
　　　　　　　平成２９年第１回甲賀市教育委員会（定例会）会議録

 

開催日時　　　　平成２９年１月１６日（月）

　　　　　　　　午前１０時０４分から午前１０時５５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　　　 　　福山　勝久

　　　　　　　　次長（管理担当） 　　島田　俊明  　

　　　　　　　　次長（人権教育担当）　　　　　　　藤村　與史雄

　次長（学校給食センター建設担当）　平井　茂治  

　　　　　　　　管理監兼こども未来課長　　　　　　山元　正浩  

        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　　　　　　　　　　　樫野　ひかる

　　　　　　　　甲南図書交流館長（図書館統括担当）中尾　亮次  

　　　　　　　　甲南公民館長（公民館統括担当）　　保井　晴美

　　　　　　　　文化スポーツ振興課長　　　　　　　古谷　淳子

　　　　　　　　歴史文化財課長　　　　　　　　　　長峰　透

　　　　　　　　人権推進課長　　　　　　　　　　　地平　勝弥

　　　　　　　　人権教育室長補佐　　　　　　　　　松下　泰也

　　　　　　　　教育総務課総務企画係長　　　　　　林　　英明

書記　　　　　　教育総務課課長補佐　　　　　　　　森田　喜浩　　　
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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２８年第１５回教育委員会（臨時会）会議録の承認　

　　（２）平成２８年第１６回教育委員会（定例会）会議録の承認

　２．報告事項

　　（１）１月　教育長職務代理者　教育行政報告

　　（２）（仮称）甲賀市西部学校給食センター建設事業の進捗状況について

　　（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）甲賀市・ミシガン州中学生国際交流事業（甲賀市中学生派遣）について

　　（５）甲賀市人権に関する総合計画（案）にかかるパブリック・コメントの

　　　　実施について

　

　３．協議事項

　　（１）議案第１号　平成２９年第１回甲賀市議会臨時会（１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２号　甲賀市立小学校閉校記念事業費補助金交付要綱の制定に

　　　　　　　　　　ついて

 ４．その他、連絡事項など

  （１）小学校・中学校、保育園・幼稚園における平成２８年度卒業（園）式及

　　　　　び平成２９年度入学（園）式の日程について　　

  （２）平成２９年第２回（２月定例）教育委員会について

　　（３）平成２９年第３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０４分〕
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管理担当次長　それでは、平成２９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　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）　

　　　　　　　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、山田教育長職務代理者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。

教育長職務代理者  皆さん、おはようございます。開会にあたりまして、一言ご挨

　　　　　　拶を申し上げます。

　　　　　　　遅ればせながら、新年明けましておめでとうございます。皆様方に

　　　　　　おかれましては２０１７年の輝かしい新春をお健やかにお迎えのこと

　　　　　　とお慶び申し上げます。昨年一年間は皆様方それぞれのお立場で、教

　　　　　　育委員会発展のためにご尽力をいただきありがとうございました。お

　　　　　　かげさまで大過なく新年を迎えることができまして大変喜んでおりま

　　　　　　す。

　　　　　　　また、本日は大変お忙しいところ、第１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。

　　　　　　　昨年一年を振り返ってみますと、いろいろな出来事がございました。

　　　　　　一年の世相を表す漢字に、「金」が選ばれたように、リオオリンピッ

　　　　　　ク、パラリンピックでの日本選手の活躍がありました。また、政治資

　　　　　　金の問題も各地でありました。そして、地球規模での天地の変動に起

　　　　　　因する異常気象や地震、火山の噴火等が国内外を問わず多く報告され

　　　　　　るとともに、国際的紛争、内戦、テロ事件といった痛ましい惨事の報

　　　　　　道等、政治・経済を問わず、驚きの事柄を身近に実感するところとな

　　　　　　りました。また、個々の家庭においても痛ましい事件が次々と報道さ

　　　　　　れ、先行きに不安を感じたところです。

　　　　　　　子どもたちは楽しい冬休みを終え、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吐く息の白さ

　　　　　　にも、確かに成長がみられ喜んでおります。休暇中は、家族の愛情の
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　　　　　　もと有意義に過ごしてくれたことと思います。３学期は子どもたちに

