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       平成３０年第１２回甲賀市教育委員会（定例会）会議録  

 

開催日時    平成３０年９月２０日（木） 

        午後２時００分から午後２時５２分まで 

 

開催場所    甲賀市役所 ４階 教育委員会室 

 

出席委員    教育長      山下 由行 

        教育長職務代理者 今井 智一 

        委 員      松山 顕子 

        委 員      野口 喜代美 

 

事務局出席者  教育部長             玉木 正生 

        理事（管理担当）         平井 茂治 

        次長（管理担当）         松本 則之 

        次長（学校教育担当）       井用 重喜 

        次長（指導担当）         奥田 邦彦 

        次長（人権教育担当）       藤村 加代子 

教育総務課長（教育環境整備担当） 伴  統子 

        学校教育課長           福井 篤子 

        社会教育課長           相楽 宏美 

        甲南図書交流館長（図書館統括担当）富田 源一 

甲南公民館長（公民館統括担当）  黒川 康司 

        歴史文化財課長          長峰  透 

保育幼稚園課長          田中 俊之 

        教育総務課長補佐(総務企画担当)  中井 さおり 

        教育総務課総務企画係長      菊田 初美 

書記      教育総務課長補佐（学校担当）   三日月 利安 



2 
 

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３０年第１０回甲賀市教育委員会（定例会）会議録の承認 

  （２）平成３０年第１１回甲賀市教育委員会（臨時会）会議録の承認 

 

 ２．報告事項 

  （１）９月 教育長 教育行政報告 

（２）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 

（３）（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 

（４）ニンニン忍者秋キャンプの実施について 

 

 ３．協議事項 

（１）議案第８１号 甲南地域保育園再編検討協議会委員の委嘱について 

（２）議案第８２号 甲賀市青少年自然体験活動推進委員会委員の委嘱又は任 

命について 

 

 ４．その他、連絡事項など 

（１）図書館まつり２０１８について 

（２）第３２回あいの土山マラソンの開催について 

（３）水口岡山城歴史フォーラムの開催について 

  （４）第４回甲賀市人権教育連続セミナーの開催について 

  （５）平成３０年第１３回（１０月定例）甲賀市教育委員会について 

  （６）平成３０年第１１回甲賀市教育委員会委員協議会について 

  

◎教育委員会会議 

   〔開会 午後２時００分〕 

       

管理担当次長 それでは、平成３０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。 
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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、こんにちは。第１２回甲賀市教育委員会定例会開会にあた

り一言ご挨拶させていただきます。 

朝夕の涼しさに秋の訪れを感じる頃となってまいりました。熱中症 

が心配された今年の運動会・体育祭でしたが、暑さより雨の心配ばか 

りをしなければならず、各学校では随分苦労をされたところでござい 

ます。委員の皆様方にも、何度も開催日の変更でご無理を申し上げま 

した。大変ご苦労様でした。今週末も大変心配な天気予報であります。 

私も出来るだけ多くの学校に行かせていただこうと努めましたが、 

どの学校に行かせていただいても、コンディションの悪さにもめげず 

競い合い演技する子どもたちの一生懸命さや細かなところでそれを支 

える先生方の一生懸命さが伝わってきました。保護者や地域の人も一 

体となって開催されたいくつかの学区民運動会は、地域における学校 

の持つ役割を一層際立たせていたように思います。 

話題は変わりますが、９月３日に甲賀市日本語初期指導教室「かわ 

せみ教室」を開級いたしました。入級しました４名の子どもたちです 

が、今日の午前中に様子を見せていただきました。今日は都合で２名 

の出席でしたが、大変元気に毎日登校できております。表情も明るく 

前向きに毎日の学習に向かっているということを指導教員から聞くこ 

とができ、うれしく思っています。来週からはさらに１名入級予定と 

聞いております。 

市内には、現在では少し変わっているかもしれませんが、１９４名 

の外国人児童生徒が在籍し、日本語の理解が非常に困難な児童生徒が 

３０名以上いるという現状です。甲賀市に移り住んでこられる外国人 
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の方が増加傾向にあるだけでなく、定住をされる方も増えているとい 

