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       平成３０年第１回甲賀市教育委員会（定例会）会議録  

 

開催日時    平成３０年１月２５日（木） 

        午前１０時０３分から午前１１時０４分まで 

 

開催場所    甲賀市役所 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 

        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 

書記      文化スポーツ振興課長補佐     辻  仁史 
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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２９年第１６回教育委員会（臨時会）会議録の承認 

  （２）平成２９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２９年第６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）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）報告につい

て 

     

 ３．協議事項                       

（１）議案第１号 平成３０年第１回甲賀市議会臨時会（２月）提出議案に係

る教育委員会の意見聴取について 

     

 ４．その他、連絡事項など 

（１）小学校・中学校、幼稚園における平成２９年度卒業（園）式及び平成３０ 

年度入学（園）式の日程について 

（２）金の卵プロジェクト事業について 

（３）平成３０年第２回（２月定例）教育委員会について 

（４）平成３０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０３分〕 

 

管理担当次長 それでは、平成３０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。 
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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    平成３０年 初の第１回教育委員会定例会開会に当たりまして一言ご

挨拶を申し上げます。 

       新しい年が始まり、もはや１箇月近くが過ぎ去ろうとしております。 

      新たな年を迎え、私たち教育委員会の職員も、より良い教育行政の推進

に力を合わせて取り組んでいきたいと思っております。さて、平成３０

年を始めるに当たり、私は次の３点を大切にしていきたい、また、大切

にしていただきたいと考えております。 

       １点目は、「市民の期待に応える仕事をしていこう」ということです。

私たち市役所に勤めるものは、先ずは市民の皆さんが求めているものは

何かということに敏感になっていかなければならないと思っています。

今までやってきたから、これまでうまくいってきたからといった、前例

を踏襲するだけの取組ではなく、常にアンテナを高くして、市民がどん

な教育行政を求めておられるかを把握する努力を怠ってはならないと思

っています。 

       そのためには、事業の対象となる人たちの声を聞くための具体的な方

法を模索していっていただきたいと思います。アンケート、聞き取り、

委員会の設置など、時間はかかるかもしれませんが、今行っている事業

の見直しや新規事業の計画に当たっては、担当者だけの判断ではなく、

市民の声を聞いたかどうかを必ずチェックしていただきたいと思ってい

ます。 

       ２点目は、「市民に信頼される仕事をしていこう」ということです。

信頼は具体的な小さな積み上げの上にしか築かれません。スピード感を

持って物事を処理すること、公平公正に物事を処理すること、そして市
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民の疑問や提案には丁寧に対応し、フィードバックをしていくことが、

