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会議概要

事務局 開会

委員長 平成２４年度に入りまして最初の定例会でありますので、一言ごあいさつ方々、自己紹介をさ

せていただきます。

去る３月２４日の臨時の教育委員会におきまして、前熊倉委員長の後任としまして委員長の大

役を仰せつかりました谷川でございます。どうぞよろしくお願いします。

教育委員を受けさせていただいた時に、浅学非才の私が４年間続けていけるのか、不安で受け

させていただいたのですが、何とか３年間努めさせていただき４年目を迎えることができました。

４年目と言うことで委員長と大役を仰せつかったわけですが、私一人が頑張っても一人は一人で

すので、教育委員さんの皆さん方をはじめ管理職の皆さん方のご協力をよろしくお願いいたしま

す。

それでは、平成２４年度第６回の定例会を開催させていただきます。

会議録の署名人として坂田委員、川副委員よろしくお願いします。

年度初めの定例会であり、教育委員も交代されておりますし管理職も異動等により変わられて

いますので、自己紹介からお願いいたします。

（各自自己紹介）

委員長 ありがとうございました。それでは、教育長報告からお願します。

教育長 改めまして教育委員の方々にお世話になります。よろしくお願いいたします。

２４年度教育委員予定表を見ましたら、４月に入って本日が６度目となり、長いひと月だった

と改めて感じております。皆様には色々とお世話になり、ありがとうございました。

さて、私のほうからの資料と致しまして４月の定例校長会議と教頭会議資料、それと学校教育

課便りというものをお配りさせて頂きました。その１ページ目が今年度校長会議、教頭会議で力



をいれてほしいということでお話をさせてもらった部分でございます。

よく市長が安心の三重奏 発展の五重奏ということで市政のマニュアルを示しておられたの

ですが、安心の三重奏のうちの一つ目が この学校の安全、安心、施設の改修の部分とぴったり

合致するところであります。給食の提供もエアコンのこともその中に入っております。

安心できる子育てという５項目のうち３項目がまさにその部分。それがちょうど施設のほうで重

点的に取り組んでいるところですので一点目はそれを掲げています。

また、東日本大震災の関係で議会でも色々と質問がでてまいりました。学校は安心安全の避難

所としてどういう機能をしていくのか、先生はどう動いてくれるのかといった期待を込めた心配、

そういった観点からのご質問だったと思います。これは県のほうでも学校防災の手引きが出され

ておりますので、細かな各学校の立地条件、環境等も配慮した中で防災のマニュアルを見直して

いく、あるいは防災教育を全教科課程の中でやっていく、また新たな教科と領域のものを作った

らどうかという意見も文部科学省のほうではでていたようでございます。今年度は新たな教科と

して発展はしておりませんが、全教科等を通じて防災教育をという意見もでております。ここで

はそれを２点目に挙げさせていただきました。

次に交通安全教育です。東近江管内の交通安全推進会議に私自身も出席しておりますが、東近

江市は４番目に中学生以下の交通事故が多いそうです。私が１０月から就任した後も中学生の自

転車事故がありました。危険なケースもありましたので、安全教育の中で交通安全についても子

供たちへの指導、先生、あるいは子供の意識啓発もお願いしたいということでここに挙げさせて

頂きました。

次に２点目の確かな学びのある学校づくりの５点につきましては、裏面の枠内の部分に挙げて

います。教育委員さんには指針説明で県に行って頂いたのですが、その時にちょうど県も三本柱

の話しをしていまして 安心安全の部分、魅力のある学校づくりの点、そして３点目に文化財の

ことがでていたと思います。県の指針説明を聞く前に自分が考えていた事と三本柱の内容がぴっ

たりあっていたので 私としましては県の指針説明がバックアップになったような気がしてい

ます。学びのある学校づくりについてはこの５点、先生方にお願いしたいと思っています。

今後、私自身が考えていかなければならないと思うのは、草津市が県の指針説明会の時に８，

１００万円の人件費を投入しながら教育の充実を図っていくという報告があったのですが、それ

