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       平成３０年第１３回甲賀市教育委員会（定例会）会議録  

 

開催日時    平成３０年１０月２９日（月） 

        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 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 

        理事（管理担当）         平井 茂治 

        次長（管理担当）         松本 則之 

        次長（学校教育担当）       井用 重喜 

        次長（指導担当）         奥田 邦彦 

        教育総務課長（教育環境整備担当） 伴  統子 

        学校教育課長           福井 篤子 

        社会教育課長           相楽 宏美 

        歴史文化財課長          長峰  透 

        人権推進課参事（人権教育担当）  本夛 美智代 

        保育幼稚園課参事         菊田 津多江 

        教育総務課長補佐(総務企画担当)  中井 さおり 

        教育総務課総務企画係長      菊田 初美 

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３０年第１２回甲賀市教育委員会（定例会）会議録の承認 

 

 ２．報告事項 

  （１）１０月 教育長 教育行政報告 

  （２）平成３０年第４回甲賀市議会定例会（９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 

 

 ３．協議事項 

  （１）議案第８３号 平成３０年第５回甲賀市議会臨時会（１１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８４号 多羅尾学区保育園・小学校再編検討協議会設置要綱の制 

           定について 

 

 ４．その他、連絡事項など 

  （１）「まなびの体験広場２０１８」の開催について 

  （２）魂の書家 金澤翔子～天使がこの世に降り立てば～の開催について 

  （３）平成３０年第１４回（１１月定例）甲賀市教育委員会について 

  （４）平成３０年第１２回甲賀市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３０年第１３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。 
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       （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。ずいぶん涼しくなってきましたが、季

節の変わり目を皆さんは何で感じておられるでしょうか。花の好きな

人なら菊でしょうか。山の好きな人なら野山の紅葉でしょうか。洗濯

をされる方なら水や風の冷たさでしょうか。私は畑仕事が好きなので、

夏野菜のナスや唐辛子を撤収したり、冬野菜の大根や白菜の成長を見

るごとに、季節が秋から冬に確実に向かいつつあることを感じていま

す。 

       今は文化の秋、スポーツの秋真っ盛りであります。各地域や学校で

は文化祭などの作品展示や音楽・芸能発表が行われています。先日も

碧水ホールで開催された書道展覧会に行かせていただき、その作品の

素晴らしさに驚かされました。私もこんな字が書けたら幸せだろうな

と書道に挑戦してみたく思え、美術展を見たら、絵を描いてみたいな

と思えるひと時でした。また、市内で開催される５時間１０時間耐久

マラソン大会やあいの土山マラソンなど歴史ある大きなスポーツイベ

ントへの参加も多くあります。市外県外の方にスポーツを通して、甲

賀市に親しんでいただける良い機会となっています。またスポーツ少

年団の各種大会から高齢者の方が多く参加されるグラウンドゴルフま

で、それぞれの世代の方が自分にあった形でスポーツを楽しんでおら

れます。その他、福祉に関するイベントや国際理解に関するイベント

なども、それぞれの実行委員の方々の熱い想いで開催していただき、

多くの参加者に楽しい学びの場を提供していただいております。秋は、

このように人それぞれの想いや特技が実りを迎える季節であり、また、

人と人とが文化やスポーツ、各種のイベントを通して交流し合い、わ

くわくする季節であります。このような秋の活動を支援していくこと

は、教育委員会の大きな役割であると改めて思うところです。 
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       さて、２日前の土曜日に紫香楽宮関連の東山遺跡の現地説明会を行