非常に大切なことだと思っております。 

       更に、以前から繰り返しお願いしていることですが、「ポストでベス

ト」、自分の与えられているポジションの仕事をしっかりと 大限の力

で果たしていただき、市民に頼られる教育委員会事務局職員になってい

ただきたい、また、なっていきたいと思っています。 

       ３点目は、「市民に私たちの仕事や成果が見えるようにしていこう」

ということです。前にも申し上げましたが、１２月の広報誌に学校教育

の取組の特集を組んでいただきました。教育委員会事務局だけでなく、

学校や園、図書館や公民館などの出先機関でも、色々な事業や取組を行

っていただいています。しかし、そのことが多くの市民の目や耳にどこ

まで届いているでしょうか。折角頑張っているのに、成果が上がってい

ることも、市民の皆さんになかなか伝わっていないことがあるのではな

かろうかと思っています。「教育行政の見える化」のためにはどんな取

組が考えられるでしょうか。豊かで柔軟な発想力で、その方法を考え実

行していっていただきたいと考えています。 

       いよいよ年度末を迎えます。多忙化が一層進むことが危惧されますが、

能率の良い仕事の進め方や、適切な仕事配分ができるよう、特に管理職

の皆さんには、そのリーダーとなっていただきますようお願いします。

また、これからは寒さが一層厳しくなってきます。体調管理やインフル

エンザにも十分注意していただき、平成２９年度を乗り切っていただく

ようお願いいたします。 

       結びに、甲賀市の教育が、市内にあります豊かな自然、多くの歴史文

化遺産、人同士のつながりなどの強みを活かし、甲賀らしさのある他に

誇れる教育が進められますよう、皆さんの一層のご支援ご協力をお願い

しますとともに、新たに始まりました平成３０年が、教育委員会にとっ

て一歩進む年となりますよう祈念いたしまして、開会の挨拶とさせてい

ただきます。 

       今年もどうぞよろしくお願いします。 
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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１６回教育委員会（臨時

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１６回教育委員会（臨時会）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。 

教育長    続きまして、（２）平成２９年第１７回教育委員会（定例会）会議録

の承認について、資料２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（２）平成２９年

第１７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。 

教育長    それでは、２.報告事項に移らせていただきます。 

       （１）１月教育長教育行政報告について、資料３に基づき以下の５件

について報告いたします。 

       １件目は、１２月１９日（火）に水口西保育園再編検討協議会から、

そして１月２２日（月）には、水口東・岩上保育園再編検討協議会から

報告書が提出され、こども政策部長等の立会いのもと受理したことにつ

いてです。水口西保育園は、公立保育園として別の敷地に、水口東・岩

上保育園は統合して私立の認定こども園とする方向で協議が終了した旨

を、各委員長より報告いただきました。教育委員会が提案させていただ

いた方向で、ご了承いただくことができました。各園ともに施設の老朽

化が進んでおり、再編までの間にも修繕などの改良が必要と考えていま

す。 
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       ２件目は、１２月２６日（火）に甲賀市・ミシガン州中学生国際交流

事業壮行会を開催したことについてです。この事業は、応募者３４名の

中から選考会を経て選ばれた２０名の生徒をトラバースシティ市、マー

シャル市、デウィット市の３つの姉妹都市に９日間に亘って派遣したも

のです。冬休み中の１月５日（金）に出発し、１３日（土）に無事帰国

してもらいました。学校や事前研修で習った英語を駆使して、苦労しな

がらも心に残るホームステイや学校での体験を重ねてくることができま

した。本日夕刻より体験報告会が予定されています。 

       ３件目は、１２月２８日（木）に開催しました臨時中学校校長会につ

いてです。現在、教職員の超過勤務の問題は、全国的に喫緊の課題とな

っています。とりわけ、中学校における部活動の扱いについては、教員

の勤務時間の問題と併せて、生徒への過重な負担となっていないかなど、

様々な角度から改善が求められています。今回の臨時中学校校長会では、

県や他市町の動向を参考として、甲賀市としてどのように対応していく

べきかについて、各中学校長からの意見を求めました。 

       ４件目は、１月７日（日）に開催いたしました成人式についてです。

今年は７５０名を超える新成人が参加し、若々しい雰囲気が会場いっぱ

いに溢れていました。大きな混乱もなく，新成人の実行委員会が進行す

る中で、盛大に開催することができました。 

       ５件目は、１月１９日（金）に水口小学校で開かれました第４回甲賀

市小学校外国語教育授業研究会についてです。新しい学習指導要領では、

小学校５年生、６年生に英語教育が導入されます。本市では、水口小学

校をモデル校とし、先進的に研究、実践を行っています。当日は授業参

観の後、研究協議や大学の先生からの指導講話等もあり、市内外の小学

校から参加した教員が、今後の指導に活かせることを数多く学ぶことが

できたと考えております。 

       以上、１月教育長教育行政報告とさせていただきます。 

教育長    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。 
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委員     人事ヒアリングに関してですが、退職される管理職が多いということ

