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       平成３１年第２回甲賀市教育委員会（定例会）会議録  

 

開催日時    平成３１年２月６日（水） 

        午後３時００分から午後４時３８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 

        委 員      山𦚰 秀錬 

 

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（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 

        甲南公民館長            黒川 康司 

文化スポーツ振興課長        村田 浩司 

保育幼稚園課長           田中 俊之 

歴史文化財課長補佐         松井 一秀 

        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      歴史文化財課長補佐         粂田 美佐登 
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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３１年第１回甲賀市教育委員会（定例会）会議録の承認 

  

２．報告事項 

 （１）２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）水口地域公立保育園実施計画について 

 

３．協議事項 

（１）議案第３号 平成３１年第１回甲賀市議会定例会（３月）提出議案 

に係る教育委員会の意見聴取について 

（２）議案第４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１号 信楽学区保育園・小学校再編検討協議会 

委員の委嘱について） 

 

４．その他、連絡事項など 

（１）第１４回甲賀市美術展覧会の開催について 

（２）第１１回甲賀市文化協会連合会芸能祭の開催について 

（３）第２２回甲賀市あいの土山斎王群行の開催について 

（４）平成３１年第３回（３月臨時）甲賀市教育委員会について 

（５）平成３１年第４回（３月定例）甲賀市教育委員会について 

（６）平成３１年第３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３時００分〕 

 

管理担当次長 それでは、平成３１年第２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。立春も過ぎ、いよいよ春の到来が予感できる頃 

となってまいりました。第２回定例会開催にあたり挨拶をさせていた 

だきます。 

前回の教育委員会委員協議会の挨拶で触れさせていただきました、

千葉県野田市の小学４年生女児の虐待死の件で、その後、教育委員会

や児童相談所の対応に大きな問題があったと報道されるとともに、母

親が次いで逮捕されるということへと展開してきました。市の教育委

員会が父親の圧力に屈して子どもの心の叫びであったアンケートの文

面を一番危険な方法で流してしまったことは許されないことだと思い

ます。亡くなられた子どもさんにとって、一番安全な児童相談所や学

校に自分の思いを伝えていたのに、それを守りきれなかったことは、

本人にとっても「なんで」と思ったでしょうし、母親も父親からのＤ

Ｖを受けていたということで、母親自体がなかなか守ることができな

かった、逆に母親も同じように叱責をしていたという状況がございま

した。子どもにとって、どこを頼っていけば良かったのかと思います

と、守るべき大人が守ってやれなかったこと、どこをどうしていった

ら良かったのかを再度考えていく必要があったのかと思います。 

甲賀市内でも子どもたちが虐待でひどい扱いをされている状況が報

告され、各関係者で対応しているところですが、甲賀市では家庭児童

相談室が中核となって甲賀市子ども家庭支援ネットワーク協議会とい

う組織をもっており、個別ケース検討会議をもち、様々な関係機関が

ネットワークを張り、情報を共有しながら子どもを守る取組を行って

います。教育委員会からは学校教育課、社会教育課、各学校や園はも
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ちろん、少年センターもその組織に加わって一緒に考えているところ

