
事業名・担当課 全体事業概要 平成２４年度に向けての課題等

通学（通学路、通
学バス）関係
（教育総務課）

・スクールガード用ベストの作製

●耐震補強、大規模改修工事等 ●耐震補強・大規模改修等整備工事 工事費 ●耐震補強・大規模改修等整備工事

　・八日市北小学校　体育館改築工事 373,552,200 　・八日市北小学校　体育館改築工事　

　　　<竣工式５/１０>　

　 給食室解体　グランド整備

　・御園小学校耐震補強・大規模改修工事　

　２年次工事、普通教室棟、渡り廊下棟改修、運動場整備

　・御園小学校耐震補強・大規模改修工事 311,000,000 　（駐車場用地購入）

　・布引小学校耐震補強・大規模改修整備事業

　　　校舎棟耐震補強・大規模改修

　　　空調設備設置、太陽光発電設備設置

　　　EV・配膳室棟増築　　<１年次工事>

　・八日市北小学校空調設置工事

　・湖東第二小学校EV棟増築・空調設置工事 59,035,200 　　　空調設備設置、受電設備増設、屋外消火水槽の更新

　・能登川西小学校空調設置工事

　　　空調設備設置、受電設備増設、プールろ過器

　・能登川南小学校空調設置工事 54,708,150 　 　  井水ポンプ更新

　・蒲生北小学校空調設置工事

　・八日市南小学校旧校舎解体整備工事 166,984,650 　　　空調設備設置、受電設備増設

　・蒲生西小学校プール改築工事

　・能登川北小学校空調設置工事 12,127,500 　 プール改築、外周フェンス設置、更衣室便所改修

　　　EV棟増築　給食受入（給食室を配膳室に）改修

　・永源寺中学校体育館耐震補強、プール改築工事 134,391,600 　　　空調設備設置、受電設備増設

　・玉園中学校耐震補強・大規模改修.・武道場新築工事.

　　　管理教室棟耐震補強大規模改修

　　　空調設備設置

耐震診断調査や耐力度調査の結果を踏まえた小中
学校耐震補強等整備計画を基本に、施設の老朽
度、築後の経過年数、施設の統廃合見通し等を総
合的に勘案し、義務教育施設等の整備計画を策
定、整備を行っている。

　　　体育館耐震補強工事

　　　空調設備設置

　　　校舎棟・体育館・プール等解体、跡地整地等

　　　空調設備設置

　　　渡り廊下改修、老朽個所補修

　　　来客用玄関増築　S造 平屋　延床面積 29㎡

　　　EV棟増築　PC造 3階　延床面積32㎡

　　　空調設備設置

　　　EV･配膳室棟増築　S造 3階　延床面積186㎡）

　　　多目的トイレ各階設置、車両進入スロープ移設

　　　プール改築　25m ６コース

　　　給食室等解体、運動場整備、水路付替等

　　　校舎棟耐震補強・大規模改修（2,685㎡）

　　　　教育委員会　主要事業実績調書（平成２３年度）

平成２３年度事業実績

義務教育施設等
整備事業

（学校施設課） 　　　体育館改築　RC２階一部S造　延床面積1,509㎡

　　　空調設備設置、太陽光発電設備設置

・交通安全啓発用看板を作成し、各小学校に配布

・旧市町から引き継がれている通学バス、通学補
助の見直し
・児童生徒が安全に通学できるよう通学路の安全
対策

・通学バス　五個荘地区…平成24年7月末で廃止
　　　　　　　　　　　　廃止についての説明会を実施
　　　　　　　　　　　　代替案として路線バス、ちょこっとタクシ
　　　　　　　　　　　　ーの利用、または徒歩での対応
　　　　　　能登川地区…平成25年3月末で廃止
　　　　　　　　　　　　スクールバス廃止について説明会を実施
　　　　　　　　　　　　代替案としてちょこっとバスの利用

・五個荘地区…登校時のちょこっとタクシー利用に
　　　　　　　ついては、時刻改正が必要なため１
　　　　　　　学期間はスクールバスを運行、通学
　　　　　　　方法について保護者との協議が必要
・能登川地区…25年度以降の通学方法につい
　　　　　　　て保護者への説明、協議が必要
　　　　　　　ちょこっとバス（タクシー）につい
　　　　　　　ては路線検討が必要

・通学路安全対策については、市内各学校ＰＴＡ等から提出される通学
路の改善要望について道路管理者等関連部署と協議し対応

・通学路の安全対策について、ソフト、ハード面での
整備が必要

　　　太陽光発電施設設置

　　　EV・配膳室棟増築　S造 3階　延床面積155㎡
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事業名・担当課 全体事業概要 平成２４年度に向けての課題等平成２３年度事業実績

　・聖徳中学校EV棟増築工事 66,362,100 　　　EV・配膳室棟増築、防水改修、便所改修

　　　体育館耐震補強・大規模改修

　　　武道場新築　鉄骨平屋建　便所更衣室設置

　　　太陽光発電設備設置

　・朝桜中学校EV棟増築・空調設置工事 132,884,850 　・船岡中学校校舎改築工事  <起工式6/28>

　　　校舎改築　PC造3階建て、技術科棟S造１階建て　

　　　空調設備設置、太陽光発電施設、EV

　・湖東中学校配膳室増築工事 19,005,000 　　　運動場･テニスコート整備　外構工事

　・聖徳中学校空調設置工事

　　　空調設備設置、受電設備、屋上防水シート改修

●耐震補強・大規模改修等整備設計業務 設計費 　　　校舎棟不良個所改修

　・布引小学校耐震補強・大規模改修設計業務 8,295,000 　・永源寺中学校空調設置工事

　　　空調設備設置、受電設備、校舎不良個所改修

　・能登川中学校空調設置工事

　　　空調設備設置、受電設備

　・八日市北,能登川西,蒲生北小空調設置設計業務 2,317,350 　 井水ポンプ更新、配管改修、非常放送設備改修等

　・玉園中学校耐震補強・大規模改修設計業務委託 11,500,650 ●耐震補強・大規模改修等整備設計業務

　・湖東第三小学校大規模改修設計業務

　　　空調設備設置、受電設備増設、太陽光発電設置

　　　EV・配膳室棟増築

　・玉緒、市原、山上小空調設置設計業務

　・能登川東小学校倉庫耐震診断

　・船岡中学校校舎改築設計業務委託 21,036,750 　・玉緒小学校耐力度調査　

　・五個荘中学校改築詳細設計業務委託

　　　校舎改築（図書館併設）　PC造3階建て

　　　空調設備設置、太陽光発電施設

　　　体育館改築（武道場、技術室併設）

　・五個荘中学校改築基本設計業務委託 3,979,500 　　　プール改築

　　　運動場･テニスコート整備

　　　現校舎、現体育館、現プール解体

　　   現学校給食センター解体

　・聖徳、能登川、永源寺中学校空調設置設計業務 3,042,900

義務教育施設等
整備事業

（学校施設課）

　　　外構工事

　　　聖徳、能登川、永源寺中学校学校空調設置

　　　運動場･テニスコート整備

　　　現校舎、現体育館、現プール、現学校給食センター解体

　　　体育館改築（武道場、技術室併設）

　　　武道場新築　鉄骨平屋建　約500㎡

　　　校舎改築　PC造3階建て　延床面積

　　　空調設備設置、太陽光発電施設

　　　EV・配膳室棟増築

　　　体育館（s46）耐震補強・大規模改修

　　　プール改築

　　　校舎改築（図書館併設）　PC造3階建て

　　　空調設備設置、太陽光発電施設

　　　運動場･テニスコート整備

　　　外構工事、幼児施設用地確保

　　　配膳室設置（S増平屋　１階新設、2階～３階改修）

　　　校舎棟耐震補強・大規模改修

　　　EV・配膳室棟増築　S造３階　延床面積　　㎡

　　　空調設備設置・自転車庫移設

　　　管理・特別教室棟　耐震補強・大規模改修

　　　空調設備設置、太陽光発電設備設置

　　　空調設備設置、太陽光発電設備設置

　　　EV・配膳室棟増築

　　　八日市北、能登川西、蒲生北小学校空調設置

　　　各階多目的トイレ設置

　　　体育館壁面改修

　　　EV・配膳室棟増築　S造３階　延床面積　　㎡
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事業名・担当課 全体事業概要 平成２４年度に向けての課題等平成２３年度事業実績