　　　　　　とって一番大切な時期であります。一年間の総仕上げと、進級、進学

　　　　　　に備える学期でもあります。一人ひとりの子どもたちの可能性を引き

　　　　　　出すためにも、先生方には子どもたちが希望や目標を高く持って、新

　　　　　　しい年度に向かって指導していただきたいと思います。また一方、教

　　　　　　育現場にはまだまだ課題があります。児童、生徒たちのいじめ、暴力、

　　　　　　不登校をはじめ、教師の長時間労働による過労死や自殺といった問題

　　　　　　も年々増加しております。中でも、特に新任教師による事務量の多さ、

　　　　　　責任の負担増、そして人間関係等によるストレスや孤独感等の問題が

　　　　　　あります。同僚や上司と相談する時間、指導する時間など、ゆとりと

　　　　　　時間作りが特に必要であり、早急な甲賀市の現状把握と改革、提案を

　　　　　　希望するところです。

　　　　　　　さて、日々の生活の中では様々な困難に出会うことがあります。な

　　　　　　ぜこんな目に遭わなければならないのかと、心が暗くなるような出来

　　　　　　事が起こることもあります。そんな苦難や悲境の只中にあっても、人

　　　　　　は明日に希望をつなごうとします。今日はつらくても、我慢していれ

　　　　　　ばいい時がくる、生きていてよかったと思う日がきっと訪れる、と。

　　　　　　いつか幸せになれるという希望を持つことで、自らを慰めるのもよい

　　　　　　でしょう。しかし、人間にとってもっとも幸せなのは、やはり今が一

　　　　　　番いいと感じられることではないでしょうか。もちろんそれは、「今

　　　　　　さえよければいい」ということではありません。常に今がいいと思え

　　　　　　る姿は、今さえよければいいという考えでは、決して実現できないこ

　　　　　　とです。大事なのは、困難が過ぎ去るのをただ耐えて待つのではなく、

　　　　　　 善の努力を尽くし、これを乗り越えることであります。そうした姿

　　　　　　勢に徹して、試練と向き合い、克服していってこそ、今が一番いいと

　　　　　　言える人生を送ることができるのです。“いつか”ではなく“今”を

　　　　　　幸せに生きるための道を、積極的に、また真剣に求めていきたいもの

　　　　　　です。

教育長職務代理者  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２８年第１５回教育委員会
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　　　　　　（臨時会）の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布させていただいており

　　　　　　ます。

　　　　　　　何かご意見、ご質問等ございましたらお願いします。

　　　　　　　（全委員　質問等なし）

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

　　　　　　２８年第１５回教育委員会（臨時会）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。

教育長職務代理者  続きまして、（２）平成２８年第１６回教育委員会（定例会）

　　　　　　の会議録の承認について、資料２でございます。この案件も同様に事

　　　　　　前に委員の皆様方に配布させていただいております。

　　　　　　　何かご意見、ご質問等ございましたらお願いします。

　　　　　　　（全委員　質問等なし）

教育長職務代理者  特にご意見、ご質問等ございませんので、ただ今の（２）平成

　　　　　　２８年第１６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。

教育長職務代理者  それでは、２．報告事項に移らせていただきます。

　　　　　　　（１）１月教育長職務代理者教育行政報告について、資料３に基づ

　　　　　　き、報告をお願いします。

教育部長　　　それでは、（１）１月教育長職務代理者教育行政報告について、資

　　　　　　料３に基づき、以下の３件を中心に報告いたします。

　  　　　　　１件目は、昨年、１２月２６日（月）「平成２８年度甲賀市教育行

　　　　　　政評価答申書受理」についてでございます。

　　　　　　　西村泰雄委員長、田村勝代副委員長から平成２８年度の教育行政評

　　　　　　価にかかる答申書が提出されました。本評価委員会で、昨年度、教育

　　　　　　委員会が実施した主要事業１２５事業の中から１１事業について、そ

　　　　　　の「必要性」「有効性」「効率性」等の観点から専門的な視点に加え

　　　　　　て市民感覚により近い目線に立って点検され、的確かつ建設的な評価

　　　　　　をいただいたものです。評価内容につきましては、次回の教育委員会

　　　　　　定例会で報告、提案させていただきます。
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　　　　　　　２件目は、本年、１月８日（日）にあいこうか市民ホールで開催し