です。その協議会の資料を見ていくと、虐待に関わる情報がどのよう

に伝わるのかというと、学校で虐待の事案が発見され、そこから通報

されて相談が始まっていることが現状のようです。他にも保健の健診

や直接相談に行かれることもありますが、学校を通してということが

多いとわかりました。そのように考えますと、学校の中で教員が子ど

もの様子や子どもの心の叫びをいかに把握できるのかが虐待に対応す

るために非常に大きな役割を果たすのではないか。学校でそのものを

解決することは難しいが、それを知る一つの大きな窓口が学校である

と思いました。しかし、解決のためには家庭に関することですので、

教員が関われることは限られていますが、その窓口としてしっかりと

対応するためには、子どもの変化を見抜く目を教員が持っていく必要

があると思ったところです。 

話は変わりますが、甲賀市と伊賀市が忍者で日本遺産の認定を受け

忍者協議会を発足しており、先日、両市の市長、教育長、観光協会関

係者、産業経済関係者が日本遺産の構成文化財の視察ということで、

伊賀市と甲賀市の各地を訪れました。忍者が日本遺産に認定されたと

は言え、まだまだ認知度は低い状態にあります。私たちもどのような

ポイントでどんな意味があるのかをわかっているのかということもあ

り、それを推進する立場として必要であるということで研修をしてき

ました。どのような形で今後文化遺産を磨きあげ、市の財産として発

信していくのかということ、その一つの材料として、その担当者が知

るということが大事であろうということで、今回で２回目の視察とな

りました。 

伊賀市と甲賀市は、土塁で囲まれた城館が同じような形であると思

いましたし、伊賀惣国一揆や甲賀郡中惣といった自治的な組織がつく

られ、薬作りなど共通点を改めて知ることができました。今後どのよ

うに忍者文化の発信ができるかということを、教育委員会部局で歴史

文化財課を中心に取組方についても検討していかなければならないと
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思います。 

さて、今日は暖かいですが、田村神社の例大祭が過ぎるまでは暖か

くなるのか確信できませんが、琵琶湖岸の菜の花がいっせいに咲いて

きましたし、畑の周りのふきのとうも芽を出してきていますので、確

実に暖かで花の咲く季節が近づいてきております。もう少しこの寒さ

にもつきあわないといけませんが、春の訪れを待ちながら年度末を締

めくくっていきたいと思います。 

それでは、本日の定例会を始めさせていただきます。よろしくご協

議をいただくことをお願いしまして、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３１年第１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    特にご意見、ご質問等ございませんので、ただ今の（１）平成３１年

第１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    それでは、２．報告事項に移らせていただきます。 

（１）２月教育長教育行政報告を資料２に基づき、以下の３件につ

いて報告いたします。 

まずはじめに、１月２５日（金）に執り行われました（仮称）甲賀 

市西部学校給食センター新築工事安全祈願祭と新水口体育館新築工事

安全祈願祭についてであります。晴天の下、施工者主催により市関係

者、議会関係者、地元関係者、建築関係者が出席し、それぞれの建設

現場にて安全祈願祭が無事執り行われました。両施設とも、平成３０

年度から３１年度に亘って工事を進め、平成３２年４月に利用開始が

できることを目標にしております。 



 

6 
 

  ２点目は、１月２６日（土）に開催されました第８回かふか２１子

ども未来会議「甲賀市子ども議会」についてです。２４名の小中学生

からなる子ども議員が、事前の研修や日頃考えていることをもとに質

問をまとめて、議場で発表しました。市長をはじめとする市の執行部

が丁寧に答弁をさせていただきました。テーマとして子どもが安心し

て遊べる環境、災害に負けないまちづくり、市の活性化につながる観

光戦略等、大人の議会でも課題となっていることについて子どもの目

線から質問や提案が出されました。 

３点目は２月１日（金）に開催されました信楽学区保育園・小学校

再編検討協議会についてです。信楽町ではすでに雲井学区と小原学区

が検討協議会を終了され、存続を希望する方向で意見をおまとめいた

だいております。多羅尾学区が検討協議会開催中、朝宮学区が検討協

議会設置の準備中であり、信楽町内すべての地域において検討協議会

を持っていただけることとなりました。教育委員会としては、各協議

会において再編の必要性を理解いただけるようさらに努めていかなけ

ればならないと考えています。また一方では、各学区の会議の結果を

しっかりと受け止め、今後の方向付けをしていかなければならないと

考えるところです。 

教育長    ただ今の（１）２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。 

教育長職務代理者 ２月１日（金）に開催された信楽学区保育園・小学校再編検討協

議会ですが、本日の協議事項に再編協議会の委員の委嘱がありますが、

どういうことでしょうか。 

教育長    本日の協議事項にある委員の委嘱については、教育長が臨時代理さ

せていただいた件についてご承認をいただくという内容で、先に委員

の委嘱を行ったものです。 

教育長    他にご質問、ご意見等ございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    他にご意見、ご質問等ございませんので、（１）２月教育長教育行    
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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    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３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３に基づき説明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）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。 

（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）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    それでは、続きまして、（３）水口地域公立保育園実施計画について、

資料４に基づき説明をお願いします。 

保育幼稚園課長 それでは、（３）水口地域公立保育園実施計画につきまして、資料

４に基づき説明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（３）水口地域公立保育園実施計画について、何かご意見

