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平成３０年第１回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成３０年１月２５日（木） 午後４時００分 開会

場 所 市役所 東庁舎 Ａ会議室

出席者 教育長 藤田 善久 教育長職務代理者 辻 京子

教育委員 賀川 昌明 教育委員 篠原 玲子

教育委員 綾 康典 教育部長 中谷 逸朗

こども未来部長 北村 定男 教育部次長 清水 保

管理監（国体担当） 石井 義伸 管理監（学校教育担当） 伊藤 晴朗

管理監（学校給食担当） 辻 平 管理監（幼児担当） 周防 清子

教育審議員 安藤 宜保 教育総務課長 中村 達夫

学校施設課長 藤田 孝司 教育研究所長 中野 正堂

生涯学習課長 横山 義孝 歴史文化振興課長 上川 喜久

歴史文化振興課博物館担当課長 河合 菊男 幼児施設課長 野田 久雄

幼児課長 坂田 耕 図書館長 前﨑 徳生

事務局（教育総務課長補佐） 久田三智子

以上２３名

事務局 開会

教育長

各委員

教育長

皆さんこんにちは。新年を迎えまして、第１回目の教育委員会定例会となります。今年

一年よろしくお願いいたします。

ただ今から、平成３０年第１回教育委員会定例会を始めさせていただきます。

最初に、会議録の承認についてですが、委員の皆様には、「第１２回定例会」の議事録が、

あらかじめ事務局から配付され、確認いただいていると思います。会議録の内容に、ご異

議はございませんか。

― 異議なし ―

それでは、「第１２回定例会」の議事録は承認いただきましたので、後ほど、「綾委員」

と「辻委員」に署名をお願いいたします。

なお、今回の第１回定例会の会議録署名委員は、「辻委員」と「賀川委員」を指名させ

ていただきますので、よろしくお願いします。

それでは、次第に従いまして、「１ 報告」に移ります。

はじめに、教育長報告をさせていただきます。

平成３０年第１回の定例会ということで、昨年末の１２月定例会以降の動きについて報

告させていただきます。
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教育委員の皆様には年末年始何かとお忙しい中、多くの教育委員会事業にご出席をいた