わせていただき、多くの方が見学に来てくださいました。紫香楽の秋

と遺跡の説明との二つを楽しんでいただけたのではないかと思ってお

ります。担当者の説明では、今回発掘された部分は、南にあった甲賀

寺を建設するための役所の一部ではなかったかということでした。遺

物が発見されていないだけに、未だに謎の部分は多くあるのですが、

遺跡が発掘されるたびに少しずつではありますが建物跡の意味づけが

されていくようであり、推理小説を読み解いていくような興味をそそ

られる説明会でありました。いつも思うことですが、歴史文化財課の

職員の専門的な知識の深さや、わかりやすく話す力は素晴らしいもの

があります。自分の職員を褒めるのもどうかと言われるかもしれませ

んが、自信を持って言えることだと思っています。 

       また先日、新聞に忍者のことをまとめた資料集「甲賀者忍術伝書」

の発刊の記事が掲載されていましたが、ここにも歴史文化財課の職員

が登場し、江戸期の甲賀忍者の悩みや嘆きについてつづられていた古

文書を解き明かしていました。忍の者の職業人としての悩みや若い世

代への不満などもあり、空想上の忍者ではなく、まさにリアル忍者の

姿を浮き彫りにしており、興味をそそられる内容でありました。専門

的な知見や調査への探究心に敬意を表します。歴史文化財課の職員に

は、ぜひこのような紫香楽宮跡や忍者など、甲賀市の誇るべき歴史遺

産を子どもたちに分かりやすく伝えるための教材や伝達手段を工夫し

ていただくようお願いしたいと思っています。郷土に誇りをもつ子ど

もを育てるためにも、研究成果を広く役立てていっていただきたいと

思います。 

       最後に一つうれしいニュースをお伝えしておきたいと思います。先

日県より、平成３０年度の滋賀県学校歯科保健優良校審査において甲

南第二小学校が優秀校として表彰されることになったと連絡がありま

した。甲南第二小学校では歯科保健活動を日常的に行っていること、

また歯科衛生士や家庭との連携を効果的に図っていることなどが認め
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られたということでした。 

       委員の皆様方には本日の定例会の後に、市長が主催される総合教育

会議の場にもご出席いただくこととなっております。今回の総合教育

会議は、協議内容の関係上非公開となっておりますが、この会と併せ

て活発なご意見を賜りますようお願い申し上げ、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３０年第１２回甲賀市教育委

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。 

何かご質問、ご意見等ございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    ただ今の（１）平成３０年第１２回甲賀市教育委員会（定例会）会

議録の承認については、原案どおり承認することとします。 

教育長    それでは、続きまして２．報告事項に移らせていただきます。 

       （１）１０月教育長教育行政報告について、資料２に基づき、以下

の５件について報告いたします。 

       まずはじめに１０月３日（水）に甲賀市陸上競技場で開催されまし

た、甲賀市小学校陸上記録会についてです。今年の夏は猛暑で、熱中

症予防のために市の水泳大会や、県の陸上記録会を中止せざるを得ま

せんでした。それだけに、秋晴れのすばらしい天気に恵まれ実施でき

た今回の大会は、誰もが笑顔で参加し最高の競技会となりました。市

内の全ての学校の６年生が集い小学校の良い思い出づくりができたよ

うです。 

       ２点目は１０月５日（金）から２２日（月）の間の８日間に亘って

市内全ての小中学校を訪問しました。今回の訪問の主たる目的は、次

年度の児童生徒数を確認し、通常学級や特別支援学級の必要数につい

て確認を行うことと、次年度の各学校の人事構想や次年度の人的配置
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について校長から要望を聞き取ることでした。児童や生徒数が一人違

