
平成２５年第１回甲賀市教育委員会（定例会）会議録

開催日時　　　　平成２５年１月２５日（金）

　　　　　　　　午前１０時０６分から午前１１時０５分まで

開催場所　　　　甲賀市役所　甲南庁舎　２階　第２会議室

出席委員　　　　委員長　　　　　　山田　喜一朗

　　　　　　　　委員長職務代理者　小川　浩美

　　　　　　　　委　員　　　　　　藤田　正実

　　　　　　　　委　員　　　　　　今井　智一

　　　　　　　　教育長　　　　　　山本　佳洋　

事務局出席者　　教育部長　　　　　　　　　　　　安田　正治

　　　　　　　　次長（管理担当） 　大塚　文博

 次長（指導担当）　　　　　　　　杉本　武一

　　　　　　　　管理監（人権教育担当）　　　　　西川比佐夫

　　　　　　　　管理監（行政改革推進担当）兼教育総務課長　　菊田　宗高

　学校教育課長　　　　　　　　　　西村　文一  

        こども未来課長　　　　　　　　　島田　俊明

        社会教育課長　　　　　　　　　　矢田　良男

　　　　　　　　文化スポーツ振興課長　　　　　　田中　康之

　　　　　　　　歴史文化財課長　　　　　　　　　縮谷　隆

　　　　　　　　こども未来課参事　　　　　　　　井ノ口照美

　　　　　　　　社会教育課参事　　　　　　　　　保井　晴美

　　　　　　　　教育総務課総務企画係長　　　　　田原　聖史

書記　　　　　　こども未来課長補佐　　　　　　　東　紀子
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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２４年第１６回教育委員会（臨時会）会議録の承認　

　　（２）平成２４年第１７回教育委員会（定例会）会議録の承認　

　２．報告事項

  （１）１月　教育長　教育行政報告　

　　（２）平成２４年第５回甲賀市議会定例会（１２月）提出議案（教育委員会関

　　　　　係）の結果について

　３．協議事項

　　（１）議案第１号　平成２４年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

　　　　　　　　　　検及び評価に関する報告書の策定について　

　

　４．その他、連絡事項など

　　（１）平成２５年第２回（２月定例）教育委員会について

  （２）平成２５年第２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０６分〕

管理担当次長　それでは、ただ今から、平成２５年第１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　はじめに、平成１９年７月３１日甲賀市教育委員会主催事業で尊い

命を亡くされました美馬沙紀さん、藤田真衣さんのお２人のご冥福を

お祈りし、黙祷をささげたいと思います。黙祷。

　　　　　　　（一同　黙祷）

管理担当次長　ありがとうございました。お直りください。
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続きまして、甲賀市市民憲章の唱和をよろしくお願いいたします。