をお聞きしています。ヒアリングの中で、甲賀市として何か問題となる

ことがあればお聞かせください。 

教育長    今回の人事ヒアリングにつきましては、市内の小中学校長と県の人事

主事も交え、人事の次年度構想や、教職員の異動希望等を集約したもの

を基に、校長の次年度構想に対する考えの聞き取りを行いました。管理

職につきましては、今年、校長が１２名、教頭も２名の退職が予定され

ております。非常に多くの管理職が交代することから、一つの学校で校

長も教頭も二人とも代わることが極力ないような形にすることも大きな

課題です。一般教職員について言いますと、非常に長年月、１０年を超

えている先生で、その学校で核となっていただいている方もおられます

が、人事の交流ということから考えますと、そういった先生方にも人事

のための異動をしていただかなくてはならないという、ある面痛しかゆ

しの状況もあります。しかし、総合的にその学校の教育力が維持できる

ようにするにはどうしたら良いかということで、今後詰めていかなけれ

ばならないと考えています。 

委員     １２月２８日（木）の臨時中学校校長会でのお話を聞き、働き方改革

の視点での色々な取組に注目させていただいています。県や他市町を参

考にされて、今後甲賀市でどのような改革を考えておられるのかお聞か

せください。 

教育長    今のところでは、中学校の部活動の活動時間が、土曜・日曜、休みの

日の朝も夕方も、ほとんど休みなく行っている状況が、教職員の超過勤

務を作っていること、もうひとつは、子ども達にとっても少し過労な状

況になっていないかという面を考えており、今、検討していますのは、

朝練習をどうするかということで、日によっては朝練習を休みにする、

または基本的にしない。あるいは土曜・日曜のいずれかを休みにする、

平日も一日は休みにする。また、日常の活動時間も長時間ではなくて、

遅くとも１８時には子ども達が学校から帰れるようにするといった、全

体的な活動時間を整理していくことを検討しているところです。これに
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ついては、スポーツ庁もよく似た方向を出していますので、全国・県の

動向を含めて歩調を整えながら進めていきたいと思っています。 

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、（１）１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    続きまして、（２）平成２９年第６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に基づき説明をお願

いします。 

教育部長   それでは、報告事項（２）平成２９年第６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（２）平成２９年第６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、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６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

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）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    ただ今の（３）甲賀市幼保・小中学校再編計画（基本計画）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     水口西保育園再編検討協議会と水口東・岩上保育園再編検討協議会の
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報告書が提出されましたが、その中で市民の方からの課題や要望はあり

ましたか。 

教育長    全ての園で共通していましたのは、再編により新たな施設を求めるけ

れど、現在の園舎がかなり老朽化しているので、子ども達が通っている

今ある施設についても、安心安全な環境を整えていただきたいとの思い

が強く感じられました。このことについては、現在も具体的に進め、説

明をしてもらっているところです。 

 また、いずれの園についても、今度建て替えるときに現在ある園舎の

場所に建てるとなると、仮設園舎を建てるなど、安全上色々な問題があ

るので、できれば違う場所に用地を求めて建てていただけるとありがた

いといったご意見もありました。また、私立の認定こども園に統合とい

う方向を決められた中では、どういった民間の事業者が入っていただけ

るのか、その選考等についても市民の声をしっかりと聞いていただくよ

うな形で進めていただきたいというご意見もありました。いずれにして

も、市民の声をしっかりと受け止めて、今後進めてもらいたいというこ

とでした。そのことについては、再編検討協議会で結論を出していただ

いたら、次は実施のための検討委員会を新たに立ち上げて、地域の方々

や園の経営に関わる関係者など、色々な立場の方が集まり、今後の方向

性を作っていくようなことで進めるということを説明させていただきま

した。 

教育長    他にご意見、ご質問等ございませんか。         

委員     再編検討協議会の委員は、それぞれの地域の方から選出されていると

いうことですが、どのような方が委員になられているのですか。また、

再編検討協議会では、常に市民の立場で意見が出されると思います。１

２月議会において教育長が計画を改めて見直す考えについて答弁されて

いますが、そのあたりの意見を含めて、計画に対する地域の意見で、特

徴的な意見はありましたか。 

教育長    再編検討協議会の委員については、地域を代表される方、保護者の代

表の方など基本的な構成はあるのですが、準備会の時点で、どのような
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方に入っていただくかは地域の方に考えていただき、１５人の枠の中で

