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       平成２９年第１１回甲賀市教育委員会（定例会）会議録  

 

開催日時    平成２９年８月１８日（金） 

        午前１０時１３分から午前１０時５６分まで 

 

開催場所    甲賀市役所 甲南庁舎 １階 第１会議室 

 

出席委員    教育長      山下 由行 

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             玉木 正生 

        次長（管理担当）         平井 茂治 

        次長（指導担当）         保井 晴美 

        次長（人権教育担当）       中井 康隆 

        次長（学校教育担当）       中村 康春 

 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           奥田 邦彦 

        甲南公民館長（公民館統括担当）  藤村 貞夫 

        文化スポーツ振興課長       古谷 淳子  

        人権推進課長           地平 勝弥 

        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)  林  英明 

        教育総務課総務企画係長      曽我 めぐみ 
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書記      社会教育課長補佐         前田  正 

 

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２９年第１０回教育委員会（定例会）会議録の承認 

 

 ２．報告事項 

  （１）８月 教育長 教育行政報告 

  （２）平成２９年第４回甲賀市議会定例会（９月）報告議案について 

  （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）（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 

 

 ３．協議事項 

  （１）議案第８６号 平成２９年第４回甲賀市議会定例会（９月）提出議案  

           に係る教育委員会の意見徴取について  

  （２）議案第８７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２９号 甲賀市人権・同和教育推進員の  

解嘱について）  

  （３）議案第８８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３０号 甲賀市人権・同和教育推進員の  

委嘱について）  

  （４）議案第８９号 甲賀市私立幼稚園児の保護者に対する補助金交付要綱  

           の一部を改正する要綱の制定について  

 

 ４．その他、連絡事項など  
  （１）平成２９年第１３回（９月定例）教育委員会について  
  （２）平成２９年第９回教育委員会委員協議会について 

  （３）平成２９年度甲賀市立小学校運動会・中学校体育祭の日程について 

     平成２９年度甲賀市幼稚園・保育園運動会の日程について 

  

 ◎教育委員会会議 
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   〔開会 午前１０時１３分〕 

管理担当次長 それでは、平成２９年第１１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） 

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    皆さんおはようございます。開会にあたり、一言ご挨拶をさせてい 