は草津市だからできることであって、本市の場合はどうなのかなと思います。

本市では特別支援に関わる支援員の配置については、本当に他では数をみないほどの手厚い対

応をさせて頂いています。ただ、それだけで良いのか、もっと先生方に力をつけて頂くためには

どうしていけば良いのかを今後考えていきたいと思います。図書館のほうでは司書の配置を考え

て頂いているのですが、そこも人件費の関係でこれから順番に対応していくことは難しい。ただ

し、支援員の方の人件費と臨時で雇用している司書の方の人件費とは大差がなく、そういったこ

とを合わせながら教育環境の人的環境全体を考え、子供たちや先生方の力をつけていくという方

向に見直していかなくてはならないと今現在思っています。

そして３点目は地域とともにある学校づくり。これにつきましては地域資源が非常に豊かです

し、文化財がこれほど豊富で生活の中に根付いている市はないということ審議員の方にお聞きし

て、それはやはり大きな強みとして学校の中に取り入れていきたいと考え 先生方、学校にも啓

発をしながら活用を図っていって頂くように進めていきたいと思っています。これが私自身の今

年度の大きな考え方の流れでございます。

学校教育課便りのほうではそういったことの根本になるようなことを少し触れさせて頂きまし

た。織という字の篆書の部、色々組み合わせながら物が織りなされていくという語源に触れて私



の思いを書かせて頂きました。

４月１日はおよそ１万５００人の子供たちで小中はスタートしております。特別なニーズを求

めている子供たちというのは非常に多いのですが、今年度４月初め特別支援学級は小学校では、

４８学級、中学校では１９学級合計６７学級の特別支援学級が本市にはございます。通級指導教

室などを設置して頂くなど教育委員会としては大きな柱として進めていかなくてはならない部

分だと思っています。また不登校の子供たちも多く、そのことについても教育相談や児童生徒成

長支援室との連携も図っていただきながら、また虐待のケースもございますので、ひばりとの連

携も深めながら子供たちの安心安全、学力の保障も進めていかなくてはならないと思っています。

以上です。

委員長 ありがとうございます。引き続き教育部長報告をお願いいたします。

教育部長 ６月議会に提案を予定しております内容につきましてご説明させて頂きたいと思います。

一点目は教育施設の整備でございます。小中学校の３校について議決案件の対象となります。

小学校は１校、布引小学校の耐震補強、大規模改修、中学校は２校、玉園中学校の耐震改修と船

岡中学校の改築でございます。工事期間は議決を頂いた後に平成２５年度の完成でございます。

学校の施設整備の取り組みにつきましては後ほど担当から説明申しあげますけれども、６月の議

会の提案は閉会日を予定しているものです。

なお 改築を行います船岡中学校につきましては起工式を６月２８日に行いたいと考えてお

りますので、改めて委員の皆様にはご案内をさせて頂きますのでよろしくお願い致します。

提案の２点目と致しましては、御園コミュニティセンターの指定管理制度導入でございますが、

あわせて他地区の状況についてもご報告をさせて頂きます。お手元に指定管理制度導入の主な取

り組み状況の資料をいれさせて頂いております。このことにつきましては地域で協議が整ったと

ころから順次まちづくり協議会によります取り組みを頂いているところですけれども、委員長の

ご挨拶にもありましたように、去る４月１日には新たにコミュニティセンターの指定管理者制度

により運営開始式がとり行われました。この館につきましては八日市、中野、湖東、能登川の４

館でございますが、市内１４館のうち９館に導入を頂きました。残る館は５館になりまして、御

園、永源寺、五個荘、愛東、蒲生でございます。この中で旧市の８地区のうち御園地区で３月の

まちづくり協議会臨時総会で指定管理の導入の決定をされていますので、近いうちに申請書を提

出される予定で、このことを受けて６月議会に提出するので、本年１０月に導入予定でございま

す。また資料の裏面の旧町、現在の愛東地区につきましては来月５月１０日の定期総会に図られ

る予定です。その後に申請書等諸手続きを経て９月議会に提案するものでございます。御園地区

同様、１０月導入に向けて進めて頂いております。次に永源寺と五個荘地区につきましては共に