うことからも、子どもたちが日本語や日本の生活に早く慣れ、学校生 

活をスムーズに送れるように支援することは教育委員会の責任である 

と思っております。 

今回入級いたしましたのはブラジル出身が４名、ベトナム出身が１  

名であり、市内で入級を希望している全ての児童生徒に対応できてい 

るとはいえない状況であります。教室の設置場所や、通学の条件整備 

など改善すべき点、配慮すべき点もまだまだありますが、まずは一歩 

を踏み出せたことをありがたく思っています。 

外国人児童生徒については、先ほど申し上げた定住化の進む中で、 

初期の指導だけでなく中学校卒業後の進路保障という点からも大きな 

課題があり、高校進学と学習についていける学力をしっかりつけてい 

けるよう指導や支援を行うことも併せて考えていかなければならない 

状況と思っております。 

さて、今年度も半期が過ぎ去ろうとしています。これまでそれぞれ 

の課で事業を進めてきていただきましたが、幹部の皆さん方には、現 

在の進み具合を一つ一つ具体的にチェックし、やり残しのないように 

また目標とする成果が達成されるように進捗管理をお願いします。   

新しい給食センターの建設や水口体育館の建て替え事業、学校の空 

調整備、トイレ改修など大きな予算を伴う事業も関係者との調整を丁 

寧に行っていただき、順調に進めてもらっていることにお礼を申し上 

げます。そのような中、台風による災害など、突発的なことも挟まり 

対応に苦労いただいておりますが、児童生徒や利用者の不便が早期に 

解消でき、安心・安全な環境となりますようよろしくお願いします。 

庁舎では今年度の事業の執行と併せて、次年度の予算についても策 

定が進みつつあります。職員には常に前を向いて先を読んで仕事をす 

ることが求められています。管理職の皆さん方は息つく暇もないほど 

次から次へと課題と業務が押し寄せてきていると思いますが、どうか、 

後追いの仕事ではなく先を一歩進む仕事をしていっていただきますよ 
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うお願いします。今やるべき仕事は当然こなさなくてはなりませんが、 

追われ感が精神的な疲労を生みます。どこかでギアを上げていき受身 

から先取りの仕事ができますようお互いに心していきたいと思います。 

それでは、定例会の日程に従い会議を始めさせていただきます。本 

日もよろしくお願い申し上げ、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３０年第１０回甲賀市教育委

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。 

何かご質問、ご意見等ございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    ただ今の（１）平成３０年第１０回甲賀市教育委員会（定例会）会

議録の承認については、原案どおり承認することとします。 

教育長    続きまして、（２）平成３０年第１１回甲賀市教育委員会（臨時会） 

会議録の承認について、資料２でございますが、これも併せて事前に  

配付をさせていただきました。 

       何かご質問、ご意見等ございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    ただ今の（２）平成３０年第１１回甲賀市教育委員会（臨時会）会  

議録の承認につきましも、原案どおり承認することとします。 

教育長    それでは、続きまして２．報告事項に移らせていただきます。 

       （１）９月教育長教育行政報告について、資料３に基づき、以下の

４件について報告いたします。 

       まずはじめに８月２７日（月）から始まりました「第４回甲賀市議

会定例会」についてであります。今議会は平成２９年度決算に係る議

案が中心でありますが、小中学校の改修改造事業や水口体育館整備事

業に係る補正予算等も提案させていただきました。また、一般質問で

は、熱中症対策、通学路の安全対策、学力学習状況調査、文化スポー
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ツ振興施策他、１３名の議員より質問をいただきました。 

       ２点目は、９月１日（土）に開催いたしました「第１２回甲賀市人

権教育研究大会」についてです。「命輝く未来のために」をテーマに開

催された今大会では、甲賀市には３千人を超える外国人の方が住んで

おられることから、外国人の人権、そして共生社会を中心課題として

国際交流協会や、子ども学習支援クラブ、そして企業からの報告がな

されました。また、講演では意識的ではないが、マイノリティーの人

の心を傷つけている何気ない言葉や行動について、マイクロアグレッ

ションと言うキーワードで教えていただきました。２５０名近い参加

がありました。 

       ３点目は、９月２日（日）に開催されました「かふか合唱協会４０

周記念コンサート」についてであります。かふか合唱協会に加盟する

甲賀市、湖南市の１６の合唱グループが創立４０周年を記念して、日

頃の練習の成果を発表されました。今回は全てのグループが合同で迫

力のある合唱を披露されました。中でもこのコンサートを記念して、

新たに制作された「混声合唱組曲かふか」は、甲賀市湖南市の自然や

文化が歌詞に込められており、両市の昔からの結びつきの強さを印象

付けるすばらしい合唱で大変感動いたしました。 

後の４点目は、９月９日（日）に開催されました、「ピアノを贈ろ 

う！コンサート」についてであります。このコンサートは東日本大震 

災の被災地を支援するために始められ、今年で９回目を数えることと 

 なりました。ここでの収益金はＮＰＯ法人宮城芸術文化振興団体を通 

して被災地の学校や施設の楽器の補修や購入に充てられてきました。 

この活動には、子どもから大人までが関わる支援活動であると同時に、 

地域の音楽活動として大きな意味を持った取組となっています。 

以上、９月の教育長教育行政報告とさせていただきます。 

教育長    ただ今の（１）９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。    

教育長    それでは、ご質問等ございませんので、（１）９月教育長教育行政報 
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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    それでは、続きまして、（２）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 それでは、（２）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、報告させていただきます。 