だいております。本当にありがとうございます。

先ず、１２月２６日には教育研究所研究発表大会及び教育講演会を八日市文化芸術会館

で開催しております。詳しくはお手元に配付しております研究所だよりに掲載しておりま

すし、後ほど教育研究所からも報告があると思いますので省略させていただきますが、非

常に中身の濃い内容で大会を終えることができたものと考えております。

次に、新年１月１日には恒例の元旦健康マラソン大会を布引グリーンスタジアムを主会

場に開催いたしました。当日は好天にも恵まれ、北は北海道、南は沖縄石垣島までの１,

２１２人の参加を得て、開催させていただきました。多くのボランティアスタッフにご協

力いただく中での開催ですが、東近江市の元旦の風物詩として意義ある大会となっている

ものと認識しているところです。

１月７日には、好天に恵まれ、対象者１,３２９人の中、４９２人の新成人に参加いただ

き、成人式記念式典を挙行いたしました。新成人により構成された実行委員会の運営で進

行され、厳粛な中で記念式典が執り行われました。昨年は、飛揚できなかった大凧揚げも

聖徳中学校で行うことができ、マスコミにも取り上げていただくことができました。

また、その夜には無形民俗文化財に指定されている西市辺の裸祭りが開催されましたの

で出席させていただきました。若者の人数が少なくなる中、以前は長男だけの参加であっ

たものを、二男三男でも参加してもらえるように枠を広めたり、また、結婚すると参加し

ないといった慣習も既婚に関係なく３５歳までの定年制とするなど、様々な工夫を加える

中で継承されています。３７年前に薬師堂の外から見たことがありますが、今回はお堂の

中で見せていただき、厳粛な進行の中、活気あふれる裸祭りが行われました。機会があり

ましたらご覧いただきたいと思います。

１３日には古久保憲満さんの展覧会が八日市文化芸術会館で開催され、教育委員さんに

も参加いただきましたが、開会行事に参加させていただきました。

古久保君は八日市南小学校の出身で、中学校からは八日市養護学校に通われ、その時の

高等部の先生に絵画の才能を見いだしてもらい、展覧会に出品した作品が優秀な成績を収

められるようになられました。２０１３年には首相官邸に展示されたり、今ではフランス、

オランダ、スイスで展覧会に出展され高い評価を得られています。地元での展覧会の開催

が遅いのではないかという声も聞いております。子ども時代は人とのコミュニケーション

が苦手であったようですが、徐々にコミュニケーションもはかれるようになってきたとい

うことです。今後益々活躍されることを期待しております。

また、午後からは市ＰＴＡ大会が開催され、多くの参加者の中で、れもん（山本しゅう）

さんから力強く子育について、またＰＴＡ活動について、講演をしていただきました。参

加された保護者の皆さんに非常に好評でした。

１２日から２２日にかけては、県教職員から人事主事の訪問を受け、今年度３回目の人

事訪問で、各校の校長と人事異動を見据えた意見交換を行いました。こういったことを踏

まえ、新しい体制の中できちっとした学校運営が行えるような人事を考えていきたいと思

っております。

私からの報告は以上でございます。

続きまして、教育部長から報告をお願いします。
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教育部長

教育長

こども未来部

長

教育長

辻委員

教育部長

体育協会主催の元旦マラソンにつきましては、前回大会から制限時間を設定し、関門閉

鎖を設けておりますが、今大会は、制限時間を超えたランナーの方はおられなかったとい

うことで、スムーズな運営ができました。

成人式についてですが、今後市としては、新成人の皆さんの前途を祝して一堂に会した

記念式典に重点をおき、大勢の方が参加される工夫をしていきたいと考えております。

最後に、１月２０日と２１日に第６４回文化財防火デーに伴う訓練が、東近江行政組合

管内各消防署主催で実施されました。２０日は神郷町の「乎加神社」、２１日は永源寺高

野町の「大本山永源寺」にて開催され施設管理者、自治会、消防団の協力のもと訓練が実

施されました。この訓練は昭和２４年１月２６日に法隆寺の金堂が炎上し壁画が焼損した

ことにより、１月２６日を「文化財防火デー」と定め、文化財を火災、その他の災害から

守るために住民に文化財愛護と防火意識の高揚を図るため毎年実施され、教育委員会も参

加機関の一員として参加しているものです。なお、２７日には百済寺町の「百済寺」にて

実施予定でしたが、積雪のため中止になりました。

私からの報告は以上でございます。

続きまして、こども未来部長から報告をお願いします。

今年度の幼児施設整備についてですが、現在中野むくのき幼児園、民間ではゆいの杜認

定こども園、そして八日市地区に小規模保育事業所２箇所について、４月開園に向けて工

事及び園児受け入れ準備が進められています。また、病児保育所２箇所につきましても同

様に諸準備を進められているところでございます。

保育園及び認定こども園への入所につきましては、現在、平成３０年度申込に対する最

終的な入所調整を行っておりますが、２号３号の入所申込率は増加の一途をたどっており、

施設整備等により１５４人の定員増を図っているにも関わらず、残念ながら最終的には一

定の待機児童は見込まれそうであります。引き続き、待機児童解消に向けた取組を強化し

てまいりたいと考えております。

本日、後程幼児課からご報告いたしますが、永源寺地区の幼児施設のあり方について委

員会を設置し、地元の関係機関の方を中心に１１月からご検討いただき、この度一定の方

向性として、保育園と２園の幼稚園を認定こども園として一体的に整備することが望まし

いとした答申をいただきました。場所については検討中ですが、まとめていただいた内容

に沿って早期に整備を進めてまいりたいと考えております。

私からの報告は以上でございます。

私と各部長からの報告について、ご意見・ご質問等ございませんか。

成人式についてですが、市で行う成人式にたくさんの方に来てもらうということでした

が、今まで通り各地域のコミュニティセンターで行われる成人式も引き続き行っていただ

けるのですか。

合併当初は、八日市文芸会館で一堂に会することは人数的に難しいということで、各地

域で行うこととしていました。今後は八日市文芸会館で行われる記念式典に集中して行う
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辻委員