決めていただいています。また、計画の見直し等の意見については、計

画を見直すという意見ではなく、今の計画の中で地域としてはどのよう

に考えていくか、また、現状のまま残していきたいという強い思いの意

見もあり、基本的には是非を含めて考えていただいており、地域によっ

て話の方向は異なっています。 

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、（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    続きまして、（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）報告について、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）報告について、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（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）報告について、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

委員     この交流事業は非常に意義があるものだと思っております。ミシガン

州の三都市と韓国の利川市との大事な交流であると思います。今回の派

遣で生徒たちの交流の様子から、大きな成果であったと思われることと、

今後、チャレンジ、展開していきたいという思いがあれば教えてくださ

い。 

学校教育課長 本日、生徒たちに体験等の発表をしていただきますが、昨年度まで実

施している中で、成果としましては、視野を広げて色々な交流ができた

ということや、ホームステイを通して貴重な体験をしたという報告を受

けています。今後の方向としましては、ミシガン州や利川市と交流事業

を続けていく中で、お互いを理解し尊重し合うことが深い絆を生むこと

になると思います。周りの人たちの考えに耳を傾けて理解し合うことの
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大切さを、生徒たちは肌で感じ、今後の生活に活かしていってくれると

思います。 

委員     私も以前にこの事業に行かせていただいて感じたのですが、今の課長

の報告からも、この事業を続けていくことは、とても大事なことだと思

っています。ただ、この事業は市民の税金から成り立っています。将来

の甲賀市を担う青少年の育成を観点として、先ほど教育長のお話にもあ

った、市民の期待に応える、信頼に応える、事業の可視化を行うなどの

観点から、私なりの思いがありお聞きしました。今年ミシガン州に行か

れた引率者の方から、訪問した姉妹都市では、どこへ行っても市を挙げ

てウエルカムという、形ではなく心からの歓迎をしてくださっているの

を肌で感じたとお聞きしています。甲賀市ももちろん、学校も挙げてウ

エルカムパーティ等をされているのですが、例えば、テレビやホームペ

ージを活用して、来られる前や滞在中に、この事業を市民の皆さんにも

っと知っていただいて、自分たちの納めた税金がこのようなすばらしい

事業に使われているんだという意識を持っていただけるようにお願いし

たいです。 

 滋賀県下のある町では、市民の国際理解教育の一環として行っておら

れ、中学生の数を増やしたり予算を増やしたりしてかなり力を入れてお

られます。甲賀市も同じだと思いますが、形よりもハートで感じられる

ようなことを広げていただければと思います。 

 もうひとつ、「何のために」という部分で交流の内容を考えており、

国際交流協会でも話をしていますが、ホームステイで異文化を感じる、

ファミリーと出会う、学校でも交流がある、色々な公的機関を訪問する、

これも大事なことですが、私が事業に参加したときに、マーシャル市の

教育長がこうおっしゃいました。「今後の交流については、中学生同士

が通訳を介して色々な思いをぶつけたいというのが本音だ。例えば、３．

１１に地震が起きたとき、ミシガンでは非常に心配した。しばらくはニ

ュースがリアルだったけれど、年月が経つにつれ、なかなかニュースが

入らない。そういうときに、中学校ではどんな取組をされているのか、
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そのようなことを知りたい。」と。また、マーシャル市では環境教育に

