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       平成２９年第１７回甲賀市教育委員会（定例会）会議録  

 

開催日時    平成２９年１２月１８日（月） 

        午前１０時００分から午前１０時５０分まで 

 

開催場所    甲賀市役所 水口庁舎 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      藤田 正実 

        委 員      松山 顕子 

        委 員      野口 喜代美 

         

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（学校教育担当）       中村 康春 

        次長（人権教育担当）       中井 康隆 

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  

        歴史文化財課長          長峰  透 

        人権推進課長           地平 勝弥 

        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      学校教育課長補佐         田嶋 治之 

 

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１５回教育委員会（定例会）会議録の承認 

 

 ２．報告事項 

  （１）１２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）（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 

（４）「かふか２１子ども未来会議」甲賀市子ども議会について 

（５）東山遺跡（紫香楽宮関連）の発掘調査結果について 

 

 ３．協議事項                       

（１）議案第１０３号 甲賀市立鮎河小学校の廃止に関し議決を求めることに

ついて     

 

 ４．その他、連絡事項など 

（１）平成３０年第１回（１月定例）教育委員会について 

（２）平成３０年第１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００分〕 

 

管理担当次長 それでは、平成２９年第１７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 本日は、教育委員会臨時会に引き続き教育委員会定例会の開催となり 

ますので、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。第１７回教育委員会定例会開会にあたり
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まして一言ご挨拶を申し上げます。 

先ほどの退任式では、長年甲賀市教育委員会のために本当に誠心誠意

お務めいただきました山田前教育長職務代理者を送らせていただき、引

き続いての就任式では、野口委員を新たにお迎えいたしました。また、

今井委員には教育長職務代理者にご就任いただきました。新たな委員会

構成となりまして、これまでにも増して議論を重ね、甲賀市教育の発展

のために努力してまいりたいと思います。皆様方のご支援ご協力をどう

ぞよろしくお願いします。 

さて、昨日は野洲の希望が丘文化公園で開催されました第２５回全国

中学校駅伝大会に、藤田委員、松山委員、市教育委員会事務局の職員と

共に応援に行きました。甲賀市から出場してくれました水口中学校と城

山中学校に、市長にも大きな声援を送っていただきました。水口中学校

は、昨年より上位に上がる力走を見せてくれましたし、地元枠で出場し

た城山中学校も、最後まで粘り強い走りを見せてくれました。 

感心しましたのは、その走りだけではなく選手達の態度でした。代表

選手達だけでなく、サポートしている他の部員達も一体となって、真剣

に駅伝に取り組んでいる姿は本当に清々しいものでした。また、競技の

後、応援をしてくれた人達へのお礼の挨拶の場面では実に礼儀正しく、

スポーツを通して人としてのあり方を学んでくれているんだと、嬉しい

思いになりました。働き方改革の中で、部活動のあり方については緊急

に検討すべき課題ではありますが、部活動が中学校の教育現場で果たし

ている役割が大きいということを、改めて感じたところです。 

さて、皆様方には既にお知らせしておりますが、紫香楽宮跡に関する

遺跡発掘調査におきまして、新たな遺構が発見されました。後に詳しく

説明をいたしますが、大変大きな発見であることが素人の私でも分かる

ほどであります。教育委員会として、また甲賀市として、この遺跡をど

のように保存していくのか、またまちづくりに活用していくのか、大き

な宿題を与えられました。財政的にもしっかりと対応していかなければ

ならないことであり、今後、委員会の場でも皆様方のご意見をいただく
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ことになると思っております。 

甲賀市にはこのように宝とも言えるものが非常に多くあります。教育

委員会の使命として、それらの歴史的な位置づけを明確にしていくと共

に、まずは市民にわかりやすく説明していかなければならないと思いま

す。中でも、これから地域を支えていってくれる子ども達に、地域学と

して伝えていくための教材開発や指導法についても研究をお願いしたい

ところであります。 

議会におきましても、甲賀市の歴史文化をどのように活用し、まちづ

くりに活かしていくのか、繰り返しご質問やご提言をいただいていると

ころであります。部局横断的な連携した取組の基礎資料の準備は、教育

委員会が担うことになると思いますが、次年度に向けてこの面からも体

制づくりや計画を進めていかなければなりません。私たちの発想力や実

行力が問われてくることを重く受け止めているところです。 

本日は今年最後の教育委員会定例会となります。今回も皆様方の積極

的なご発言をお願いいたしまして、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１５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 

      年第１５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）１２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４件について報告いたします。 

 １件目は、１１月２９日（水）から開催されております第６回甲賀市
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議会定例会についてです。ただ今会期中ではありますが、今回の議会へ