コミュニティセンターの移転、並びに改修の計画がございます。ご承知頂いておりますように永

源寺コミセンは産業振興会館へ五個荘コミセンは五個荘福祉センターへ移転することになって

おり移転先の改修工事につきましては地元協議は概ね整っておりますので本年度早期に設計を

行い、改修に入ってまいりたいと思っております。

なお 両地区の導入は平成２５年を想定致しております。残る蒲生地区でございますが検討委

員会設置をされ、平成２５年度の導入にむけて検討中でございます。教育委員会と致しましても

まちづくり推進課と共に引き続き働きかけてまいりたいと考えております。

以上２点の説明をさせて頂いて 報告とさせて頂きます。



委員長 ありがとうございます。引き続き健康福祉こども部理事報告をお願いいたします。

健康福祉 保育園と幼稚園との一体化の推進について前回３月の定例会におきまして本市における保

こども部理事 育園、幼稚園一体化運営の考え方を協議をさせて頂きました。今後はこの考え方に基づきまし

て特に３歳児以上については保育園幼稚園共通の保育環境と保育内容を保障した教育の実施

を目指すこととして運営一体化について、更に課題の整理をしながら順に進んでいきたいと考

えております。

あわせて今年度は幼児施設の計画を見直していく年でもあります。施設と運営面の一体化を

基本におきながら中学校単位でニーズに見合った保育サービスの在り方を検討しつつ、今後の

施設整備計画を作成して年度内に公表していきたいと考えています。特に幼保一体化施設の整

備を予定している地域につきましては周知を図ることがまず大事でございますので、４月以降

順次保護者会、自治会の説明をしていきたいと思っております。

今後、ご理解ご協力を得ていきたいという考えでございますが具体的には、平田、市辺、御

園、中野地区を予定しております。

以上でございます。

委員長 ありがとうございました。ここまでで何か質問はございませんか。無いようですので、次の

議案に入ります。

議案第１８号「東近江市奨学金貸付審査委員会要綱の一部改正について」の説明をお願いい

たします。

教育総務課長 それでは議案第１８号の説明をさせて頂きます。お手元の資料の裏面をご覧ください。

新旧対照表で、現在、審査委員会要綱の組織の中に現行４名の委員が任命されていますが、今

回改正案と致しまして５項で前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者とい

う形の委員を任命することができるように改正を行うものです。この審査委員会につきまして

は、医学生の奨学金貸付条例に基づきます委員会と同時にこの奨学金貸付審査委員会を開催し

ておりまして、医学生の奨学金貸付のほうの組織の中にはこの５番目に書いているような条項

がございますので、２つの審査委員会の条項を合わせた組織にしたいと思っています。

また、第６条につきましては、昨年度より教育総務課で事務の処理を行っていまので、現行

に合わせて改正するものです。

なお、昨年から改正が遅れておりましたのでお詫び申し上げますともにご審議のほどよろし

くお願いします。

以上です。

委員長 ありがとうございました。

医学生の貸付審査委員会の中にはこの前後に書かれているものが明記してあるのでそれを

合わすという事ですね。

教育総務課長 はい。合わすという事です。

委員長 はい、わかりました。これについても何か質問はございませんか。

無いようですので、ご承認いただいたものといたします。



次の報告事項に移ります。平成２３年度主要事業の成果について説明をお願いしたいと思い

ます。

（別途資料により説明 教育総務課～生涯学習課）

委員長 ありがとうございます。ここまでで何か質問はございますか。

私のほうからひとつお聞きしたいのですが、生涯学習課の近江商人博物館運営事業の中で湖東

の歴史民俗資料館は収蔵庫確定資料地域との調整が必要であるということが書かれていますが

建屋としては生涯学習課が管理するということで良いのですが、中にある展示物は文化財的な要

素もあるのではないのかなと思いますので文化財課とも連携をとって維持管理をしていくこと

は考えておられますか。

生涯学習課長 文化財課と連携をとって文化財的な保存活動を行っていくつもりです。

委員長 わかりました。