教育部長

辻委員

教育部長

辻委員

教育部長

生涯学習課長

辻委員

生涯学習課長

教育部長

辻委員

綾委員

ことと考えています。

そうすると、八日市文芸会館で、参加者は７割から８割を見込んでおり、ホールと展示

室を利用して行いたいと思っています。

これから会議をされるということですが、どういう会議で議論されるのですか。

コミュニティセンター館長会やまちづくり協議会、成人式実行委員会で検討する予定で

す。

市の成人式の実行委員も市から依頼しており、市の一体感が大事というのもわかります

が、地域に対する愛情のはぐくみを考えると中学区で行うことも大事だと思いますので、

自主的な新成人の参加があればどちらも成立するような方向でお願いしたいと思います。

新成人が地域に戻って自分達で行うことを否定する訳ではありません。

地域の成人式の出席率はどれくらいですか。

手元に資料はありませんが、率は高いです。

現在も市一本で式典は行わさせていただいていますし、今後も必要だと考えています。

他市の状況をみますと、大半が市一本で式典をされており、地元の方のアトラクションを

行い、２部のつどいでビンゴゲームやビデオレターを行ったりされています。本市の地域

のつどいはどちらかというと中学校の同窓会的なものになりますし、引き続き３部で新成

人が自主的にパーティをしようかとういう所がたくさんあります。地域で式典的やつどい

を新成人が自主的にすることについては否定するものではありません。

今後議論をされる中に、シニアだけでなく、実行委員の経験者やこれから成人を迎えら

れる方などの参加はあるのですか。

通年で検討委員会を設けているわけではないので、地区のコミセンが事務局となって地

域のつどいを開催しておりますので、事務担当者会議では今後の方向性の話をさせていた

だきました。旧八日市市につきましては、生涯学習課が事務局となっていますし、地区に

よりやり方が違いますので同じような方向でというのは難しい現状ではあります。

八日市地区につきましては、今年度から聖徳中学校でのつどいをやめ、八日市文芸会館

で写真撮影を行いましたが、つどいがなくなったことに対しての苦情はありませんでした。

どちらにしても市で一体となって成人式を行うことは大事だと思いますので、満員で入

りきれないくらいになるように、アイデアを出してがんばっていただきたいと思います。

成人式について、市で一体化することは理解できますが、各地区のまち協やコミセンが
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辻委員

