
 

 

 

 

令和３年６月定例会 資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長浜市教育委員会 



 

 



 

 

令和３年６月長浜市教育委員会定例会 議事日程 

 

令和３年６月２４日（木） 午後３時１５分～ 

長浜市役所５階 教育委員会室   

 

１．開 会 

 

２．議 事 

日程第１ 会議録署名委員指名 

 

日程第２ 会議録の承認 

５月定例会 

 

日程第３ 教育長の報告 

 

日程第４ 議案審議 

議案第２８号 臨時代理の承認について 

議案第２９号 学校運営協議会委員の任命について 

 

日程第５ 協議・報告事項 

（１）旧七尾小学校の利活用について 

 

日程第６ その他 

 

３．閉 会 

 

 

 

 

令和３年７月教育委員会定例会開催日程 ７月２９日（木） 午後１時３０分～ 

 

1



議案第２８号 

 

   臨時代理の承認について 

 

学校運営協議会委員の任命に係る令和３年４月定例会議案の訂正について、長浜市教育

委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則（平成 18年長浜市教育委員会規

則第６号）第２条の規定により下記のとおり臨時に代理したので、同規則第３条第１項第

２号の規定により教育委員会に報告し、承認を求める。 

 

令和３年６月２４日提出 

 

長浜市教育委員会 教育長 板山 英信   

 

 

記 

 

 

学校運営協議会委員の任命に係る令和３年４月定例会議案第２１号の訂正について、長

浜市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(平成 18年長浜市教育

委員会規則第６号)第２条の規定に基づき、臨時に代理する。 

 

令和３年６月１４日 

 

長浜市教育委員会 教育長 板山 英信   

 

 

訂正内容 

 ＜訂正前＞ ＜訂正後＞ 

学校名 長浜市立西浅井中学校 長浜市立西浅井中学校 

区分 保護者 保護者 

氏名 眞野 百合子 眞野 小百合 
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番号 学校名 人数 区分 氏名
長浜市立西浅井中学校 地域住民 岩谷　珠紀
長浜市立西浅井中学校 地域住民 大田　久衛
長浜市立西浅井中学校 地域住民 平尾　真弓
長浜市立西浅井中学校 地域住民 岩佐  欣子
長浜市立西浅井中学校 保護者 石田　剛寛
長浜市立西浅井中学校 地域住民 田中　正晴
長浜市立西浅井中学校 地域住民 平井　英二
長浜市立西浅井中学校 地域住民 山内　敏美
長浜市立西浅井中学校 保護者 眞野　百合子

訂正後

番号 学校名 人数 区分 氏名
長浜市立西浅井中学校 地域住民 岩谷　珠紀
長浜市立西浅井中学校 地域住民 大田　久衛
長浜市立西浅井中学校 地域住民 平尾　真弓
長浜市立西浅井中学校 地域住民 岩佐  欣子
長浜市立西浅井中学校 保護者 石田　剛寛
長浜市立西浅井中学校 地域住民 田中　正晴
長浜市立西浅井中学校 地域住民 平井　英二
長浜市立西浅井中学校 地域住民 山内　敏美
長浜市立西浅井中学校 保護者 眞野　小百合

訂正前

10 9

10 9
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議案第２９号 

 

   学校運営協議会委員の任命について 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第４７条の５第２

項及び長浜市立学校等における学校運営協議会の設置等に関する規則（平成 23年長浜市教

育委員会規則第２号）第６条の規定に基づき、学校運営協議会委員を次のとおり任命する

ことについて、委員会の議決を求める。 

 

令和３年６月２４日提出 

 

長浜市教育委員会 教育長 板山 英信   

 

 

 

 

  任命（案）   

 

長浜市立長浜小学校   地域住民  冬木 克彦 

   長浜市立余呉小中学校  保護者   武友 新吾 

  

 

 

 

 

 

  委員の任期は、令和３年６月２４日から令和４年３月３１日までとする。 
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追加前