ただきます。 

スーパー猛暑と言われた今年の夏でしたが、予想外にここしばらく

は過ごしやすい日が続いております。皆様方におかれましてはこのお

盆をどのように過ごされましたでしょうか。テレビを観ていますと、

お盆にふるさとに帰省される方、あるいは仕事場に戻られる方で、長

い車の渋滞の列が出来ていたり、電車の混雑や、新幹線の２００％と

いう乗車率など、人の行き来の過密な状況が報道されております。そ

のような中、移動する人にとっては大変なご苦労をされているのです

が、これは日本の良い文化の一つであり、大切にしていきたい慣習で

あると私は思っています。 

ふるさとから離れている方がふるさとに帰られるとき、ふるさとや

家族のことを思いながら帰り、そしてまた、仕事場へ戻られます。笑

顔で家族に出会われ、寂しい思いを含みながら家族と離れられる。そ

ういった中で、家族の絆をお互いが確かめ合っているのではないか、

出会いと別れの繰り返しの中で、家族の絆がより強くなっていってい

るのでないか、そんなことを感じたこのお盆でした。 

さて、本年度も始まりまして早や５箇月を迎えております。教育委

員会のそれぞれの部署におきましては、年度当初の計画がどこまで進

んできていると分析されていますでしょうか。今、それぞれの課が目



4 
 

指している計画がどこまで進捗してきているのかということを、管理

職の方がしっかり把握し、管理していただきたいと思います。仕事を

する上で大切なスピード感と確実性を、５箇月経った今、もう一度振

り返りながら、業務の遂行にあたっていただきたいと思います。また、

部下の皆さんの色んな相談にのっていただきながら、教育委員会が一

つとなり、事業に取り組んでいただきますようお願いします。 

先日、市職員管理職研修で「イクボス」について学びました。講師

の話の中に、「職員は多様な事情を抱えて仕事に当たっている。管理職

は、そのことをしっかりと認識し、部下をきちんと見る、よく知る、

そして関わることが大切である。」また、「職場でともに働く部下、ス

タッフのワークライフバランス（仕事と趣味・家庭生活等とのバラン

ス）を考え、その人たちの仕事ぶりだけでなく、人生を含めて応援し

ながら、組織の業績も結果も出していく。そして、自らも仕事と私生

活を楽しむことができる上司、それが「イクボス」である。」と教えて

いただきました。教えていただいたことを思い起こしながら、今後に

活かしていきたいと思います。 

昨晩、あいこうか市民ホールにて日本遺産認定記念のシンポジウム

が開催され、多くの皆さんに参加していただきました。昨晩のシンポ

ジウムは、日本遺産を始めとする甲賀市の様々な文化財や自然をどの

ように活かし、観光ビジネスとして発展させていくのか、そして甲賀

市の活性化につなげていくのかという視点で開催されました。一時的

な派手なイベントを組むことではなく、継続できる取り組みが大切で

あることが、どのパネリストからも意見として出されておりました。 

私は、その話を興味深く聴かせていただく一方、教育の分野でも日

本遺産と関連した取組をしていかなければならないと改めて思いまし

た。「たくましい心身と郷土への誇りをもつ人を育てる」という教育方

針、「魅力ある地域の人・モノを活かす」という教育目標の具現化の一

つとして、子ども達や市民が日本遺産に指定された文化について、も

っと深く認識できるよう、教育部門での取組が必要であると思ってお
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ります。各担当で、何ができるのか、ぜひ具体的な検討をお願いした

いと思います。 

懸案となっていました、教育委員会事務局及び教育研究所の本庁舎

への移転が１１月１１日・１２日、本庁舎での業務開始が１１月１３

日と決められました。１０月から１１月にかけては、教育委員会が所

管する多くの事業が開催されます。そういった中での移転の準備は大

変だと思いますが、準備や対応で多くの時間を要することになります

ので、移転にかかる準備は少しでも早くから取り掛かり、遺漏のない

ように進めてまいりたいと思っています。 

最後に、来週からは９月議会が始まります。決算、補正予算、一般

質問への対応など、各担当での綿密な準備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２９年第１０回教育委員会（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、ただ今の（１）平成２９ 

      年第１０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    それでは、２．報告事項に移らせていただきます。 

（１）８月教育長教育行政報告について、資料２に基づき報告を行

います。 

それでは、資料２に基づき、以下の３件について報告いたします。 

１件目は、７月２６日（水）に開催されました第１回忍びの里くの

一サッカー大会開会式についてでございます。次代を担う女子サッカ

ー選手達の交流と育成を目的に、初めて企画された大会で、全国各地

から強豪２０チームが集いました。甲賀市からもルネス学園甲賀レデ
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ィースチームが参加しました。全国規模の大会で、これまでに優勝経

験のあるチームも参加されており、活気溢れる大会でありました。今

後も長く続き、発展していくことを願うものでございます。 

２件目は、７月３１日（月）夕刻より開催致しました甲賀市青少年

活動安全誓いのつどいについてでございます。行政の責任でお二人の

命が奪われたことへの反省と、安心・安全への取組の徹底を誓うつど

いでありました。昨年度より約１００名多い参加ではありましたが、

始まった当初に比べると参加人数は減少してきております。何よりも

大切な命を二度と失わせてはならないという強い決意を確認するため

にも、開催の仕方や参加の呼びかけに改善を加えなければならないと

感じた次第でございます。 

３件目は、８月５日（土）早朝に行われました広島平和記念事業出

発式についてでございます。８月６日（日）の広島平和式典へ参加を

してくれる市内の小学生で応募のありました４１名の中から、抽選で

決定された２８名と引率者７名を水口庁舎で激励し、見送らせていた

だきました。７２年前、広島に投下された一発の爆弾がいかに悲惨な

非人間的な事態を引き起こしたのか、平和がいかに大切であるか、参

加した児童の心に深く残ったことと思います。翌日、夕方に全員元気

に帰ってきていただきました。８月２０日の戦没者慰霊祭にて、参加

者代表より体験作文の朗読がされる予定となっております。 

以上、８月の教育長教育行政報告といたします。 

教育長    ただ今の（１）８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） 

教育長    特にご意見、ご質問等ございませんので、（１）８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。 

教育長    次に、（２）平成２９年第４回甲賀市議会定例会（９月）報告議案に

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、（２）平成２９年第４回甲賀市議会定例会（９月）報告議



7 
 

案について、資料３に基づき報告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）平成２９年第４回甲賀市議会定例会（９月）報告議

案について、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）平成２９年第４回甲

賀市議会定例会（９月）報告議案については、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、資料４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（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、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、（３）甲賀市幼保・小中 

学校再編計画（基本計画）状況報告については、報告事項として終わ

らせていただきます。 

教育長    次に、（４）（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。 

教育総務課長 それでは、（４）（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（４）（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、ご意見、ご質問等ございませんか。 

教育長職務代理者 山上地区役員の方への説明会の際に、何か要望や特別な意見は 

ありましたか。 
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管理担当次長 山上区は、地域であり地権者といった形にもなりますので、土地の 

買収面積等の対象範囲についてご質問等があり、今後、敷地の設計を 

した中で、必要とする面積等について協議をさせていただくというこ 

とで回答させていただいております。 

もう一点は、下水の対応についてでございます。合併浄化槽であれ 

ば、河川に排水するような形になりますし、公共下水道への接続の検 

討も並行して進めさせていただいております。合併浄化槽の場合、法 

的規制がある中で汚水処理をする訳ですが、水量や汚水に対して心配 

をされているというようなご意見でございました。 

また、周辺環境への対策として、民家からは離れているが、騒音及 

び臭いについて出来る限り対応をして欲しいというお話がありました。 

現段階では、その３点でございます。 

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    特にご意見、ご質問等ございませんので、（４）（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、３．協議事項に移らせていただきます。 