ご質問等ございませんか。 

教育長職務代理者 イメージ図には園地の全体図が示されており、園地に面して道

路がありますが、園児が表に飛び出す恐れはないですか。フェンスな

どの設置はあるのですか。 

保育幼稚園課長 道路に面する部分については、フェンスなどで安全対策を行いた

いと考えております。この園については園舎をセキュリティーライン

という形で考えており、北側など全体をフェンスで囲うことは考えて

おりません。ただし、園庭から道路に面する部分については、フェンス

で仕切り、子どもたちの安全対策をしていきたいと考えております。 

教育長    新水口体育館と重なっている部分があるかと思いますが、それにつ

いての問題点や対応策はありますか。 
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保育幼稚園課長 保育園と新水口体育館と道路拡幅の３つの工事が重複することに

なります。保育園については業者の決定をしていませんが、工程管理

については、業者の入るタイミングなど、詳細な打合せを行いながら

進めていきたいと考えているところです。 

教育長    非常に大規模な工事が近くでなされるので、いろいろな工事上のト

ラブルや安全上のことで配慮いただくことになりますがよろしくお願

いいたします。 

教育長職務代理者 園での受入可能人数が２７０人とありますが、これに対応でき

る保育士は配置できるのですか。 

保育幼稚園課長 特に低年齢児枠を増やすということは、それだけ保育士が必要と

なります。０歳児は３人につき１人、１歳、２歳児は６人につき１人の

保育士が必要となりますので、職員の確保については非常に大きな課

題であると認識しています。ただ２７０人の受入枠を、職員が確保で

きないことを理由で受け入れられないということは避けたいと考えて

おります。 

委員     もと病院の跡地で非常に広い敷地ですが、他はどういった計画があ

るのですか。 

理事     実施計画の１１ページをご覧ください。保育園の敷地配置図ですが、

これは甲賀病院の跡地の一部で、縦横に道路が通っており、交差点が

「宮の前」です。保育園用地の西側は、図には駐車場マスがあります

が、これが新水口体育館です。現在の水口体育館の老朽化に伴い、昨年

度から甲賀病院跡地に体育館を建てる計画を進めています。イメージ

図３をご覧ください。これは西側から見た図ですが、甲賀病院跡地の

西半分が体育館で、東半分に保育園が建つという計画になります。 

教育長    体育館の前に広い駐車場がありますので、子どもさんの送り迎えに

この駐車場も活用できますね。車が移動できる広い場所がありますの

で、送迎時に余裕をもったスペースで駐車ができるようになっていま

す。 

委員     実施計画の４ページのクラス編成について、今年１０月からシステ
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ムが変わりますが、今年度も待機児童がいることも含めて、来年度は

より膨れ上がることが予想されます。私の周りでも１歳のお子さんを

抱えながら、「働きたいがまだまだ無理だ」という声を聞きます。低年

齢層の母親も働きたいが、保育という子どもを育てる教育的な面では

難しいこともわかります。そうした中でクラスの規模はどう決めてい

るのですか。 

保育幼稚園課長 待機の見込みの人数については、２ページの入園申込数の見込み

で示しており、実際に年度末現在の待機児童数ですが、今年度１０月

現在の待機児童数が６０名、次年度の入園調整を行っていますが、同

様に発生していくのではないかと思われます。それと、１０月からの

無償化に合わせた保育人数の需要が増加していく見込みです。今のま

までいきますと、平成３２年度では８８名の待機が出てくる見込みで

す。その人数を考慮して、２７０名の定員としています。クラス数は必

要保育室の配置がありますので、それと合わせて２７０名という定員

設定となっていますが、ここだけですべてをのみ込むのは難しいと

思っております。今後も出てくる待機児童対策としては、小規模保育

や家庭的保育の推進をしていくのは当然とし、この後の私立認定こど

も園設置に向けた、伴谷、水口東・岩上の両園の開園についても、１年

でも早く進めていきたいと考えています。 

教育長    設計図もでき、かなりのところまで進めていただきました。本当に

良い施設ができればと思うところです。 

それでは、特にご意見、ご質問等ございませんので、（３）水口地域

公立保育園実施計画については、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３号平成３１年第１回甲賀市議会定例会（３月）提出議 