力を入れておられるので、「アラスカでアザラシが油で汚染されると、

生徒がたわしを持って磨きに行く。そういうことも是非伝えたい。それ

は環境という世界的な課題で、青少年としてそういう視点を持つ良いき

っかけだと私たちは思っている。」と。それから、大津市でいじめの問

題があったとき、世界的にこの問題のことが広がっていましたが、「い

じめの問題はミシガンでも大事な問題で学校でも取り上げている。生徒

たちもディスカッションしている。そのようなことを、通訳を介しなが

ら、お互いの学校での取組を聞きたい。」と、そのようなことをおっし

ゃいました。甲南中学校では平和行進をされていますし、他の中学校で

も甲賀市としてアピールできることがあるので、直ぐにというわけには

いきませんが、通訳というシステムを使いながら、本当の相互交流がで

きるようになると良いと思っています。 

教育長    貴重な意見をいただきありがとうございます。 

交流の中で、以前にマーシャル市の方で、マーシャル市への派遣人数

が４名なので、もう少し人を増やすことは可能なのかということをおっ

しゃられた方がおられました。マーシャル市の方のすべての思いかどう

か分かりませんが、今後調整しながら考えていきたいと思います。 

 今おっしゃったように、市民にもう少し分かるようにする、参加した

子ども達の成果をより広く、市内の学校にも広げることも大事な課題で

あると思いますので、今後も工夫していく必要があると思います。 

委員     甲賀中学校や城山中学校からは参加されていないようですが、応募が

なかったのでしょうか。 

学校教育課長 今回、甲賀中学校、城山中学校からの参加はありませんでしたが、募

集の際には全中学校に声をかけさせていただき、再度の声かけもしまし

たが、結果的にこのようになりました。 

教育長    応募は３５名ありましたが、その中で残念ながら応募されなかった学

校もあったということです。年によっては、その学校もたくさん応募さ

れていることもあり、波があるようです。できれば全ての学校から応募
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していただきたいということで、再度の呼びかけもしていただいていま

すが、費用もかかることであり、なかなか難しい部分でもあります。 

委員     今おっしゃったように、全ての中学校から参加があることも大事なこ

とであると思います。土山中学校はしばらくブランクがありましたが、

以前にこの事業に参加された校長先生が、肌で感じた経験を学校で力強

く広められたということがあります。このように、そのような経験が万

遍なく伝わり、参加されることが望ましいと思います。 

 また、時期の問題として、行く先は雪が非常に深い寒い時期であり寒

い中の交流となります。来られる際も２月で寒い時期ですので、安全面

も考慮して時期の検討が可能であればお願いしたいと思います。 

学校教育課長 開催時期につきましては、相手国との協議の中で、今後検討させてい

ただきたいと思います。 

 実施がこの時期になっておりますのは、夏休みの期間中は学校での交

流が出来ないということで外し、色々な行事がある秋や年度当初の時期

を外すと、この時期になったと聞いております。 

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、（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）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    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３０年第１回甲賀市議会臨時会（２月）提出議

案に係る教育委員会の意見聴取について、資料７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１号平成３０年第１回甲賀市議会臨時会（２

月）提出議案に係る教育委員会の意見聴取について、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１号平成３０年第１回甲賀市議会臨時会（２月）
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提出議案に係る教育委員会の意見聴取につきまして、何かご意見、ご質

問等ございませんか。 

委員     鮎河小学校が休校中に、学校施設開放による利用はどれぐらいあった

のでしょうか。 

文化スポーツ振興課長 休校中の学校施設開放による利用は年に数回あり、地域の方 

が利用されています。 

教育長    鮎河小学校は今回閉校となりますが、次の利用目的がはっきりするま

では、引き続き山内小学校と同様の形になると思います。 

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、（１）議案第１号平成３０

年第１回甲賀市議会臨時会（２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）小学校・中学校、幼稚園における平成２９年度卒業（園）式及

び平成３０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 （１）小学校・中学校、幼稚園における平成２９年度卒業（園）式及

び平成３０年度入学（園）式の日程についてご連絡をさせていただきま

す。日程につきましては、別紙のとおり実施される予定でございます。

教育委員の皆様におかれましてはお忙しいことと存じますが、ご臨席を

よろしくお願いいたします。 

教育長    日程につきましては、再度細かに調整いたしまして、またお知らせさ

せていただきます。 

教育長    続きまして、（２）金の卵プロジェクト事業について、説明をお願い

します。 

文化スポーツ振興課長 （２）金の卵プロジェクト事業について、説明させていただ

きます。 

       （以下、金の卵プロジェクト事業の資料により説明）  

教育長    ただ今の（２）金の卵プロジェクト事業について、何かご意見、ご質
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問等ございませんか。 