●蒲生学校給食センター新築工事 ●蒲生学校給食センター新築工事

　排水対策工事、調整池設置等（設計業務・工事）

●（仮称）湖東学校給食センター設計業務

センター新築、鉄骨造２階建て

　・蒲生給食センター新築（6,000食規模） 1,209,444,600 　　　ドライシステム、炊飯施設

　　　アレルギー食対応調理室、エレベーター

　　　生ゴミ処理機、太陽光発電設置、見学通路等

英語指導助手
(ALT)派遣事業
（学校教育課）

　中学校における外国語（英語）教育の充実のた
め、平成18年度後期より中学校1校につき1名の
ＡＬＴ配置が完了している。
　小学校においては、英語に親しませる目的で実
施される外国語活動の充実のため、小学校専属Ａ
ＬＴならびに中学校配置ＡＬＴを各小学校へ派遣
する。

　小学校専属ＡＬＴの勤務時間を検討することが必要
である。また、担任とのティーム・ティーチングを効
果的に行うための打合せや研修の持ち方についても検
討する必要がある。

通級指導教室の増
設
（学校教育課）

　対象となる幼児児童生徒が年々増えているの
で、それぞれの教室の増設を行うとともに、早期
発見・早期対応と効果的な運営を進めていく。

　八日市南小学校（言語障がい・発達障がい）、五個荘小学校（発達障
がい）、山上小学校（発達障がい）と蒲生北小学校（発達障がい）の４
教室を開設し、あわせて94名の児童に通級指導を行った。
　通常の学級で概ね学習活動ができるものの、発音の課題、学習情報の
入力の困難、対人関係の困難などの個々の子どもに適した課題解決の力
をつけることを目指して取り組んだ。通級児童の保護者、担任、在籍校
校内委員会等に児童の状況と環境設定の方法などを伝え、支援が継続さ
れるようコンサルテーションに努め成果を得てきた。

　平成22年度から、山上小学校と蒲生北小学校の2教
室が開設され、この2教室の運営のために、設備・備
品等をさらに充実させる必要がある。1教室が担う通
級児童の数が適正化されるので、通級児童への支援を
通した各校へのコンサルテーションの充実、通常の学
級への有効な支援方法についての発信など、4教室が
連携して効果的に運営できる方策を検討する必要があ
る。

『三方よし』実行
プラン

（学校教育課）

　『「子ども」と「大人」が共に輝き合う生き方
をしよう』を中心テーマとし、「子ども」も「大
人」も共に育っていく「共育ち」を掲げている。
また、本市の　伝統文化としての近江商人の経営
理念である「三方よし」を生かし、「自分よし・
相手よし・社会よし」と受け止め、自分だけでな
く常に相手のことを考え、さらに社会全体のこと
を考え行動できる市民となるよう、めざす市民の
姿として『三方よしの実践』を掲げている。
　各学校では、『三方よし』の理念をもとに、活
力ある教育活動の展開や地域と共に歩む学校づく
りの推進、確かな学力の向上、自然環境の保全や
伝統文化の継承、豊かな心と健やかな体を育てる
学校教育に積極的に取り組み、特色ある教育活動
の推進を図る。

『東近江市「人づくり」プラン』の推進
　学校教育において、「三方よしが実行できる子」を、めざす子どもの
姿とし、教育活動を展開してきた。また、保護者にも『三方よし』の理
念を広く知らせるため、各校において、学校だよりなどに具体的な子ど
もの姿を掲載するなどした。
　三方よしの理念のもとに、小中学校において特色ある教育活動が実施
できた。また、ＩＣＴを活用した授業改善推進事業に取り組み、学習意
欲や理解の向上に一定の成果が見られた。

　より特色ある学校教育活動を推進し、我が校の風、
校風づくりを進める。また、その取り組みを、保護者
だけでなく、広く広報するなどし、保護者・地域・学
校が一体となった子育て・人づくりを推進するととも
に、取り組のみ活性化や各校が切磋琢磨する一助とす
る。
　ＩＣＴの活用利点を生かした授業づくりと体験的な
活動の充実を秤り、年次計画で全校全学級への拡大を
検討する。

　　　S造2階建て 延べ床面積　約3,000㎡

　　　ドライシステム、炊飯施設、アレルギー食対応調理室

　　　生ゴミ処理機、太陽光発電設置

　中学校配置ＡＬＴ９名は、各中学校の英語科教員とのティーム・
ティーチングや学校行事への参加、英語掲示板などによる文化的交流を
行った。中学校における英語教育の充実とともに、国際理解教育の推進
が図れた。
　小学校専属ＡＬＴ３名および中学校配置ＡＬＴのうち４名を年間計画
に基づいて担当小学校（中学校ＡＬＴについては、校区の小学校を基本
とする）に派遣することにより、小学校における外国語活動の充実が図
れた。
　平成２３年度は、市内各小学校の５、６年生の学級で、ＡＬＴと担任
によるティーム・ティーチングが、年間３５時間実施できた。

学校給食センター
整備事業

（学校施設課）

市立保育園、幼稚園、小学校、中学校の完全給
食の実施と給食センター化に対応するため、学
校給食センター整備計画に基づき、３箇所の学
校給食センターを計画的に整備する。

調理能力6,000食の蒲生学校給食センターを新築し、幼稚園、中学
校の完全給食の実施と整備を進めている小学校の給食センター化を
図る。
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事業名・担当課 全体事業概要 平成２４年度に向けての課題等平成２３年度事業実績

児童生徒成長支援事業

（児童生徒成長支援室）

【教職員研修事業】…校内研究活性化研修と悉皆
研修の実施
・研修会・講座を通して幼児・児童・生徒理解を
深め，教職員の資質向上と授業力・指導力の向上
を図るための研修活動を推進する。
【調査研究事業】
・学校・園における子どもをとりまく今日的課題
に関して，子ども支援と教職員の資質向上のため
の基礎的・実証的な調査研究を行い，成果を広く
提供していく→研究発表大会（１月５日：冬季休
業中）
・教育の情報化に関する研究
【教育研究支援・奨励事業】
○学校・園教育の充実・発展に向け，校・園教育
研究やグループ・個人研究を支援奨励する。
①個人・グループ研究の募集と表彰
・各校園の教育研究および個人・グループでの寄
稿を募集，奨励する。

【教職員研修事業】　　人数は延べ人数、（　）は２２年度数
初任者研修：４回 １６２人(７０人）　校内研究活性化研修：４回１２
４人（１２８人）　ライフステージ研修：５回８７人（１０７人）　教
育相談講座：２回１８６人（１５６人）　夏季管理職研修９４人（１１
９人）　保育力アップ講座：５回３６０人（３５５人）　情報教育講
座：２回８５人（１１５人）　小学校外国語活動講座：１回４８人（５
５人）　特別支援教育講座：２回２３７人（３１９人）　スキルアップ
講座：４回２４５人（３３５人）　授業力アップ講座：５回２８４人
（３３６人）　ＣＳＴ理科実験講座　３回　１６名

【調査研究事業】
　「探究活動を生かした社会科地理学習の授業のあり方」
～電子黒板とルーブリックを取り入れた授業を通して～
　
【教育研究支援・奨励事業】　　教育研究所研究発表大会・教育講演会
７０８人(５７０人)  応募者個人６５本　グループ５本　１２６人参
加：全員表彰

【啓発事業】　　研究所だより１２号　小・中学校校内研究の紹介　教
育研究所ホームページの作成

【コンピュータ教材開発推進委員会】全体：５回　校務支援部会：３回
デジタルコンテンツ作成部会：４回，電子黒板活用部会４回，授業研究
会：中学校(技術科），小学校（算数科）

