
　　　　　　　平成２７年第６回甲賀市教育委員会（定例会）会議録

 

開催日時　　　　平成２７年５月２６日（火）

　　　　　　　　午前１０時００分から午前１０時４０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） 　　　保井　達也

　　　　　　　　次長（指導担当）　　　　　　　  　　福山　勝久

　　　　　　　　教育総務課長　　　　  　　　　　　　橋本　宗樹

　　　　　　　　こども未来課長　　　　　　　　　　　島田　俊明

　　　　　　　　社会教育課長　　　　　　　　　　　　澤田　邦広

　　　　　　　　文化スポーツ振興課長　　　　　　　　黒田　芳司

　　　　　　　　歴史文化財課長　　　　　　　   　　奥田　邦彦

　　　　　　　　人権推進課長　　　　　　　　　　　　土田　正則

　　　　　　　　甲南図書交流館長（図書館統括担当）　保井　晴美

　　　　　　　　学校教育課参事　　　　　　　　　　　藤村　加代子

　　　　　　　　教育総務課総務企画係長　　　　　　　林　英明

書記　　　　　　社会教育課長補佐　　　　　　　　　　伴　統子

 

議決・報告事項は次のとおりである。

　１．会議録の承認
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　　（１）平成２７年第５回教育委員会（定例会）会議録の承認

　２．報告事項

　　（１）５月　教育長　教育行政報告

　　（２）平成２７年第２回甲賀市議会定例会報告案件について

　　（３）甲賀市幼保・小中学校再編計画の状況報告について

　３．協議事項

　　（１）議案第４１号　甲賀市学校給食センター運営委員会委員の委嘱又は任命

　　　　　　　　　　　について

　　（２）議案第４２号　平成２７年第２回甲賀市議会定例会（６月）提出議案に

　　　　　　　　　　　かかる教育委員会の意見聴取について

　　（３）議案第４３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７号　甲賀市人権・同和教育推進員の解嘱

　　　　　　　　　　　について）

　　（４）議案第４４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８号　甲賀市人権・同和教育推進員の委嘱

　　　　　　　　　　　について）

　

　４．その他、連絡事項など

　　（１）平成２７年第７回（６月定例）教育委員会について

　　（２）平成２７年第５回教育委員会委員協議会について

  （３）第２４回鈴鹿馬子唄全国大会開催について

◎教育委員会会議

　　　〔開会　午前１０時００分〕

管理担当次長　みなさんおはようございます。

　　　　　　　それでは、平成２７年第６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、黙祷及び市民憲章の唱和を行いますので、み

　　　　　　なさまご起立願います。

　　　　　　　平成１９年７月３１日甲賀市教育委員会主催の行事において、尊い

　　　　　　命を亡くされました美馬沙紀さん、藤田真衣さんに慎んで哀悼の意を

　　　　　　表すとともに、お二人にさらなる安心安全への取り組みを進めること

　　　　　　をお誓いし、黙祷をささげます。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。

　　　　　　　続きまして、甲賀市市民憲章の唱和を行います。

　　　　　　　（一同　市民憲章唱和）　

　　　　　　　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、山田委員長からご挨拶をいただきまして、のちの議事の

　　　　　　進行もよろしくお願いいたします。

委員長　　　　みなさんおはようございます。

　　　　　　　開会にあたりまして一言ご挨拶申し上げます。

　　　　　　　花が散り若葉が萌え、目の覚めるような緑の山野に青空が続き、身

　　　　　　軽な装いに薫風が心地よく吹きぬける清々しい季節になってまいりま

　　　　　　した。皆様方におかれましては、ご健勝でご活躍のこととお慶び申し

　　　　　　上げます。

　　　　　　　皆様方には大変お忙しい中、第６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。

　　　　　　　新年度に入り、早二箇月がたとうとしています。新入生も進級生も、

　　　　　　それぞれ新しい環境に少しは慣れた頃と思います。朝夕の登下校の姿

　　　　　　にも、少しは余裕が出てきた感がしますが、ほっとしたときや緊張感

　　　　　　が緩んだとき、事件や事故はそうしたときに起こりやすいものです。

　　　　　　全国的に、５月以降の事故は低学年に多いとのことです。先日も、子

　　　　　　供の列に車が突っ込むという痛ましい事故がありました。保護者との

　　　　　　連携を密に取り、登下校の安全ルールや通学路の安全点検を徹底して

　　　　　　いただくようにお願いします。

　　　　　　　また、これからの季節は野外の活動が増えます。「生きる力」を養
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　　　　　　う上で、野外活動は最高の体験ですが、知識の薄い子どもにとっては

