想策定委員会委員の委嘱については、甲賀市歴史文化基本構想策定

委員会の要綱制定と委員委嘱であり、関連がございますので一括して

提案させていただきます。それでは資料２４及び資料２５に基づき説

明をお願いします。  

歴史文化財課長 （１６）議案第７５号甲賀市歴史文化基本構想策定委員会設置要  

綱の制定について及び（１７）議案第７６号甲賀市歴史文化基本構想

策定委員会委員の委嘱について、関連がございますので一括して提案

理由を申し上げます。 

       （以下、資料２４及び資料２５により説明） 

教育長    ただ今の（１６）議案第７５号甲賀市歴史文化基本構想策定委員会  

設置要綱の制定について及び（１７）議案第７６号甲賀市歴史文化基  

本構想策定委員会委員の委嘱について、何かご意見、ご質問等ござい 

ませんか。 

（全委員 質問等なし） 

教育長    特にご意見、ご質問等ございませんので、（１６）議案第７５号甲  

賀市歴史文化基本構想策定委員会設置要綱の制定について及び（１７）

議案第７６号甲賀市歴史文化基本構想策定委員会委員の委嘱につい

ては、原案どおり可決することとします。 

教育長    次に、（１８）議案第７７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２４号甲賀市人権・同和教育推進員の委嘱について）、

資料２６に基づき説明をお願いします。  

人権推進課長 （１８）議案第７７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２４号甲賀市人権・同和教育推進員の委嘱について）、提案

理由を申し上げます。 

       （以下、資料２６により説明） 
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教育長    ただ今の（１８）議案第７７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２４号甲賀市人権・同和教育推進員の委嘱につい  

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    特にご意見、ご質問等ございませんので、（１８）議案第７７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２４号甲賀市人  

権・同和教育推進員の委嘱について）は、原案どおり承認することと

します。 

教育長    次に、（１９）議案第７８号甲賀市スポーツ振興計画２次計画策定  

に係る甲賀市スポーツ推進審議会への諮問について、資料２７に基づ

き説明をお願いします。  

文化スポーツ推進課長 （１９）議案第７８号甲賀市スポーツ振興計画２次計画策  

定に係る甲賀市スポーツ推進審議会への諮問について、提案理由を申

し上げます。 

       （以下、資料２７により説明） 

教育長    ただ今の（１９）議案第７８号甲賀市スポーツ振興計画２次計画策  

定に係る甲賀市スポーツ推進審議会への諮問について、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    特にご意見、ご質問等ございませんので、（１９）議案第７８号甲  

賀市スポーツ振興計画２次計画策定に係る甲賀市スポーツ推進審議

会への諮問については、原案どおり可決することとします。 

教育長    次に、（２０）議案第７９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号水口東・岩上保育園再編検討協議会委員の解

嘱について）、資料２８に基づき説明をお願いします。  

教育総務課長（教育環境整備担当）（２０）議案第７９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号水口東・岩上保育園再編検討協

議会委員の解嘱について）、提案理由を申し上げます。 

       （以下、資料２８により説明） 



21 
 

教育長    ただ今の（２０）議案第７９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号水口東・岩上保育園再編検討協議会委員の

解嘱について）、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    特にご意見、ご質問等ございませんので、（２０）議案第７９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号水口東・

岩上保育園再編検討協議会委員の解嘱について）は、原案どおり承認

することとします。 

教育長    次に、４．その他、連絡事項に移らせていただきます。 

（１）平成２９年第１０回（７月定例）教育委員会について及び（２） 

平成２９年第８回教育委員会委員協議会について、担当から連絡をお 

願いします。 

教育総務課長（教育環境整備担当） （１）平成２９年第１０回（７月定例）教育 

      委員会については、平成２９年７月２６日（水）午前１０時から開催 

      いたします。また、（２）平成２９年第８回教育委員会委員協議会につ 

      いては、平成２９年７月２０日（木）午前９時から開催いたします。 

       なお、教育委員会委員協議会のテーマは、給食費の滞納状況及び収 

納対策について、市史の販売促進について、甲賀市教育振興基本計画 

（後期計画）の進捗状況について、市内小中学校における児童生徒の 

状況についてを予定しております。 

委員の皆さまにおかれましては、大変お忙しい中ではございますが、 

 ご出席いただきますようお願いします。 

教育長    ただ今の連絡事項について、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    それでは、以上をもちまして平成２９年第９回甲賀市教育委員会定 

例会を閉会とさせていただきます。 

 

〔閉会 午前１１時３０分〕 

 