【郷土学習資料活用研究】　小学校３,４年社会科郷土学習資料集「わ
たしたちの東近江市」活用委員会：５回
（動画コンテンツ・・静止画コンテンツの一部完成）

・研究所で審査講評し，表彰は２月定例教育委員会終了
後行い，広く市民に広報する。
・「所報」の刊行
【啓発事業】
○教育委員会・市内保育・幼稚園・小中学校間の連携，
保育・教育活動・教育情報の共有化を図るため広報活動
をする。
①「研究所だより」の発行　等
②各小・中学校教育実践の紹介（人づくりプラン等）
 ・本庁および，アピア情報プラザ・図書館等にてパネル
展示し一般公開する。　インターネット及び各学校ホー
ムページの充実により廃止視野
③教育研究所ホームページの作成

教育研究所管理運
営事業
（教育研究所）

　「児童生徒成長支援教室」では、学校へ行きた
くても行けない状況にある児童・生徒の心をとき
ほぐし、個別的関わり・小集団での関わりの仲
で、体験活動などを通して集団生活への適応能力
を高め、学校生活に復帰できるよう支援する。
　「児童生徒成長支援教室」
　・オアシス教室（ハローワーク西隣）
　・さわやか教室（能登川支所内）
　・チャレンジ教室（蒲生体育館内）

　「児童生徒成長支援教室」では、個々の通室生にあった支援の方法を
考え、学校や家庭との連携を図りながら支援していくことができた。
　また、児童・生徒が自分自身に対する自信を高め、学校復帰が一日で
も早くできるようなプログラム作りに努めることができた。

　多様化する課題への対応や個に応じたきめ細かな支
援のために、支援員研修のさらなる充実を図る必要が
ある。
　学校と児童生徒成長支援室が、共通理解の下で、そ
れぞれの役割が果たせるように連携を深める必要があ
る。
　市内に３つの支援教室が設置されてから３年が経過
したが、それぞれの実状に即した支援教室の設置場
所・運営等の検討が必要である。
　教育相談関係との連携を図っていくことが重要であ
る。

○教職員の資質向上・授業力向上を図るため，保育所
保育指針・幼稚園教育要領，小学校・中学校の「学習
指導要領」の方向性と具体的内容を見定め，事業展開
を行う。
・東近江市「人づくりプラン」の「学校（園）力向
上」に関する施策を市内保育園・幼稚園，小・中学校
の全教育活動に根付かせる事業の推進を行う。

・校内研究サポート研修の新設
　※教育実践の質を高める取り組みとして，公開授業
や授業研究会等の校内における研修，すなわち校内授
業研究を充実させるため，授業観察・評価を生かした
授業改善の進め方とともに，効果的な授業研究・研修
を行うための企画・運営の方法について研修を行い，
授業改善を組織的に推進するリーダーとしての資質・
能力の向上を図る。

・ＩＣＴ推進委員会の設置
　※東近江市教育ネットワークの構築に伴い，その利
用法の研究と，各学校でのコンピュータを使った授業
の研究や教材開発を推進していく。今後、急速に進む
と思われる情報機器の校務支援のあり方、，授業場面
でのデジタル機器の活用と教材開発，電子黒板の活用
を中心としたＩＣＴ教育の推進を中心に活動する。

・小学校３，４年社会科郷土学習資料集「わたしたち
の東近江市」（改訂版）のデジタルコンテンツの作成
及び活用と検証
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事業名・担当課 全体事業概要 平成２４年度に向けての課題等平成２３年度事業実績

教育研究所管理運
営事業
（教育研究所）

【コンピュータ教材開発】
＜ＩＣＴ推進委員会＞
①教育ネットの活用を推進する。（デスクネッツとネッ
トコモンズの活用）
②小・中学校でのコンピュータを使った授業や教材の研
究及び動画コンテンツの開発を推進する。

【社会科郷土学習資料活用研究】
・小学校3,4年社会科郷土学習資料「わたしたちの
東近江市」（改訂版）のデジタルコンテンツ版作
成

少年センター
（生涯学習課）

青少年がたくましく・健やかに育つよう、非行防
止と早期に非行の芽を摘み、立ち直りを支援する
ための取り組みを行っている。また、「あすくる
東近江」では問題を抱えた青少年の立ち直りを支
援している。

変質者、不審者も多く発生することから登下校時パトロール等活動実施
した。また「あすくる東近江」も定着し立ち直りに励む青少年も少なく
ない。

・少年センター事業運営の支援を引き続き実施する
が、分担金及び愛知川分室の有り方について今後とも
愛荘町との協議が必要である。
・事務所移転について検討する。

生涯学習による人づくり、まちづくりの指針とな
る「東近江市人づくりプラン ― 学びを生かし 分
かちあう まちづくり ―」を推進する。

市民や職員へプランの周知を図った。職員に対しては、プランの理解を
深めるため、研修会を実施した。
「地域の教育力の向上」という観点で、4地区（平田、玉緒、建部、愛
東）で市民向けの講演を行った。
学習情報の一元化を進め、学習情報紙を２回発行した。

人づくりプランに沿った事業の展開。

東近江市民大学
（生涯学習課）

【講師陣】　井村裕夫（市民大学学長）　加藤諦三（早稲田大学名誉教
授）　宮本隆治（フリーアナウンサー）　米良美一（歌手）　宇津木妙
子（女子ソフトボール監督）　青山繁晴（独立総合研究所代表取締役社
長兼・主席研究員）

東近江市青少年育
成市民会議
（生涯学習課）

「地域の子どもは地域で守り育てる運動」の拡充
のため、関係機関・団体との連携を図るととも
に、青少年の非行防止、青少年の社会活動への支
援、青少年を取り巻く社会環境の浄化、明るい家
庭づくり等、時勢に照らし合わせて地域の実情に
即した運動を展開する。

市委託事業である初発型非行防止対策事業については、年間193回の
パトロール活動を実施した。また、子ども110番事業として、市内
1,447箇所を「子ども110の家」として指定する等子どもの安全対策
に努めた。また、第4回青少年育成大会を開催する中で、青少年育成の
重要性を広く周知した。身近な活動としては、あいさつ運動や声かけ運
動など地域に根ざした運動を展開した。他に「青少年を守る店」の指
定、広報紙の発行（年２回）を行った。

本部及び支部の事業並びに組織体制がようやく軌道に
のってきた。今後さらに本部、支部における活動・運
営の連携をはかる中で、時宜にかなった事業を推進し
ていくことが必要である。

市立コミュニティ
センター管理運営
事業
（生涯学習課）

地域における人と人とのつながりを大切にし、住
民の社会への参画を促すとともに人々の学びを生
かし、市民と行政の協働によるまちづくりを推進
する、生涯学習や住民活動の拠点施設として、各
種事業を展開。また、地域住民活動の拠点施設と
して、まちづくり協議会の指定管理者制度導入を
推進する。

. 人づくりプランを推進する地域の拠点施設としての確
立と指定管理者制度の導入に向けた協議を推進する。
また、永源寺及び五個荘コミュニティセンターの移設
について、地域の合意を得ながら進める。

東近江市人づくり
プランの推進
（生涯学習課）

自ら教養を高め、人間性にみがきをかける生涯学
習の場として、高校生以上を対象に開校。

企画・運営については、運営委員として２０人
の市民ボランティアが参加。

６月～１０月の間に６講座開催。　受講生395人　聴講生等142人
延べ受講者数　1,972人

　講師陣の人選（アカデミックさを保持しながらも、
いかに知名度の高い、また市民の求める旬である講師
陣を選択することが課題）
　受講生増に向けた取り組み。
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事業名・担当課 全体事業概要 平成２４年度に向けての課題等平成２３年度事業実績

キツツキコース（２泊３日、小学３～４年生） ６０名

フクロウコース（３泊４日、小学４～５年生） ５０名

イヌワシコース（小学６年～中学生） ２０名

支援協力者、実行委員スタッフ、保健リーダー、青年リーダー ７９名

平成１９年度に策定された東近江市子ども読書活
動推進計画が計画通り、進行するように、家庭・
地域・学校・図書館などが、それぞれが担う役割
を再認識するとともに連携・協力を深めながら積
極的な活動を展開する。

子ども読書活動推進委員会を年間３回開催して、東近江市子ども読書活
動推進計画の進捗状況を確認し、成果と課題を交流した。

今年度が東近江市子ども読書活動推進計画５年目で最
終年度となる。５年間の成果と課題を明らかにすると
ともに、次期計画を策定することが必要である。

各地区の地域教育協議会で体験活動の機会や居場所づ
くりに取り組んでいるが、多くの大人に関わってもら
えるように、そして体験活動の質を高められるように
指導が必要である。また、通学合宿などの宿泊体験活
動がさらに広まることを重点として取り組む。