　　　　　　未知の危険でいっぱいです。保護者、指導者の十分な配慮をお願いし

　　　　　　ます。先日、５月２１日の新聞に、文部科学省の初調査として、平成

　　　　　　２５年度の小、中、高等学校の生徒の、病気、怪我含む長期入院者６，

　　　　　　３４９名のうち、その４割の２，５２０名に対して学校側は学習指導

　　　　　　をせず、という記事がありました。先ほどの通学路の安全点検に加え、

　　　　　　病気療養等の甲賀市の実態はどうなっているのか、参考に調査をして

　　　　　　いただきたいと思います。

　　　　　　　いよいよこの５月より、甲賀市幼保・小中学校再編計画が具体的に

　　　　　　出発いたします。教育委員会にとっても甲賀市にとっても、最も重要

　　　　　　な計画です。全員が連携を取りながら知恵を結集して臨みたいと思い

　　　　　　ます。

　　　　　　　さて、子どもの頃よく遊んだ磁石の話ですが、磁石は鉄をひきつけ

　　　　　　ます。何も目には見えないけれど、見えない力が自然に鉄を引き寄せ

　　　　　　ます。人が仕事をする上で、心掛けとして大事なことはいろいろあり

　　　　　　ますが、一番大事なことは誠実あふれる熱意ではないでしょうか。知

　　　　　　識や才能も大事です。しかし、それがなければ仕事ができないという

　　　　　　ものでもありません。たとえ知識乏しく才能が劣っていても、何とか

　　　　　　してこの仕事をやり遂げよう、やり遂げたい、そういった誠実な熱意

　　　　　　にあふれていたならば、そこから必ず良い仕事が生まれてくるのでは

　　　　　　と思います。その人の手によって直接に仕事ができなくても、誠実な

　　　　　　熱意が目に見えない力となって、自然に周りの人をひきつけます。磁

　　　　　　石が鉄を引きつけるように、思わぬ加勢を引き寄せ、そこから人の助

　　　　　　けで仕事ができるのです。“熱意なき人は描ける餅の如し”、知識も

　　　　　　才能も、熱意がなければ無に等しいのであります。お互いに一生懸命

　　　　　　精魂こめて、毎日の仕事に打ち込んでほしいと思います。

委員長　　　  それでは、次第によりまして、議事に入らせていただきます。

１．会議録の承認（１）平成２７年第５回教育委員会（定例会）の

会議録の承認について、議題とさせていただきます。資料につきまし

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。
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ご一読いただいたかと思いますが、何かご意見、ご質問等ございまし