　　　　　　　（一同　市民憲章唱和）　

　　　　　　　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

よろしくお願いします。

委員長　　　　開会にあたりまして一言ご挨拶申し上げます。

　大変遅ればせながら、皆様方におかれましては、２０１３年の輝か

しい新春をご家族お揃いで健やかにお迎えの事とお慶び申し上げます。

　本日は大変お忙しいところ、平成２５年第１回教育委員会定例会に

ご出席いただきまして、ありがとうございます。

　顧みますと昨年一年間は色々な出来事がございました。一年の世相

を表す漢字に“金”という文字が選ばれたように、ロンドンオリンピ

ックでの金メダル獲得や、京都大学の山中教授がノーベル賞を受賞さ

れました。また、日本列島で金環日食が観測されたのも大きなニュー

スであり、衆議院選挙の自民圧勝、尖閣・竹島問題、消費増税法の成

立、また尼崎連続変死事件、原発問題、スカイツリー開業等、話題の

多い激動の一年であったように思います。

　当甲賀市におきましては、特に大きな事故・災害もなく、無事越年

することができ大変喜んでいるところでございます。また子どもたち

も楽しい冬休み、お正月を終え、毎日元気に通学しており、一段と寒

さの増す中「おはよう」と言って挨拶してくれる、その吐く息の白さ

にも確かな成長がみられ、喜んでいます。休暇中は家族の愛情のもと、

有意義に過ごしてくれたことと思います。子どもたちにとって三学期

は年間の総仕上げであり、次年度の進級、進学に備える時期でもあり

ます。また、一年間の総まとめ、総仕上げをして一人一人が自分の良

さや可能性を見出す学期でもあると思います。そのため、先生方には、

子どもたちが希望や目標を高く持って、新たな年度に向かえるよう、

リードしていただきたいと思います。

　そのようななかで、大阪の高校生が男性顧問から体罰を受けた翌日
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に自殺をするという学校、教育委員会関係にとって悲しい残念な出来

事が起こりました。体罰が常態化していたことが明らかになっていま

す。橋下市長は体罰を把握できなかった市教育委員会と学校側につい

て、「対応は完全に誤りであり、最悪の失態である」と痛烈に批判さ

れました。市教育委員会の説明とアンケート結果とでは大きく実態が

違い、非常に歯切れの悪い会見でありました。当甲賀市も徹底した対

策が必要であると思っています。

　今年の干支の「巳」という字は、胎児の形を現した象形文字で蛇が

冬眠から目覚めて地上に這い出す姿を現しているとも言われており、

「起こる、始まる、定まる」などの意味があります。また、蛇は脱皮

を意味することから「復活と再生」を連想させ、えさを食べなくても

長生きすることから「神の使い」として崇められていますし、水の神、

金運の神とも言われています。この一年が、復活再生の年であること

を願うところであります。　

　かの森鴎外は、「日の光を藉りて照る大いなる月たらんよりは、自

ら光を放つ小さき燈火たれ」という句を詠んでいますが、太陽の光を

借りて光る月のようになるのではなく、小さくてもろうそくのように、

自ら輝く人間を目指せと言っています。人生を歩むうえで、志をもつ

こと、それもより大きな志を持つことは大切です。「棒ほど願って針

ほど叶う」と言う諺もあり、高い目標を掲げてこそ、事が成るのであ

って、初めから志や目標を小さく置いたのでは、叶うことも叶わなく

なってしまいます。現実を見つめつつも常に高い志を持ちたいもので

あります。

　また、何事も最初はすべてが新しい発見で、すべてが新鮮であると

思いますが、慣れてくると、ともすれば緊張感が薄れ、惰性に流され

てしまいがちになります。それでは新しい発見や感動は望めません。

大切なことは、慣れても慣れないこと、見るもの、聞くものをいつも

新鮮な驚きで受け止めることであると思います。「今日が初日」の心

をいつまでも持ち続けることが大切であります。皆様方管理者は、教
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育はもちろんのことすべての面で市民から非常に大きな役割を期待さ

れています。それに応えるべく、よきものは引き継ぎ、時代に合わな

いものは潔く捨て、職員が一丸となって知恵と力を結集し、果敢に行

動するという決意を新たにしていただきたいと思います。そして全員

が力を出し合い、甲賀市のすべての子どもたちが健やかに立派に成長

してくれる環境づくりに邁進したいと思います。　

　少々長くなりましたが、年頭にあたりご挨拶とさせていただきます。

委員長　　　　それでは、資料に基づきまして、会議を進めさせていただきます。

　はじめに、１．会議録の承認として、（１）平成２４年第１６回教

育委員会（臨時会）会議録の承認について、お諮りをいたします。こ

の件につきましては、事前に皆様方に資料を配布させていただいてお

りますので、一通りお目通りを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）

委員長　　　　ご質問等ないようでございますので、（１）平成２４年第１６回教

育委員会（臨時会）会議録の承認については、承認いただいたものと

します。

委員長　　　　それでは、（２）平成２４年第１７回教育委員会（定例会）会議録  

の承認について、お諮りをいたします。この件につきましても、事前

にお渡しをさせていただいておりますので、お目通りいただいたと思

いますが、何かご意見、ご質問等が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、ご質問等ないようですので、（２）平成２４年第１７