教育支援活動促進
事業
学校支援地域本部
放課後子ども教室
家庭教育支援
（生涯学習課）

学校・家庭・地域・企業が一体となって、「家庭
教育力の向上」と「地域教育力の向上」に向け、
社会全体で子どもの育ちを支える環境づくりを進
めるため「子どもを育む地域・家庭教育力推進事
業」を展開する。

今年度新たに学校支援地域本部事業を実施した湖東第二小学校では、年
間延べ50回(昨年度6回)、250人(昨年度33人)の方が学校支援ボラン
ティアとして活躍していただいた。蒲生地区では、まちづくり協議会と
の連携が成功事例として報告されている。蒲生と五個荘の放課後子ども
教室は、コミュニティーセンターと地域の先生が連携して、フェスティ
バルを行うなど発展的な取組が行われた。家庭教育支援は、短時間の学
習会や親子対象の学習会などの実践が蓄積できた。

対象地区が限定されている。地域教育協議会で交流を
しているが、事業の成果(ノウハウ)を市域にどう広げ
ていくかが、課題である。学校支援地域本部は、今年
度5本部に増やしたが、来年度は、市域を網羅するた
め9本部に増やすのか、現行維持(縮小)でモデル事業
として行うのか、検討を進めることが大切である。
家庭教育支援活動は、PTAやコミュニティーセン
ターとより連携を深めることが大切である。

子ども読書活動の
推進
（生涯学習課）

二部、二十歳のつどいは、各地区（７会場）に分かれて、交流や親睦を
深める場として開催。

 対象者１，２９３名　式典参加者　　　　　　３４１名（2６.４％）

　　　　　　　　二十歳のつどい参加者　１，０３４名（８０.０％）

地域教育協議会
いきいき子ども塾
（生涯学習課）

東近江市地域教育協議会を核に、１４地区の地域
教育協議会との連携を図りながら「地域の子ども
は、地域で育てる」を合い言葉に、地域の教育力
や家庭の教育力を高めるとともに、子どもたちの
「生きる力」を育むための事業を実施する。

学校、家庭、地域がそれぞれの役割を果たしながら、三者がお互いに連
携し子どもたちがいきいきと育つ環境づくりに努め、体験活動の場を提
供し子どもの居場所づくりを行った。各地区のいきいき子ども塾の活動
の様子を逐次市のホームページに掲載した。
また、学校支援地域本部や家庭教育支援活動との連携協力を深めた。

東近江“やまの
子”キャンプ事業
（生涯学習課）

市内の小学３年生～中学生を対象に、市内の恵ま
れた自然環境を利用して、地域の自然のすばらし
さを再発見するとともに、自然の中で遊ぶ方法、
キャンプの基本的な技術、隠れている危険を体験
を通じて学ぶ。
また、異年齢の多くの人の中で集団生活をするこ
とによって「自立（自律）、協調性」を養う。

市内の児童・生徒が、愛郷の森キャンプ場において自炊活動、森の中で
のゲーム、川遊び等の自然体験活動や集団生活を通じて、自主的、協調
性、チャレンジ精神、自然を大切にする心を培うことができた。

募集定員に対し希望者が多く、受け入れ態勢の拡充・
実施方法等が課題である。

東近江市成人式
（生涯学習課）

一部　記念式典、二部　二十歳のつどいの二部構
成で実施。
・記念式典
　　会　場　八日市文化芸術会館
　　内　容　記念式典、20畳大凧の飛揚
・二十歳のつどいは、各地区ごとに実施

新成人の希望を取り入れ、平成19年から日曜日開催とした。 会場の規模等により一部、二部形式で実施する。
今後も記念式典のあり方（厳粛な雰囲気の中で成人と
しての自覚と抱負を持つ場づくり）、地域みんなで祝
い開催する雰囲気・及び体制づくり（例えばまちづく
り協議会の参画）等が課題となる。

一部記念式典、厳粛な雰囲気の中で、成人としての自覚と抱負を持つ場
として開催（会場文化芸術会館）。

家族ふれあいサン
デー
（生涯学習課）

青少年の健全育成のために家族（家庭）の果たす
役割を認識し、家族の大切さを呼びかけ、親子の
きずなを深めるとともに、改めて家族や家庭の関
係について考える日として、毎月第３日曜日を
「家族ふれあいサンデー」と定め、市民運動とし
て推進する。

家族ふれあいサンデーを推進するため、「家族ふれあいカード」を発行
し、毎月第３日曜日に「家族ふれあいカード」を提示することにより、
市内の施設１８ヶ所とちょこっとバスで優待のサービスが受けられるよ
うにした。ケーブルTV，広報でPＲし、利用を促進したことと、民間
の施設が加わったことにより、利用も着実に伸びてきている。

今後も利用の拡大に向けて家族がふれあえる施設を検
討するとともに、市全体の事業として施設の優待サー
ビスだけではなくイベント等と組み合わせて実施して
いく。
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事業名・担当課 全体事業概要 平成２４年度に向けての課題等平成２３年度事業実績

東近江市民ギャラ
リー
（生涯学習課）

　文化・芸術の鑑賞と発表の機会を提供すること
を目的に、市役所１階談話室に壁面等を利用した
市民ギャラリーを設置。壁面とガラスケース内に
展示している。8名の運営委員によって運営。文
化・芸術の鑑賞と発表の機会を提供し、市民に感
心をもってもらう。

　運営委員会において作成した募集要項により、3～4月に展示者の募
集を行い、締め切り後の運営委員会において、展示者と展示期間の調整
を行った。35名の応募があり、28回の展示を行った。また、今年は八
日市駅ホールにおいて運営委員による展示会も開催。

　希望者が多く、開催回数と１団体当たりの展示日数
を考慮した割り振りが必要。

茂山狂言鑑賞会
（生涯学習課）

　約600年の歴史を持つ日本の伝統芸術である狂
言を気軽に鑑賞できる機会を提供。茂山狂言の鑑
賞だけでなく、青少年に古典に親しむ機会を提供
するため、小中学校に出向き、ワークショップを
開催している。
　会場：文化学習センター

おうみ狂言図鑑2012
　2月１2日（日）　　　入場者数　240人
　演目：古典「清水」　新作「信楽たぬきの変身」
ワークショップ
　1月１2日（木）　五個荘小学校　　155人
　1月24日（火）　蒲生東小学校　　　54人　 市原小学校　　16人
　1月26日（木）　湖東第一小学校    33人　愛東南小学校　　23人

　狂言ファンも増加傾向にあり、開催を楽しみにして
いる声が多く寄せられている。数年来、他団体との共
催で開催しており、今後も共催が望ましい。

東近江市美術展覧
会
（生涯学習課）

会　　期：第1期【洋画・彫刻彫塑・書】
　　　　　第2期【日本画・美術工芸・写真】
会　　場：八日市文化芸術会館　展示室
応募資格：市内在住・在勤・在学者及び次の地域
　　　　（近江八幡市、日野町、竜王町、
　　　　　愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、
　　　　　彦根市、 甲賀市）の在住者（中学生
　　　　　以下は除く）
応募作品：日本画、洋画、彫刻彫塑、美術工芸、
書、
　　　　　写真の６部門
出品料　：1,000円（高校生500円）
実行委員・審査員
　　　　　部門毎に実行委員と審査員を各１名設
定。

第１期：10月19日（水）～10月23日（日）【洋画・彫刻彫塑・書】
第２期：10月26日（水）～10月30日（日）【日本画・美術工芸・
　　　　　写真】
応募出品数・入賞作品数
　応募258点のうち入賞作品は、市展賞6点、特選15点、佳作21点
　入場者数：1,634人
　
　

　審査員の人選については、募集地域外の人が望まし
い。　24年度は8回目の開催になることから、無鑑査
制度導入の検討も必要。

蒲生野短歌会
（生涯学習課）

　船岡山万葉歌碑を中心とした一帯は、万葉集巻
一に収録されている額田王と大海人皇子との相聞
歌がかわされたと伝えられる地であることから、
かつての万葉ロマンに想いをはせ、幅広い世代へ
短歌を通じた新しい文化創造活動を促進するた
め、短歌を募集する。