たらお願いします。いかがですか。

（全委員　質問等なし）

委員長　　　　特にご意見、ご質問等ございませんので、ただ今の（１）平成２７

年第５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。

委員長　　　　２．報告事項といたしまして、（１）５月教育長教育行政報告につ

　　　　　　いて、資料２に基づき、報告をお願いします。

教育長　　　　それでは、（ 1 ）５月教育長教育行政報告について、資料２に基づ

きまして、前定例教育委員会以降、本日までの私の動静を中心に報告

をさせていただきます。

　　　　　　　まず、５月５日の「水口チャリティーゴルフ大会」でありますが、

　　　　　　今年で第 1 ３回目となります本大会、参加者の皆さんから寄せられま

　　　　　　したご芳志を、本大会の開催を企画・運営いただいております実行委

　　　　　　員会、また大会開催の滋賀ゴルフクラブ様から、青少年の健全育成に

　　　　　　と多額のご浄財を今年も頂戴いたしました。ゴルフを通しての絆づく

　　　　　　りとともに、次代を担う子どもたちへの篤き思いをチャリティーとい

　　　　　　う形で表していただいたところであり、改めてその責任を痛感したと

　　　　　　ころであり、お礼を申し述べさせていただきました。

　　　　　　　７日には、次年度から改訂されます中学校の教科用図書を採択する

　　　　　　ために、今井委員ならびに保護者代表として本年度市ＰＴＡ連絡協議

　　　　　　会永野副会長もご参加のもと、第１回の代表者協議会が、今年から４

　　　　　　年間事務局を務められます栗東市で開催されました。今後第２回が７

　　　　　　月３０日に、第３回を８月７日に開催し、協議会として採択するに相

　　　　　　応しい教科書が決定され、８月２４日には市教委で採択する運びとな

　　　　　　りますので、委員各位におかれましても、ご理解ご協力をいただきま

　　　　　　すようお願い申し上げます。

　　　　　　　８日から６月中旬にかけては、県教育委員会教職員課東野主査同行

　　　　　　のもと、本年度第１回となる「人事にかかる学校訪問」を実施してお

　　　　　　ります。市内２８小中学校で授業参観とともに、新規採用者、転入教
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　　　　　　職員の定着状況ならびに、本年度の経営管理等についてつぶさに聴取、

　　　　　　指導にあたっているところであります。

　　　　　　　２０日の第２回校務運営協議会では、教頭会でございますが、教育

　　　　　　の３つの理念、自立・創造・協働のうちの「創造」にかかわる訓示を、

　　　　　　２５日の新任教頭研修では、教頭の職務、特に、経験のみに頼ること

　　　　　　なく、謙虚に学び続けるリーダーとしての心構えについて訓示をいた

　　　　　　しました。

　　　　　　　同日に開催された、淡海生涯カレッジ甲賀校実行委員会は、本年度

　　　　　　開校します淡海生涯カレッジ甲賀校、これにつきましては教育長が校

　　　　　　長を務めるとのことで協議に参加し、本校で実施する講座等の内容等

　　　　　　について協議を行いました。

　　　　　　　最後に、２４日に開催の国際交流協会設立１０周年記念総会では、

　　　　　　長年に亘り国の国際交流に尽力されました岡崎嘉平太氏の言葉、「信

　　　　　　は縦糸、愛は横糸、織り成せ人の世を美しく」を引用しながら、これ

　　　　　　までのお礼と、本年３月に市が策定いたしました甲賀市多文化共生推

　　　　　　進計画に向けた協働と支援をお願いしたところでございます。

　　　　　　　以上、５月の教育行政報告といたします。

委員長　　　　ただ今の（１）５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。

　　　　　　　（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、（１）５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。

委員長　　　　次に、（２）平成２７年第２回甲賀市議会定例会報告案件について、

資料３に基づき、説明をお願いします。

教育部長　　　それでは、資料３に基づきまして（２）平成２７年第２回甲賀市議

会定例会報告案件についてご報告申し上げます。

　　　　　　　（以下、資料３により報告）

委員長　　　　ただ今の（２）平成２７年第２回甲賀市議会定例会報告案件につい

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）
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委員長　　　　それでは、特にご意見、ご質問等ございませんので、ただ今の

（２）平成２７年第２回甲賀市議会定例会報告案件については、報告

事項として終わらせていただきます。

委員長　　　　次に、（３）甲賀市幼保・小中学校再編計画の状況報告について、

資料４に基づき、説明をお願いします。

教育部長　　　説明に入ります前に、資料４でスケジュールの予定表がございます

が一部修正をお願いしたいと思います。資料４のスケジュール（予

定）表の中、議会の列で、５月２８日に全員協議会と記載しておりま

すが、いろいろと調整をさせていただいたうえで、より丁寧な説明を

していきたいと会派ごとの説明に切り替えさせていただき、明日の午

後を最終に３会派並びに関係者の皆さま全員に説明をさせていただく

ことでご了解をいただきました。よって、全員協議会の提出はさせて

いただかないことで進ませていただいています。今後開催されます全

員協議会では、各地域に入らせていただいた状況や内容について、時

期がまいりましたら報告させていただきます。ということで、５月２

８日の全員協議会は削除願い、代わりに会派説明会ということでご理

解をお願いします。

　　　　　　　また、市民の列の２９日保護者宛通知でございますが、できれば６

月１日の区長連合会役員会で各区、各地域を回らせていただくという

旨のご報告をし、報告させていただいた後に保護者宛通知、関係者へ

の通知をさせていただきます。まずは区長さんへの周知を第一義にし

ながら、関係者への通知と考えておりますので、５月２９日の保護者

宛通知を削除いただきました後、６月１日以降になりますが保護者宛

通知ということで変更させていただきたいと思います。

　　　　　　　内容につきましては、担当課長から説明をさせます。

教育総務課長　それでは、資料４に基づきまして説明をさせていただきます。

　　　　　　　　（以下、資料４により報告）

委員長　　　　ただ今の（３）甲賀市幼保・小中学校再編計画の状況報告について、

何かご意見、ご質問等ございませんか。

委員長　　　　２８日議会の後の全員協議会の代わりに、各会派の説明になるので
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すね。