回教育委員会（定例会）会議録の承認については、承認いただいたも

のといたします。

委員長　　　　それでは、２．報告事項として、（１）１月　教育長　教育行政

　　　　　　報告について、部長より説明をお願いします。

教育部長　　　それでは、（１）１月　教育長　教育長行政につきまして、資料３

に基づきまして、１２月１８日開催の定例教育委員会議以降、本日ま
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での教育長の動静を中心に、主な事項について行政報告をさせていた

だきます。

　　　　　　  （以下、資料３により報告）

委員長　　　　ありがとうございました。ただ今の（１）１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   　　　１９日の滋賀県ＰＴＡ連絡協議会甲賀ブロック研修に出席されたと

いうことですが、研修会ということで、今の情勢のことから考えて、

特にＰＴＡの方から思いやご意見が出るということはありましたでし

ょうか。

教育長　　　　滋賀県ＰＴＡ連絡協議会甲賀ブロック研修会は、湖南市と甲賀市が

隔年で会場をもって開催されているもので、今年度は湖南市で開催さ

れました。内容は、講演会であり、保護者の方からご意見を頂戴する

という場面はありませんでした。

　講演は、子育てについてで、最近の子ども達の思いが、保護者には

非常にわかりにくいという声をよく聞くけれども、それをどう乗り越

えていくのかという内容でありました。

　小学校高学年、中学生の生きている世界をどこまで知っているかと

いうことで、ひとつの例として、ネットの掲示板にどういう声が寄せ

られているかご存知ですかと問いかけられました。そこには、市内、

湖南市も含めてすべての中学校の掲示板がございまして、そこに中学

生、小学生が投稿するという形式です。講師の先生は、ネットに上げ

られた日本全国の小、中学生の言葉を読んでいるそうで、「甲賀市、

湖南市の子ども達は、いい意味で非常に素朴ですね。これはある意味

幸せなことなんですよ。地域性でゆったりと育てられているというこ

とが読み取れて、甲賀市、湖南市の教育環境は非常に整っているんだ

なあということを実感しました。」というお話をされていました。実

際に中学生が投稿している文章を紹介されたのですが、他の大都市の

小学生の投稿と比較しますと、純粋でホッとさせられた部分もござい

ました。
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　ただ、保護者の方が子どもとどれだけ接しておられるか、話してお

られるか、そして、子どもの心をどこまで理解されているかというこ

とに関しては、これからも十分努力していかないといけないともおっ

しゃいました。子ども達と保護者の方の思いがだんだん離れていって

いる状況のなかで、子ども達は分かってほしいという気持ちを持ち続

けていますから、その気持ちに応えてあげてほしいというところで、

「『分かり合う』ということは無理かもしれないけれど、ぜひ『分か

ち合う』ということをしてください。ひとつの物事について、これは、

大人だけの、お父さんとお母さんだけの問題だから、子どもには知ら

せないでおこうというのでなく、子どもと一緒にその問題に向き合う

なかで、喜びは喜びとして、辛さは辛さとして分かち合う、そういう

家庭、あるいは学校を創っていくことが大事なのでは。」とおっしゃ

いました。

　また、三つの『かく』ということをおっしゃいました。一つ目は、

パソコンが非常に普及しておりますが、やはり手書きで、子どもに気

持ちをそっと伝える「文字を書く」ことが非常に大事だということ。

二つ目は「汗をかく」ということで、子どもたちが家庭の中で、ある

いは学校の中で日々続けていること、汗をかいていることをしっかり

評価をしてあげてほしいということ。そして三つ目は「恥をかく」と

いうことで、これを小さいときからやらせてもらえないと、人は成長

しないということでした。小さいときから失敗経験というものを大事

にすることで、やり直すことや、乗り越えることができるということ

を、家庭や学校でしっかり教え、育てていってほしいということを提

案されていたのが印象的でした。

委員長　　　　 1 月４日の教育委員会事務局仕事始め式において、教育長は訓辞を

されたと思いますが、今年は何か重点的な訓辞はされましたか。

教育長　　　　市民憲章にある「応える安心」という部分で、市民の皆さんの笑顔

をしっかりと支えるために、皆さんの思いにしっかり応えていくとい

うことが、我々に一番に課せられた責任であるということを中心にお
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話をしたと記憶をしております。