　昨年までの中・高生の部を、中学生、高校生各部に分けた。万葉まつ
りが行われなくなったにもかかわらず、昨年並みの応募があった。表彰
式を芸術文化祭の鑑賞イベントと同日に開催し、集客をはかった。
　　小学生の部　471人（471首）　中学生の部　803人（803首）
　　高校生の部　336人（336首）　一般の部　142人（282首）
　　相聞歌の部　   24人　（36首）　合計 　1,776人（1,928首）

　万葉まつりがなくなり、短歌会単独の実施となった
ことから、受賞者表彰式の実施方法について他事業と
の連携が必要である。また、単独予算がないため、芸
術文化祭事業の中で実施する。

東近江市芸術文化
祭（生涯学習課）

　各地区文化協会から選出の実行委員１４名を中
心に、事業の企画、運営を行う。参加事業を公募
することにより、市民参加を促進する。ホールや
展示室の活用による芸術鑑賞や芸能発表の場とし
て「芸能フェスティバル」を開催する。

参加事業数：催し 18団体、展示14団体
イベントの実施日、入場者数は以下のとおり
　・10月15日　歌謡曲を新世代ハードロックで歌うダルマセブン」
100人
　・10月26日　ジャズコンサートOkamoto Island featuring　 350
人
　・11月20日　人形劇「ピノキオ」330人
　・11月23日　芸能フェスティバル」650名

　予算削減や集客効果を鑑み、主催事業のあり方につ
いて見直しが必要。他事業との共催による経費の軽減
化、集客力の向上に努める必要がある。文芸会館事業
との連携強化が必要。
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事業名・担当課 全体事業概要 平成２４年度に向けての課題等平成２３年度事業実績

◇企画展事業年6回開催。

【主要な企画展】

地域住民や来館者の方に地域の豊かな歴史・文化
や環境を知り、愛着を持ってもらうために、近江
商人と近江商人を育んだこの地域のことをテーマ
とした普及事業を行う。

・東近江市博物館グループは、平成２５年４月に組
織・施設を一体化し、効率的な管理運営体制に改変す
ることを目標としている。このため、探検の殿堂・近
江商人博物館を改修工事し、博物館の設置条例を改変
して、近江商人博物館に博物館事務局を集約して、探
検の殿堂への東近江市教育研究所を併設する。ガリ版
伝承館と野口謙蔵記念館を平成２６年度に地域の団体
に施設管理を委譲する。湖東歴民は収蔵庫・体験施設

近江商人博物館運
営事業
（生涯学習課）

「高越甚日本画展」（4月2９日～6月１２日）入場者　1６６０人/3
９日

「東近江市平成の巧展Ⅱ」（６月１９日～７月１８日）入場者９０９人
／２６日

「もっと知りたい！東近江市・地域の発展に尽くした人々介展」（７月３１日～

能登川博物館
民具による脳力活
性化事業
（生涯学習課）

能登川博物館所蔵の民具を活用した回想療法で、
主に民具や写真を使って、高齢者の方々に昔の記
憶を呼び戻してもらう。昔の記憶を語ったり道具
に触れたりすることで、脳を刺激・活性化し、認
知症をはじめとする介護予防に役立てる。

回想法に活用できる貸出資料の整理
回想法セットの貸し出し５２回　利用者数1,007人

回想法セットの貸出等、「回想法」は市内において周
知されてきているが、より一層の利用を図るために市
内の自治会や福祉関係施設に、民具を使った回想法の
PRを実施していく。

能登川博物館管理
運営事業
（生涯学習課）

博物館の自主活動で、東近江市に関する人文系・
自然史系の展示を実施し、東近江市の郷土再発見
のきっかけ作りの機会を創出する。

企画展５回（「水と暮らす」他）　入館者数6,330人 平成25年度の博物館グループの組織統合に向けて、
事業の見直し及び、常設展示の新設を企画している。
スリムな組織体であっても地域の各小学校の学習や市
民の地域学習のニーズに応えるため、新たに教育支援
ボランティアを養成するための事業を試行する年とし
たい。　　　　　　収蔵資料のデータベース化及び、
収蔵施設の見直しが急務である。

体験学習（「猪子山探検」他）26回参加者数９９３人

博物館見学　１１校　６９７人

博物館出前授業　２校　１６０人　ほか他所にてイベント参加

レンタルギャラリー　１１団体　入館者数７,９４０人

新収蔵資料（寄贈）１３件　５７点

文化振興施設
指定管理事業
（生涯学習課）

八日市文化芸術会館
あかね文化ホール
やわらぎホール

年間利用者数　76,890人　　施設使用料    5,625,158円
年間利用者数　19,999人　　施設使用料      453,360円
年間利用者数　41,655人　　施設使用料    1,317,423円

　実施時期や内容が重複しないよう、各施設との連携
をとる。

西堀榮三郎記念探
検の殿堂運営
（生涯学習課）

科学的な実体験を通じ、生きた知識を身につける
ことが大切であることを体得させる、そのため
に、特に青少年を対象にした事業を行う。

１．展示事業（自主・連携）
２．活動・イベント事業（自主・連携）
　①フィールド：五感を使って身体全体で実感し
（感じる力を伸ばす）、自然から学ぶ、行動力や
実践力
　②実験・工作教室：手先と頭のバランス感覚を
養い、必要なものを自らが作り出す
　③ロボット教育：新しい科学技術を積極的に試
み、現状分析能力、課題克服能力、理論構築力、
創造力、コミュニケーション能力など、人間力を
向上させる
３．学校、特にＰＴＡ活動や子ども会への協力

１．企画展「お蚕さん、宇宙へ行く！？」ほか７件　８，０４５名
２．連携企画「命を守るための防災カルタ展」ほか２件（観覧数は１の
実績に含む）
３．〔自主〕活動・イベント事業
　　　①フィールド活動３回・３３名
　　　②実験・工作活動２０回・１８５名
　　　③講演会ほか５回・１３７名
　　　④出前講座・出展1４回・８５８名
４．〔自主〕ロボット教育（展示を除く）
　　　①科学探検隊ｺｺﾛﾎ゙２０回＋自主練習２５回・１，１３０名
　　　②小学校クラブ活動支援７回
５．〔連携〕活動・イベント事業
　　　①無線倶楽部・毎週土曜日＋大凧祭り他　３５９名
　　　②ココロボ２　２２回・２８１名
　　　③京都技術士会　１回・１９１名
６．館内体験　常時（ダイヤモンドダスト実験、ほか）
７．家族ふれあいサンデー利用者８８名

西堀榮三郎の功績をたたえるのではなく、西堀イズム
（ものの見方・考え方など）に学ぶ展示、様々な人や
団体と連携することで広い視点でものごとを捉えるこ
とのできる（未知のことを知る・考える）展示を中心
に、「体験で生きた知識を」（西堀精神）獲得するよ
うな活動事業と絡めて企画していく。

身の回りの素材を創意工夫し、基本的な道具を使いこ
なす訓練となる工作や、科学の不思議を学べるような
実験、そして、ロボット教育を通じた人間力の形成を
行う３つの活動事業を中心にしつつ、同時に協働で子
どもたちの育成にあたることのできる人材の確保や研
修等に努める必要がある。

学校との連携をはかるための仕組みについての研究も
必要。
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事業名・担当課 全体事業概要 平成２４年度に向けての課題等平成２３年度事業実績