武田委員 施設整備のことでお聞きしたいのですが、御園小学校で駐車場用地を購入したとのお話でした。

御園小学校はコミュニティセンターとの併用で駐車場を設けていると思いますが 更に駐車場

用地を確保というお話でしょうか。学校規模や施設規模でどの程度の駐車場を確保すべきかとい

う考えは何か基準があるのですか。

学校施設課長 御園小学校の用地収得の話しについては、学校施設の中の一部の土地でその土地を長い間市が

借りていたという状況でした。新たに購入しにいったのではなく、八日市時代からお借りしてい

たその土地を貸し借りでなくお譲り願うことになった駐車場用地購入です。ですから新たに駐車

場を購入というわけではないのです。それを今年契約させて頂きたいという話しでございます。

武田委員 わかりました。

それから玉緒小学校の耐力度調査ですが、これは校舎ですか。耐震設計ができていなかったの

ですか。それと工事を実施するのであれば何年ですか。

次長 玉緒小学校につきましては体育館の話でございまして、基本的な考えとしましては改築したい

と考えておるのですが、耐力度調査をして工事の対象になるのかならないのかという調査をさせ

て頂いております。

武田委員 わかりました。

委員長 ほかに質問はございませんか。

無いようですので、引き続きスポーツ課からお願いいたします。

（別途資料により説明 スポーツ課～人権課）

委員長 ありがとうございます。今の説明について、何か質問はございませんか。



武田委員 文化財課のほうで雪野山の出土品の保存修復についてですが、これは経年劣化なのか、保存

の仕方の問題なのか、やむおえない劣化になるのか、そのあたりの詳しい説明をお願いします。

文化財課長 出土して大阪大学の調査団が整理をされてその時に仮の保存処理がされたそうです。その後

当時の八日市市に適切な保管場所がなかったということで安土の考古博物館に寄託をしてお

ります。いわゆる預けているという状況でございます。安土の考古博物館の収納庫の環境です

が、温度湿度は博物館の収納庫で管理を致します。それが雪野山の出土品、主に銅鏡など鉄製

品になるのですが、必ずしもその金属製品に適応する湿度でなかったというのが劣化のひとつ

の要因であります。もちろん経年変化など複合的なこともあり、来年２５周年とそれだけ経年

変化もございますし、これではいけないと文化庁のほうからも視察に見えられ、処理をしない

と次世代に繋げないということで、特に劣化の激しい遺物について第一期ということで保存修

理をしている状況でございます。その保存修理ができたら次の段階になるかと思います。

一番の主因は安土の環境、あと色々な要因が重なって劣化をしたということになります。

武田委員 今の安土の考古博物館では雪野山の出土品の保管場所としては環境が適していないという

お話ですね。そうすると修理されても東近江市には保存する施設がないわけですから、また安

土の考古博物館に寄託するということになり同じことが繰返されるのではありませんか。

文化財課長 適切な環境に保管するということで、今年度の事業で埋蔵文化財センターの収蔵庫の一部改

修を行います。全体も含めまして、一部分特に鉄製品に適した環境をつくりだす工事費を含め

ました予算を今年度付けて頂いておりますので、今度は適切な環境の保管場所に保管されるこ

とになります。

武田委員 わかりました。よろしくお願い致します。

委員長 ありがとうございました。

学校給食センターは始まって一週間ほどになるかと思いますが、状況としてはどうでしょう

か。

学校給食 給食が初めての学校もあり、中学校関係には配膳員さんも配置して頂いております。

センター長 ご迷惑をおかけしておりますが、日が経つにつれて徐々に時間は短縮できていくと思います。

まだまだ問題点はございますが、現状は先生方のご協力を得ながら給食の実施ができている状

況でございます。

委員長 職員さんがアレルギー食のほうで苦慮されて、勤務時間が超過したということを少しお聞き

いたしました。定時とは言いませんが職員さんが早く帰宅できるようにしてあげてください。

学校給食 遅くまで残業していることもございますが、今はまだ年度が始まって間もないので徐々にそ

センター長 の辺も改善していけると思います。

川副委員 図書館のことですが、市内の外国籍の子供たちがわかりやすいテキスト的な本があるのか、