　　　　　　ました「平成２９年甲賀市成人式」についてでございます。

　　　　　　　今年も例年のとおり、新成人２０名による成人式実行委員会ととも

　　　　　　に、第一部の記念式典、第二部の記念イベントを開催しましたところ、

　　　　　　あいにくの雨ではありましたが、新成人７８７名の参加をいただきま

　　　　　　した。

　　　　　　　式典では、市長をはじめ来賓の方々からお祝いの言葉が述べられた

　　　　　　あと、新成人から「愛にあふれる甲賀市を自ら創り、全国に発信して

　　　　　　いくことを使命とし、成人としての自覚と決意を新たにする」と誓い

　　　　　　の言葉が述べられました。また、記念イベントでは、各中学校の思い

　　　　　　出の写真をスライドにまとめた映像が流れる中、お楽しみ抽選会や和

　　　　　　太鼓の演奏などが行われ、会場内は大いに盛り上がりを見せていまし

　　　　　　た。

　　　　　　　その後は、それぞれの地元で「新成人のつどい」として、各小学校

　　　　　　や中学校単位で実行委員による様々な催し物が開催されました。

　　　　　　　以上、１月の山田教育長職務代理者の教育行政報告といたします。

　　　　　　　なお、記載しております昨日の「第１３回甲賀市民駅伝競走大会」

　　　　　　につきましては、雪により中止となりました。

　　　　　　　以上でございます。

教育長職務代理者  ただ今の（１）１月教育長職務代理者教育行政報告について、

　　　　　　何かご意見、ご質問等ございましたらお願いします。

　　　　　　　（全委員　質問等なし）

教育長職務代理者　特にご意見、ご質問等ございませんので、（１）１月教育長職

　　　　　　務代理者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。

教育長職務代理者　次に、（２）（仮称）甲賀市西部学校給食センター建設事業の

　　　　　　進捗状況について、資料４に基づき、説明をお願いします。

学校給食センター建設担当次長  それでは、（２）（仮称）甲賀市西部学校給食セ

　　　　　　ンター建設事業の進捗状況について、資料４に基づき報告させていた

　　　　　　だきます。
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　　　　　　　（以下、資料４により報告）

教育長職務代理者　ただ今の（仮称）甲賀市西部学校給食センター建設事業の進捗

　　　　　　状況について、何かご意見、ご質問等ございましたらお願いします。

教育長職務代理者　大まかな再検討の計画は立てられていますか。

学校給食センター建設担当次長  計画の詳細は、まだ立てられておりません。ただ、

　　　　　　事務局といたしましても、現状の信楽、水口学校給食センターの状況

　　　　　　から、できるだけ早い段階で候補地の選定をさせていただき、教育委

　　　　　　員会にお諮りさせていただきながら、ご理解いただく中で用地等の取

　　　　　　得を進めさせていただきたいと考えております。なお、本工事の建設

　　　　　　につきましては、合併特例債を活用させていただく形で考えておりま

　　　　　　して、さらに期限内には完成させたいという思いから、平成２９年度

　　　　　　の早い段階で場所の決定を行い、議会にご理解いただいた中で、予算

　　　　　　的な対応もさせていただきたいと考えております。

教育長職務代理者　前計画から完成は遅れますか。

学校給食センター建設担当次長  できるだけ早く完成させていきたいと考えており

　　　　　　ますが、候補地による法的な規制等も変わってきますので、必要な手

　　　　　　続きを経て進めていきたいと考えております。候補地が決定された後、

　　　　　　詳細なスケジュールを提示させていただきたいと考えております。

教育長職務代理者　できるだけ早急にスムーズにかつ慎重に進めてください。随時、

　　　　　　教育委員会にも報告してもらって、議会にも説明してもらわないとい

　　　　　　けないと思います。

教育部長　　　議会に説明する前には、教育委員会で報告させていただきます。

委員   　　　現計画地の利用ですが、甲賀市として所有しておくのか、新しい給

　　　　　　食センターを建設するために、売却して予算を計上するのか、決まっ

　　　　　　ていますか。

教育部長　　　今のところ白紙の状態であると聞いております。給食センター以外

　　　　　　の用地として検討しているということでございますが、教育委員会と

　　　　　　しては意見聴取も受けておりませんし、市長部局の方で検討されてい

　　　　　　くものと思われます。

教育長職務代理者　他にご意見、ご質問等ございませんか。
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　　　　　　　（全委員　質問等なし）