うだけでも学級数や教職員数に大きな影響を与えるだけに、正確な情

報を得られるよう質疑を行いました。今後の人事異動の基礎情報とな

ります。 

       ３点目は１０月１４日（日）に甲賀市陸上競技場でびわこ成蹊スポー

ツ大学が主催し甲賀市が後援したびわスポキッズフェスティバルにつ

いてです。主に市内から応募された幼児と小学生約１１０名が参加さ

れ、大学生がリーダーとなって工夫されたスポーツ遊びのプログラム

が進められました。芝生上の安全な環境で思いっきり走り回る子ども

たちの姿はたいへん微笑ましいものがありました。もっと多くの場で

大学との連携が出来ればと思いました。 

       ４点目は、１０月２３日（火）に本市で開催されました第４８回近

畿小学校家庭科教育研究会滋賀大会に開催市教育長として出席いたし

ました。希望ケ丘小学校、甲南第一小学校で家庭科の授業参観後、忍

の里プララにて全体研究会がもたれました。両小学校の授業に参観し

た先生方から子どもたちの授業の受け方や先生の授業の進め方が大変

良かったとお褒めの言葉をいただきました。授業を提供された両校の

教職員は準備など大変な中にも、得るものが大きかっただろうと思っ

ています。近畿各地から３００名近い参加者がありました。 

       最後に５点目は、１０月２５日（木）２６日（金）に和歌山県で開

催された近畿都市教育長協議会研究協議会についてです。研究協議の

内容のみならず、この大会は次年度滋賀県で開催しなければならない

こともあり、運営面についても注意を払って研修をしてきました。学

力向上、コミュニティスクール、読書推進、ＩＣＴ教育など多くの取

組がされ、大いに参考になるものでした。 

       以上、１０月の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）１０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） 
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教育長    それでは、ご質問等ございませんので、（１）１０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    それでは、続きまして、（２）平成３０年第４回甲賀市議会定例会（

９月）提出議案（教育委員会関係）の結果について、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３０年第４回甲賀市議会定例会（９月）提出議

案（教育委員会関係）の結果について、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３０年第４回甲賀市議会定例会（９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。 

委員     全国学力学習状況調査に関する質問が非常に多く、いろいろな意見

が出されたのだなと思いながら、答弁を読ませていただきました。こ

のテストは４月にされて、７月に結果が出て、私たちがお聞きしたの

が１０月１７日でした。学校教育課から出された資料は、先に議会で

議員さんに説明をされたのでしょうか。 

教育部長   先に教育委員会委員協議会で説明をさせていただいています。その

後、議会の厚生文教常任委員会に説明をさせていただいています。 

教育長    それでは、他にご意見等ございませんので、（２）平成３０年第４回

甲賀市議会定例会（９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）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、資料４に基づき説明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、何かご意見ご質問等ございませんか。 
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委員     小原小学校で区長さんより保護者の方に聞き取りをされたというこ

とですが、どういう形でどのような議論がなされたのですか。 

教育総務課長 協議会とは関係なく、区長様の方からそれぞれの保護者さんに今の

学校をどのようにすれば良いのか、子どもたちの教育環境はどうか、

という聞き取りをされました。その結果を、区長様から協議会で保護

者の皆さんは今の状態が良いと思っておられるような状況であるとの

報告がなされました。その後、委員の皆様がそれぞれの思いをお話し

されました。 

委員     聞き取りは対面でされたのですか。アンケートをされたのですか。

全員の保護者に聞かれたのですか。 

教育総務課長 アンケートではなく、保護者全員に対面で聞き取りをされたと聞い

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、３．協議事項に入らせていただきます。（１）議案第８

３号平成３０年第５回甲賀市議会臨時会（１１月）提出議案に係る教

育委員会の意見聴取について、資料５に基づき、説明をお願いいたし

ます。 

教育部長   それでは、（１）議案第８３号平成３０年第５回甲賀市議会臨時会（

１１月）提出議案に係る教育委員会の意見聴取について、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） 

教育長    ただ今の（１）議案第８３号平成３０年第５回甲賀市議会臨時会（

１１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

質問等はございませんか。 

       （全委員 質問等なし） 

教育長    それでは、ご質問等ございませんので、（１）議案第８３号平成３０

年第５回甲賀市議会臨時会（１１月）提出議案に係る教育委員会の意
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見聴取については、原案どおり可決することといたします。 