案に係る教育委員会の意見聴取について、資料５に基づき説明をお願い

します。 

教育部長   それでは、（１）議案第３号平成３１年第１回甲賀市議会定例会（３
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月）提出議案に係る教育委員会の意見聴取について、資料５に基づき、

その提案理由を申し上げます。 

（以下、資料５により説明） 

教育長    ただ今の（１）議案第３号平成３１年第１回甲賀市議会定例会（３

月）提出議案に係る教育委員会の意見聴取について、何かご意見ご質

問等はございませんか。 

教育長職務代理者 子どもの安全対策の予算はどの項目ですか。登下校時の安全対

策などについてです。 

教育部長   通学路の安全対策については、昨年からなされていますが、通学路

合同点検を一斉に行い、市道に防護柵が必要であるや、水路に蓋をし

て欲しいなど、市道の管理者等で補修ができるかを検討し、検討の結

果補修が必要な場合の予算につきましては、教育費ではなく土木費で

計上しています。 

教育長    教育委員会関係の案件でいうと、学校の監視カメラの設置が昨年は

ありましたが、今年はどうですか。 

教育部長   今年は監視カメラについてはありません。 

教育長職務代理者 監視カメラは学校に配置済ですか。 

教育長    はい。必要なところには配置済です。その他、安全に関わる教育委員

会の予算についてはどうでしょうか。 

学校教育課長 学校安全体制整備推進事業がございまして、予算書別紙３の６ペー

ジの１７８千円です。 

教育長    この予算の講師謝礼の内容について説明してください。 

学校教育課長 この講師謝礼については、地域ぐるみの安全体制整備でスクール

ガードリーダーさんの謝礼として計上しています。スクールガード

リーダーさんの地域巡回及び指導への謝礼と、講習会参加のための旅

費などとなっています。 

教育長    入学時に配付していた黄色の帽子や傘はどうでしたか。 

人権教育担当次長 黄色の帽子については、滋賀県市町村交通災害共済組合からい

ただいていたのですが、その組合が廃止されましたので、今はいただ
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いておりません。中学校のヘルメットは生活環境課で対応しておりま

す。道路上での交通安全については、建設部において予算を計上し、道

路の環境整備を行い、通学路等の安全にも力を入れているところであ

ります。 

学校教育課長 新入学児のお祝いとして、防犯ブザーをお渡ししています。小学校

費の教育振興費、予算書別紙３の９ページ小学校教育振興事務費の消

耗品費４５，０７９千円の中に含まれております。 

教育長    安全対策については、一括にまとまってということではなく、いろ

いろな項目で計上しています。 

委員     予算書別紙３、５ページのＡＬＴ設置事業について、これまでのＡ

ＬＴの人数と２０２０年に向けて人数を増やす方向の展望をお聞かせ

いただきたい。たとえばＪＥＴの数を減らす、増やすや一般企業のＡ

ＬＴを活用するなどの考えをお聞きかせください。 

次に６ページの母語支援事業について、予算の財源を教えてください。

また、かわせみ教室では、とても良い雰囲気で教えていただいてあり

がとうございます。気になるのは翻訳機のポケトークです。国籍が増

える中で学習者の母語をポケトークで訳して、コミュニケーションを

とることは非常に大切ですが、学校へ帰ってから日本語を使った生活

に慣れるために、日本語は日本語で指導することが基本だと思ってい

ます。今後のポケトークの使用について、どう考えているのかお聞か

せください。 

教育長    では、ご質問の一つ目のＡＬＴの配置計画についてはどうですか。 

学校教育課長 現在ＡＬＴは、民間委託の５名、ＪＥＴプログラム６名にお願いし

ており、引き続き人数は同じで考えております。 

教育長    将来的にはどうですか。人数を増やしていくような方向になってい

るのですか。 

学校教育課長 ＪＥＴプログラム、民間委託それぞれ長所がございますので、現状

を見極めながら将来的に調整を計っていきたいのですが、ＪＥＴプロ

グラムにはかなりの交付税措置がありますので、そちらも有効活用し
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ていきたいと考えています。 