委員長　　　　安心、安全というお話が出てきましたが、私も去年の暮れから今年

にかけて教育委員会事務局が明るくなったと思っています。委員長に

なったときからお願いをしておりました、特に挨拶をしてくださいと

お願いしてきましたが、ようやく身につき、励行してくださるように

なり、気持ちがいいと感じました。今後とも、ここにお見えになった

方に対して、温かい気持ちでお迎えし、親切にお送りしていただき、

親切な対応をしていただくということをやっていただきたいと思いま

す。ひとつ感じたことをお話させていただきました。

委員長　　　　他に何かございませんか。

　（全委員　質問等なし）

委員長　　　　ないようでございますので、（１） 1 月　教育長　教育行政報告に

ついては、これで終わらせていただきます。

　続きまして、（２）平成２４年第５回甲賀市議会定例会（１２月）

提出議案（教育委員会関係）の結果について、説明をお願いします。

教育部長　　　それでは、（２）平成２４年第５回甲賀市議会定例会（１２月）提

出議案（教育委員会関係）の結果について、資料４に基づき、ご報告

いたします。

　　　　　　　（以下、資料４により説明）

委員長　　　　ただ今、（２）平成２４年第５回甲賀市議会定例会（１２月）提出

議案（教育委員会関係）の結果について、報告をいただきました。こ

の件について、ご意見、ご質問等ございませんか。

委員長　　　　特認校制度の申し込み受付期間は、もう終わりましたか。

教育総務課長　特認校制度につきましては、平成２５年度から実施ということで、

１月１１日に申し込みの締め切りをさせていただいております。今の

ところ、提出いただいた申請は１件でございますが、若干まだ考えて

おられる方がいらっしゃるということです。検討されている方に対し

ては、柔軟に対応をしたいと考えておりますので、生徒数としては、

まだ確定ではございません。
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委員長　　　　他にございませんか。

　　　　　　　（全委員　質問等なし）　　

委員長　　　　特にご意見、ご質問がないようでございますので、２．報告事項と

　　　　　　して終わらせていただきます。

　　　　　　　続きまして、３．協議事項（１）議案第１号　平成２４年度教育に

　　　　　　関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書の策

　　　　　　定について、説明をお願いします。

教育総務課長　それでは、（１）議案第１号　平成２４年度教育に関する事務の管

　　　　　　理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書の策定について、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）　　　　　　

委員長　　　　ただ今、ご説明いただきました（１）議案第１号　平成２４年度教

　　　　　　育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書

　　　　　　の策定についてですが、去る１月２１日に開催された第１回教育委員

　　　　　　会委員協議会で、事前に報告書の内容について協議を行いました。

　　　　　　　協議会で出た主な意見等は、先ず、本年度も継続して評価対象事業

　　　　　　が実施されている中で、この時期に平成２３年度に実施された事業を

　　　　　　点検、評価しても、今後に活かされないのではないかという意見があ

　　　　　　りました。これについて、事務局からは、報告書は平成２４年度の実

　　　　　　施状況についても、教育行政評価委員からの聴き取りや提言をいただ

　　　　　　いたうえで、２次評価ヒアリングが終わった段階で、中間報告として

　　　　　　点検・評価の内容を事業担当課に伝え、次年度予算編成の協議がなさ

　　　　　　れたとの説明を受けました。また、市民への公表については、報告書

　　　　　　を掲載するだけでなく、報告書を見なくても各事業を紹介するページ

　　　　　　で、評価結果や今後の取り組みが見られるなど、市民に見やすく、分

　　　　　　かりやすいホームページとされたいことを指摘しました。

　　　　　　　協議会での指摘事項等を踏まえ、報告書を一部修正し提案されまし

　　　　　　たが、何かご意見、ご質問等ございますか。

　　　　　　　（全委員　質問等なし）
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委員長　　　　特にご意見、ご質問もないようですので、３．協議事項（１）議案