　　　　　　　特にご意見、ご質問等ございませんので、（２）（仮称）甲賀市西

　　　　　　部学校給食センター建設事業の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。　　　　　　　　

教育長職務代理者　次に、（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５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）

教育長職務代理者　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  何かご意見、ご質問等ございましたらお願いします。

委員   　　　山内小学校の閉校の件ですが、甲賀市が合併されてから初めての閉

　　　　　　校になりますので、山内小学校の備品をどうするかなどの細かい指示

　　　　　　は、教育委員会事務局の方からされたのでしょうか。

教育総務課長（教育環境整備担当）  備品等につきましては、学校教育課と教育総

　　　　　　務課で学校長と教頭先生にもご協力いただき、動きかけているところ

　　　　　　です。

委員   　　　地域活性化の話し合いの中で、今後の施設利用についてですが、教

　　　　　　育委員会の管轄から離れていくと思いますが、地理的な条件や環境を

　　　　　　考えると、鮎河と同じく、小学校はいい場所にあると思います。

　　　　　　教育委員会もこれから組織の変更等が行われることを考えると子育て

　　　　　　支援を考えてくださると思っています。その際、教育委員会の提案と

　　　　　　して、「夏休みに子どもたちをのびのびと受け入れる施設がないか」、

　　　　　　「安心して預けられる施設がないか」という声を聞いています。職場

　　　　　　の中でも子どもを祖父母に預けて働く上では限界があるという声も聞

　　　　　　きますし、祖父母にもそんなに頼れないという現状があります。予算

　　　　　　上の問題もあると思いますが、例えば、学童保育のような提案をして

　　　　　　いただければ、市長が提唱される子育て支援にも大きく関わっていく

　　　　　　ことではないかと思います。
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教育部長　　　閉校後の学校の利活用につきましては、教育委員会もある程度方向

　　　　　　性が決まるまでは、関わっていくこととなります。委員からご指摘の

      子どもたちのために、施設を有効に使うことが教育委員会の願いでご

      ざいます。そういった意見もこれから市長部局と連携しながら、進め

      てまいりますので、教育委員会としてしっかり意見を持ちながら、対

      応したいと考えております。

教育長職務代理者　山内は、今度、２月２３日にもう一度、会議が予定されていま

　　　　　　すが、これからも閉校の記念式典や、閉校後の施設の利活用について

　　　　　　検討委員会は続くのですか。

教育部長　　　方向性が決まるまでは、協議会を母体としながら、進めていくこと

　　　　　　となります。

教育長職務代理者　ということは、教育委員会との関わりも続いていくということ

　　　　　　ですか。

教育部長　　　地域とともに協議していくこととなります。

教育長職務代理者　 終の決定をしていただいたときに、地元の委員長と副委員長

　　　　　　も後のことについては、教育委員会と連携して十分な地域づくり、ま

　　　　　　ちづくりをやっていただきたいという希望を持たれていたので、連携

　　　　　　をとっていただきながら、より良い方向に進めてもらうということで、

　　　　　　これで終わりということにならないようにしてください。

教育部長　　　当然、協議会が存在しますので、これからも連携をとって進めてま

　　　　　　いります。

教育長職務代理者　少し気になっていることですが、水口、甲賀、甲南、信楽地域

　　　　　　の動きはどうですか。こちらから働きかけて、計画どおり進めていく

　　　　　　ものでもないので、提案という形で長期の計画を示したというのが教

　　　　　　育委員会の立場ですが、市長協議では、このままで行くということで

　　　　　　すか。

教育部長　　　年度末、年度初めに役員の構成も変わりますし、いろいろな形で行

　　　　　　政と地域との結びつきが出来る時でございますので、教育委員会から

      は、協議会の設立につきまして、働きかけをしていきたいと考えてお

      りますし、機会を逃さないように進めていきたいと考えております。
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教育長職務代理者　年度が替わるのは仕方がないことだと思います。

