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会議概要

事務局 開会

委員長 皆さん改めましてこんにちは。

第１４回教育委員会定例会を招集させていただきましたところ、教育委員、各管理職の

皆さんにはご出席いただき、ありがとうございます。

また、１１月というのは本当に行事の多い月だったと思います。教育委員の皆さん、各

担当課の皆さんにはいろいろとお世話になり、ありがとうございました。私も本当に疲れ

たなというのが今月の思いです。１日から始まって、１２日からは生涯学習課担当で韓国

の統營市から８名の方がお越しになり、本当に生涯学習課はじめ皆様方には手厚い歓迎を

していただいたことに対し、感謝をいたしております。本当にご苦労様でございました。

そんな中で１１月７日ですが湖東地区の人権のまちづくり協議会の講座がございまして、

私も聞きにいってまいりました。桂七福さんという落語家さんがご講演された中で一つ頭

に残った話があります。「笑う門には福来る」という言葉を皆さんご存知だと思います。

人間にこにこと笑いながら居ると皆さんから声を掛けてもらいやすく、色々な情報も得ら

れるし、福があるけれど、怖い顔をしていると声を掛けたくてもかけられなくて、福も逃

げていくので皆さん笑顔でにこにことして福をもらいましょうと、人権に繋がるお話をし

ていただきました。私も怖い顔をしていることが多々あるのですが、にこにこ笑顔でいる

ように気をつけようと思いました。

それでは第１４回の定例会を始めさせていただきます。

まず、１０月の定例会の議事録の承認についてですが、予め事務局のほうから配布をい

たしまして熟読をしていただいていることと思います。ご異議はございませんでしょう

か。
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― 異議なし －

それでは１０月の議事録の承認をいただきましたので川副委員、武田委員に後程ご署名

をお願いいたします。

なお、今回の議事録署名人につきましては坂田委員と武田委員にお願いいたします。

それでは報告事項に移らせていただきます。

まず教育長報告からお願いいたします。

皆さん、改めましてこんにちは。

先ほど委員長からもありましたが、１１月１日の滋賀の教育の日から始まり、本当に

色々な行事が立て続けにありました。市外はもちろん、県外まで行っていただくことも

非常にたくさんございました。本当にありがとうございました。

特に１１月の８日、９日には西日本での都市教育委員会の市町村全体含めての研究会が

ございました。その中には３つの分科会がございまして、それぞれ分かれて参加していま

すので機会を見つけて、その時の研究発表等の情報交換をしながら、市の教育行政に生か

せる部分があれば参考にしていきたいと思います。

主に私のほうからは教育に関するお話をさせていただきます。

１点目、ふれあい教育対談が１１月７日に愛東中学校で行われました。訪問のテーマは

「知・徳・体を高め、実践力のあるたくましい生徒の育成」、副題といたしまして「武道

に親しむ中学生」ということでございます。これは今年度からの指導要領の改訂に伴いま

して、中学の体育の中に剣道も含む武道を取り入れることで、特に議会でも話題になって

おりました「柔道の事故防止」、そういったことからも東近江市の中で柔道をしている学

校を参観したいという希望がございました。愛東中学校の担当の教師は県内でも指導的な

立場にいる教員ですので、その先生の授業を見ていただく設定をさせていただきました。

授業参観、学習参観は柔道の体育の授業もですが、全ての学級の公開授業を行った後、市

および愛東中学校の教育の推進の概要説明をさせていただいて、その後に意見交換をしま

した。子ども達も非常に積極的に参加しており、安全に配慮した授業の中で規律、相手を

重んじる武道の精神が授業の中に盛り込まれている、そういった一種の躾のようなものも

きちんとされていたと感心して帰っていただきました。

２点目、１４日の図書館協議会には、副市長と共に参加いたしました。７館の今ある図

書館の質を低下させない体制を、今後も維持してほしいというご意見が多くでていたと思

います。学校教育として、今後考えていきたいことを館長にも話をしていたのですが、読

書が好きな児童生徒は読書が好きでない児童生徒よりも平均の正答率が高いのです。これ

は全国も県も市も同じ結果です。月曜日から金曜日で１日にどれくらい読書をするかの質

問と正答率と担当の者に調べるよう指示しましたところ、３０分以上読書する生徒は全く

読まない児童生徒よりも平均正答率が高く、また、３０分以上読書をする児童生徒は１０

分未満の児童生徒よりも平均正答率が高いという結果でした。面白かったのが２時間以上

読書する児童生徒が必ずしも平均正答率が高いとは言えないことです。つまり、本の選択、

読み方、そういったものに問題、課題があるのではないかというように推察されます。全

く読書をしない生徒の正答率が低いことは明らかなのですが、３０分くらいを目途に集中

して目的をもって実のある読書をすることがやはり良いのだと思います。学校のほうでも
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現在、本を整理するように予算化も図っているところですけれども、司書も学校に配置し