委員     バレーボールクリニックの対象者に対する案内は、市内のスポーツ少

年団の各チームや、中学校の各バレーボール部全てに配付されていると

いうことでよろしいですか。 

文化スポーツ振興課長 委員がおっしゃったように、各種団体を通じて対象の児童生

徒に案内させていただき、団体から参加の有無について報告をいただく

ようにしています。 

教育長    金の卵プロジェクト事業は、主に子ども達を対象にということを当初

からのねらいとしていますが、五輪メダリストが来られるとなると、せ

っかくの機会なので大人の方も見てみたいという思いを持たれることが

あるかもしれません。その対応については、どうなりますか。 

文化スポーツ振興課長 セキュリティの関係から、土山体育館の下のフロアは対象の

子ども達のみで、送迎される保護者等については、その方の名簿もいた

だき、当日受付で整理券と引き換えに入場いただき、２階の観覧席へ案

内する予定です。自由に出入りすることはできないようにしていますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

教育長    担当課に相談された場合は入場が可能ですか。 

文化スポーツ振興課長 子ども達とその保護者までとお願いしているところです。今

後はもう少し検討したいと思います。 

教育長    分かりました。この事業は子ども達を対象とした事業ということです。 

委員     とても良い試みだと思いますが、開催時期は、この時期にされるので

すか。たまたま今回がこの時期なのでしょうか。 

文化スポーツ振興課長 今年度からの新規事業であり、メダリストや有名な選手を招

くにあたり、何人か候補を挙げ調整しましたが、日程が折り合わないこ

ともあり、今回はこの時期の開催となりました。 

委員     ２月という時期はインフルエンザ等の流行が心配な時期ですので、出

来るだけそのような時期を避けて実施いただきますよう、次回から検討

していただければと思います。 

文化スポーツ振興課長 今後、検討させていただきます。 
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委員     この金の卵プロジェクト事業は、これから毎年１回実施されるのです

か。 

文化スポーツ振興課長 今年度からの事業ですが、来年度も予算を計上する予定をし

ています。１回ではなく、予算の範囲内で可能な限り幾つかのプログラ

ムを実施し、子ども達にとって夢のある機会を増やしていきたいと考え

ております。 

委員     ２０２４年に滋賀国体が開催され、甲賀市でも幾つかの競技が開催さ

れますので、機運を高めるために、そのようなプランがあれば、皆さん

が喜ばれるのではないかと思い聞かせていただきました。 

文化スポーツ振興課長 教育委員会といたしましても、２０２４年の国体も見据えて

おりますので、歩調を合わせて事業を進めてまいりたいと考えておりま

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    次に、（３）平成３０年第２回（２月定例）教育委員会について、及

び（４）平成３０年第２回教育委員会委員協議会について、連絡をお願

いします。 

教育総務課長（教育環境整備担当） （３）平成３０年第２回（２月定例）教育委員

会につきましては、平成３０年２月１５日（木）午前９時から開催させ

ていただく予定です。（４）平成３０年第２回教育委員会委員協議会に

つきましては、平成３０年２月２３日（金）午前９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、平成３０年度

甲賀市学校教育の指針について、また、平成３０年度甲賀市乳幼児保育・

教育の指針及び平成３０年度甲賀市乳幼児保育・教育課程について、甲

賀市いじめ防止基本方針改正について、市内小中学校における児童生徒

の状況について、また学校現場の視察といたしまして、授業参観も予定

しております。委員の皆様におかれましてはたいへんお忙しい中ではご

ざいますが、ご出席いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

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。 
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       （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３０年第１回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１１時０４分〕 

 

                     