委員     ＪＥＴプログラムを有効活用していただけるとありがたいです。 

教育長    母語支援の財源の問題についてはどうでしょうか。 

学校教育課長 県費の補助金がございまして、帰国・外国人児童生徒受入促進事業

補助金を３分の２、頂戴しております。 

委員     今後拡大していくであろう外国人労働者の問題も踏まえ、初期指導

は続いていくと思いますが、このあたりも県費などからいただくとい

う展望があるのですね。 

教育長    次年度の予算の中でそれを活用していくという形になっています。

それを拡大していくことを望みますが、次年度の歳入予算の見込みに

入っていますか。 

学校教育課長 見込みに入っています。 

教育長    ポケトークの使い方と母語は支援であるけれど、かわせみ教室の目

的は日本語で生活できる初期指導ということなので、ポケトークで通

じたら良いというものではないので、子どもとコミュニケーションが

取れず困った状況になった時に、それを使いながら子どもを指導する

ものです。あくまでも日本語を使いながらという方針で間違いないと

思います。 

委員     湖南市でも、外国人が増える中、わからない言葉を日本語で打って

外国人に次から次へと見せると、パニックになってしまい、指導者が

足りないと問題になっているようです。そういう問題ではなく、言語

指導で日本語を通して教えるということを貫かれたらありがたいと

思っています。母語支援というよりも日本語を指導できる人をという

認識を持っていただければありがたいです。 

学校教育課長 現在、ポケトークについてはかわせみ教室から水口中学校へ移動し、

支援対応に使用しています。 

委員     予算書別紙３の１８ページの夢の学習について、信楽・甲南・水口と

子どもの学習、居場所づくり事業で素晴らしいと思いますが、公民館

の事業がたくさんある中で、夢の学習のために公民館の事業が減って
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いるということはないのですね。公民館は公民館の機能を果たしなが

ら、夢の学習があっても公民館の独自の事業は昨年より増やしていく

方向ですか。 

社会教育課長 予算が増えている点につきましては、平成３０年度は水口・甲南・信

楽と委託をしておりますが、平成３１年度からは市内一円を範囲とし

て委託させていただきますので、土山と甲賀の分が増加しています。

公民館事業につきましては、夢の学習自体を公民館事業と位置付けて

おり、夢の学習は原則親子が対象となる事業を委託し、成人向けの一

般事業は公民館で従来どおり実施していきます。 

委員     スポーツ関係で日本スポーツ振興センターの助成金をいただいてい

たのですが、この歳出と歳入の中に、収入で日本スポーツ振興センター

保護者負担金とあり、支出にも災害共済負担金とありますが、どのよ

うに日本スポーツ振興センターが関わっているのですか。 

学校教育課長 学校内での保険についての負担金となっています。 

教育長    歳入は保護者からいただいているもので、掛け金として日本スポー

ツ振興センターに預け、歳出は子どもさんがけがなどをした場合にセ

ンターから保険金がおりてきてそれをお支払いさせていただくという

形になっています。 

教育長    平成３１年度予算については、昨年度に比べると大きく膨らんでい

ますが、その理由としては、新水口体育館や西部学校給食センターの

建設に関わる予算でございます。しかし、市全体の予算としては、かな

り厳しい状況にあり、教育委員会内でもスクラップしなければならな

いものがあったことも事実でございました。この場ですべてのことを

説明するのは難しいですが、そういった厳しい中ではありますが、西

部学校給食センター、新水口体育館の建替え、教育委員会の施設老朽

化に伴う修繕改修も大きな課題となっています。一方では教育委員会

でかかる経常的な経費、例えば学校にエアコンが設置されましたので、

電気代がどのくらい増加するのかも心配するところです。一定予測は

しているものの、すべてにエアコンが設置された状況は今まで無かっ
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たので、そのような状況を踏まえ、教育予算の中でどれだけの割合を

占めるのか今後しっかり見ていかなければならないと感じるところで

す。 

委員     子どもの安全対策にも関係するのですが、ランドセルがコストアッ

プとなっており、学校によっては黄色いランリュックを使用する学校

もあります。今後、教育委員会としての考えはどうですか。 

教育長    昨年学校で、ランドセルとランリュックについて中身を入れた状態

で重さを量ったところ、大きな差はありませんでした。ランドセルも

品質が良くなっており、ランドセル自体の重さは大分軽くなっていま

す。ただ、経費については違うので、さまざまな意見がありまして、全

部ランリュックにできないのかというご意見もございます。各学校の

状況や保護者の思いがあるので、簡単に決めるのではなく検討が必要

であると考えています。子どもに背負わすランドセルとランリュック

の重さについては、いろいろな方面から言われていますので、指導の

面でどうするか検討し、経費の面では違う角度での検討会を設けるな

ど考えていく必要があると思います。 

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    それでは、特にご意見、ご質問等ございませんので、（１）議案第３