たり、回ったりしておりますので、子どもの欲しい本のアンケート、ニーズだけではなく

て、それも踏まえながら、どういった本をこの学校の図書館に入れたら子どもにとって良

いかという相談を司書にもしてくれるようにと、先日からの校長先生との面談の中でもお

話しながら意識の改革と言いますか、気を付けてもらう啓発をしています。それとともに

学校支援地域本部事業というものがありますので、そういった事業との関連の中で地域と

の連携の在り方というものを探っていけば、図書館の職員や地元の人と一緒に運営、経営

する図書館というものの在り方も探れるのではないかと感じました。

３点目に滋賀県外国語教育プロモート事業というものがありますが、１１月１６日に発

表していただきました。一つの小中連携の在り方、中１ギャップの解消の１手だてともさ

れておりまして、小学校に外国語活動が入り、中学校の英語も時間が１週間に１時間増え

た中でどのような中学校の英語教育、小学校の外国語活動を進めていったら良いのかとい

う実践研究してもらう発表でした。山上小学校のテーマは「英語を使って自分の思いをい

きいきと表現し、コミュニケーションを楽しむ子どもの育成並びに授業作り」です。永源

寺中学校ではそういった子ども達が中学校に来たとき、どうするのかということで「外国

語を通じ、コミュニケーション能力を育成するための効果的な授業作りを目指して」とい

うテーマでそれぞれ授業を公開していただきました。小学校は１年生も英語にチャレンジ

するという時間を作ってありますので、１年生から６年生まで全て外国語活動の公開で

す。中学校は、１年生の公開授業ということです。特にこの間、研究している間に中学校

の先生が小学校に出向いて行って共に指導案を考えていく、あるいは中学校の先生が小学

校６年生に授業を行うという出前授業、そういった取り組みをしていただきました。カリ

キュラムもさることながら、そういう途中の過程、小中の先生方の交流ということが大変

意味のあることだと思います。なお、指導案等につきましては、教員のイントラがありま

す。その中の文書管理にＵＰしてもらって全ての先生が使えるような方法で広めていきた

いと思っています。

４点目、１１月１２日、全ての学校への第２回の人事主事訪問は終わりました。その後、

１１月１９日教職員の人事異動方針説明会が行われましたが、昨年と同じ方針で変わって

おりません。

最後に、１１月２１日から校長面談を始めておりまして、最初はこういう方向で学校経

営をしていきたいという面談でございましたが、その中間時点で残りをどうしていくかと

いうことと、次年度に向けてどうしていこうかという方向性をお話していただき、こちら

が考えていることもお話をさせていただくという面談でございます。この校長面談は今月

いっぱいかかると思います。

ありがとうございます。

引き続きまして教育部長報告をお願いします。

私からは、平成２５年度当初予算見積概要についてご説明申し上げます。委員の皆様に

は資料を配布させていただいております。この資料は、財政課が公表予定をしている内容

の教育部にかかるものでございます。詳細は、次回の定例会で各課から説明予定のため、

よろしくお願いします。

なお、１２月議会提案の予定案件につきましては、後程各担当からご説明させていただ



きますのでよろしくお願いします。

お手元の「平成２５年度予算見積の概要」をご覧いただきたいと思います。１ページを