教育部次長

教育部長

賀川委員

生涯学習課長

賀川委員

生涯学習課長

賀川委員

教育部長

篠原委員

生涯学習課長

積極的に関わらないというのはいかがなものでしょうか。これからのまちづくりは若者を

引き寄せるようにしないといけないので、市が関わらなくてもいいが、まち協やコミセン

が積極的に若い子に声をかえ、方向付けてあげるのが行政ではないかと思いますが。

まち協さんと話し合い、記念に残る式典を行い、その後幼なじみど楽しく過ごせるよう

な工夫ができると思うのですが。

地域により違いがあり、特に昨年度からこのような方向性できていますので、今年で二

年目になりますが、従来通り地域でお祝いをしている所と、同窓会的なことで支所やまち

協やコミセンが関わらない所と大きく２つに分かれています。地域でお祝いをしてあげよ

うという気持ちは大切にしたいと思いますが、市全体と地域で式典を２回行うことは避け

たいと思っています。このことをうまく地域に伝えてご理解をいただくのが課題と思いま

す。

式典を一本化にするのが目的で、地域で行うのは式典でなく、新成人が中心となって同

窓会的なことをされるという方向で導いてほしいと思います。いろんな意見もあると思い

ますので、今後議論をしていきたいと思います。

市は地域のつどいの経費や人的補助はどのようにされているのですか。

旧７地区に約６０万円の補助金が出ています。

お金も人も引き上げますよ。やりたければご自由にということですか。

市全体では、式典、コンサート、大凧揚げをしていますが、八日市地区以外はそこから

地域に戻って、挨拶と写真と式典があり、その後場所を変えて食事会をされるという３段

階になっています。それならば、式典を１つ行って、後は自分達が主体で集まるという形

にもっていきたいと考えています。

参加する側からすると会場が遠くより近くの方が良いので、ずっと地域で行っている人

達からすると、簡単に納得されないのではないですか。主旨はわかりますが、話の進め方

をうまくやっていただきたいと思います。

新成人の思いもありますので、今後議論を進めていきたいと思います。

新成人の当事者が市外に転出している場合は案内が届かないそうですが、そういう人に

は実家に案内が届くといいのですが。

市内に住民登録がないと案内は送れませんが、住民票がなくても縁のある方は参加して

いただいても結構です。外国の方で参加される方もおられます。



-6-

教育長

各委員

教育長

学校給食セン

ター長

教育長

学校給食セン

ター長

教育長

各委員

教育長

各委員

教育長

幼児課長

教育長

成人式の参加率につきましては、申込が４５％、当日参加が３７％となっています。同

規模の他市をみますと、７０～８０％の参加率となっていますので、もう少し参加率を高

める工夫が必要だという思いでこの方向性が出ています。地域の声をないがしろにする中

で進めるわけではありません。もう１点は、中学校単位で行われますと、最近は市内の中

学校に進んでおられない方もおられますので、そういう方が地域には参加しずらいという

こともありますが、全体で集まりますと高校の繋がりがあったりして参加しやすいという

こともあります。両方の利点を考えながら進めるのも良い方法ではないかと思いますので、

十分意見を聞きながら進めていきたいと思っています。

他にご意見ご質問はございませんか。

― 意見・質問等なし ―

質問がないようですので次に進めさせていただきます。

議案第１号「東近江市学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則の制定につ

いて」を担当課から説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

このことについてご意見ご質問等はありませんか。

法律番号はすべて除くという考え方になっているのですか。

法律番号は条例施行規則第５条で規定していまして、６条は２回目になりますで、削除し

ました。

他にご意見ご質問等はありませんか。

― 意見・質問等なし―

では、議案１号「東近江市学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則の

制定について」は御承認いただけますでしょうか。

― 異議なし ―

それでは、議案第１号については原案通り可決といたします。

「３ 報告事項」に移ります。「福祉教育こども常任委員会報告について」担当課から

説明をお願いします。まず幼児課からお願いします。

― 資料により説明 ―

この件についてご意見ご質問はございませんか。
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辻委員