9月１１日）入館者数　１０９５人／３７日

新春展「商家に伝わる雛人形めぐり」

◇主要な公開講座等関連事業

野口謙蔵記念館伝
承事業
（生涯学習課）

奇才の洋画家　野口謙蔵画伯を顕彰する野口謙蔵
記念館は、火曜日以外に開館している。

野口謙蔵記念館年間入館者数　２１８名
野口謙蔵生誕の家とアトリエ見学会開催　１０月１５
日、１６日　参加者数３７名

自治会（綺田町）・まち協と連携しながら民間の力を
取り入れた事業展開を行った。今後も、更なる協働体
制の検討が必要。

社会体育関係団体等の育成・支援

主なスポーツイベントスポーツ交流事業
（スポーツ課）

近江商人博物館運
営事業
（生涯学習課）

社会体育施設管理
運営事業
（スポーツ課）

市内２３ヶ所５７施設の円滑な管理運営と利用促
進を図る。

社会体育施設管理運営
指定管理　２０施設
直営　　　　２施設

公共施設については、公の施設計画にに沿って遂行し
ていく。また、学校体育施設を含めた効率的な利用を
図る。

各種スポーツ大会を実施することにより、市民相
互の交流とスポーツに親しみ、楽しむことのでき
る生涯スポーツ社会の実現を目指す。

本年度、ドラゴンカヌー大会の日程を２日間を１日間
に見直しを行なった。今後も各事業において、見直し
を行ない、参加者増にむけた事業運営を図っていく。

市民体育大会　延べ８，９１４人 

市民ドラゴンカヌー大会　市民の部　３９チーム　親善の部　４２チー
ム　市民駅伝競走大会　８０チーム　元旦健康マラソン大会　１，１５
０人

スポーツ振興事業
（スポーツ課）

市民が生涯にわたる健康の保持増進や体力の向上
に寄与するため、社会体育団体の育成・支援を行
うとともに十分に連携を図り生涯スポーツの普
及・振興を図る。

体育協会、スポーツ少年団の組織の強化ならびに指導
者の育成。総合型地域スポーツクラブの育成・支援。
スポーツ推進委員協議会事業の支援。

体育協会（１４地区体育協会、２６競技団体）　スポーツ少年団（８５
単位団　２，４０９人　指導者４２９人）　総合型地域スポーツクラブ
７クラブ　　会員数２，２１２人　　スポーツ推進委員協議会　４４人

として活用する。このため、地域との調整が必要。
・「もっと知りたい！東近江市」は、小学３年～６年
が市域の自然や歴史・文化や諸施設を教材として学習
し、郷土をよく知り、ふるさとを愛する心を醸成する
事業。平成２３年度は、3年生の社会科の「今に残る
昔と暮しの移り変わり」の単元で、湖東歴民を利用し
て「昔の暮し体験」を実施した。平成２４年度は５年
生社会科の「私たちの食生活と食料生産」の単元に関
して、各館で展示と現地体験学習事業を創出し、各小
学校の利用を図る。このために、学校と博物館・地域
の団体とを調整する人材が必要である。

◇古文書サポータ講座（自主運営団体）全１０回　受講者延べ４０人

ガリ版伝承事業
（生涯学習課）

堀井新治郎父子が発明したガリ版こと謄写版の文
化を伝承するため、ガリ版伝承館を土・日に開館
し、企画展１回、ガリ版体験教室を開催してい
る。

ガリ版伝承館年間入館者数  ７１２名
企画展「斎藤一男の手仕事・新治郎の青春・孔版画コレクション」開催
平成23年11月23、26、27、12月３、４日
　　　　　入館者数　２０５名
ガリ版体験教室　　　　　 11月23日
ガリ版で賀状づくり教室　11月26日
ガリ版で年賀状づくり出前教室　蒲生西小53名、蒲生北小26名
孔版画年賀状展　平成24年１月18日～２月８日

現在、伝承館を拠点として、地元蒲生岡本町での「ガ
リ版芸術村」や、全国組織の「新ガリ版ネットワー
ク」が伝承活動をされている。また、京都の美大生も
活動を始めていることから、今後これら団体と連携し
ながら民間の力を取り入れた事業展開に向けて検討が
必要。

　　　　　　　（2月１日～3月２０日）入場者３７７６人/4７日

チーム三方よし企画　　論語素読入門講座(1４回)　延べ２８４人
　　　　　　　　草木染め教室他６講座　延べ１３３人

「近江商人のルーツ・小幡商人の活躍」（９月２３日～１２月１８日）
入館者数３７４２人／７３日

「新春展・百人一首とふるさとカルタ大集合展」（1月5日～1月２２
日）　入場者　３１４人/１６日
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事業名・担当課 全体事業概要 平成２４年度に向けての課題等平成２３年度事業実績

文化財の調査・指
定

○文化財の指定
・市指定文化財６件（平成２３年３月２８日指定）
　　弘誓寺書院・大広間・鐘楼
　　小幡人形・おからやま古墳・朝日塚出土遺物

全市的な未指定文化財調査の継続が必要。

指定文化財保存管
理事業補助
（文化財課）

○国・県指定文化財建造物保存管理事業補助金
　（国県補助残の1/2補助）

防災設備保守点検等実施補助金
布施神社本殿　ほか8件

142千円

指定文化財保存修
理事業補助
（文化財課）

○市指定文化財保存修理事業補助金
　（工事費の1/2補助　５，０００千円限度）

妙楽寺光明本尊保存修理補助　１,０００千円

指定文化財保存修
理事業
（文化財課）

○市所有指定文化財保存修理事業
重要文化財雪野山古墳出土品保存修復業務 ９７８千円

重要文化財雪野山古墳出土品保存修復業務の継続２年
目

東近江市五個荘金堂

○保存修理・修景事業
平成２３年度全国伝統的建造物群保存地区協議会総会
（五個荘金堂地区を主会場に開催）　参加５９市町村
２１９名

２,６００千円

伝統的建造物群

保存地区保存修理事業 個人住宅等の修理工事の補助６件（設監費含む） ２４,８８４千円

　　(文化財課)

『能登川の歴史』第4巻　資料･民俗編の刊行

『能登川の歴史』第2巻　中･近世編の内校
　（400字詰原稿用紙約1,300枚）

『東近江市湖東地区古文書調査報告書1』の刊行

　湖東地区古文書調査の実施（2ヵ年目）
　（今在家･大沢･南花沢･北花沢･読合堂･北花沢）

　編纂済み資料再整理
　（八日市･蒲生･五個荘･永源寺･愛東）

2,400千円
平成23年度までは緊急雇用創出特別対策事業で対応
していた。平成24年度以降は小規模化するものの、
引き続き資料整理をしていく必要がある。

金堂まちなみ交流館の運営管理および建築修景相談業
務のありかたについて検討を進め、的確な保存修理事
業と空家対策を進める。修理補助は２件を予定。

　平成11年度からの20ヵ年事業
　　　総事業費600,000千円

市史編纂事業
(市史編纂室)

地域の歴史をまとめた市史（『能登川の歴史』全
4巻＋ﾀ゙ｲｼ゙ｪｽﾄ版）を刊行し、さらに市全体の歴
史・文化をまとめた『東近江市史』の刊行に向
け、湖東地区の古文書調査をおこなう

1,2600千円
『能登川の歴史』を計画どおりに刊行する。
　第2巻（H24年度）、第3巻（H25年度）、
　ﾀ゙ｲｼ゙ｪｽﾄ版（H26年度）

8,000千円
平成23年度に実施した古文書調査の報告書を刊行
し、3ヵ年目の調査（中里･下里･中一色･下一色･勝
堂･北菩提寺）を滞りなく実施する。

施設改修工事　２９,４８８千円
布引体育館トレーニング室改修　蒲生運動公園テニスコート改修　おく
のの運動公園野球場フェンス改修
施設修繕　３７件　７,７２９千円　　器具修繕　４４件　７,６７６千
円

施設改修工事　５０,０００千円
布引体育館・プール玄関空調・プール給水ユニット改修
おくのの運動公園野球場グラウンド整備
湖東体育館耐震補強工事
施設修繕　3,500千円　　器具修繕　3,500千円

社会体育施設整備
事業

（スポーツ課）
老朽化する社会体育施設の改修については、年次
計画に基づき施行を行い修繕については、緊急性
を要するものから順次修繕を行い、安心・安全な
利用を図る。
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事業名・担当課 全体事業概要 平成２４年度に向けての課題等平成２３年度事業実績

市内遺跡等発掘調査（国庫・県費補助対象）
○個人住宅、開発に先立つ試掘調査等
　　（本調査5、試掘・確認22、立会35）
○遺跡測量調査（雪野山古墳、おから山古墳、百済寺
下山
   本館遺跡）
○国史跡百済寺境内保存管理計画書の発行