開いていただきますと、当初予算は骨格予算で提案することなど、先の定例会で報告させ

ていただいた通りとなっています。

次に３・４ページをお開きください。３ページでは、現時点の骨格予算にかかる一般会

計全体の歳入見積額の合計は約４２５億８，０００万円となっております。一方、４ペー

ジの歳出では、合計額が約４５２億９，０００万円でありまして、約２７億１，０００万

円の乖離が生じている大変厳しい状況となっています。例年とは予算編成が異なり、前年

度予算との対比は意味がありませんので、ご理解いただきますようお願いします。

次に、５・６ページをお開きください。各課の事業名ごとに、主な内容と見積額を記載

したものでございます。骨格予算のみでありまして、肉付け予算の記載はありませんので、

宜しくお願いします。

教育総務課におきましては、人件費で、いじめを未然に防ぐためのコーディネーターの

雇用や特別指導教員・生徒指導教員など支援員の配置に重点を置き、１３億８，５７４万

円を計上しております。

次の学校施設課では、２段下の小学校施設整備事業で、２年目となります布引小学校の

耐震補強・大規模改修工事や、６小学校の空調機器設置工事などで、約６億５，０００万

円を計上しております。

その２段下の中学校施設整備事業ですが、２年目となります玉園中学校耐震補強・大規

模改修・武道場新築と、船岡中学校校舎改築に加え、新たに五個荘中学校改築工事費など

で、約１６億７，５００万円を計上しました。

その次の、学校給食センター整備事業では、（仮称）湖東学校給食センター実施設計や、

蒲生学校給食センター排水対策工事費など、約８，９００万円を計上しました。

学校教育課では、６ページの上ですが、教育指導事業の中には、学力向上のためのＩＣ

Ｔ機器を活用した授業改善に取組むため、３ヶ年計画で電子黒板の導入を計画し、２５年

度は４０台の電子黒板とデジタル教科書等を導入する経費の約６，０００万円が含まれて

おります。

また、３段下の小学校教育振興事業と、その下の中学校教育振興事業で、学校図書館の

充実を図るため、図書購入費が約２，３４０万円（約１，１６０万円増）含まれています。

次に、７ページの学校給食センターでは、新たに２中学（玉園中・船岡中）で給食が始

まり、全ての小中学校で学校給食を実施することとなりました。また、蒲生西小学校につ

いては、自校方式からセンター方式に変更いたします。蒲生学校給食センターは１年稼働

したことにより、経費を精査し計上しております。

次に、生涯学習課ですが、４段目の青少年対策事業で、少年センター移転に伴い五個荘

支所別館改修工事費に１，０００万円を、３段下のコミュニティセンター管理運営事業で

は、五個荘と蒲生の２館の指定管理を含め、指定管理料を７，２００万円増額しておりま

す。また、永源寺地域産業振興会館の改修費の、１億１，８００万円が含まれております。

次に４段目の図書館ですが、図書館管理運営事業の中で、図書購入費等の資料費を今年

度と同額の４，８００万円とし、施設の老朽に伴う改修工事に４０４万円を計上しました。

スポーツ課におきましては、社会体育施設整備事業をすべてに肉付予算で対応する予定

です。

次に、下から３段目の文化財課ですが、文化財保護事業で、雪野山古墳出土保存整備や、
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市並びに国指定文化財の修理補助金として約１，４２０万円が含まれておりまして、１番