幼児課長

綾委員

幼児課長

教育長

綾委員

教育長

各委員

教育長

幼児施設課長

教育長

辻委員

認定こども園１園に再編すると方向性が決まったのは、１０名の委員全員のご賛同です

か。

２回の委員会で、委員さんからはさまざまなご意見をいただきましたが、これだけ園児

数が減少すると一体化はやむを得ない、園児の集団での保育が望ましいだろうという声を

いただいておりました。委員の中の保護者会の代表の方々からも、こういった現状から一

体化が望ましいという声もいただいており、委員会の総意として今後一体化の方向で進め

ていく結論をいただきました。

永源寺地区の過去３年間の減少率はどれくらいですか。これから先もかなり減りそうで

すか。

かなり減少をしております。幼稚園では１０名を切るクラスが複数出てきております。

昨年度から市原幼稚園、永源寺幼稚園とも４・５歳児は１クラスの複式学級を行っていま

す。

永源寺地区全体で、６歳の学年で４０人弱、０歳の学年では３０人くらいの傾向かと思

います。

そうなれば、幼稚園・保育園の再編だけではなく、小学校の再編についても今後話が出

てくるのですか。

小学校ですと、直近では甲津畑小学校を山上小学校に統合しておりますが、複式のクラ

スが固定的になったときに再編ということが、他市と同様にテーブルにのるのかなと思っ

ています。複式のクラスというのは、２学年合わせて１６人を下回る状況で編制されるも

ので、そのような状態が固定的に出てくることが想定される場合には、議論をスタートす

る必要があると思っております。

他にご意見ご質問はございませんか。

― 意見・質問等なし ―

それでは、次の「（仮称）能登川第一幼児園整備計画について」幼児施設課から説明を

お願いします。

― 資料により説明 ―

この件についてご意見ご質問はございませんか。

この園は子ども達がお世話になったなじみのある幼稚園で、一番最初に計画をお聞きし

たときに、厨房と遊戯室ができる所が小山になって木が植わっていて子ども達の格好の遊

び場でしたので、それをなくさないようにとお願いをしておりましたが、そのように計画
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幼児施設課長

辻委員

幼児施設課長

篠原委員

幼児施設課長

教育長

幼児施設課長

教育長

各委員

教育長

学校給食セン

ター所長

教育長

辻委員

学校給食セン

をしていただいたのでしょうか。

赤で着色をさせていただいた部分は当初２階建で計画し、築山と園庭については残す方

向で地元協議に入らさせていただきました。市の土地とはいえ近隣への配慮が必要で、佐

野町との協議の中でこのような形になりましたのでご理解いただきたいと思います。

グラウンドのどこかに移していただけるのでしょうか。

築山や木の部分につきましては園庭の方に作らさせていただきたいと思います。

現状には「能登川ひばり保育園の施設老朽化と駐車場不足」とありますが、能登川ひば

り保育園の施設が古くなっているので、能登川第一幼稚園を幼児園にするという繋がりは

あるのですか。能登川ひばり保育園は改修はされないのですか。

この計画は本来ですと能登川地区全体の説明をさせていただく中で、能登川第一幼稚園

を認定こども園化するという話をさせていただくといいのですが、基本的には能登川ひば

り保育園の老朽化と、同じ場所に建て替えることは難しいということで、能登川第一幼児

園へシフトしていく方向になります。ただ第一幼稚園を認定こども園化してもすべてがま

かなえるわけではありませんので、能登川ひばり保育園は徐々に縮小をして、一定のとこ

ろで閉園をさせていただきたいと思っています。不足部分については、民間の小規模保育

事業所等の募集をかけながら、能登川地区の待機児童の解消に務めたいと思っています。

続いて、工事の進捗状況をお願いします。

― 資料により説明 ―

この件についてご意見ご質問はございませんか。

― 意見・質問等なし ―

それでは「学校給食センター調理業務に係る委託業者選定概要について」

学校給食センターから説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

この件についてご意見ご質問はございませんか。

給食センターで働いておられる方達は、新しく契約される業者で引き続き仕事を続けて

いけるのでしょうか。

湖東給食センターで働いている調理師には、正規の職員と臨時の職員がおります。正規
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ター所長