       （以下、資料４により報告） 

教育長    ただ今の（２）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。 

教育長職務代理者 意見ではないのですが、信楽のことですが、雲井学区や小原学

区が動き出していて、一番児童数の多い信楽学区も再編検討協議会に

向けて動き出すということで、足並みが揃っていた方が良いと思って

いたので良かったです。 

委員     ９月１２日の旧山内小学校・保育園跡地活用検討協議会について、

どのような内容が出たのでしょうか。今回いろいろな学校の運動会を

通して山内の方ではないのですが、地域の区長さんやいろいろな方々

とお話をする機会があり、協議会が良い方向に向けばと切実に願って

おられる声が出ておりました。 

教育総務課長 旧山内小学校・保育園跡地活用検討協議会の概要ですが、委員長が

廃校活用マッチングイベントという、文部科学省主催の事業に参加さ

れましたので、その報告をいただきました。委員長としても、早く跡

地活用を決めたいと思っておられるようでした。その後、公募をする

にあたり市場ニーズを調査するため、政策推進課が中心となってヒア

リング型市場調査をされました。その結果を報告され、委員さんから

意見をいただいたところであります。今のところ旧山内小学校の市場

調査についての申出があったのは４者、旧山内保育園は１者との報告

をされました。そのことを受け、山内のためになる企業かなど、いろ

いろな意見交換がなされました。 

委員     ４者というのは、今後、跡地利用する時に関わる企業ですか。  

教育総務課長 今、活用のために申出をされている企業もおられます。また、今の
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ヒアリング型市場調査については、どのような条件で公募されたら応

募をされるかを聞取しました。 

委員     先程、教育長職務代理者が、信楽地域のことをお話しされたのです

が、小原学区は２回しかされていないので、組織を立ち上げ動き出し

たばかりだと思います。会議の中で、雰囲気的にどのような動きにな

りそうですか。 

教育総務課長 小原学区につきましては、２回目の会議で、保護者の意見を聞きた

いのでアンケートのようなものをしてはどうかという話が出ました。

どのような聞取をされたのかは本日聞かせてもらえるのではないかと

思います。 

委員     雲井学区は何か動きがあるのですか。 

教育総務課長 雲井学区については、現状が良いという思いで話が進んでいます。 

委員     大野学区については、設置に向けて動き出したということですか。 

教育総務課長 こちらから大野自治振興会の理事会にお願いに行かせていただき、

昨日、また理事会をされ、設置するか否かを協議していただくことが

議題に上がったところです。 

教育長    それでは、他にご意見等ありませんので、（２）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    続きまして、（３）（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。 

管理担当次長 それでは、現在、水口町山上地先で事業を進めております、（３）（

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きまし

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（３）（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、何かご意見ご質問等ございませんか。 

教育長職務代理者 この建設工事ですが、建築、電気、機械の工事と同時に厨房設

備工事にかかるのですか。 
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管理担当次長 まず、建て屋を建てて、続いて、電気、機械、厨房等を整備してい

きます。 

委員     安藤広重のようなイメージはとても良いと思うのですが、色はプル

シアンブルーですか。 

管理担当次長 色はプルシアンブルーと聞いております。広重の絵では、藍のよう

な青を使っています。それに近い青がこれになると思います。 

教育長    この完成予想図はここから変わることはないのですか。 

管理担当次長 基本的に変わることはないと思います。 

教育長    ぜひとも良い施設になりますように。アレルギー対応などいろいろ

な課題がありますので、よろしく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ので、（３）（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    続きまして、（４）ニンニン忍者秋キャンプの実施について、資料６

に基づき、説明をお願いします。 

社会教育課長 それでは、（４）ニンニン忍者秋キャンプの実施について、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    それでは、ただ今の（４）ニンニン忍者秋キャンプの実施について