市公共事業に伴う発掘調査
○市道能登川北部線（斗西遺跡）調査整理
　調査報告書第１９集の刊行

史跡等管理運営事
業（埋蔵文化財セ
ンター）

指定史跡及び天然記念物等の管理・運営
史跡等の管理
○おから山古墳ほかの除草管理
○国指定天然記念物「南花沢ﾊﾅﾉｷ」樹勢回復事業

635千円

行者塚古墳・おから山古墳（勝堂町）の管理につい
て、地元と連携した活用が必要。
南花沢ﾊﾅﾉｷは平成22年8月5日に主幹が倒壊し、応急
処置を実施。別幹残っており、様子を見ながら手当を
実施。

埋蔵文化財セン
ター管理運営事業

収蔵遺物等の適正な管理と埋蔵文化財を活用した
普及啓発事業の実施

小学校の歴史学習等に対応するために授業の受入れを
しているが、能登川地区の４校、八日市地区２校、愛
東・五個荘地区各１校以外実施できていない。
夏・冬休みに開催している体験講座（古代のガラス
玉・勾玉つくり）などの普及啓発事業を通して、遺跡
の周知や文化財愛護の精神を育む必要がある。

普及啓発事業
○小中学校等の学習支援
　・小学校８校（ＰＴＡ行事含む）、学童保育所２回など合計１４回　約1,700
人
○まいぶん体験教室などの開催
　・8月4～25日（発掘体験、ガラス玉作り、勾玉作り、火起こし体験）参加者
　　255人
　・12月27日（ガラス玉作り）　参加者62人
　・企画展「東近江の歴史　縄文時代」（能登川博物館共催）
　　　　　　　　　　　　　　3月23日～5月15日（能登川博物館展示室）
　　　　 「聖徳太子の窯跡を探し求めて-建部瓦屋寺町周辺の遺跡-」
　　　　　　　　　　　　　　12月7～25日（能登川博物館展示室）
　・市史跡「山面古墳群」（猪子町）見学会　12月11日　参加者約40名
　・歴史講演会「東近江市の古代-蒲生野の古墳と寺院-」
　　　　講師　小笠原好彦（滋賀大学名誉教授　市文化財保護審議委員）
　　　　12月11日（能登川図所管集会ホール）　参加者約100名
○東近江市秋まつり（二五八祭り出展）　11月3日
○県教委との連携事業
　・蛭子田遺跡速報展示の協力　（蒲生コミセン　7月19日～8月18日）
○研修会・遺跡案内・体験学習などの講師依頼対応件数　22件
　　滋賀県立大学、竜王町教委、伊庭町自治会、永源寺コミセン
○収蔵遺物等の管理
 　　遺物・写真資料等の貸し出し、資料見学対応　23件
　　　滋賀県立安土城考古博物館、熊本大学など

5,237千円
民間個人住宅・民間開発等は工事実施が決定してから
の対応となるため、事業計画が立てにくい。

埋蔵文化財保護事
業・埋蔵文化財保
護受託事業
（埋蔵文化財セン
ター）

開発等に先立つ試掘調査・発掘調査及び市内遺跡
範囲確認のための測量調査の実施
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事業名・担当課 全体事業概要 平成２４年度に向けての課題等平成２３年度事業実績

移動図書館事業
（図書館）

図書資料と情報をすべての東近江市民が等しく享
受できるよう、移動図書館車を運行し図書館サー
ビスを行う。

巡回コースの効率化を進めるなか、各サービスステー
ションでの停車時間や移動時間に余裕がなくなり、ス
テーションによっては十分なサービス展開が困難に
なってきていることから、今後コースの見直し等、移
動図書館サービスのあり方をあらためて考えていく必
要がある。またステーションによってはそれぞれの場
所の特性を十分に勘案したうえで、例えば宅配による
サービスへの切り替えも視野に入れた検討を進める。

今後も様々な補助事業等を活用しながら、ボランティ
アや学校、行政他部局と連携した企画事業を展開して
いきたい。子どもたちへの読書推進を図るため学校図
書館司書未配置校への早期配置を実現するための取り
組み強化を進めることが急務である。また各館の積極
的収集分野の資料充実、暮らしに役立つ重点資料整備
を通じ、未利用者の掘り起こしを進めるサービスの拡
充を進めていきたい。特に図書館利用にハンディ
キャップのある利用者層に対しては、館内サービスグ
ループ等での業務検討を進めながらサービスの拡充を
図りたい。

永源寺図書館及び八日市図書館を移動図書館車両基地とし、各地域図書
館より１ｋｍ以遠の保育園、幼稚園、小学校など、市内７２ヶ所への巡
回を実施。（前年度比２ヶ所減※廃校及び学校図書館司書配置による減
数）小学校に対しては併せて団体貸出を行うなど両者の連携を深めるこ
とができた。特に児童については児童全体の貸出に占める移動図書館で
の貸出が半数近く（41％超）を占めており、このことは一人で図書館
に来ることが困難な子どもたちにとって移動図書館によるサービスの有
益性の高さを物語っている。またこのことは、高齢者にとっても同様の
傾向が見られ、日常的に図書館まで足を運ぶことが困難な高齢者の方に
ついても定期的かつ確実な利用の定着を見ることができた。

23年11月開催の図書館協議会において図書館計画・
最終答申についての提言をいただいた。今年度につい
ては今後の図書館の組織体制、望ましい運営のあり方
について協議いただく。また前年に引き続き、市内全
域への偏りない図書館サービス展開を図るための施策
についても検討いただく。特に愛東図書館については
公民館活動との機能連携について、また中学校内へ移
転併設する五個荘図書館については地域および学校と
の活動連携を視野に入れたあり方について協議、検討
いただく。

図書館管理運営事
業【資料提供事
業】
（図書館）

効率的で多様性のある図書館の資料・情報提供体
制の確立

市総合計画、実施計画に基づき積極的収集分野を各館に設けるととも
に、各地域の実情や社会的課題に対応した資料群の整備を継続的に実施
した。能登川館の「健康医療情報コーナー」、五個荘館の「三方よし近
江商人情報コーナー」については更なる充実を図るべく資料整備を行っ
た。永源寺館及び湖東館については、各々「食と農のまちづくりコー
ナー」、「芸術・映像情報コーナー」を平成23年度中に設けた。また
愛東図書館については、従来こども図書館として市内での児童サービ
ス、子育て、教育支援のサービス拠点としての機能を持たせてきたが、
愛東公民館への移転を機に、対象を一般利用にも拡げた資料提供サービ
スを行った。

効果的、効率的な予算執行を実現するため、全館（７
館）横断的なサービス事業グループを編成し全ての職
員がより専門的能力を高めるための組織強化を今後も
進めていく。特に愛東図書館については愛東コミュニ
ティーセンターとのよりよい関係構築を進めながら、
より深く機能連携ができる仕組みづくりを進めること
が急務である。
資料提供については予算計上時において計画した、社
会的弱者対応資料、学習障害児童対応資料等、広く今
日の社会的課題解決に役立つ資料群の整備、構築を確
実に進める。また積極的収集分野を既に設置している
館については資料の更なる充実を図る取り組みを進め
るとともに、蒲生館については平成24年度中に「ア
ジア国際交流情報コーナー」を整備する。

図書館管理運営事
業【図書館協議会事

業】（図書館）

中間答申（2006）に基づいた今後の図書館のあ
り方（図書館計画）を検討

図書館計画の最終答申確定に向けての検討を昨年度に引き続き継続実
施。これからの図書館の望ましいあり方について幅広い意見、検討をい
ただき最終答申となる図書館計画づくりを進めた。（年３回の協議会開
催・地域懇談会の開催）

図書館管理運営事
業【サービス拡大事

業】（図書館）

子どもへのサービスの拡大、未利用者へ向けた掘
り起こし

読書ボランティアとの協働により、文部科学省所管「子どもゆめ基金」
及び「『地域ぐるみ』のまちづくり推進事業」を受託し、未利用の子ど
もへの読書推進、並びに保護者、学校教育関係者、地域社会への読書推
進啓発活動を展開した。特に『地域ぐるみ』のまちづくり推進事業につ
いては学校現場の先生との連携を深める機会となり、子どもたちが本と
出会う場づくりを進めるという意味で大きな成果があった。学校図書館
に対しては司書を配置し子どもたちに本を手渡す体制づくりを進めた。
また、各図書館においては未利用者層を意識した資料コーナーを適時設
けるなど工夫をし、新規利用者層の開拓を進める取り組みを実施した。
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事業名・担当課 全体事業概要 平成２４年度に向けての課題等平成２３年度事業実績