教育部長　　　今の段階である程度お話をさせていただきながら、次の役員に引き

　　　　　　継いでいただく形を取らしていただきたいと考えております。

教育長職務代理者　他の地域の情報を会議をもって情報共有していくことも大事だ

　　　　　　と思います。山内地域の結果について他の地域でも情報共有し、その

　　　　　　ことによって地域の中の検討材料になると思います。

教育部長　　　投げかけ自体は、全ての地域で協議会を立ち上げていただくために、

　　　　　　継続していきたいと考えております。

委員   　　　この前、山内小学校を見せていただいて、痛切に感じたのですが、

　　　　　　少人数のため、本当に何とかしていかないといけないと感じました。

　　　　　　ただ、小学校の生徒数の構成を見ていましたら、信楽の方でも少ない

　　　　　　学校もあります。信楽地域の声としては、まだ、現状のままでもう少

　　　　　　しいきたいという希望をもっておられるという声もあるようです。甲

　　　　　　南地域でも少人数の現状で、そういう声は上がってきていませんか。

教育総務課長（教育環境整備担当）  甲南地域からは、動きがない状況です。

委員　   　　現状のままということですね。

教育部長　　　待っていては、なかなかご意見もいただけませんので、こちらから

　　　　　　出向いていくような形で、進めたいと考えております。

教育長職務代理者　信楽地域の状況はどうですか。

教育部長　　　地域によって考え方の違いが見られるものと思っております。

教育長職務代理者　多羅尾小学校では、毎年オペレッタをされていて感心していま

　　　　　　すが、再編に向けての動きはあまりないということですか。

教育部長　　　そういった問題があるから取り組みをされており、小規模校で維持

　　　　　　していくにはどうしていったらよいかということを考えておられると

　　　　　　いう状況でございます。

教育長職務代理者　オペレッタは小学校だけですか。

教育部長　　　そうです。それも一つの地域の選択でありますが、われわれは、山

　　　　　　内地域の事例のように、地域に入っていくのが役割でございますので、

　　　　　　そのように進めていきたいと思います。

委員　   　　多羅尾小学校のオペレッタを見させていただいたのですが、卒業生
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　　　　　　で劇団四季に入られた方がいらっしゃると聞いています。甲賀市の教

　　　　　　育委員会として、再編は再編として多羅尾小学校については調整をし

　　　　　　て方向性を決めていく必要があると思います。オペレッタを見てすご

　　　　　　く感激をしたのですが、それぞれ今の時代に個性を引き出すことを考

　　　　　　えると、いろいろな選択も含めて地域として考えてくださるというこ

　　　　　　ともあるのではないかと思います。

教育長職務代理者　特認校生は、一人ですか。

学校教育課長　４名です。

教育長職務代理者　その４名は、来年度も在席ですか。

学校教育課長　卒業はされません。

教育長職務代理者　今まで長い間、オペレッタに取り組んできてくれたという地域

　　　　　　の子どもたちが、これから先ずっと現状維持でいいのかということも

　　　　　　地域の保護者も考えていかないと、５人になっても３人になってもオ

　　　　　　ペレッタをするというわけにはいかないと思います。これから人数が

　　　　　　減ってきた場合やっていけるのかという問題もあります。ある程度先

　　　　　　のことも考えていかないと、難しい面が出てくる可能性があると思い

　　　　　　ます。早め早めの議論をしていただく形で進めていただきたいと思い

　　　　　　ます。

教育長職務代理者　他にご意見、ご質問等ございませんか。

　　　　　　　（全委員　質問等なし）　

教育長職務代理者　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）状況報告につきまして、報告事項とし

　　　　　　て終わらせていただきます。

教育長職務代理者　次に、（４）甲賀市・ミシガン州中学生国際交流事業（甲賀市

　　　　　　中学生派遣）について、資料６に基づき、説明をお願いします。　　

学校教育課長  それでは、（４）甲賀市・ミシガン州中学生国際交流事業（甲賀市

　　　　　　中学生派遣）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）

教育長職務代理者　ただ今の（４）甲賀市・ミシガン州中学生国際交流事業（甲賀

　　　　　　市中学生派遣）について何かご意見、ご質問等ございましたらお願い
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　　　　　　します。