下の伝統的建造物群保存事業では、伝建地区での修理修景補助金として２，２００万円を

含め計上しております。

今回予算編成に当たりましては、職員一人ひとりが創意工夫し、事業効果が十分発揮で

きるように努めることはもとより、課や部段階でも精査や工夫・調整を行ないました。

各課の歳入の記載はございませんが、主なものに、学校施設整備の国庫支出金や中学校

２校の給食が始まることによります給食費の増額がございます。

最後に、９ページですが、教育部の歳出合計額は、６６億６，８５７万円を予算計上し

ているところです。

以上、教育部の平成２５年度当初予算であります骨格予算の見積段階での概要を説明さ

せていただきました。よろしくお願い致します。

ありがとうございました。

引き続きまして、健康福祉こども部理事お願いいたします。

今ほど教育部長から報告がありましたように、私ども健康福祉こども部の教育委員会関

連の２５年度予算の概要を説明させていただきます。

まず、１０ページ幼児課の関係でございますが、幼稚園教育振興事業の運用経費で１７，

７４４千円です。主なものとしては、びわこ学院大学付属認定子ども園あっぷる開園・幼

稚園就園奨励費で５０千円。湖東３幼稚園および湖東ひばり保育園との一体化の関係で９

月から給食センター搬入に伴い食器等で２，４４６千円でございます。

なお、ちどり保育園の単独保育園から認定子ども園へ移行に伴う予算は、すべて保育園

費でみております。

続きまして、施設関係ですが、幼保一体化施設整備事業で湖東幼稚園統合・幼保一体化

施設整備工事の関連で骨格予算といたしまして工事請負費、債務負担２５年度分としたか

たちで見ておりますが２１７，０００千円、骨格予算の備品購入費として庁用器具費で２

５，０００千円を計上しております。

もうひとつ、市立八日市幼稚園保育園の幼保一体化の建築工事の関係ですが骨格予算と

して工事請負費７００，０００千円を計上しております。

次に（仮称）認定子ども園蒲生幼児園新築工事の関連予算ということで、骨格予算とし

て設計管理委託料、債務負担２５年度分でございますが１０，０００千円でございます。

次に施設管理事業予算というかたちで骨格予算２３園の施設維持管理に要する予算と

して４６，５１６千円でございます。主な概要としましては以上のようなところでござい

ます。

そして、１２月予算に補正予算をつけておりますので、これにつきましては別添の資料

を用意しております。まず、１２月の議会提案予定案件でございますけども、「土地の取

得につき議決を求めることについて」市立八日市野幼稚園・つつじ保育園幼保一体化施設

用地の取得で、野村町地先の土地改良区域内の土地２筆６，５００㎡を野村町土地改良組

合と売買契約を締結して取得するために取得価格として５２，６５０千円としておりま

す。

次に債務負担行為の関係ですが、八日市の幼稚園保育園一体化の施設工事費の中で債務

負担行為期間を平成２５年度～２６年度、債務負担の限度額を７５０，０００千円とさせ
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ていただきました。

次の八日市野・つつじ幼保一体化施設用地の造成工事についてですが、工事業者として

は向茂組、契約工事期間は１１月２日～３月２２日、請負額としては４３，５７５千円、

これは現在の状況として報告いたします。

Ⅱの（仮称）認定子ども園蒲生幼児園新築工事設計監理業務委託料で債務負担行為を行

います。期間は平成２５年度から２７年度で限度額は１８，０００千円で１２月の補正予

算をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

現在の状況といたしまして、湖東幼保一体化施設整備工事の進捗状況、裏面にもござい

ますが、建築工事１０月末進捗率２６．２％です。若干、課題としまして職員室の各種ケ

ーブル用ビット（溝）の施工の変更が必要となっています。

以上でございます。

ありがとうございます。引き続きまして人権課から２５年の予算見積り概要の説明をお

願いいたします。

それでは、当初予算概要の１０ページに戻っていただきたいと思います。人権課の教育

集会所管理運営事業といたしまして、平田駅前教育集会所、高屋集会所の管理運営の維持

費関係でございます。平成２４年度は小脇町宮教育集会所の解体工事が入っており、その

分が減額となったため、平成２５年度の見積額は２，８７６千円の予算計上となりました。

以上です。

ありがとうございます。ここまで何かご意見ご質問はございませんか。

―意見なし―

それでは次の項目に移らせていただきます。

「１２月東近江市議会定例会提出議案について」の説明をお願いいたします。

―資料にて説明―

教育総務課 ～ スポーツ課

ありがとうございます。ここまで何かご意見ご質問はございませんか。

蒲生給食センターの排水対策工事について、給食センター建設以前からその辺りは今ま

でも排水の問題があったことで色々対策をしていただいていたと思うのですが、排水対策

工事について給食センターで予算を見るのはなぜですか。

学校給食センターができるときに排水について、今までも問題があるのに給食センター

建設で排水が付加されると以前より悪くなるのではないか、問題はないのかという話があ

りました。県道から下流に関しては東近江市都市整備部で河川改修は調査しております。

ですから、教育委員会としては学校給食センターができたことと幼稚園を建設するために

付加する部分について、排水処理の調整をさせていただくということでございます。
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五個荘中学校に五個荘図書館を併設されて図書館が管理運営をして学校が使わせても