は（仮称）西部学校給食センター建設にかかる用地購入のための補正予

算案を提出させていただいており、決定いただくことを切に願っている

ところであります。一般質問では１４名の議員より質問があり、教育部

長とともに答弁をさせていただきました。詳細につきましては次回の会

議でご報告させていただきます。 

 ２件目は、１２月９日（土）に行いました（仮称）甲賀市西部学校給

食センター建設用地に関する地元説明についてです。私と教育部長、並

びに教育総務課の担当者が山上区の地域総会に寄せていただき、用地買

収について区民の皆様方のご了承を得たところです。今後、議会のご決

定をいただきましたら、用地購入手続きを進めてまいることとなります。 

 ３件目は、鮎河小学校・鮎河保育園再編検討協議会報告書を１２月１

１日（月）に委員長、副委員長より受理したことについてです。再編検

討協議会では、「未来を担う鮎河の子ども達が、現在土山小学校で多様な

価値観に触れながら、楽しく成長を続けていること、また、地域住民の

多くが両施設を活用し、新たな段階に進むことが地域にとって必要」と

判断され、鮎河小学校の閉校と鮎河保育園の閉園について了承されまし

た。閉校式、閉園式や今後の利活用に関して、今後協議が継続されます。

市としても、このご決定をしっかりと受け止め部局横断的に地域の支援

をしてまいらなければならないと考えています。 

 ４件目は、１２月６日（水）に激励会、昨日１７日に大会が開催され

ました全国中学校駅伝大会についてです。今年度は女子の部で、水口中

学校が県予選で優勝、城山中学校が２位に見事入賞し、県代表と地元枠

で甲賀市より２校がそろって出場してくれました。日頃のたゆまぬ練習

の成果が実って出場を果たしたのでありますが、その裏には指導の先生

方の熱い思いや、保護者の皆様方の温かなご支援があったことを改めて

感じたところです。 

結果は、出場５０チーム中、水口中学校が３３位、城山中学校が４４

位でした。 
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以上、１２月教育長教育行政報告とします。 

教育長    ただ今の（１）１２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）１２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）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（教育環境整備担当） 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）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。 

教育長    信楽地域については報告が挙がっていないのですが、この間で信楽地

域に関して何か取組はありましたか。 

教育総務課長（教育環境整備担当） この間に、直接行かせていただいた会議等はあ

りませんでしたが、雲井学区では再編検討協議会の立ち上げに向けて電

話をいただいたり、ご相談をさせていただいているところです。 

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、（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    次に、（３）（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４に基づき説明をお願いします。 

教育総務課長 それでは、（３）（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）（仮称）甲賀市西部学校給食センター建設に関する進
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捗状況について、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

委員     地元説明会の時に位置や範囲の説明をされたということですが、その

際に地域からどの様な意見が出ましたか。 

教育総務課長 山上区民総会におきましては、先ほどの教育長の教育行政報告にもあ

りましたとおり、了承をいただいております。ただ、地域の方にとりま

しては大事な財産ですので、土地を利用されている方への配慮、今後の

手続きにかかる税や排水の問題、また工事が進んだ後の土地の管理等に

ついてご質問がございました。その件に関しまして、今後の予定につい

て説明をさせていただき、概ね了承をいただきました。 

教育長職務代理者 造成工事設計業務について、給食センターの建物敷地だけではな

く建物につながる動線についても業務委託に含まれているのですか。 

教育総務課長 今回の業務委託は、平坦地部分の宅造地だけでなく、給食センター業

務に必要な法面も含めた約２万平方メートルについて設計を発注してお

り、配送車が通る動線や広域農道付近の交通の見通しが悪い部分の対策

などを含めて計画をしております。 

委員     広域農道のカーブの南側付近に土嚢が詰まれていますが、今回の事業

と関係するのですか。 

教育総務課長 その部分につきましては、先の台風で道路施設の擁壁が崩落したため

現在修繕作業を行っており、土嚢を積んでいると認識しております。 

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、（３）（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    次に、（４）「かふか２１子ども未来会議」甲賀市子ども議会につい

て、資料５に基づき説明をお願いします。 

社会教育課長 それでは、（４）「かふか２１子ども未来会議」甲賀市子ども議会に

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）「かふか２１子ども未来会議」甲賀市子ども議会につ
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いて、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