それをコピーするのは許されるのか、そのあたりを教えて頂けますか。



図書館長 コピーは一冊の本をコピーするのでなければ大丈夫です。

絵本などは子供たちだけでなく大人の方も日本語の勉強をするのに良いと聞いていますので

その数を増やしていきたいと思います。学習支援という大きなくくりの中で今年は力を入れて

いきたいと考えており、地域の日本人の子供の学習支援と共に外国籍の子供たちの学習支援、

学校に行って学べるような家庭環境作りを図書館で支援していかないといけないと思ってい

ます。

川副委員 図書館でそういう部分を少しでも充実していって頂ければありがたいです。

図書館長 外国人の方が親子で図書館を利用するのをよく見かけるようになっています。できるだけ多

くの方々の居場所となり、お母さん方の繋がりも深めていけるような場所となるよう関係課と

相談しながら努力していきたいと思います。

川副委員 お願い致します。

委員長 他に何かご質問はございませんか。

無いようですので、次の東近江市立幼稚園規則の一部を改正する規則、幼稚園通園バス運行

管理規則の一部を改正する規則の説明をお願いいたします。

（幼稚園規則の一部を改正する規則、幼稚園通園バス運行管理規則の一部を改正する規則の説明）

委員長 ありがとうございました。これについて何か質問はございませんか。

無いようですので、各課事業報告をお願いいたします。

教育総務課長 平成２４年度の教育委員予定表を配布させていただいておりますが、大変お忙しい中多くの

事業にご参加いただかなくてはなりませんが、よろしくお願いします。

今年度は、滋賀県都市教育委員会連絡協議会の会長、事務局を東近江市が預かっております

関係上、５月２１日に滋賀県都市教育委員会連絡協議会の総会が開催されますが、当日委員長

様には議長を務めて頂きますのでよろしくお願いいたします。また、その他１１月の県内研修、

県外研修を私ども事務局が担当市様と協力しながら開催していきたいと思っておりますので、

よろしくお願いします。

以上です。

（別途資料により説明 学校教育課～人権課）

委員長 以上で本日提出頂きました案件は全て終わりました。

全体を通して何かご質問はございますか。

無いようですので、それでは５月の定例会の日程についてですが、５月２３日（水）２５日

（金）どちらかで午前中に場所は蒲生給食センターでよろしいですか。

事務局 竣工式の日に施設は見て頂きましたが、作っておられるところは皆さん見ておられないかと



思います。見学できる施設でもございますので、５月の定例会では作っているところを見て頂

いてから委員会を行い、最後に搬出されるところも見て頂いて、その後に給食を試食して頂い

くことを考えております。前に一度給食の試食をというお声もございましたので、もしよろし

ければそういうかたちで行わせて頂く案をあげさせて頂きました。日程の調整をさせていただ

く中で、できればこの二日間にうちで、午前中でよろしければ給食センターと調整をさせて頂

きたいと思っております。

委員長 それでは給食センターで開催、給食試食後に解散というかたちでよろしいでしょうか。

場所は蒲生給食センターで２３日の午前中からお昼にかけて定例会を実施するということで

よろしいですか。

また、６月の定例会については６月２５日（月）で設定させていただいてよろしいですか。

委員 異議なし。

事務局 時間等詳細は後日連絡させて頂きますのでよろしくお願いいたします。

それと委員さんにお願いしたいのですが、いくつか教育委員会の中で教育委員の代表という

かたちで他の委員も兼ねて頂いている方がいらっしゃいます。熊倉前委員さんが東近江市青少

年問題協議会の委員をされておりまして、その期間が２３年４月１日から２５年３月３１日ま

でで残任があと一年あります。熊倉前委員はご退任頂いておりますので、その後をどなたかに

お願いしたいのです。それと給食運営委員も委員の中からどなたか一名お願いしたいと依頼が

ありましたので、選任をお願します。任期につきましては、いずれも任期は１年間です。

委員長 後程、相談のうえ決めさせて頂きます。

本日提出頂きました案件については全て終了致しましたので、これにて散会とさせて頂きま

す。

本日はありがとうございました。

会議終了 午後５時２０分