らうかたちになるのですね。どういう管理、運営形態を考えておられますか。

名称は五個荘図書館で設置条例等ができた時点で変更になろうかと思います。職員の配

置については、現在五個荘図書館に正規職員が２名おりますので、その職員が引き続き新

しく中学校敷地内にできた図書館の運営にあたります。そして、学校司書はこれまで五個

荘中学校に配置されておりませんでしたが、学校図書室については月～金が開館、五個荘

図書館については従来通りの水～日が開館、月、火は学校図書室の職員で運営し、水～金

は両者、土日については図書館職員があたるという少し変則的なかたちになろうかと思い

ますが、そういう変更、運営等については学校長等と打ち合わせをしながら進めていくつ

もりです。

今までにない運営方法ですので、是非とも学校との連携を十分に取っていただきたいと

思います。

よろしいでしょうか。他にご意見ご質問はございませんか。

―意見なし―

無いようですので、各課報告に移らせていただきます。

まず、教育総務課から報告をお願いいたします。

― 教育総務課 （資料にて説明）―

八日市南小学校の沖野３丁目に信号をつけてほしいという要望をいたしておりました

が、２５年３月までにこの信号を設置される旨の連絡が県の公安委員会からありましたの

で併せて報告をさせていただきます。

（以下資料により説明 学校教育会～幼児課)

ありがとうございました。

各課報告で提出されている資料は以上でございますが、他に何かご意見ご質問ございま

せんか。

先日、ある園で園長先生とお話する機会がありまして、園に支援が必要かと思われる子

どもさんが数名おられるということで、お子さんやご家族に対して子どもの支援サポート

というものが東近江市はかなり充実しているというお話を聞きました。その中の１件にお

父さんの仕事が忙しく、そのため家庭ではお母さんと子どもさんの時間が多く、お母さん

が精神的に不安定になっているケースがあるので、そのお母さんをサポートしてくれるよ

うなところを探しているというお話がありました。東近江市でそのようなお母さんをサポ

ートするところがあまりないようなお話でしたので、その点についてお聞きしたいと思い

ます。
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現状では園がそういうお話を聞かせていただいて、子ども支援センターの方へつないだ

り、保健センターにつないだり、障害、福祉の関係の方などにつないだりする場合もある

のですが、なかなか障害手帳までいかなかったりしますと難しいのです。そこを支えてい

くものとしての体制はないです。

そのような状況が続いて虐待につながることのないようにというお話を園長先生がさ

れておりまして、大事なところだと思いますので質問させていただきました。

お母さんと相談する場、親子で相談とか触れ合う場は、子ども広場や子ども支援センタ

ーなどで対応しておりますが、そのような相談場所は無いように思います。

県内にはそのような相談場所は無いのですか。

子どもの相談はあるのですが、この場合はお母さんの精神的な病気に関わることですの

で、そこまでのことへ積極的に支援というのはなかなかないようです。

まず、ケース会議にそのことが上っているのかどうか、ケース会議に上っているのであ

れば、その母親の支援をどうするのかというのはその会議の中で上がっていると思うので

すが、そのケースのことは具体的によく知りませんのでなんとも言えません。虐待にかか

わるようなことがあればひばりの方で検討され、その後の対応を考えていくと思います。

また、親御さんの方に養育能力が無ければ一時保護ということもあります。

今のケースの話は虐待にならないようにサポートしていただけるようなところを探し

ているということでした。

福祉のどこかの課が訪問されるようなシステムはありませんか。

そういうシステム的なものはなかなかないです。

園に関して、親御さんは親として関わるというかたちですので、お母さんの病気に関し

てつなげていくシステムは難しいです。

ありがとうございます。他にはよろしいでしょうか。

― 意見なし ―

それでは、次回の定例会の日程ですが１２月２５日の金曜日午後３時から東庁舎Ａ会議室

で開催をさせていただきます。追って時間、場所等ご連絡させていただきますのでよろし

くお願いいたします。１月の定例会は１月２５日（金）に開催したいと思います。

以上で第１４回教育委員定例会を終わります。

ありがとうございました。



会議終了 午後 ３時５０分