委員     運営についてお聞きします。私は興味を持って長年この事業を見てい

ますが、どの様な方々が中心となって、子ども達の意見や創造性を引き

出されているのでしょうか。 

社会教育課長 主に学校の先生を経験された方が中心となって、子ども達の学びの支

援をしていただいております。体験の場については、青少年育成市民会

議水口支部の方々を中心に、子ども達の安全面への配慮や訪問先との連

携を取っていただいています。議会の運営につきましては、市職員が補

佐をしています。 

教育長    実行委員会には何名の方が加わっておられますか。 

社会教育課長 詳しい資料は持ち合わせておりませんが、当初は２０名程度の中心と

なっていただく方がおられました。現在は様々な活動について、１０名

を超える方々に支援をいただいております。 

教育長職務代理者 議題について、酒造メーカーや信楽、忍者などについて子ども達

が見学に行っているとのことですが、これは市職員が場所を指定してい

るのですか。それとも、子ども達が自発的に決めているのですか。 

社会教育課長 第１回の地域会議については、基本的には実行委員会で指定していま

すが、２回目以降については子ども達の意見を聞きながら進めています。 

委員     忍者を見学に行かれたということですが、なぜ甲賀市ではなく伊賀市

に行かれたのですか。 

社会教育課長 実際は伊賀市の観光戦略課に行かせていただき、地域資源をどのよう

に活かしていくかということを勉強させていただきました。 

教育長    まちづくりにどの様に活かしていくかということを、議員の立場とし

て研修するために、伊賀市に行かれたということだと思います。 

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    特にご意見、ご質問等ございませんので、（４）「かふか２１子ども

未来会議」甲賀市子ども議会については、報告事項として終わらせてい

ただきます。 

教育長    次に、（５）東山遺跡（紫香楽宮関連）の発掘調査結果について、資

料６に基づき説明をお願いします。 

歴史文化財課長 （５）東山遺跡（紫香楽宮関連）の発掘調査結果について、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    ただ今の（５）東山遺跡（紫香楽宮関連）の発掘調査結果について、
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何かご意見、ご質問等ございませんか。 

教育長    教育委員会では史跡紫香楽宮に関する遺跡につきまして、既に整備活

用計画を出しています。今回発見されたものを、どの様に順位制を持ち

ながら保存等を進めていくのかということについても、しっかりと計画

をしていかなければならないと思いますが、この関係で補足説明があれ

ばお願いします。 

歴史文化財課長 平成２５年度に史跡紫香楽宮整備活用計画が出来上がっております

が、計画の段階では東山遺跡の発見は想定されておりませんでしたので、

今後、文化庁や滋賀県教育委員会と協議しながら、また地権者とも協議

の上で、どのあたりまで国史跡として指定が可能か、地元協議を進めて

いく必要があると考えます。また、この遺跡をどの様に整備、活用して

いくかについては、整備活用計画の中に盛り込む形で、紫香楽宮全体の

整備を複合的に考える必要があると考えております。 

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、（５）東山遺跡（紫香楽宮

関連）の発掘調査結果については、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１０３号甲賀市立鮎河小学校の廃止に関し議決を求める 

ことについて、資料７に基づき説明をお願いします。 

学校教育課長 （１）議案第１０３号甲賀市立鮎河小学校の廃止に関し議決を求める  

ことについて、資料７に基づき提案理由を申し上げます。 

       （以下、資料７により説明） 

教育長    ただ今の（１）議案第１０３号甲賀市立鮎河小学校の廃止に関し議決  

を求めることについて、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

教育長職務代理者 閉校という事ですが、「閉校」という言葉と、「廃止」という言葉 

とでは意味の違いがあるのですか。 

管理担当次長 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の中で「学校の廃止」と謳 
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われておりますので、「廃止」を使わせていただいております。今後は甲 

賀市立学校条例改正を行い、鮎河小学校を削除させていただく予定です。 

教育長職務代理者 条例から削除されると、跡地利用はどの様になるのですか。 

管理担当次長 学校施設として条例から外れますので、施設の利活用については地元 

と協議を進めていきます。 

教育長    「廃止」という用語は、このような時に専門的に使う用語だととらま 

えておけば良いと思います。 

教育長    他に何かご意見、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）議案第１０３号甲賀  

市立鮎河小学校の廃止に関し議決を求めることについては、原案どおり 

可決することとします。 

教育長    次に、４．その他、連絡事項に移らせていただきます。 

（１）平成３０年第１回（１月定例）教育委員会について、及び（２） 

平成３０年第１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３０年第１回（１月定例）教育委員

会については、平成３０年１月２５日（木）午前１０時から、（２）平成

３０年第１回教育委員会委員協議会については、平成３０年１月２９日

（月）午後３時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、次期教育振興基本計画の策定について、平成２９年

度教職員研修成果報告について、市内小中学校における児童生徒の状況

報告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よろしくお

願いします。 

教育長    ただ今の連絡事項について、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、以上をもちまして平成２９年第１７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。 
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〔閉会 午前１０時５０分〕 

 

             