何かご意見ご質問等はございませんか。 

教育長    募集については始まっているのですか。 

社会教育課長 昨日で締め切りを終え、現在２７名の応募をいただき、定員の２０ 

名を本日に抽選させていただきます。   

教育長    たくさんの応募があったことは嬉しいことであります。 

委員     定員を超える応募があったことは私も嬉しいことと思います。申し

込まれた児童・生徒さんはいろいろな学校からですか。応募の割合は

どうなっていますか。 

社会教育課長 全ての学校から来られるということではないのですが、どの地域か 

らも１、２名の参加をいただいており、偏りがあるわけではありませ
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ん。 

教育長    それでは、安全に執行していただくよう、よろしくお願いいたしま

す。 

教育長    以上で報告事項は終わらせていただき、続いて３．協議事項に入ら

せていただきます。（１）議案第８１号甲南地域保育園再編検討協議会

委員の委嘱について、資料７に基づき、説明をお願いいたします。 

教育総務課長 それでは、（１）議案第８１号甲南地域保育園再編検討協議会委員の

委嘱について、資料７に基づき、その提案理由を申し上げます。 

（以下、資料７により説明） 

教育長    ただ今の（１）議案第８１号甲南地域保育園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はございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    それでは、ご質問等ございませんので、（１）議案第８１号甲南地域

保育園再編検討協議会委員の委嘱については、原案どおり可決する 

ことといたします。 

教育長    続きまして、（２）議案第８２号甲賀市青少年自然体験活動推進委

員会委員の委嘱又は任命について、資料８に基づき、説明をお願いい

たします。  

社会教育課長 それでは、（２）議案第８２号甲賀市青少年自然体験活動推進委員

会委員の委嘱又は任命について、資料８に基づき、提案理由を申し上

げます。 

（以下、資料８により説明） 

教育長    ただ今の（２）議案第８２号甲賀市青少年自然体験活動推進委員会

委員の委嘱又は任命について何かご意見ご質問等はございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    それでは、ご質問等ございませんので、（２）議案第８２号甲賀市青

少年自然体験活動推進委員会委員の委嘱又は任命については、原案ど

おり可決することといたします。   

教育長    それでは、その他、連絡事項に移らせていただきます。（１）図書館 



11 
 

まつり２０１８について説明をお願いします。 

甲南図書交流館長 それでは、（１）図書館まつり２０１８について、説明をさせて

いただきます。日時は１０月２８日（日）の１０時から１８時まで甲

賀図書情報館において、図書館まつりを開催させていただきます。詳

細につきましては、折ってワクワクおりがみの世界ということで、日

本折紙協会から来ていただきます。次に、大人のためのおはなし会を

１３時３０分から１５時まで、多目的ホールにて開催いたします。チ

ラシではボランティア『紙ふうせん』となっていますが、おはなしサ

ークル『紙ふうせん』です。訂正をお願いいたします。１５時３０分

からビブリオバトルで出場者１０名、参加者４０名となっています。

オープンカフェは１０時から１６時まで開催しておりますので、お誘

いあわせの上、ご来館いただければと思いますのでよろしくお願いい

たします。  

教育長    ただ今の説明で、何か質問等はございませんか。 

教育長    ビブリオバトルのバトラーですが、どういった方が出て来られそう

ですか。 

甲南図書交流館長 以前から何度も参加いただいている方に案内を差し上げていま 

す。他はホームページで募集をさせていただいております。 

教育長    学校でもこの取組をしている所がありますね。そのような学校には

声かけをしていないのでしょうか。 

甲南図書情報館長 そこまでは認識しておりませんが、声かけをしていると思いま

す。 

教育長    一度、調べていただいて、取り組んでいる学校がいくつかあると思

います。 

甲南図書情報館長 今までは高校生からでしたが、今年から、中学生からに広げま

した。一度確認をしておきます。 

教育長    もし、やっているのでしたら、せっかくの機会ですのでお願いしま 

      す。 

委員     今、お話が出たのですが、中学校でやっている所があるのでしょう 
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か、小学校ですか。 