教育部長　　　そうです。

委員長　　　　いずれにいたしましても保護者並びに地域、関係団体に対して、慎

　　　　　　重に順序良く進めていっていただきたいと思います。

       （全委員　質問等なし）

委員長　　　　特に、ご質問等ございませんので、ただ今の（３）甲賀市幼保・小

中学校再編計画の状況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。

委員長　　　　続きまして、３．協議事項に入らせていただきます。

　　　　　　　（１）議案第４１号甲賀市学校給食センター運営委員会委員の委嘱

　　　　　　又は任命について、資料５に基づき説明をお願いします。

教育総務課長　（１）議案第４１号甲賀市学校給食センター運営委員会委員の委嘱

又は任命について、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　　　　ただ今の、（１）議案第４１号甲賀市学校給食センター運営委員会

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、ご質問等ございませんので、ただ今の（１）議案第４

１号甲賀市学校給食センター運営委員会委員の委嘱又は任命について

は、原案のとおり、可決することとします。

委員長　　　　次に、（２）議案第４２号平成２７年第２回甲賀市議会定例会（６

月）提出議案にかかる教育委員会の意見聴取について、資料６に基づ

き説明をお願いします。

教育部長　　　それでは、（２）議案第４２号平成２７年第２回甲賀市議会定例会

（６月）提出議案にかかる教育委員会の意見聴取について、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）

委員長　　　　ただ今、ご説明いただきました（２）議案第４２号平成２７年第２

回甲賀市議会定例会（６月）提出議案にかかる教育委員会の意見聴取

について、何かご意見、ご質問等ございませんか。
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　　　　　　　（全委員　質問等なし）

委員長　　　　特にご意見、ご質問等ございませんので、ただ今の（２）議案第４

２号平成２７年第２回甲賀市議会定例会（６月）提出議案にかかる教

育委員会の意見聴取については、原案のとおり、可決することとしま

す。

委員長　　　　続きまして、（３）議案第４３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７号甲賀市人権・同和教育推進員の解嘱につい

て）、資料７に基づき説明をお願いします。

人権推進課長　それでは、（３）議案第４３号臨時代理につき承認を求めることに

について（臨時代理第７号甲賀市人権・同和教育推進員の解嘱につい

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）

委員長　　　　ただ今、ご説明いただきました（３）議案第４３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７号甲賀市人権・同和教育推

進員の解嘱について）、何かご意見、ご質問等ございませんか。

委員長　　　　１年の人も２年の人もおられますが、これは全部区長推薦ですね。

人権推進課長　そうです。

　　　　　　　（全委員　質問等なし）

委員長　　　　特にご意見、ご質問等ございませんので、ただ今の（３）議案第４

３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７号甲賀

市人権・同和教育推進員の解嘱について）、原案のとおり、可決する

こととします。

委員長　　　　続きまして、（４）議案第４４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８号甲賀市人権・同和教育推進員の委嘱につい

て）資料８に基づき説明をお願いします。

人権推進課長　それでは、（４）議案第４４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８号甲賀市人権・同和教育推進員の委嘱について

　　　　　　）、資料８に基づき、その提案理由を申し上げます。

　　　　　　　（以下、資料８により説明）

委員長　　　　ただ今、ご説明いただきました（４）議案第４４号臨時代理につき
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承認を求めることについて（臨時代理第８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。