番号 学校名 人数 区分 氏名

長浜市立長浜小学校 地域住民 漣　泰寿

長浜市立長浜小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 竹花　佑介

長浜市立長浜小学校 その他教育委員会が適当と認める者 山口　百博

長浜市立長浜小学校 地域住民 勝城　弘志

長浜市立長浜小学校 保護者 鈴木　厚志

長浜市立長浜小学校 地域住民 中川　由紀夫

長浜市立長浜小学校 保護者 久西　健司

長浜市立長浜小学校 保護者 中居　奈津子

長浜市立長浜小学校 保護者 野村　晃子

追加後

番号 学校名 人数 区分 氏名

長浜市立長浜小学校 地域住民 漣　泰寿

長浜市立長浜小学校 対象学校の運営に資する活動を行う者 竹花　佑介

長浜市立長浜小学校 その他教育委員会が適当と認める者 山口　百博

長浜市立長浜小学校 地域住民 勝城　弘志

長浜市立長浜小学校 保護者 鈴木　厚志

長浜市立長浜小学校 地域住民 中川　由紀夫

長浜市立長浜小学校 保護者 久西　健司

長浜市立長浜小学校 保護者 中居　奈津子

長浜市立長浜小学校 保護者 野村　晃子

長浜市立長浜小学校 地域住民 冬木　克彦

11 9

11 10
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追加前

番号 学校名 人数 区分 氏名

長浜市立余呉小中学校 地域住民 國友　喜代則

長浜市立余呉小中学校 地域住民 城楽　直

長浜市立余呉小中学校 地域住民 柏野　さゆり

長浜市立余呉小中学校 地域住民 武友　新一

長浜市立余呉小中学校 地域住民 植田　潤

長浜市立余呉小中学校 地域住民 織田 　しげみ

長浜市立余呉小中学校 地域住民 堀江　宏一

長浜市立余呉小中学校 地域住民 大澤　剛人

長浜市立余呉小中学校 地域住民 前川　和彦

長浜市立余呉小中学校 保護者 武友　邦彦

長浜市立余呉小中学校 その他教育委員会が適当と認める者 筑田　利美

追加後

番号 学校名 人数 区分 氏名

長浜市立余呉小中学校 地域住民 國友　喜代則

長浜市立余呉小中学校 地域住民 城楽　直

長浜市立余呉小中学校 地域住民 柏野　さゆり

長浜市立余呉小中学校 地域住民 武友　新一

長浜市立余呉小中学校 地域住民 植田　潤

長浜市立余呉小中学校 地域住民 織田 　しげみ

長浜市立余呉小中学校 地域住民 堀江　宏一

長浜市立余呉小中学校 地域住民 大澤　剛人

長浜市立余呉小中学校 地域住民 前川　和彦

長浜市立余呉小中学校 保護者 武友　邦彦

長浜市立余呉小中学校 その他教育委員会が適当と認める者 筑田　利美

長浜市立余呉小中学校 保護者 武友　新吾

35 11

35 12
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案件名 

旧七尾小学校の利活用について 

 

１ 公募経過 

   令和 3 年 3 月 5 日 旧七尾小学校施設利活用検討委員会（地元） 

  令和 3 年 3 月 25 日 第１回七尾小学校跡地活用プロポーザル選定委員会 

  令和 3 年 4 月 1 日～5 月 12 日 

公募型プロポーザル方式による公募（応募 2 者） 

   令和 3 年 5 月 21 日 第2回七尾小学校跡地活用プロポーザル選定委員会 

  令和 3 年 5 月 25 日 選定委員会から市長へ結果を答申 

  令和 3 年 6 月 10 日 優先交渉権者である長浜浪漫ビール㈱と仮契約締結 

 

２ 貸付けの相手方   滋賀県長浜市朝日町１４番１号 

長浜浪漫ビール株式会社 代表取締役 伊藤 啓 

 

３ 貸付内容            

 

 

４ 貸付期間      令和３年７月１日から令和１３年６月３０日まで 

 

５ 契約対象事案の概要   

 

 
 

  

 

旧七尾小学校跡地の土地、建物及び動産を一括で、 

10 年間の無償貸付を行う。 

ウイスキー樽の貯蔵及び熟成 

ウイスキー体験イベントの開催 

ウイスキーの製造事業 

<イメージ図> 

協議・報告事項（１） 
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