教育長    どこかは分かりませんが、取組をしていたような記憶があります。

全ての学校ではないのですが、本の指導の中で紹介をやっていたよう

な気がします。自分が読んだ本を実際にみんなの前でこのような良い

本であると紹介する授業が城山中学校でありました。 

委員     国語ですか。 

教育長    国語の授業の一環としてやっておられる学校もあります。 

教育長    それでは、次の（２）第３２回あいの土山マラソン大会の開催につ 

いて、説明をお願いします。 

指導担当次長 それでは、（２）第３２回あいの土山マラソン大会の開催について、

説明を申し上げます。日時は１１月４日（日）１０時２５分スタート

で今年も土山マラソンを開催させていただきます。コースは毎年と同

じ日本陸連の公認コースでございます。種目といたしましては、マラ

ソンの部とハーフマラソンの部で、例年通り登録男子、女子、一般男

子、女子それぞれご参加をいただきます。出場資格は平成１２年４月

１日以前の出生者で、高校生は参加いただけません。関門をそれぞれ

に設けまして、 終夕方には終了する予定をしております。既に申し

込みは締め切り、マラソン男子は１，５７０名、女子は１８３名、合

計１，７５３名のご応募をいただいております。ハーフの男子は１，

５９８名、女子が３７４名、合計１，９７２名となっています。合計

３，７２５名の応募でございます。 

教育長    ただ今の説明で、何かご質問等はございませんか。 

教育長    ぜひとも、良い天気でありますように、それと安全にお願いいたし 

ます。 

教育長    続きまして、（３）水口岡山城歴史フォーラムの開催について、説明 

をお願いします。 

歴史文化財課長 それでは、（３）水口岡山城歴史フォーラムの開催について、説明

を申し上げます。日時は９月３０日（日）１３時３０分より、碧水ホ

ールにおいて水口岡山城と大和の豊臣系城郭と題しまして、フォーラ
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ムを開催するものであります。豊臣秀吉による地域支配のあり方を考

える上で、近江と似たような状況であった大和の城を取り上げ、水口

岡山城と比較し城の魅力を探っていくフォーラムであります。また、

当日は水口岡山城の会により、ホール前広場におきまして、天主のバ

ルーンを建てられることとなっています。委員の皆様におかれまして

は、ご多用のことと存じますが、ご来場賜りますようご案内申し上げ

ます。 

教育長    ただ今の説明で、何かご質問等はございませんか。 

教育長    是非ともご来場いただいて、いろいろなお話を聞いていただければ

ありがたいと思っております。 

教育長    続きまして、（４）第４回甲賀市人権教育連続セミナーの開催につい 

      て、説明をお願いします。 

人権教育担当次長 それでは、（４）第４回甲賀市人権教育連続セミナーの開催につ

いて、説明を申し上げます。今年度、第４回を迎えます人権教育セミ

ナーといたしまして、今回のテーマは高齢者の人権、住みなれた地域

で安心して暮らし続けるためにということで、お医者さんの花戸貴司

先生をお招きし、講演をしていただきます。日時は１０月２１日（日

）午前１０時からでございます。場所は陶芸の森信楽ホールになって

おります。ご多忙のことと存じますけれども、ご参加くださいますよ

うご案内をさせていただきます。 

教育長    夢の学習だよりも資料としてございますので、参考にしていただけ

ればと思います。 

教育長    それでは、続きまして、（５）平成３０年第１３回（１０月定例）甲

賀市教育委員会について及び（６）平成３０年第１１回甲賀市教育委

員会委員協議会について、担当から連絡をお願いいたします。 

教育総務課長 連絡をさせていただきます。平成３０年第１３回（１０月定例）甲 

賀市教育委員会につきましては、１０月２９日（月）１０時から開  

催させていただく予定です。また、平成３０年第１１回甲賀市教育委

員会委員協議会につきましては、１０月１７日（水）１４時から開催
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させていただく予定です。なお、委員会協議会のテーマといたしまし

ては、全国学力学習状況調査の分析と今後の取組について、また、夢  

の学習の実施状況について、第１２回甲賀市人権教育研究大会の報告

について、第３期甲賀市教育振興基本計画について、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。委員の皆様にお

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

すようどうぞよろしくお願い申し上げます。 

教育長    ありがとうございます。委員協議会の案件が非常に多くございます

が、どれも大事なものばかりでございますので、よろしくお願いいた

します。 

教育長    今日の予定は以上となりますが、課長の皆様や委員の皆様から特に 

何かございませんでしょうか。 

委員     次の協議会での教育振興基本計画ですが、もうこれで、私達の意見

を出すのが終わりになるのでしょうか。 

教育総務課長 今、庁内で意見照会をさせていただいています。１０月にはそれを

原案にさせていただきたいと思いますので、原案になる前の意見の聴

取はここで一旦終わりとなります。 

教育長    まだ、原案でありますので、その後 終調整は起こりえると思いま

す。 

教育長    それでは、全ての案件が終了いたしましたので以上をもちまして、 

平成３０年第１２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 午後２時５２分〕 

 