教育長    続きまして、（２）議案第８４号多羅尾学区保育園・小学校再編検

討協議会設置要綱の制定について、資料６に基づき説明をお願いいた

します。 

教育総務課長 それでは、（２）議案第８４号多羅尾学区保育園・小学校再編検討

協議会設置要綱の制定について、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（２）議案第８４号多羅尾学区保育園・小学校再編検討協

議会設置要綱の制定について、何か、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    ご質問等ございませんので、（２）議案第８４号多羅尾学区保育園・

小学校再編検討協議会設置要綱の制定については、原案どおり可決す

ることといたします。 

教育長    それでは、その他、連絡事項に移らせていただきます。（１）「まな 

      びの体験広場２０１８」の開催について説明をお願いします。 

社会教育課長 それでは、（１）「まなびの体験広場２０１８」について、説明をさ

せていただきます。 

       まなびの体験広場２０１８ひとみの輝く甲賀っこまつりと題しまし

て、日ごろの学びから得た知識・経験の「発表の場」を、また、次世

代を担う子どもたちには、新たな興味・関心・喜びをもたらす「学び

の場」を提供し、世代間交流するなかで、人と人との輪を広げること

を主たる目的に開催いたします。 

       日時は、１１月２３日金曜日の祝日、午前１０時から午後３時まで

で、会場は忍の里プララでございます。 

       市内の高校、専門学校、シルバー人材センター、工業会等の協力を

得まして、小物づくりなどの体験ブースとして、１８出店いただきま

す。 
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       また、同日開催といたしまして、ホワイエにおきましては、女性の

起業を応援する「女性のチャレンジショップ」が開催されます。 

       お忙しいこととは存じますが、ぜひご参加くださいますようご案内

させていただきます。 

教育長    ただ今の説明で、何か質問等はございませんか。 

教育長      それでは、（２）魂の書家金澤翔子～天使がこの世に降り立て     

ば～の開催について説明をお願いします。 

人権推進課参事 それでは、（２）魂の書家金澤翔子～天使がこの世に降り立てば～

の開催について説明を申し上げます。 

       ７月に台風の影響により開催を取り止めました第１回連続セミナー

を１２月２２日（土）午後２時から忍の里プララにおきまして実施い

たします。お問い合わせも多く、混雑が予想されるため、今回は往復

葉書でのお申し込みにさせていただきます。内容は変わらず、泰子さ

ん翔子さん親子にお越しいただき、席上揮毫とご講演いただきます。 

      ご多忙のことと存じますけれども、ご参加くださいますようご案内さ

せていただきます。 

教育長    ただ今の説明で、何かご質問等はございませんか。 

教育長    ぜひとも、良い天気でありますように、また安全にお願いいたしま

す。 

教育長    それでは、続きまして、（３）平成３０年第１４回（１１月定例）甲

賀市教育委員会について及び（４）平成３０年第１２回甲賀市教育委

員会委員協議会について、担当から連絡をお願いいたします。 

教育総務課長 連絡をさせていただきます。平成３０年第１４回（１１月定例）甲 

賀市教育委員会につきましては、１１月２６日（月）１５時から開  

催させていただく予定です。また、平成３０年第１２回甲賀市教育委

員会委員協議会につきましては、１１月１２日（月）１４時から開催

させていただく予定です。なお、委員会協議会のテーマといたしまし

ては、第３期甲賀市教育振興基本計画について、平成３０年度教育に

関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書の策
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定について、平成３０年度全国学力・学習状況調査結果の保護者向け

リーフレットについて、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。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どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

教育長    ありがとうございます。委員協議会の案件が非常に多くございます

が、どれも大事なものばかりでございますので、よろしくお願いいた

します。 

教育長    今日の予定は以上となりますが、課長の皆様や委員の皆様から特に 

何かございませんでしょうか。 

教育長    それでは、全ての案件が終了いたしましたので以上をもちまして、 

平成３０年第１３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〕 

 

 

 

 

              

 