　　　　　　第１号　平成２４年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検

　　　　　　及び評価に関する報告書の策定については、原案どおり決定いただい

　　　　　　たものとします。

　　　　　　　なお、事務局職員は、この点検評価結果を真摯に受けとめ、単なる  

      評価結果に終わることのないよう、責任をもって改善に向けた計画と

　　　　　　実行をお願いします。

委員長　　　　それでは、４．その他、連絡事項などについて、（１）平成２５年

第２回（２月定例）教育委員会につきましては、平成２５年２月１３

日（水）午前１０時００分から、（２）平成２５年第２回教育委員会

委員協議会につきましては、平成２５年２月６日（水）午後１時００

分から開催をいたしますので、よろしくお願いします。

　　　　　　　終わりになりましたが、教育長の方から一言ご挨拶を頂戴いたした

いと思います。

教育長　　　　ありがとうございました。

　先週の２０日が大寒でありまして、一年で一番寒い日を過ぎ、これ

から徐々に春に向かって暖かさが増していくわけですが、天気予報を

見ていますと、今日あたりから寒さが戻ってくるという予報が出され

ていました。学校の方でもインフルエンザが少し発生しかけている状

況でございまして、子ども達ももちろんですが、事務局の職員も含め

て、各自でしっかりと健康管理に取り組んでいく必要があると思って

いるところでございます。

　さて、委員長から冒頭でご挨拶いただきましたように、希望に満ち

た新しい年が始まったわけでございますけれども、しかしながら、ア

ルジェリアの人質事件に象徴されますように、世界情勢はまだまだ厳

しいものであります。子ども達は将来そういった世界に出て行くとい

うことで、改めて、誤りなく生き抜いていく力をしっかりとつけてい

く必要があると強く思ったところでございます。

　ただ一方で、これもご挨拶でありましたが、体罰の問題がマスコミ
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を賑わせております。本市におきましても、すでに校長を通じて、子

どもへの聞き取り、教員への聞き取りをしっかりやることと、保護者

からもアンケートを通じて声を頂戴することが大事だということで、

今、取り組みをしているところでございます。

　もし、そのような事案が見つかった場合につきましては、細かく丁

寧に対応をし、ご理解をいただくことに努める必要があると思います。

この機会にしっかりと取り組んでおくことが大切でありますし、その

ことがすなわち子どもの幸せにつながるということでございます。教

育委員会共々、しっかりと対応をしてまいりたいと思っているところ

でございます。

　本日の協議におきましては、教育行政評価委員会委員様からいただ

きました評価に関する報告書を協議いただき、議決をいただいたとこ

ろでございます。先日開催されました協議会のなかで、いくつかの視

点でご意見も頂戴しておりましたし、それを踏まえて、本日、報告書

を出させていただいたところであります。

　この報告書は、当然のことながら「振り返り」でございますけれど、

「振り返り」とともに、「次へのスタート」であると認識し、評価が

芳しくなかった点はもちろんでありますが、比較的良い評価をいただ

いた部分につきましても、さらに上を目指して取り組んでいかなけれ

ばならないと思うところでございます。

　いずれにいたしましても、まもなく今年度が終わろうというところ

までやってまいりました。落ちのないようにもう一度見直しながら、

また、次年度への構想を温めながら、納得のいく３月が迎えられます

ように、努力を重ねてまいりたいと考えておりますので、今後ともご

指導を賜りますようお願いを申し上げまして、挨拶とさせていただき

ます。ありがとうございました。

委員長　　　　以上を持ちまして、平成２５年第１回甲賀市教育委員会定例会を終

了いたします。
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　　　　〔閉会　午前１１時０５分〕
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