　　　　　　　（全委員　質問等なし）

教育長職務代理者　特にご意見、ご質問等ございませんので、（４）甲賀市・ミシ

　　　　　　ガン州中学生国際交流事業（甲賀市中学生派遣）については、報告事

　　　　　　項として終わらせていただきます。　

教育長職務代理者　次に、（５）甲賀市人権に関する総合計画（案）にかかるパブ

　　　　　　リック・コメントの実施について、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、（５）甲賀市人権に関する総合計画（案）にかかるパブ

　　　　　　リック・コメントの実施について、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）

教育長職務代理者　ただ今の（５）甲賀市人権に関する総合計画（案）にかかるパ

　　　　　　ブリック・コメントの実施について何かご意見、ご質問等ございまし

　　　　　　たらお願いします。

教育長職務代理者　意見募集は未定とのことですが、 終計画書のまとめはいつに

　　　　　　なりますか。

人権推進課長  本計画の上位計画に甲賀市総合計画がありますが、総合計画につい

　　　　　　ては政策推進課で作成されています。このため、上位計画と合わせて、

　　　　　　平成２９年度に完成を予定しております。日付は上位計画との関係で

　　　　　　まだ確定していません。

教育長職務代理者　他にご意見、ご質問等ございませんか。

　　　　　　　（全委員　質問等なし）

　　　　　　　特にご意見、ご質問等ございませんので、（５）甲賀市人権に関す

　　　　　　る総合計画（案）にかかるパブリック・コメントの実施については、

　　　　　　報告事項として終わらせていただきます。　　　　　　　　　　

教育長職務代理者　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１号平成２９年第１回甲賀市議会臨時会（１月）提出議

　　　　　　案に係る教育委員会の意見聴取について、資料８に基づき、説明をお

　　　　　　願いします。
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教育部長　　　それでは（１）議案第１号平成２９年第１回甲賀市議会臨時会（１

　　　　　　月）提出議案に係る教育委員会の意見聴取について、資料８に基づき、

　　　　　　提案理由を申しあげます。

　　　　　　　（以下、資料８により説明）

教育長職務代理者　ただ今の、（１）議案第１号平成２９年第１回甲賀市議会臨時

　　　　　　会（１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、ご質問等ございましたらお願いします。

　　　　　　　（全委員　質問等なし）

教育長職務代理者　特にご意見、ご質問等ございませんので、（１）議案第１号平

　　　　　　成２９年第１回甲賀市議会臨時会（１月）提出議案に係る教育委員会

　　　　　　の意見聴取については、原案のとおり、可決することとします。

教育長職務代理者　続きまして、（２）議案第２号甲賀市立小学校閉校記念事業費

　　　　　　補助金交付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（２）議案第２号甲賀市立小学校閉

　　　　　　校記念事業費補助金交付要綱の制定について、資料９に基づき、提案

　　　　　　理由を申しあげます。

　　　　　　　（以下、資料９により説明）

教育長職務代理者　ただ今の、（２）議案第２号甲賀市立小学校閉校記念事業費補

　　　　　　助金交付要綱の制定について、何かご意見、ご質問等ございましたら

　　　　　　お願いします。

　　　　　　　（全委員　質問等なし）

教育長職務代理者　特にご意見、ご質問等ございませんので、（２）議案第２号甲

　　　　　　賀市立小学校閉校記念事業費補助金交付要綱の制定については、原案

　　　　　　のとおり、可決することとします。

教育長職務代理者　次に、４．その他、連絡事項に移らせていただきます。

　　　　　　　（１）小学校・中学校、保育園・幼稚園における平成２８年度卒業

　　　　　　（園）式及び平成２９年度入学（園）式の日程について説明をお願い

　　　　　　します。

学校教育課長　別紙資料をご覧ください。　
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　　　　　　　（以下、平成２８年度小・中学校卒業式、平成２９年度小・中学校

　　　　　　入学式日程一覧により説明）

こども未来課長　別紙資料の裏面をご覧ください。

　　　　　　　（以下、平成２８年度幼稚園・保育園卒園式、平成２９年度幼稚

　　　　　　園・保育園入園式日程表により説明）

教育長職務代理者　次に、（２）平成２９年第２回（２月定例）教育委員会及び

　　　　　　（３）平成２９年第３回教育委員会委員協議会につきましては、会議

　　　　　　終了後、日程調整をさせていただきます。

教育長職務代理者　それでは、以上をもちまして平成２９年第１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５５分〕
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