委員　　　　　信楽地区の長野地区からは１名も挙がっていないのはどういうこと

ですか。

人権推進課長　現在区から推薦をいただいておりますが、４区延べ９名の方につい

てはまだ報告をいただいておりません。次回この９名の方につきまし

ては、追加でご承認をいただくことになります。　

委員長　　　　ご意見、ご質問等はございませんか。

　　　　　　　（全委員　質問等なし）

委員長　　　　特にご意見、ご質問等ございませんので、ただ今の（４）議案第４

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８号甲賀

市人権・同和教育推進員の委嘱について）は、原案のとおり、可決す

ることとします。

委員長　　　　それでは、４．その他、連絡事項といたしまして（１）平成２７年

第７回（６月定例）教育委員会につきましては、平成２７年６月２６

日（金）午前１０時から開催いたしますのでよろしくお願いします。

（２）平成２７年第５回教育委員会委員協議会につきましては、平成

２７年６月１９日（金）午前１０時から開催をさせていただきますの

で、ご都合をつけてご出席いただきますようよろしくお願いを申し上

げます。次に、（３）第２４回鈴鹿馬子唄全国大会開催について、担

当より説明をお願いします。

文化スポーツ振興課長　（３）第２４回鈴鹿馬子唄全国大会につきまして、ご説明

申し上げます。お手元にお配りいたしましたチラシをご覧ください。

期日は、６月２１日（日）朝９時から夕方６時までの開催となります。

また改めまして、あいの土山文化体育振興会事務局よりご案内の文書

を出させていただきますが、教育委員の皆さま方には、例年の通り開

会式にご出席いただきたいと思います。時間は、午後１時半から２時

までとなっております。開会式典の後、２時１５分からが少年少女の

部決勝、４時からが一般の部決勝となります。お時間がございました

ら、ご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。
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委員長　　　　ただ今ご説明いただきましたとおりであります。第２４回鈴鹿馬子

唄全国大会、６月２１日ということで、ご都合をつけてご参加、ご出

席いただきますようよろしくお願い申し上げます。

委員長　　　　それでは、最後に教育長からご挨拶をいただきたいと思います。

教育長　　　　ありがとうございました。冒頭の挨拶で委員長からもございました

が、新年度が始まり、子どもたちの学校生活は１箇月半が経過いたし

ました。先の教育行政報告でも申し上げましたように、今月８日から

６月にかけて第１回目の学校訪問を行い、転入教職員の状況、学校の

経営方針の確認と併せて、児童生徒の育ち具合の確認をおこなってい

るところです。

　　　　　　　訪問期間半ばであり、断言はできませんが、現時点では、子どもた

　　　　　　ちは落ち着いたなかで学習等に取組んでいる姿が見てとれる状況であ

　　　　　　ります。しかし、まだ教師側の一方的な講義形式の授業も少なからず

　　　　　　あり、少し気になるところでもございます。本市が目指す子どもたち

　　　　　　が目を輝かせて取組む学習への転換が道半ばであることも実感してい

　　　　　　るところです。

　　　　　　　教育とは、「感動を与え続ける営みである」といわれる如く、授業

　　　　　　に参加している子どもたちの瞳が輝き、前のめりの姿勢と言いますか

　　　　　　乗り出すような姿勢が学習場面で多く見られるよう、各校管理職に指

　　　　　　示しているところであります。

　　　　　　　次に、本年度最大の課題である教育環境整備にかかる取り組みにつ

　　　　　　いては、明日の文教常任委員会で提案・説明させていただくことを皮

　　　　　　切りに、いよいよ本格的に始動することとなります。６月議会の一般

　　　　　　質問でも採り上げられることになるかもしれません。議員の皆さんは

　　　　　　勿論ですが、市民の皆さんに丁寧にご説明申し上げ、また、その思い

　　　　　　に耳を傾けながら、一歩一歩確実に前へ進めていきたいと考えており

　　　　　　ます。

　　　　　　　一方、新しい教育委員会制度がこの４月からスタートしました。本

　　　　　　年度から、総合教育会議の開催が義務付けられ、本市では来月１日に

　　　　　　開催予定であります。当日の中心課題であります教育大綱の作成等に
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　　　　　　かかわり、教育行政について市長と直接協議できる場として、委員各

　　　　　　位にはそれぞれのお立場で大いにその思いを語っていただけるものと

　　　　　　考えています。教育委員会設置の大きな意義である、レイマンコント

　　　　　　ロールの機能が十分発揮できますことをご期待申し上げるところであ

　　　　　　ります。どうぞよろしくお願いします。

　　　　　　　明後日から６月議会が始まります。一般質問を通して、今回も教育

　　　　　　行政に関わるご質問も多くいただくことになろうかと存じます。適切

　　　　　　にお応えができるよう、準備も整えてまいります。

　　　　　　　本日は大変ご多用の中お集まりいただき、慎重なる審議を賜り、ま

ことに有難うございました。引き続きのご指導をお願いしてご挨拶と

いたします。

委員長　　　　ありがとうございました。それでは、以上を持ちまして、平成２７

　　　　　　年第６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１０時４０分〕
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