教育長

各委員

教育長

学校施設課長

教育長

各委員

教育長

生涯学習課長

教育長

生涯学習課長

賀川委員

生涯学習課長

辻委員

生涯学習課長

綾委員

の職員につきましては、保育園等の自園の調理場で業務をしていただきます。臨時職員に

つきましては、委託業者と条件が合えば、優先して雇用していただけるようにさせていた

だいております。

他にご意見ご質問はございませんか。

― 意見・質問等なし ―

続きまして、学校施設課から工事の進捗状況をお願いします。

― 資料により説明 ―

この件についてご意見ご質問はございませんか。

― 意見・質問等なし ―

続きまして「東近江市子ども読書活動推進計画第３次計画（案）について」担当課から

報告をお願いします。

― 資料により説明 ―

この件についてご意見ご質問はございませんか。

意見の締め切りはいつですか。

２月１日でお願いします。

１８ページの指標の現状で、「学校図書館図書標準に達している学校の数」で２２校分

の１４校で、割合が１０４．８％とありますが、タイトルは学校の数の割合ですので、こ

の数値はおかしいのではないですか。７ページの平成２８年度の「学校図書館標準に対す

る学校の蔵書冊数の割合」の１０４．８％が１８ページの「学校図書館図書標準に達して

いる学校の数」の割合に入っているようですが、確認をお願いします。

確認します。

２ページで、上の表は平成２８年、下の表は平成２５年のデーターとなっていますが、

下の表はもう少し新しいデーターはないのでしょうか。

調査が行われたのが平成２５年でしたのでこの表になりましたが、最新のものがあれば

変えさせていただきます。

７ページの「学校司書が定期的に学校図書館に派遣されている学校の数」で小学校は全
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学校教育課長

辻委員

生涯学習課長

辻委員

生涯学習課長

教育長

各担当課

教育長

綾委員

図書館長

綾委員

図書館長

教育長

各委員

校に派遣されていますが、中学校が９校中４校というのは人員的に足りないのか、学校側

の問題なのですか。また、小学校と中学校のかけ持ちはあるのですか。

２校に１人の割合で配置をしていますが、人員的にはそこまで達していませんので、増

員をお願いしているところです。

小学校と中学校のかけ持ちはありません。

今の表もそうですが、課題とわかって示されているということは、課題がなくなってい

くように努力をされるということですね。

計画ですので、目標を掲げてできるだけ努力していきたいと思います。

これは市長も目を通されているのですか。

皆さんのご意見をいただいて、案ができあがりましたら市長に説明いたします。

それでは、続きまして「その他」に移ります。各課から報告をお願いします。

○学校教育課・・・・学校教育課だより

○教育研究所・・・・教育研究所だより

○生涯学習課・・・・報告事項

〇歴史文化振興課博物館・・・・報告事項

○図書館・・・・・・報告事項

各課からの報告が終わりました。ただ今の報告に対しましてご意見・ご質問はございませ

んか。

能登川図書館の「能登川中学校区ノーメディアデー特集コーナー」は、市内各図書館と

連携しているのではなく、独自の事業ですか。

この事業は、１１月に行いました田澤雄作さんのメディアについての講演会に参加され

た能登川地域の先生等と能登川図書館とで話をして行われることになりました。

昨年度は五個荘地域でノーメディアの取組がありました。

今後市内全域に広めて行ったりするのですか。

それは考えています。

他にご意見ご質問はございませんか。

― 意見・質問等なし ―
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会議終了 午後５時３０分

会議録署名委員

会議録署名委員

教 育 長

教育長

辻委員

生涯学習課長

教育長

事務局

教育長

以上で全ての案件が終了しました。

全体を通じましてご意見ご質問はございませんか。

社会教育委員さんと意見交換会をしていただいて大変良かったと思います。今後も引き

続き行っていただきたいと思います。

社会教育委員さんの会議で時間帯等の関係で参加ができない委員もおられるようです

が、皆さんが参加できる日程で調整をされるようにお願いします。

はいわかりました。

次回の第２回定例会については平成３０年２月２２日木曜日、午前１０時００分から、

場所は東近江市役東庁舎Ａ会議室で開催いたしますのでよろしくお願いします。

また、第３回定例会につきましては、３月２２日木曜日、午後２時半から東近江市役所

東庁舎Ａ会議室で開催いたしますのでよろしくお願いします。それでは、最後に連絡事項

を事務局からお願いします。

― 当面の日程についての説明 ―

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終了させていただきます。

本日は皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。