号平成３１年第１回甲賀市議会定例会（３月）提出議案に係る教育委

員会の意見聴取については、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４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１号信楽学区保育園・小学校再編検討協議会委員の

委嘱について）資料６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、（２）議案第４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１号信楽学区保育園・小学校再編検討協議会委員の委

嘱について）資料６に基づき、その提案理由を申し上げます。 

（以下、資料６により説明） 

教育長    ただ今の（２）議案第４号臨時代理につき承認を求めることについ
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て（臨時代理第１号信楽学区保育園・小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はございませんか。 

（全委員 質問等なし） 

教育長    それでは、特にご意見、ご質問等ございませんので、（２）議案第４

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１号信楽学

区保育園・小学校再編検討協議会委員の委嘱について）は、原案どおり

承認することといたします。 

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）第１４回甲賀市美術展覧会の開催について、担当から連絡を 

お願いいたします。 

文化スポーツ振興課長 それでは、（１）第１４回甲賀市美術展覧会の開催について

連絡させていただきます。２月２３日（土）から３月３日（日）まで

の間、 書部門、工芸・立体部門は、あいこうか市民ホールで、平面部

門、写真部門は碧水ホールにおきまして開催いたします。２月２３日

（土）には、あいこうか市民ホールホワイエにおきまして、ウエルカ

ムコンサートを、 終日の３月３日（日）には、表彰式と審査員によ

る作品の講評会を予定しております。お忙しいと存じますが、ご参加

くださいますようご案内させていただきます。 

教育長     次に、（２）第１１回甲賀市文化協会連合会芸能祭の開催について、

担当から連絡をお願いいたします。 

文化スポーツ振興課長 それでは、（２）第１１回甲賀市文化協会連合会芸能祭の開

催について連絡させていただきます。３月１０日（日）１２時から、

あいこうか市民ホールにおきまして、各町文化協会から選出されまし

た３団体による舞踊、詩吟等の舞台芸能の発表と市内中学校・高等学

校吹奏楽部のゲスト出演をしていただきます。あいこうか市民ホール

ホワイエにおいては、体験会と展示会を開催いたしますので、ご参加

くださいますようご案内させていただきます。 

教育長     次に、（３）第２２回甲賀市あいの土山斎王群行の開催について、担

当から連絡をお願いいたします。 
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文化スポーツ振興課長 それでは、（３）第２２回甲賀市あいの土山斎王群行の開催

について連絡させていただきます。３月２４日（日）１２時１５分か

ら、大野小学校を出発し、垂水斎王頓宮跡までの道のりを総勢約７０

名が雅やかな平安衣装を身にまとい厳かに進みます。お忙しいと存じ

ますが、ご参加くださいますようご案内いたします。 

教育長    小さい頃に出演した方など経験のある方がサポートに入られるなど

も聞いています。またよろしくお願いします。 

教育長     次に、（４）平成３１年第３回（３月臨時）甲賀市教育委員会につい

て、及び（５）平成３１年第４回（３月定例）甲賀市教育委員会につ

いて、及び（６）平成３１年第３回甲賀市教育委員会委員協議会につ

いて、確認をお願いします。 

教育総務課長 （４）平成３１年第３回（３月臨時）甲賀市教育委員会につきまし

ては平成３１年３月７日（木）１５時から開催させていただく予定で

す。（５）平成３１年第４回（３月定例）甲賀市教育委員会につきま

しては、平成３１年３月２７日（水）１５時から開催させていただく

予定です。（６）平成３１年第３回甲賀市教育委員会委員協議会につ

きましては、平成３１年３月２７日（水）１３時３０分から開催させ

ていただく予定です。委員協議会のテーマといたしましては、スポー

ツ推進計画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、よろ

しくお願い申し上げます。 

教育長    ただ今の連絡事項について、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    それでは、以上をもちまして、平成３１年第２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４時３８分〕 
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