（１）議案第８６号平成２９年第４回甲賀市議会定例会（９月）提  

出議案に係る教育委員会の意見徴取について、資料６に基づき説明を 

お願いします。 

教育部長   それでは（１）議案第８６号平成２９年第４回甲賀市議会定例会（９ 

月）提出議案に係る教育委員会の意見徴取について、資料６に基づき 

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（１）議案第８６号平成２９年第４回甲賀市議会定例会（９  

月）提出議案に係る教育委員会の意見徴取について、何かご意見、ご

質問等ございませんか。 

教育長職務代理者 補正予算案件の歳出の保健体育費、水口体育館整備事業４，４ 
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３０万円について、甲賀病院跡に水口体育館の整備を予定されている 

のですか。次の議会にて提案されるのですか。もう既に決まっている 

のですか。 

教育部長   この件につきましては、６月議会におきましても一般質問等でご質 

問いただいた案件でございます。水口庁舎周辺整備関連の中での旧甲 

賀病院跡地の利用ということで、水口体育館を移転するという提案を 

させていただいております。 

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    特にご意見、ご質問等ございませんので、（１）議案第８６号平成２  

９年第４回甲賀市議会定例会（９月）提出議案に係る教育委員会の意

見徴取については、原案どおり可決することとします。 

教育長    次に、（２）議案第８７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２９号甲賀市人権・同和教育推進員の解嘱について）

及び（３）議案第８８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３０号甲賀市人権・同和教育推進員の委嘱について）は、甲

賀市人権・同和教育推進員の解嘱と委嘱であり、関連がございますの

で一括して提案させていただきます。それでは、資料７及び資料８に

基づき説明をお願いします。 

人権推進課長 それでは、（２）議案第８７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２９号甲賀市人権・同和教育推進員の解嘱につ

いて）及び（３）議案第８８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３０号甲賀市人権・同和教育推進員の委嘱につ

いて）、関連がございますので一括して提案理由を申し上げます。 

       （以下、資料７及び資料８により説明） 

教育長    ただ今の（２）議案第８７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２９号甲賀市人権・同和教育推進員の解嘱について）

及び（３）議案第８８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３０号甲賀市人権・同和教育推進員の委嘱について）、何か
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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）議案第８７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２９号甲賀市人

権・同和教育推進員の解嘱について）及び（３）議案第８８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３０号甲賀市人権・

同和教育推進員の委嘱について）は、原案のとおり承認することとし

ます。 

教育長    次に、（４）議案第８９号甲賀市私立幼稚園児の保護者に対する補  

助金交付要綱の一部を改正する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。 

保育幼稚園課長 それでは（４）議案第８９号甲賀市私立幼稚園児の保護者に対す  

る補助金交付要綱の一部を改正する要綱の制定について、資料９に基 

づき提案理由を申し上げます。 

       （以下、資料９により説明） 

教育長    ただ今の（４）議案第８９号甲賀市私立幼稚園児の保護者に対する  

補助金交付要綱の一部を改正する要綱の制定について、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、（４）議案第８９号甲賀  

市私立幼稚園児の保護者に対する補助金交付要綱の一部を改正する

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    次に、４．その他、連絡事項に移らせていただきます。 

（１）平成２９年第１３回（９月定例）教育委員会について及び（２） 

平成２９年第９回教育委員会委員協議会について、担当から連絡をお 

願いします。 

教育総務課長（教育環境整備担当） （１）平成２９年第１３回（９月定例）教育 

      委員会については、平成２９年９月２７日（水）午後１時３０分から 

開催いたします。また、（２）平成２９年第９回教育委員会委員協議会 



11 
 

については、平成２９年９月１４日（木）午前１０時から開催いたし 

ます。 

       なお、教育委員会委員協議会のテーマは、学校現場におけるエアコ 

ン・洋式トイレの設置状況について、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。 

教育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お願いします。 

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    続きまして、（３）平成２９年度甲賀市立小学校運動会・中学校体育 

祭の日程について及び平成２９年度甲賀市幼稚園・保育園運動会の日 

程について、担当から連絡をお願いします。 

学校教育課長 （３）平成２９年度甲賀市立小学校運動会・中学校体育祭の日程に 

ついて及び平成２９年度甲賀市幼稚園・保育園運動会の日程について、 

ご連絡させていただきます。 

（以下、平成２９年度甲賀市立小学校運動会・中学校体育祭日程一 

覧及び平成２９年度甲賀市幼稚園・保育園運動会日程一覧により説明） 

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２９年第１１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５６分〕 

 

 

         