平成18年3月策定（平成２３年３月改訂）

地産地消の推進

平成19年3月策定「地産地消推進計画」

幼保一体化運営事
業
（幼児課）

　市内公立幼稚園及び公私立保育園で、目指す子
ども像を共通にし、現時点における就学前の子ど
もの環境を保障するための一体化運営の考え方を
まとめる。

　聴取した意見を基に市の案にするとともに、運営計
画を実施に向けて現場職員の意見を聴取しつつ、具体
的にする。
　・湖東３幼稚園統合・湖東ひばり保育園一体化施設
開園に向けて運営の一体化を図る。
　・八日市野幼稚園・つつじ保育園一体化施設開園に
向けて運営の一体化を図る。

　請負業者：㈱加藤組　（工事費　43,207,500円） 造成工事

　　　　　　村防工業㈱（工事費　　9,796,500円） 雨水排水設備工事

　着手した。

　●実施設計費

請負業者：㈱大村建築設計事務所　委託契約額　11,004,000円

（H23、Ｈ２４・２５債務負担）

　本市における今日までの幼保一体化の実践を踏まえ、現場職員の意見
をもとに、現時点における保育園・幼稚園一体化運営の考え方を「東近
江市保育園・幼稚園一体化運営の考え方」（素案）としてまとめた。

幼保一体化施設整
備事業
（幼児施設課）

　市内公立幼稚園及び保育園で老朽化により建て
替えが必要な施設について、幼保一体化施設とし
て建設する。

・湖東３幼稚園統合・湖東ひばり保育園一体化施設整備について、開発
協議、建築確認申請手続きを完了し、用地造成工事を実施した。

・湖東３幼稚園統合・湖東ひばり保育園一体化施設整
備は平成２４年７月から施設建築工事を行う予定であ
る。２４年度末に増築棟を完成し、保育園児を一旦移
動した後、平成２５年７月末までに既存園舎を改修
し、全工事を完了する予定である。平成２５年９月か
ら幼稚園・保育園一体化施設としての開園を目指し事
業を進める。

・八日市野幼稚園・つつじ保育園一体化施設整備につ
いては、平成２４年度に実施設計完了後、用地造成工
事を実施する。また地元自治会等との協議を進め、用
地取得も完了する予定。

　●用地造成工事費　　　　工事費総額　   53,004,000円

・八日市野幼稚園・つつじ保育園一体化施設整備について、実施設計に

市立八日市野幼・つつじ保一体化施設整備工事設計監理委託業務

　それぞれの給食センター等においては、安心安全な
学校給食の提供のため、日常点検等をより徹底してい
く。　　食育については幼稚園についても進め、地域
差がないように充実させていく。

学校給食基本計画
（学校給食セン
ター）

・「東近江の日」「地区の日」を設定、地場産物の利用
地場産物利用率　H19：27.0％　H20：26.4％　H21：27.1％、
Ｈ22：26.0%、H23：35%
永源寺、愛東地区では環境こだわり米を使用している。また、平成２１
年度３学期からは、委託炊飯においても東近江市内産の米を使用するこ
ととなり、米の地場産物使用率100％を達成した。

・農林水産課との連携による地元農産物の導入拡大

学校給食の運営
（学校給食セン
ター）

　学校給食は体の栄養だけではなく、心の栄養を
はぐくむ手段や場でもあるといわれており、健康
志向の高まる中で、学校給食が子どもたちの望ま
しい食習慣の習得と健康づくりを推進する。この
ため安心安全な学校給食を提供する。

　学校給食の1日あたりの提供数は、センター方式で約５，９００食、
自校方式約４，５００食、全体で１０，４００食を提供した。蒲生学校
給食センターが平成２４年３月２２日に竣工し、1日６，０００食を提
供できる施設が完成した。平成２４年度から４，５００食の学校給食を
幼稚園１１園、小学校５校、中学校３校に学校給食を提供する。
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事業名・担当課 全体事業概要 平成２４年度に向けての課題等平成２３年度事業実績

●能登川第二幼稚園公共下水道接続工事の実施

●幼稚園遊具備品購入（備品購入費）

　２３年度に引き続き、老朽化遊具の更新を行う。

「人権のまちづくり講座」の開講

「人権学習冊子・ぬくもり」の作成

教育集会所運営管
理事業（人権課）

○教育集会所の管理・運営
　市民相互の交流を促進するとともに、教育振興
並びに地域福祉及び文化の向上を図る。

成人向けの文化・教養教室については22年度から自
主運営（サークル化）しているが、閉館に向けた今後
の継続課題検討を進めて生きたい。
また、地元住民の更なる自立支援を継続していきた
い。

　①児童・生徒の健全育成
　　　自主活動教室、各種体験教室等　年間延べ参加者数
　②教育・福祉・文化の向上と交流促進                             2,572人
　　　文化教養教室、住民学習会等　年間延べ参加者数
　③相談活動・広報活動
　　　就労相談、広報誌発行　等　[相談者数：298人]

第５５回「滋賀県人権教育研究大会」

　●幼稚園遊具備品購入（備品購入費）　　　　　　総額　　2,835,000円

支所発の行政バスを出すことによって、参加者の利便
性を確保し、今後とも行政バスの利活用を図り、今年
度同様、多くの方の参加を得ていきたい。
また、本年度は、11/7～9　部落解放研究全国集会
が滋賀県で開催され動員要請がある。左記事業と同時
期の開催のため、新規の参加者を広報周知したい。

　　　１０月２８日(土)・２９日(日)　   両日合わせて参加者９５人

「県民のつどい」１２月４日（日）   参加者  1６４人

　　　　　　　　　　　　（県調：東近江市在住数から）

｢県人権教育研究大
会｣及び｢県民のつ
どい｣への参加
（人権課）

県主催の「滋賀県人権教育研究大会」及び「県民
のつどい」への参加

工事費（建築・電気・機械総額）　45,760,050円

　●建部幼稚園大規模改修工事（繰越）・・建築・電気設備・機械設備

工事費（建築・電気・機械総額）　56,317,800円

本年度も会場を分けることによって、参加し易い形を
計画した。また、開講初日には滋賀県平和祈念館の開
館から「平和・いのち」をテーマにし、他にも同和問
題をはじめとした様々な課題を一人でも多くの方に参
加して学習頂けるように広報していきたい。

「人権学習冊子・
ぬくもり」の作成
（人権課）

平成２３年度版は現代社会に存在する様々な人権課題について、現状分
析や問題となっていること、その改善策などを詳しく説明している。
40,000部作成。

今後とも家族で話し合える内容、「町別懇談会」など
の会合で使用していただける内容の工夫を続け、積極
的な利用を呼びかけていきたい。「知る」「気づく」
「始める」を実践できる行動冊子として工夫と広報、
啓発を追及していきたい

「人権のまちづく
り講座」の開講
（人権課）

６月１１日～７月９日までの土曜日午前中の連続５回の講座として愛東
福祉センターじゅぴあと、ショッピングプラザ・アピアで開催した。２
回目はバス研修として大阪市生野区を訪れた。
受講者延べ３２７名　内４３名修了証授与［４回以上受講者］

幼稚園施設整備事
業（幼児施設課）

　公立幼稚園２３園において、耐震補強が必要な
施設、老朽化した幼稚園施設・設備の改修・修繕
工事を、緊急度・優先度の高いものから順次整備
を行う。
　また、センター給食開始に伴う、給食未実施園
の受入れ施設整備工事を実施。

　●玉緒幼稚園大規模改修工事（繰越）・・建築・電気設備・機械設備

　●幼稚園給食受入れ整備工事（市内６園） 

 工事費（総額）　51,036,300円

　●五個荘東幼稚園屋根改修工事　　　　　　　　工事費　　7,875,000円

　●永源寺幼稚園屋根改修工事    　　　　　  　    　 　 工事費　10,254,300円

　●五個荘北幼稚園他暖房設備改修工事　　　　　工事費　　5,407,500円
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